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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１７日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号



－102－

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

〇副議長（佐藤 勝議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出が出ております。

また、黒井議長からも欠席の届け出が出ていま

すので、地方自治法第１０６条第１項の規定に基

づき副議長の私が議長の職務をとらせていただき

ますので、皆様の御協力をよろしくお願いをいた

します。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 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、

７番 奥 村 英 俊 議員

１２番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 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。

災害時における市民対応について外２件を、高

野美枝子議員。

〇２番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長から指名がありましたので、

大項目３件について通告に沿いまして質問させて

いただきます。

初めに、災害時における市民対応についてお伺

いいたします。今なお全国各地でゲリラ豪雨の恐

怖にさらされています。今回の災害で亡くなられ

た方、また被災された方々に心よりお見舞いを申

し上げる次第でございます。

名寄市では、８月に２回の大雨による災害があ

りました。ほとんどの市民の方が初めての経験と

お話しされる未曽有の災害でした。雨が降るたび

に災害が心配で、憂鬱な気分になりますと市民の

方から切実な声をいただきます。

そこで、避難行動要支援者に対する対応につい

て、特に災害時の高齢者、障害者、幼児、女性に

対する対応についてお伺いいたします。

それを受けて、今後のあり方についてお伺いい

たします。

次に、今回の豪雨により大変な恐怖を私たちは

経験いたしました。それと同時に、市内に放置さ

れている空き家への浸水、壁が剥がれたり、屋根

が飛ばされたりはしないかと心配した方も多かっ

たのではないでしょうか。雨の多い年は雪も多い

と言われています。今回の雨が雪だったら、家屋

の倒壊も予想されるところです。そんな冬がもう

すぐそこまで来ています。大雪には、昨日初雪が

降りました。

そこで、名寄市における空き家対策についてお

伺いいたします。私たち会派は、７月に空き家条

例に沿って対策を進めている長崎市と佐賀県多久

市を視察し、研修してまいりました。今国会でも

動きがあり、それを受けて名寄市として対策をと

るとのことですが、早期解決に向けて一日でも早

く手を打つべきときにあるのではないかと考えま

す。早期に対応することにより、まだまだ使える

住宅については空き家バンクの登録をしていただ

き、市営住宅に何度応募しても入居できない方や

市外から名寄市に来られる方に使っていただく、

また定住促進とあわせて取り組みについてお伺い

いたします。

３番目に、名寄市の子供、子育て支援について

お伺いいたします。女性が輝く時代を目指す現政

権は、女性の就労を奨励していますが、女性が活

躍するためにはまず保育所と学童の整備が絶対必

要です。名寄市における放課後の子供たちの対応

について、児童館と放課後児童クラブのこれまで

の経過と現状についてお伺いいたします。

また、保育所における待機児童の現状について

お伺いいたします。

以上３点についてこの場からの質問といたしま

す。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どうもおはようござ

います。ただいま高野議員からは、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のうち小項

目の１及び２につきましては市民部長から、同じ

く小項目の３につきましては営業戦略室長から、

大項目３のうち小項目の１につきましては教育部

長から、同じく小項目２につきましては健康福祉

部長からそれぞれ答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、大項目１、災害時における市民対応

について申し上げます。初めに、小項目の１、災

害弱者に対する対応についてでございますが、８

月４日から５日にかけての大雨では、豊栄川を初

めとする河川の増水、氾濫の危険等の影響により

まして徳田地区を中心に床上、床下浸水があり、

徳田地区、豊栄地区にそれぞれ避難勧告を発令し

たところでございます。当該地区は、過去にも水

害を経験していることから、町内会との情報交換

が多く、今回の河川増水に際しましても町内会と

して河川の監視など御協力いただいたところでご

ざいます。また、同じ河川沿いの地区におきまし

ても洪水経験のない地区と比べますと防災意識や

対応に温度差があるものと感じられますことから、

今後とも防災意識の向上に取り組んでまいりたい

と考えております。

避難勧告の市民周知につきましては、町内会長

への連絡を初め、広報車、市のホームページ、エ

フエムなよろなどのほか、関係機関による巡回や

訪問、さらに現在は携帯電話会社による緊急速報

メール等も活用しているところでございます。

８月５日の大雨に伴う避難所は、一時的な緊急

避難所としての性格から、地区からできるだけ近

いところを選定し、各避難所へは保健師の派遣も

行い、毛布、飲料水、お弁当などを配付するなど

緊急時における対応をとったところでございます。

避難所の設置状況につきましては、避難勧告では

市内７カ所に避難所を設置しまして、３３４人を

受け入れました。自主避難があったところでは３

カ所に避難所を設置しまして、１２人を受け入れ

たところでございます。なお、災害弱者に当たる

当該地区の災害時要援護者は６人で、うち入院や

旅行など当日御不在の方及び避難の必要がない方

が５人おりましたので、１名の方が避難所へ避難

されているほか、隣人が車で避難を支援した例も

ございまして、改めてコミュニティーの重要さが

示されたと考えているところでございます。

また、８月２４日の大雨に伴う市の対応といた

しましては、５日の経験から大雨や洪水を心配さ

れる方々に早期に対応したいと考え、早い時点で

自主避難の連絡を行い、徳田地区には北国博物館

を、豊栄区にはスポーツセンターを緊急避難所と

して開設準備を行い、大雨を心配される方７名が

北国博物館に避難をされました。一時的な緊急避

難所でございますので、御負担をおかけした部分

はあるかと思いますが、今回の検証を踏まえまし

て今後の対応について検討してまいりたいと考え

ております。

また、災害への平時の取り組みとして大変重要

なハザードマップにつきましては、来年度以降浸

水想定や避難所など災害弱者の方にもわかりやす

いものとして全面改定する予定でございまして、

他市のハザードマップなどを研究の上作成し、完

成後につきましては全戸への配布を予定している

ところでございます。

次に、小項目の２、今後のあり方について申し

上げます。今後の対応につきましては、市の取り

組みに係る改善はもとよりですが、自助、共助を

中心に啓発を行い、また町内会、関係機関の意見

を伺いながら自主防災組織の育成を推進してまい

ります。

災害弱者に関しましては、実際の災害時の対応

として見守り等を進める中で、避難の時間のない

とき、外に出ることが危険なとき、または避難路

がない等の場合におきましては安全な建物の２階
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へ避難するなどの垂直避難についても考慮する必

要があり、その調査研究を進め、周知を検討して

まいりたいと考えております。

また、関係機関との連携といたしましては、平

成２５年５月の災害対策基本法の改正、本年４月

１日の施行に伴いまして、今後避難行動要支援者

名簿の作成を行いまして、名寄消防署を初めとす

る関係機関と利用方法を検討、調整し、効果が発

揮されるよう進めてまいります。

次に、情報の伝達でありますが、先ほど申し上

げました町内会長への連絡を初め、各種媒体を使

った周知のほか、今後各町内会の防災ラジオの配

付も計画しておりますので、これら複数の方法に

よりまして的確な情報伝達に努めてまいります。

また、市民みずからも気象情報の認識や共助によ

る平時からの声かけ、さらには早目の行動がとれ

るよう防災意識の向上と取り組みに役立つ情報提

供を行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） おはようございます。

私からは、大項目の２、空き家対策についての小

項目１と２について、小項目３は営業戦略室から

答弁させていただきます。

少子高齢化によって全国的に空き家が増加傾向

にある中、本市においても管理不全、空き家の存

在が顕在化しております。適正に管理がされてい

ない空き家が治安の低下や犯罪の発生、雑草の繁

茂やごみの不法投棄による景観の悪化など住民の

生活環境に不安を与えており、管理不全の空き家

がもたらす苦情がしばしば市に寄せられてござい

ます。本市における管理不全の空き家のケースを

見ますと、住宅所有者の死亡や転居、入院などさ

まざまな要因がございますが、主な要因として相

続に関する問題が挙げられてございます。高齢世

帯の住宅使用者の死亡により、住宅の維持管理者

が不在となった後、次世代への相続が円滑に行わ

れなかったために空き家化が進んでしまったとか、

空き家の所有者に相続人がいなかったことや相続

人が相続を放棄してしまい、空き家を管理する者

が不在となったケースもございます。また、相続

した空き家の管理責任者であるという意識が薄い

ということもありまして、実際に居住したことが

なく、遠い血縁関係にあった者から相続によって

引き継いだ住宅の場合、相続人にとってもみずか

らが管理責任者であるとの意識は持ちにくいこと

から、適正に管理がされなくなったケースもござ

います。

ほかに大きな要因として挙げられるのは、経済

的負担でございます。１つには、定期的な維持管

理に係る費用負担でありまして、空き家は放置し

ておくと物理的な傷みが生じることから、老朽化

を防ぐには定期的な維持管理を行うことが不可欠

でありますが、遠くに居住していることから屋外、

屋内の清掃、雑草の除去や家屋の破損状況の確認

などに時間的あるいは費用的な負担がかかること

により、老朽化が進む原因ともなっております。

また、空き家の除却には高額な費用がかかり、一

般的な戸建ての住宅では約１００万円から２００

万円前後の費用負担となることから、なかなか整

理がつかないといった状況がございます。ほかに

も除却の進まない理由の一つとして、除却後の固

定資産税負担の増加が挙げられます。現在住宅用

地については、固定資産税の特例措置で軽減があ

りまして、除却した場合、固定資産税が増額とな

る可能性があり、更地化が進まない理由となって

いると考えられます。

以上のようなさまざまな理由から、空き家化が

進み、管理不全の家屋が地域に問題をもたらして

おり、今後さらに適正に管理されない空き家の増

加が想定されるため、その解決に向けて行政によ

る空き家対策の取り組みが重要であると認識して

いるところでございます。このような状況から、

今以上に空き家化が進まぬよう、御指摘のように

早期に対策を講じていくことが必要であります。

そこで、老朽空き家の予防策の取り組みとして、
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空き家の早期発見と把握でございます。まずは、

対象家屋の情報収集であります。平成２５年度に

各町内会長宛てに実施した管理不全家屋の実態調

査をもとに町内会等と連携し、登記簿謄本等のデ

ータの活用も図りながら、所有者の名前や連絡先

を特定していく作業とあわせ、外観調査により実

態を把握していきたいと考えております。

次に、所有者への働きかけとして、意識の啓発

があります。管理不全になっている家屋の持ち主

は、所有者として適正に管理する義務があるとい

う意識が低い場合があるので、管理義務の責任を

認識してもらう必要から、文書等による意識啓発

を所有者に働きかけ、しっかり管理責任を認識し

てもらうまでＰＲを継続していくことも重要であ

ると考えております。

また、福祉部門との連携も必要になると考えて

おります。住宅の相続が発生する可能性が高いの

は高齢者であります。将来的に空き家化を未然に

防止しておくことが必要であり、高齢者の現状を

把握している高齢福祉部門と連携を図り、高齢者

への指導、相談の取り組みを推進していくことが

空き家化を防止する手段として有効であると考え

てございます。以上、今後の空き家対策の早期解

決に向けた取り組みについて関係部署と連携し、

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、空き家バンクについてであ

りますが、空き家バンクとは空き家、物件情報を

市のホームページ上などで提供する仕組みのこと

を指しております。行政側が地元の方々から広報

紙やホームページなどで空き家情報を広く募集し、

移住、交流希望者向けの物件情報を収集して提供

することにより、活用可能な空き家の利用を促し

ていく施策として、人口減少に悩む過疎地を中心

に取り組まれてございます。この制度は、一般的

に不動産業者に仲介を依頼していない市内の空き

家を貸したい、あるいは売りたい所有者の方が物

件を市に登録し、市がホームページ上でその物件

情報を市内に移住や定住を希望している方や市内

在住の方に提供します。市が所有者とその物件を

利用する希望者と調整し、その後も実際の交渉を

当事者間あるいは宅建事業者の仲介で行うことに

より、空き家の有効活用を促進していくもので、

不動産の流動性を高める有効な取り組みであると

考えます。

道内において空き家バンクを開設している自治

体は、本年２月現在で小樽市や富良野市など全体

で２２市町村となっており、近年制度を導入する

自治体がふえている状況でございます。空き家バ

ンクの先駆的取り組みとして注目したいのが平成

２３年度から平成２４年度に後志地域において空

き家の有効活用と廃屋化を防ぐことを目的に後志

総合振興局が中心になり、しりべし空き家ＢＡＮ

Ｋ社会実験事業が実施されました。空き家バンク

のホームページを開設して相談対応等の業務を専

門業者に委託して事業を実施しております。その

後、実験事業が終了した後もしりべし空き家ＢＡ

ＮＫ協議会として組織活動を継続し、現在も振興

局の委託により１５市町村が加盟する広域的な空

き家バンクとして運営をしています。この取り組

みの特徴は、複数の市町村間で空き家に係る情報

を共有でき、広範囲の地区をカバーすることがで

きることであります。小規模の自治体にとっては、

空き家バンクを単独で運用するのは負担が大きく、

スケールメリットが期待しにくいとされており、

流動性を高める観点からはこのように都道府県が

関与するなどして広域的な事業スキームを整える

ことが効果的と考えるところであります。

空き家バンクについては、名寄市移住促進協議

会がホームページにおいて空き家情報を提供して

いる現状もありますが、空き家化の予防対策とし

て空き家の流動性の向上を図る観点から、有効な

対策の一つでありますので、今後とも調査研究し

てまいりたいと思います。

私からは以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項
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目２、空き家対策について、小項目３、定住促進

についてお答えいたします。

当市では、官民連携して移住促進及び地域の振

興を図るため、平成２４年４月に名寄市移住促進

協議会を設立いたしました。その取り組みの一環

として、先ほど市民部長からの答弁でも触れられ

ておりましたが、本年７月に協議会のホームペー

ジを立ち上げ、その中で協議会構成団体の不動産

業者の空き室、空き住宅情報を提供しております。

具体的には、各社とも一戸建てあるいはアパート

やマンションの部屋のタイプごとに代表的な物件

情報を提供し、より詳しい内容につきましては各

不動産業者のホームページに飛べるようにリンク

しております。したがいまして、それぞれの空き

家が不動産物件として各不動産業者が取り扱うこ

とになれば、協議会のホームページを通して当市

の移住希望者に対して情報提供できるものと考え

ております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

私から大項目３の名寄市の子供、子育て支援につ

いて、小項目１の放課後の子供たちの対応につい

て、児童館と放課後児童クラブの経過と現状につ

いてお答えをいたします。

児童館は、児童が自由に遊びに来ることができ

る施設として市内に２カ所あります。名寄地区は、

名寄市児童センター、風連地区は風連児童会館が

月曜日から土曜日の午前９時から午後５時まで開

館しており、児童厚生員が見守る中、安全な居場

所を提供するとともに、子供たちが遊びやスポー

ツ、各種行事や体験活動を通して心身の健康を増

進し、情操を豊かにするよう努めております。

放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼

間家庭にいない児童が利用できる施設で、市内に

４カ所あり、公設は南児童クラブと風連児童クラ

ブの２カ所、民設は学童保育所コロポックルと共

同保育園どろんこはうす学童すまいるの２カ所が

あります。公設については、少子化により南小学

校に空き教室ができたことから、平成１０年に南

児童クラブを開設いたしました。また、風連地区

では昭和５０年に風連町児童会館が建設され、学

童保育充実のため、平成１０年に同会館内に児童

クラブを開設し、児童会館と児童クラブが混在し

た形態で運営をしておりました。しかし、児童館、

児童クラブ合わせて７０名以上の利用があり、国

の放課後児童クラブガイドラインの児童クラブ定

員が最大７０人までとなっていたことから、児童

クラブと児童館の登録を区分することとあわせ、

平成２２年に旧風連福祉センター解体に伴い、建

物の一部を活用して児童クラブ施設を別棟で整備

し、現在に至っております。民設につきましては、

昭和５５年当時鍵っ子と呼ばれる子供たちの健全

育成のため、市民有志により発足した児童館と学

童保育を進める会などの要望により市が名寄幼稚

園に委託し、学童保育所コロポックルを開所した

ことが始まりです。運営は、名寄幼稚園と父母が

担い、早くから障害のある児童の受け入れなどを

実施してきました。その後、平成９年には共同保

育園どろんこはうすが働く保護者と職員が一緒に

なり、ボランティア的な発想から運営を始めまし

た。開所時間については、保護者の希望により早

朝保育、延長保育、泊まり保育、休日保育を実施

しております。それぞれが運営委員会と保護者一

体となり、多様なニーズに対応した保育内容を実

施しております。

放課後児童クラブにおいては、公設と民設の違

いやそれぞれ開設に至る経緯が違い、運営形態、

保育サービスの内容などが異なり、利用料につい

ても違いが生じている状況にあります。そのこと

から、サービス内容や利用料など全て統一してい

くことは難しい状況にありますが、職員の配置、

設備、開所日数や時間など市として基準策定に向

け準備を進めているところであります。少子化に

より子供たちの人数は減少していますが、核家族

化や女性の就労の増加により共働き世帯がふえて
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いる中で、放課後児童クラブを利用する子供たち

は増加傾向にあります。現在希望すればほかの学

校区の放課後児童クラブに通うことができますが、

下校時の移動距離もあり、名寄小学校区と東小学

校区は学童保育所コロポックル、西小学校区と豊

西小学校区は共同保育園どろんこはうす学童すま

いる、南小学校区は南児童クラブ、風連中央小学

校区は風連児童クラブというように学校区に、お

およそのすみ分けとなっております。

なお、南児童クラブは学校再編による南小学校

校舎改築に伴い、平成２８年４月に南小学校敷地

内に新たに南児童クラブ専用の施設を開設するこ

ととしております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の名寄市の子供、子育て支援について、小項

目２の保育所の待機児童について申し上げます。

現在名寄市内には、認可保育所として５つの施

設があり、公設保育所は南保育所定員９０人、西

保育所定員７０人、東保育所定員６０人、また民

間の施設として２つの施設があり、それぞれ定員

６０人と５０人で運営されており、定員の総数で

は３３０人となっております。認可外施設では、

民間が１施設、へき地保育所が２施設、事業所内

保育所は３施設あり、定員の総数は１８１人とな

っております。保育ニーズの受け皿といたしまし

て、市内で５１１人の児童が受け入れ可能な状況

となっております。

認可保育所の状況を説明させていただきますが、

定員総数３３０人に対しまして本年８月末現在３

４５人が入所しており、定員に対しまして１５人

の超過で運営をしております。３歳以上の幼児、

いわゆる以上児につきましては、認可基準で示さ

れているとおり、３歳児で幼児２０人に対し職員

配置は１人、４歳以上では幼児３０人に対し職員

配置が１人となっており、急なニーズがあった場

合でも柔軟に対応ができる状況にありますが、ゼ

ロ歳から２歳児、いわゆる未満児については認可

基準で示されている要件は１歳から２歳児は幼児

６人に対し職員配置１人、ゼロ歳児では乳児３人

に対し職員配置１人となっております。民間施設

では、未満児の対応についてあらかじめ想定した

人数の受け入れ状態しかとれないため、急激なニ

ーズの変化については公設の保育所が対応を行っ

てきております。現在は、入所相談件数も落ちつ

いてまいりましたが、待機児童を出さない取り組

みといたしまして、相談のあった場合には民間施

設での受け入れの確認を行い、受け入れができな

い場合は公設の保育所長が集まり、調整会議を随

時開催し、受け入れを行ってきているところです。

今後とも子供、子育ての市民ニーズに対応すべく、

公設、私立と垣根のない取り組みを進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

した。

まず最初に、災害時における市民対応について、

ハザードマップのことでお答えいただきました。

私もきょうここに持ってきたのですけれども、２

３年３月にできた非常に立派なハザードマップで

ございまして、今回きのうの答弁にもございまし

たけれども、見直しをしていただけるということ

でございましたけれども、これを張っておくとこ

ろがなかなかないものですから、結局はしまい込

んでしまって、見ていないような状況の方もいら

っしゃるというふうにお聞きしました。これはこ

れでいいのですけれども、壁にちょっと張ってお

けるような、自分はどこに避難するのかなという

程度と、あとそのときに何を持っていったらいい

かとか簡単なものも、壁に画びょうでとめられる

ような、そんなものもあったらいいのかなという

ふうに思いますし、そんなに経費もかからないの

ではないかなというふうには思いますし、あとこ

こにないよろーなとかが今新しく施設としてでき
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ておりますので、非常にいいマップでございます

けれども、そういう小さいのもできたらつくって

いただきたいなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今ハザードマップの

関係で、より工夫をしてわかりやすい内容にした

らいいのではないかというふうに御意見をいただ

きました。非常に貴重な御意見だというふうに思

っています。私たちも今先ほど申し上げましたよ

うに、ほかの自治体の例なども参考にしながらど

ういった形が見やすいのかということで検討して

いるところでございます。今回の既に２３年に配

ったものについても浸水の深さを色分けするなど

して、そういった工夫もしています。あるいは、

ほかのところでもこれの見方についてですとか、

そういった部分では工夫をさせていただきました

けれども、先ほど言ったように時間が経過してこ

れに載っていない避難所等もありますので、そこ

らも含めて、あるいは基準の見直し等もさせてい

ただくということでこの間答弁させていただいて

おりますけれども、それらも含めて市民の皆さん

に、特に弱者の方にもわかりやすい視点というこ

とで見直しの際については留意をしてまいりたい

と思いますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） どうぞよろしくお願

いいたします。

あと、市民の意識改革ということでしょうか。

今回の空知地方というのでしょうか、石狩地方の

災害でも７５万人の勧告が出ていても ０何％の

避難する方しかいらっしゃらないということで、

夜１時でしたか、避難勧告が出たのが。名寄の場

合も１回目の８月５日のときは午前１０時ぐらい

でしたから、働きに行っていられる方は職場にい

らしたのでしょうし、家庭に女性とか高齢者の方

が多かったように思います。そういう場合、なか

なか避難しない。自分の命は自分で守るしかない

状況の中で、私たち市民一人一人が意識改革をど

のようにしていったらいいのか、そして行政とし

てこれからは今回を受けてどのようにしていこう

としているのかお尋ねいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われるよう

に、さきの石狩、胆振中心にした豪雨の際は避難

が７３万人とか出ていました。うち実際に避難所

に避難した方は５００名程度だということですの

で、非常に避難所に逃げた方は少ないというふう

に認識をしておりますけれども、たしか避難勧告

そのものについては深夜でありましたけれども、

早い時間に出されていたということで、それぞれ

が恐らく命を守る行動をとられたということで、

札幌ですから高層ビル等もありますので、高い建

物に逃げられた方もおられるのかなというふうに

思っています。ただ、ここで教訓にしなければい

けないのは、やはり夜でも災害は起こるというこ

とだと思いますので、そこの深夜でもどのような

形で情報をまず伝達できるのかについては今後も

工夫をしなければいけないと思っていますが、現

状の中でも先ほど申し上げましたように携帯を使

ったエリアメールについては、これは設定をして

いただければ夜中でも音が出て気づいていただけ

る分かと思いますし、この後予定しています防災

ラジオについてもこれは全戸ということでではあ

りませんけれども、町内会の役員さんには各町内

会３台を配付いたしていますので、これは自動的

に立ち上がるラジオでもありますので、そういっ

たもので深夜でも連絡がとれるような形を、さら

には町内会の中でもあるいは自主防災組織を立ち

上げていただいて、その中での連絡網も含めて深

夜でも連絡がとれる体制をぜひつくっていきたい

なというふうに思ってございます。

それと、今後についてでありますけれども、今

言ったようなことを行う上では当然市民の皆さん

の意識を高めていただかなければいけないという



－109－

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

ことになりますので、これにつきましては私ども

広報があったり、あるいは先ほど言ったハザード

マップの配布もあったり、そういった方法もあり

ますし、町内会の役員の皆さんとは意見交換会で

すとか、あるいはまち懇の場とか、そういった市

民の皆さんとも触れ合う機会がありますので、そ

ういった機会も通じてぜひ意識の高揚に向けての

啓発等も実施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。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。私たち自身、一人一人が意識改革をしていけ

ればいいのですけれども、なかなか情報が伝わっ

ていなくて、避難、そんなの出ていたのという高

齢者の方もいらっしゃいましたので、そこのとこ

ろはやはり重点的にお願いしたいというふうに思

っております。

今町内会との連携ということでお話ししていた

だきました。本当に困ったときは、やっぱり遠く

の親戚より近くの他人とか向こう三軒両隣とか申

しますけれども、今町内会に入会しない方も若い

方だとかいらっしゃるというふうに聞いておりま

すし、町内会の方も高齢な方がいらっしゃいまし

て、今回避難勧告が出ていて、町内会長、どうし

ますかといったときにもう休んでおられた方もい

らっしゃるというふうにもお聞きしております。

町内会とどういうふうにうまくコンタクトしてい

くかということがこれからの課題だというふうに

思いますけれども、今答えていただいたのですけ

れども、より町内会会長さん初め、町内会に住む

名寄市職員に対してもそこら辺のところどういう

ふうに指導していただけるかということをお尋ね

したいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民の皆さんには、

一つのチャンネルとしては先ほど申し上げたよう

に町内会が最大の連絡先になるかと思っています

ので、ここはあらゆる機会を使って意識を高めて

いただくようにお話をしたり、情報提供をしてま

いりたいと思っています。

また、先ほど言われた災害弱者の部分での高齢

者という部分では、さきにもピヤシリ大学だった

と思いますけれども、いわゆる高齢者大学の中で

担当職員を呼んでの学習会というのでしょうか、

講義なんかもありましたので、これは私どものほ

うで出前トークというのもありますので、そうい

った部分も使って、ぜひ声をかけていただければ

こちらから出かけてまいりますので、そういった

部分も含めて市民の皆さんの意識を高めてまいり

たいと思っておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） わかりました。今回

避難所もなかなか急なことというか、私たちも備

えがなかったということで、いろいろな問題もあ

ったかと思いますけれども、今回のこの問題につ

いては名寄市だけの問題でなく、北海道、国でも

大きな問題として捉えているところでございます。

国や道に対して支援を求めるためにも国の国土強

靱化対策にのっとり、名寄市の災害対策を強化し、

毎年災害を更新することがないように、安全は守

られるという教育と能力を再三再四確認すること

が重要であると思います。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。

次に、空き家のほうに移っていきたいと思いま

す。これから冬を迎え、去年より多い積雪や異常

気象が心配される状況です。所有者不明家屋は、

名寄市に何軒くらいあるのでしょうか。それと、

所有者不明の家屋が倒壊した場合の対応は誰が行

うのか、またその費用についてはどうなるのかお

伺いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども答弁申し上

げたのですけれども、２５年３月に町内会のアン

ケートを実施してございまして、それが基礎とな

ってございます。それによりますと、住宅総数が
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１万７９０戸、空き家が３０５戸で、危険な家屋

が８４戸、所有者不明の空き家が４４戸というこ

とで、あくまでもアンケートで数値を押さえてい

るという経過がございますので、実態を積み上げ

ていって何戸という数字は実は手元にございませ

ん。御了承をいただきたいと思います。

費用負担ということになりますけれども、これ

は基本的に個人の財産ということになってござい

ますので、あくまでも個人の責任でということが

原則になってございます。ただ、実際問題として

所有者の方が死亡されたとかという場合は相続人

のほうに行くということで、そういう事態になっ

た場合はなかなか問題が複雑化するというのが現

状でございます。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 商店街で家屋が倒壊

した事例がございましたよね。あのときの費用と

いうのはどこで負担しているのでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 商店街の組合、どん

ぐり小路というか、まちの中だと思いますけれど

も、組合のほうで基本的に負担をしていただいて

いるという格好になってございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） それもやはり市の指

導が早くあれば、もしかしたら防げたのではない

かというふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） なかなか相続に至る

と連絡そのものが難しいという実態がございます。

商店街の件についてもかなり年数を経過してやっ

たという経過があるはずでございまして、そうな

らない前に早目に連絡をとるというのは先ほども

答弁で申し上げましたけれども、大事なのかなと

いうふうには考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 一般的な危険家屋で

はなくてどんぐり小路の関係につきましては、一

部休んでいるお店があったのですけれども、廉売

機能として店を営業している方がいらっしゃった

ので、通常の管理については組合の中で対応され

ていました。それが真ん中部分のところが老朽化

をしておりまして、その関係もありましてちょっ

とした大雪で倒壊してしまったと。こういう実態

でありましたので、あそこのところはかなり真ん

中の状態が危ないねという話については、当時何

年か前に建築のほうが現地を見て、組合側のほう

にも一定程度そこのところ危ないのでないのとい

う話はしたことございます。それが結果として老

朽化がさらに進展をして、雪が降ったことによっ

て真ん中の部分から内側のほうに倒れ込むような

形で壊れてしまったと。そういう部分がありまし

たので、今議員がおっしゃったように老朽化した

建物のうち、特に営業している店舗なんかについ

ても改めて、先ほど市民部長が言いましたように

町内会を通じて危険な住宅の把握の関係とあわせ

まして指導も含めて、その店舗の関係については

多くの市民が出入りしますので、その辺について

もしっかり対応してまいりたいなと思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） よろしくお願いいた

します。

会派で視察いたしましたときに、相続でもめて

いる、そういう事例も行政が入ることによって解

決した例が非常に多いという報告もいただいてお

ります。その点についてどうお考えでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 以前税務課にいる当

時によくやはり滞納の関係で、滞納整理と税とい

う形だったのですけれども、相続を捜していくと

役所が中間的な立場で、公正な立場ということで

間に入って整理を進めていくという事例は確かに

ございましたので、具体的にこちらのほうで扱っ

た例は今のところございませんけれども、役所が

入ることによって一定程度整理が進むというのは
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実態としてあるのかなというふうには考えており

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 実際にあったような

報告もいただいておりますので、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。

あと、やはり固定資産税の関係で空き家を処分

できないというような例も多いかと思いますけれ

ども、除却に当たって市がその土地をいただくこ

とによって処分をするとか、そういう例も学習し

てきておりますので、いろいろな事例がございま

すので、他市、他県のよい事例はたくさんあると

思いますので、条例もたくさんできておりますの

で、今回新しくできるそうでございますし、罰則

規定だとか罰金も制度に盛り込まれたところでご

ざいますので、ぜひ倒壊家屋とか風でひっくり返

るとか、そういうことがないように、安心して住

める町内会、名寄市であってほしいと思います。

あと、やはり使える住宅を別荘とまでは言いま

せんけれども、名寄に住んでいた方が住まなくな

って、そこを買って夏の間だけそこに住まわれて

ゴルフをしたり、観光したりして、冬の間は住ん

でいないのだよという、そういう住宅もございま

すので、本当に名寄市は雪質日本一でもございま

すし、ひまわりも咲いていますし、住みよさ、こ

としは２番目になりましたけれども、１番目でご

ざいますし、私は美瑛、富良野、ニセコにも劣ら

ない名寄市の景観だと思っております。ひまわり

も行ってみたい風景の表紙を飾っているぐらいす

ばらしい名寄市でございますので、ぜひ有効に利

用できる住宅については別荘も考えていただいて、

バンクということで空き家バンクについては今後

調査していただけるとお答えいただきましたので、

やはり早く手を打っていただきたいと。条例を待

って、予算の関係もございますでしょうけれども、

すぐに取りかかれるような、そんな体制にしてい

ただきたいと思います。このことについてお伺い

いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 国の法整備について

は、これはしっかりと見きわめなければなりませ

んし、空き家の管理条例の制定とは別に、これか

ら雪が積もる季節になります。地域の安全、安心

を守るという立場で、管理不全の空き家もしくは

所有者への働きかけなどＰＲの継続、これのしっ

かりとした対応が必要になってくると考えてござ

います。

なお、別荘とかということございました。先ほ

ど答弁でも申し上げましたけれども、名寄市移住

促進協議会のホームページ、こちらのほうで情報

検索をしていただければ物件情報が満載でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 私たち一人一人がや

はり名寄はすばらしいところなのだということで

発信していくことが大切ですし、私たちが住んで

いるこのまちが別荘にふさわしいのだと、そうい

うスタンスでいきたいと私は思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、名寄市の子供、子育て支援について再質

問いたします。２６年の第２回の定例会で東地区

への設置に向けたスケジュールや……児童クラブ

です。設置に向けたスケジュールや運営形態など

について９月をめどに方向性を出していきたいと

考えておりますとの答弁をいただいていますが、

東地区の保護者の方も大変期待しているところで

すが、その後の検討結果、また協議状況について

お聞きいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員から御質問があ

りましたように、２６年の第２回定例会の奥村議

員の一般質問におきまして放課後児童クラブ等に

つきまして９月をめどに方向性等々を出していき

たいという旨の答弁をさせていただきました。そ

の後検討をさせていただいた結果について、報告

と現状について話をさせていただきます。
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東小学校内での設置について、放課後児童クラ

ブとして専有できるスペースがないか、確保でき

ないか検討してきましたが、大変厳しい状況にあ

るということ。また、東小学校のコミュニティカ

レッジ等共有して使用できないかというところに

ついても協議をしてきましたが、狭隘なため、現

在のコロポックルの通所している児童を受け入れ

る状況にはないという判断をしているところであ

ります。小学校区内で開設するスペースが確保で

きないということでありまして、増築等のことに

つきましても前回もお話をしていますが、東小学

校の大規模改修の方法や時期について検討中の状

況にありまして、計画が立たない現状にあります。

現在学校区内で開設できる建物がないかどうか調

査をしているところでありますし、コロポックル

関係者と東地区の運営や現在の通所にかかわる安

全対策等について協議を行っております。また、

東小学校の保護者に対して利用意向調査等を実施

し、現在分析を行っているところであります。そ

うした取り組みの中で設置場所、運営形態や関係

団体等との調整協議を進めているところでありま

して、現時点で具体的な方向性を示す段階に至っ

ていない状況でありますので、御理解をお願いい

たします。

特に東地区開設までの冬期間の通所等にかかわ

る安全対策につきましては、アンケート調査の結

果を踏まえながら、コロポックルの関係者の皆さ

んとも具体的な協議を今進めているところであり

ます。決まり次第保護者への周知等を行いながら、

対応してまいりたいというふうに考えています。

東地区の設置につきましては、一時的な対応では

なく、長期的に安定した運営により保護者が安心

して預けられ、子供たちが安全に安心して過ごせ

る居場所をつくるため、関係団体との協議を進め

ながら慎重に対応してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） わかりました。検討

中であり、まだ計画が立たないということで確認

させていただきました。

小学校の児童クラブに預けておられるお母さん

にお聞きしましたところ、今非常に不審者が多く

て、学校からのお便りの中に不審者がというお便

りをいただくたびに、やっぱり学校の中に学童ク

ラブが欲しい。それで、南小学校の児童クラブに

今回多く入ったとか、そういうお話も伺っており

ます。そこら辺の保護者の方の御意見、お考えを

十分にお聞きして、慎重に検討していただき、少

しでも安心、安全な施設になることをお願いした

いと思いますし、なるべく早期に安心できる学童

クラブをぜひ東地区にもつくっていただきたいと

いうふうに考えております。

最後に、加藤市長にお伺いいたします。災害の

対応、空き家の対応、女性が働きたいときにすぐ

に働くことができる対応についてお伺いいたしま

した。それぞれ待ったなし、今すぐ対応しなけれ

ばならない問題であると考えます。名寄市民の安

心と命を守る市長としての考えをお伺いいたしま

す。

また、第２回定例会で町中に子供たちの居場所

をつくりたいという加藤市長の考えをお聞きいた

しましたが、再度質問させていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 多方面にわたって再質問

をいただきました。まず、災害の対応ということ

で、今これまでそれぞれ答弁させていただいたこ

とに尽きるのかなというふうに思います。あくま

でも自助が基本で、その上に共助があり、公助が

あると。それぞれの役割をしっかりと担っていく

ために、行政もできることはやっていきたいとい

うふうに思いますし、今回議員からもさまざまな

御指摘もいただきました。このこともしっかりと

受けとめさせていただいて、今後の糧にしていき

たいと。また、今回大変すばらしい事例もあって、

そのことがテレビ報道でも取り上げられたという

ことは、今後地域の皆さんがそれぞれまた意識を
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持ってそうした災害対応に当たっていく、そうし

た一助になっていただければなというふうに思っ

ております。継続してここは市民の皆さんと対話

もし、より災害に対応してのそれぞれの自助能力

を高めていく意識も啓発をしながら、我々もでき

ることをしっかりやっていくと、こういうことに

尽きるのでないかというふうに思っています。

空き家の対応についても先般のそれぞれ議員か

らもお話のあったとおりでありまして、現在国会

で具体的な議案が審議中ということでありまして、

その審議経過を見ながら条例提案を効果的なもの

ができるかできないか、ぜひ検討していきたいと、

こういうことであります。今議員からそれぞれ非

常に自治体、自治体によってユニークな事例もあ

るのだというお話もありました。そのこともぜひ

参考にさせていただいて、名寄市の冬が非常に厳

しいこの地域の中でより名寄市に適した有効性の

高いオリジナリティーのある対策を打っていくべ

く、今後も国の情報を見きわめながら、早期にし

っかりと事業構築をしていきたいというふうに考

えておりますので、ぜひ御指導いただきたいと思

います。

放課後の児童クラブに関して、東クラブのお話

ありましたけれども、基本的には小学校区単位で

できるだけ小学校の敷地内、極めて隣接のところ

に設置をしていきたいという思い、方針は今でも

変わっていないところでありますけれども、この

間東地区に関しては保護者の皆さんやそれぞれ担

任する施設の皆さんとも御議論あるいは今東小学

校そのもののハードの問題等もありまして、なか

なか現状で今すぐに設置ができない状況でありま

して、しかし通所の問題等でできるだけ不安が解

消できるようなカバーはしっかりとさせていただ

きながら、今後もその方向で進めていきたいとい

うふうに考えております。

町中に子育て支援施設ということでのお話が最

後ありましたけれども、現在これは子ども・子育

て会議、これまで延べ４回ぐらい開催をしている

かと思います。この中でさまざまな子育て支援の

議論をされているというふうに思っています。ま

た、事前に保護者の皆さんからアンケート調査等

もありまして、子育てに関して切実な声があるの

も重々承知をしております。幼児の医療費の拡大

の問題については先般の議会で一定の方向を示さ

せていただきました。加えて子育て支援センター

あるいは一時保育、こうした保育ニーズが多様化

していることに対しての充実を求める声は相当多

いということでありまして、しかもこのソフトが

町中にあれば、特に名寄市街地区においてはこう

した施設がなかなかないと、不足していると、こ

ういうことが指摘をされておりましたので、町中

にぜひこうしたことをつくっていきたいと。今ま

さに市内の幼稚園がどういった施設、運営形態を

今後２７年４月に向けて選択をしていくのかとい

うこととも無関係でありませんので、この辺もし

っかりと見きわめながら、できるだけそうした事

業者の皆さんが担任できないところでお手伝いで

きることがあれば、ぜひそうした施設を町中に設

置をしていきたいという考えでありまして、でき

るだけ早期に、できれば来年度中ぐらいにそうし

ためどが立てるように今後議論を進めていきたい

というふうに考えているところであります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で高野美枝子議

員の質問を終わります。

大雨災害から外２件を、川口京二議員。

〇１１番（川口京二議員） 議長から御指名をい

ただきましたので、通告順に従いまして、質問を

させていただきます。

質問の前に、近年では全国各地で大雨による被

害が起きています。また、一部の地域だけを集中

的に襲うゲリラ豪雨が多発しているように思いま

す。名寄市でも８月４日夕から５日の昼にかけて、

また８月２４日にも大雨が襲いました。災害に遭

われた方に心からお見舞いを申し上げます。また、

復旧のために御尽力をいただいた関係者の皆様に

は感謝を申し上げたいと思います。
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それでは、質問に入りますが、今回災害のこと

で質問をいたしますのは私で４人目となりますの

で、重複する点もあるかもしれませんが、お許し

をいただきたいと思います。大きな項目の１点目

は、今回の大雨災害から何点か質問をいたします。

１点目は、避難準備情報について伺います。８月

５日の大雨では、１０時に災害本部が立ち上げら

れ、１０時３分に徳田白樺団地、豊栄地区に避難

勧告が、また西町１、２、３区、栄町区には避難

準備情報が発令されました。避難準備情報とは、

避難勧告や避難指示が発令されてからでは災害時

要援護者の避難終了に時間を要することから、発

令に基づき要援護者の避難を行い、また災害時要

援護者ではない人々に対して避難準備を発令する

ことで避難を具体的に準備してもらうために発令

するものです。このようなことから、徳田白樺団

地や豊栄地区にも避難勧告の前に避難準備情報を

出すべきではなかったかと考えますが、いかがで

しょうか、伺います。

また、ハザードマップを見ますと、避難に関す

る呼びかけという箇所があります。避難指示など

の種類が記載されており、避難準備、避難勧告、

避難指示が示されております。呼びかけ内容の欄

には、避難勧告の場合、○○地区の皆さん、○○

川の堤防が決壊するおそれがありますので、避難

を始めてくださいと書かれていますが、避難準備

の場合は何も書かれておりません。どのようにし

て避難準備を呼びかけるのか伺います。

２点目は、災害情報の伝達について伺います。

８月５日の大雨では、避難勧告が６カ所、避難準

備情報が５カ所で出されておりました。私は、災

害の場合、命を守るために避難をすることが一番

だと考えています。そのためには、地域の皆様に

避難勧告や避難準備情報が発令されたということ

が確実に伝達されなければいけないと思います。

その情報が十分に確実に伝達されたのか心配して

いるところです。地域の皆様に対してどのように

伝達したのか伺います。また、解除についてもお

知らせください。

３点目は、避難所について伺います。洪水ハザ

ードマップを見ますと、この地図は天塩川、名寄

川と豊栄川が氾濫した場合の浸水予想に基づいて

名寄市で想定される最大の範囲と最大の水深及び

各地区の避難場所を示したものですと書かれてい

ます。マップを見ますと、今回避難所に指定をさ

れた名寄中学校と文化センターには洪水時にはバ

ツ印がついています。豊栄区と栄町区の避難所は、

名寄高等学校になっています。しかし、今回指定

された避難所は豊栄区は名寄中学校で、栄町区は

文化センターでありました。なぜそうだったのか

お知らせください。

また、閉所の考え方について伺います。避難箇

所７カ所、自主避難３カ所、合計１０カ所に避難

をされたわけですが、避難解除が出されたのが５

日の１８時５０分です。解除がされていないのに

閉所をしているところがありました。避難解除が

出されるまでは避難所は開所しておくべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか、伺います。

４点目は、自主防災組織について伺います。平

成７年１月の阪神・淡路大震災以降、地域住民に

よる平時からの自助、共助の営みが緊急時の危機

管理に大きな効果を発揮するということで自主防

災組織の育成が防災行政の重要項目と捉えられる

ようになりました。地域防災力の向上に向けた住

民の活動は、さまざまなコミュニティー活動の核

にもなるべきものでもあり、防災を初めとする地

域の安全、安心な暮らしへの関心や意識が日常生

活の中で高まることによって自主防災活動が活性

化するとともに、希薄になりつつある地域社会で

の連帯意識が醸成されることも期待されておりま

す。平成２２年４月現在では、全国 ７５０市町

村のうち ６２１市町村で設置され、その数は１

４万 ７５９組織が結成されています。現在は、

もっと多くなっていると思います。名寄市におけ

る自主防災組織の現状と今後の育成について伺い

ます。
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５点目は、防災資機材について伺います。防災

計画には、水防資機材の保有状況が書かれていま

すが、今回の水害で不備はなかったのかどうか、

また今後の計画についても伺います。

大きな項目２点目は、自動体外式除細動器、Ａ

ＥＤについて伺います。ＡＥＤが医療従事者以外

の一般市民にも解禁されてからちょうど１０年が

経過しました。この間ＡＥＤは急速に普及し、設

置台数は４０万台を超えたと言われています。名

寄市でも社会福祉管理分として３５台、小中学校

を初めさまざまな施設に設置をされています。万

が一の場合、ＡＥＤ使用者が冷静な判断ができな

い場合でも迅速に間違いなくＡＥＤを使用するた

めには、使用しやすい場所に設置されている必要

があります。誰もがわかりやすいように表示をし

ておくことが大事です。また、実際に使用しよう

としたときに使えない状態では困ります。公共施

設における設置場所は適正か、設置場所に表示は

してあるか、点検や管理は定期的に行われている

か伺います。

大きな項目３点目は、豊西小学校について伺い

ます。２８年度には南小学校と統合となり、豊西

小学校は廃校となります。全国では、平成２３年

度は４７４校が廃校となりました。平成４年度か

ら２３年度まで ８３４校が廃校となりました。

文部科学省は、近年～未来につなごう～「みんな

の廃校」プロジェクトを立ち上げるなど、廃校の

再利用が進められています。建物の７割が宿泊施

設やレストラン、美術館や病院、教育施設などに

生まれ変わっています。豊西小学校廃校後はどの

ように活用していくのか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま川口議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１につきましては私のほうから、大

項目の２につきましては健康福祉部長から、大項

目の３につきましては教育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。

初めに、大項目１、大雨災害から、小項目１の

避難準備情報について申し上げます。８月４日か

ら５日にかけての豊栄川に関する降雨及び水位の

状況から御説明させていただきたいと思います。

一定の雨量で雨が続いた影響で、９時３０分を過

ぎたころから氾濫危険水位に近づく状況となり、

その後急激な降雨によりまして午前１０時には氾

濫危険水位に達したため、徳田白樺団地と豊栄区

にそれぞれ避難勧告の発令をさせていただきまし

た。この段階では、急速に水位がふえてきており、

急激な状況の変化が予想されたために、同地区に

それぞれ避難勧告の発令を選択させていただいた

ところでございます。一方、西町１区、２区、３

区、栄町区につきましては、河川沿いで一部が増

水するという情報が入っていたため、増水地区を

含む栄町区までを対象として避難準備情報を発令

し、栄町区につきましては午前１０時５０分に避

難勧告に切りかえをさせていただいたところでご

ざいます。栄町区を避難勧告とした理由でござい

ますが、栄町付近の浸水想定の浸水深が西町地区

より深いための対応でございまして、今後は気象

状態が見込める場合には避難準備情報から順次発

令をしたいと考えておりますが、今回と同様に天

候の急速な変化等による場合は避難勧告、避難指

示の順に発令する場合がありますので、御理解を

お願いしたいというふうに考えてございます。

また、ハザードマップの避難準備時の呼びかけ

についてでございますけれども、市の呼びかけに

つきましては基本的には避難勧告、避難指示に準

じて呼びかけをさせていただくこととなり、これ

につきましてはハザードマップの改定にあわせま

して呼びかけ内容についても改めて周知をさせて

いただきたいと考えてございます。

次に、小項目の２、災害情報の伝達についてで

ございます。情報伝達の方法につきましては、各

町内会長に対して直接の伝達、広報車、市のホー
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ムページ、エフエムなよろによる周知のほか、北

海道警察、名寄消防署による巡回や訪問による対

応もございます。８月４日から５日にかけての大

雨は、名寄市全域に及ぶものであり、市を含む関

係機関がそれぞれ対応をしましたが、役割分担や

その方法につきましては一層の調整が必要と考え

ておりまして、今後災害時の情報伝達の体制づく

りについて検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

御質問のありました避難準備情報と災害情報の

伝達についてでありますが、８月２４日の大雨で

は５日の大雨対応時の課題を踏まえまして情報伝

達の方法として携帯会社３社に同時配信される緊

急速報メールの運用を開始したところでございま

す。また、北海道防災情報システムを活用したテ

レビによる防災情報の提供を８月から開始したと

ころでございまして、今後エフエムなよろの放送

回線を利用した防災ラジオを各町内会に３台配付

する予定でありますので、これら複数の情報伝達

手段を活用しまして情報伝達の精度を高めてまい

りたいと考えてございます。

また、避難勧告等の解除についてでありますが、

気象情報の確認はもちろんでございますが、河川

の水防警報伝達による水位の状況、国土交通省や

気象台のレーダーによる観測情報、土砂災害でご

ざいますと土砂災害警戒情報の解除の有無に加え

まして土壌雨量指数及び解析雨量の状態を旭川地

方気象台に確認するなど、安全が予想でき、避難

所に避難者がいないことをもって解除し、町内会

長及び避難者への伝達、ホームページ等の広報媒

体により周知をさせていただいているところでご

ざいます。

次に、小項目３、避難所について申し上げます。

避難所の定義につきましては、災害対策基本法の

規定によりまして指定緊急避難所、指定避難所が

ございます。今回設置をしました避難所につきま

しては、いずれも一時的な避難として位置づける

緊急避難所として取り扱ったものでございます。

また、今回の豊栄区を初めとする避難所につきま

しては、北海道で示しています豊栄川の浸水想定

をもとに浸水深がほとんどない施設を選定してご

ざいまして、豊栄地区では５日は名寄中学校、２

４日にはスポーツセンターを、栄町区におきまし

ては文化センターをそれぞれ選定させていただい

たところでございます。

なお、避難勧告解除と避難所の閉鎖時間の関係

についてでありますが、智恵文八幡地区の土砂災

害警報は１５時２０分に解除、名寄市の大雨警報

につきましては１５時４２分に大雨注意報となっ

てございまして、それぞれこの時点において避難

解除ができる状態にありましたが、避難者が避難

所から全員退去するのを待って一斉に避難解除と

したため、避難解除と避難所の閉鎖時間に差異が

発生したものでございますので、御理解をお願い

したいと思います。

次に、小項目の４、自主防災組織についてお答

えいたします。災害が発生した場合には、市の取

り組み、公助とあわせまして自分の身は自分で守

るという自助、地域の人たちや学校の仲間がお互

いに助け合うという共助の取り組みが重要であり、

これらの共助を担う名寄市の自主防災組織の結成

数につきましては８月末現在で１６団体と確認し

ているところでございます。札幌気象台を初めと

する各種の情報におきまして、自助、共助を高め

ることが人命救助に大きくはね返るという報告が

されていることからも、今後も自助、共助を中心

に啓発に取り組んでまいります。特に共助を担う

自主防災組織の役割は大変重要であると認識して

ございますので、今回の災害を機に自主防災組織

に関する問い合わせが数件届いていることもあり

ますので、さらに自主防災組織の育成を図るとと

もに、自主防災組織の中で中心として活躍いただ

ける人材の育成、また公助として市の情報提供や

支援を行いながら取り組みを促進させてまいりま

す。

次に、小項目の５、防災資機材について申し上
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げます。防災資機材につきましては、計画的にそ

ろえてきているところでございますが、今回の災

害では砂詰めをした土のう備蓄量が課題となりま

した。今後も土のうを初めとする防災資機材は、

想定される災害に対応できるよう確保してまいり

たいと考えておりまして、徳田白樺団地には地元

業者から社会貢献として提供されました土のう２

２０袋を町内会館裏に設置をし、初動対応に備え

ることとしてございます。それを報告させていた

だきまして、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 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の自動体外式除細動器、ＡＥＤについて申し

上げます。

自動体外式除細動器、ＡＥＤは、平成１６年７

月に非医療従事者による使用が許可されて以来、

本市におきましても市役所や小中学校を初め、各

教育、福祉施設などに設置を進めてきたところで

あります。名寄市内の設置状況につきましては、

上川北部消防事務組合が公表している情報では本

年７月１７日現在で市内には５８カ所、７０台が

設置されており、公共施設では４０カ所、４６台、

個人病院や大型店などの民間事業所などでは１８

カ所、２４台となっております。

御質問の社会福祉課が管理をしているＡＥＤに

つきましては、市役所、学校などの公共施設３２

カ所に３５台が設置されており、本体機器の更新

やバッテリー、電極パッドなどの消耗品の定期的

な交換、補充を行っております。各施設における

設置場所につきましては、施設ごとに違いはあり

ますが、その施設の目的に沿った設置場所として

玄関前、体育館やホールなど人の多く集まる場所

の近くや職員室、管理室など施設職員が迅速に持

ち出すことのできる場所などに設置をしていると

ころです。設置場所の表示では、ＡＥＤマークの

書かれた掲示物を３５台全てに配付をしており、

それぞれに表示がされているところです。ＡＥＤ

の点検、管理の状況につきましては、昨年全施設

に対して一斉点検を実施して、設置施設における

セルフメンテナンスチェック機能を活用した日常

的な点検をお願いしているところであります。ま

た、消耗品の交換時期は社会福祉課で一括管理し

ており、期限前に各施設に配付しております。各

施設でＡＥＤを使用した場合や消耗品の破損や紛

失などは随時報告をいただき、その都度電極パッ

ドやバッテリーなどの消耗品やキューマスクなど

の附属品の補充をしております。いざというとき

にＡＥＤが機能するよう、今後とも適切な維持管

理に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の豊西小学校について、小項目１の廃校後の活用

についてお答えいたします。

豊西小学校につきましては、通学区域の見直し

を行い、名寄南、西小学校の２校に通学すること

とし、平成２７年度末をもって閉校することが決

まっております。また、校舎については昭和４８

年に、屋内運動場は昭和５０年に建築され、いず

れも旧耐震基準の建物で、今後他の用途に転用し、

利用する場合においては改修等に相当の経費がか

かるものと思われます。御質問の廃校後の活用方

法について現時点で庁内での具体的な議論はなさ

れておりませんが、教育委員会で検討されてきた

内容としては、１つ目は議員からもありました文

部科学省が取り組んでいる「みんなの廃校」プロ

ジェクト等に登録をし、全国から利用者を募る。

２つ目は、維持経費がかかることから建物を解体

し、更地とし、新たな活用方法が決まるまで（仮

称）市民ホールの臨時駐車場や冬場の一時排雪場

所として利用する。３つ目は、比較的利用価値の

高い屋内体育館だけを改修し、今後も利用してい

くなどなどさまざまな活用方法を検討してまいり

ました。

なお、今後の検討に当たっては、教育施設とい

う側面だけではなく、新たにオープンする（仮
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称）市民ホールや浅江島公園にも隣接しており、

環境的に恵まれた立地条件にあることから、さま

ざまな面からの活用が考えられる施設、敷地であ

ることも考慮し、庁内的な活用方策の協議を進め

るとともに、市民の意見を聞き取り、参考にしな

がら方向性を出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、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） それぞれ答弁をいた

だいたので、再質問をさせていただきます。

まず、避難準備情報ですが、緊急な場合や急激

な状況の変化では、発令するいとまのない場合も

当然あります。しかし、今回の場合は９時３０分

過ぎたころに氾濫危険水位に近づく状況になった

ということですから、今後の天気予報も考えると

危険水位に達することは予測できたのではないか

と思います。避難準備情報を発令することによっ

て、家族等に連絡をしたり、非常持ち出し品等の

用意など避難準備を開始いたします。また、避難

の支援をされる方は支援行動のための準備をする

わけです。それぞれが心の準備、物品の準備をす

るわけです。準備情報は、災害が発生するおそれ

がある場合に発令して準備をするわけです。当然

災害が発生しない可能性もあるわけです。空振り

の場合もあります。しかし、人々の命を優先する

ために発令することに意義があるので、早目の呼

びかけをお願いしたいと思います。

避難準備の呼びかけについては、先ほどハザー

ドマップの改定にあわせて内容を周知するとのこ

とですから、よろしくお願いしたいと思います。

情報の伝達という観点から伺います。栄町区に

は、５日１０時４０分ころだったと思いますが、

消防の広報車が巡回をして豊栄川の増水により豊

栄地区に避難勧告が発令されました。避難場所は

名寄中学校ですというような趣旨を話していまし

た。西町もそうだったと伺っています。あの大雨

ですから、自分の地域のことかなと思って聞いて

いた人が大勢いたと思います。今回の場合は、栄

町区にはまず栄町区の状況を話すべきであり、他

の地域である豊栄区の話をされても錯綜するだけ

だと思います。巡回経路も含めて消防との連携は

どのようになっていたのでしょうか、伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。まず、最初にいただきました避難

準備情報も含めて早目、早目の情報提供というと

ころにつきましては、答弁の中でも触れましたけ

れども、その状況に応じながらできるだけ速やか

に、かつ迅速、的確に情報が伝わるように今後も

努めてまいりたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

具体的には、情報の伝達というところで御質問

をいただきましたけれども、基本的に情報伝達は

先ほども申し上げたように複数の手段を用いて今

も実施をさせていただいているわけでありますけ

れども、その中の一つとしての広報車の役割とい

うのは非常に重要だ、有効だというふうに考えて

いるところでございます。今現在スピーカーを備

えつけの車については、風連、名寄庁舎にそれぞ

れ分けてでございますけれども、５台ほど庁内に

ありますので、関係機関との連携も含めて今後と

も有効に活用してまいりたいというふうに考えて

います。

御指摘のありました消防の広報の関係でありま

すけれども、消防も当然災害対策本部に入ってお

りますので、当日も本部のほうに張りつき、連絡

をとりながらそれぞれ対応に当たらせていただい

たということであります。今地区を誤って広報し

ていたということでありますので、ここの部分に

つきましては内部で調査を行いまして、改めてそ

こについてはそういう事実がございましたら、改

善を図ってまいりたいと思いますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。
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〇１１番（川口京二議員） その後私は不在にし

ていましたので、確認はできなかったのですが、

広報車は西町、また栄町に回ってきたのでしょう

か。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これにつきましては、

今回の８月４日、５日の災害については同時に多

発というのでしょうか、複数の地区で災害が発生

したということがありまして、当該の栄町区ある

いは西町１区から３区につきましては消防のほう

で広報が回ったということがありましたので、市

の広報車等については既にほかの地区を回ってい

たということがありましたので、そこの地区につ

いては広報車での対応はできなかったということ

であります。御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 栄町区は、５日の１

１時に町内会長に避難勧告の連絡がありました。

まずは、地域の皆さんに避難勧告が発令されたこ

とを連絡することが大事だと思い、会長と相談を

して役員が手分けをして１軒１軒戸別に連絡をし

ました。平日でもあり、不在の家が多く、私が連

絡をとれたのが約３割程度でした。皆さん何のこ

とかわかりませんでした。情報が伝わっていなか

ったのです。エフエムなよろや市のホームページ

や広報車等で伝達をされているということですが、

平日の日中であり、ラジオを聞いている人やパソ

コンを見ている人は大変少ないのではと推測して

いるところであります。確実に連絡がとれるのは、

電話をかけたり、戸別に訪問するのが一番だと思

いますが、そこまでは行政では無理ですので、市

としては広報車等のスピーカーがついている車を

利用して、避難情報や避難勧告が発令された地域

には何回も巡回して連絡するべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここにつきましては、

先ほども申し上げましたが、スピーカーがついて

いる車が５台ということでありますので、複数の

地区で同時に起きた場合については、これは場合

によってですけれども、回る地区の順位もつけさ

れてもらわなければいけないかもしれませんけれ

ども、まずはある車を最大限活用して地区の住民

の皆さんに周知できるように、ここについては改

めて検証させていただきまして、内容を検討させ

ていただきたいというふうに思います。ただ、市

としては広報のほかにも市民の皆さんに周知する

手段は複数用意しているということで、先ほども

申し上げましたけれども、携帯電話を使っての緊

急メールですとか、あるいはテレビ等のデータボ

タンで今名寄市がどういう警報、指示を出してい

るのかについても、これは一過性でなくて何度も

確認できるような内容もありますし、あるいはエ

フエムなよろなどでは防災時においては一定の時

間繰り返し名寄市の情報等も発信いただきました。

対策本部にも詰めていただきまして、非常に頻繁

に情報を入手いただいて放送いただいていた部分

もありますので、これら複数の情報伝達によって

不足する分については埋めてまいりたいというふ

うに思いますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

西町区や栄町区には、避難準備や避難勧告が発

令されたわけでありますが、しかし西町１区と栄

町に挟まれている中島区には何も発令されていな

いのです。建物は頑丈ですけれども、地形的には

豊栄川のすぐ横ですし、土地も低いと思います。

なぜ何も発令されなかったのか伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 中島区には発令をさ

れなかったということでありますけれども、今回

栄町に避難勧告を出したその理由は先ほども述べ

ましたけれども、補足をすると栄町奥に天塩川の

ほうに水をくみ出す排水機場がございますけれど

も、そこのところの付近の水位が上がってきたと
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いうことで、これに早目に対応するために避難勧

告に切りかえをさせていただいたということであ

りまして、中島区についても隣の町内会となりま

すので、そこについての発令の必要があったかな

いかについては改めて検証させていただかなけれ

ばいけないかと思っておりますけれども、その段

階については中島区については先ほど議員が言わ

れた建物の構造等も含めて指示を出す必要はない

だろうと、このように考えたということでありま

す。先ほど言いましたように、改めて今後につい

ては検証させていただければと思います。御理解

いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 余り理解はできなか

ったのですが、次に行きます。

避難所についてですが、まず災害時はハザード

マップを見てどこに避難をするのか確認すると思

います。しかし、現在のマップには先ほど言われ

ました緊急避難所とか指定避難所とかは記載され

ておりません。どう見てもハザードマップでは栄

町や豊栄区の避難所は名寄高等学校としか読み取

れないように思います。今後も豊栄川の浸水想定

をもとに浸水深がほとんどない施設を選定するこ

とになれば、毎回違うこともあるわけですから、

そのことが理解できるように書きかえる必要があ

ると思いますので、市民の皆様がわかりやすいよ

うにマップの改定の際はあわせて実施していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ハザードマップの避

難所の表示の関係についての御質問をいただきま

した。ハザードマップで想定している避難所の表

示については、名寄川、天塩川が同時に氾濫をし

たときのどこまで水がつかるかという部分の想定

をして、避難所については指定をしているという

のがありますけれども、あわせてハザードマップ

には豊栄川のみが氾濫をしたときの分についての

浸水の状況についても記述をさせていただいてい

るところであります。避難所の設置につきまして

は、災害の程度によってというか、災害の起きる

場所あるいは程度によって状況に応じて判断しな

ければならない場合もあるということをぜひ御考

慮いただきたいと思いますが、ただいずれにして

も今回の災害に当たっての避難所の指示とハザー

ドマップの表示については、これに差があるのは

間違いない事実でございますので、さきにも申し

上げましたけれども、ハザードマップについては

見直しを検討してございますので、この見直しに

あわせて皆さんにわかりやすいような形で避難所

の設置状況についてお示しをしたいと思いますの

で、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） それでは、自主防災

組織について伺います。

情報の伝達網、町内会ごとで電話で連絡をして

いただくとか、戸別に回っていただくとかすれば

今より確実に情報が伝達されますし、災害時には

行政だけでは対応が難しい面もあると思います。

自主防災組織を立ち上げることにより、防災とい

う話題で家族や隣近所、町内会で話をすることに

より、地域の連帯感や地域コミュニティーの向上

が図られます。また、災害時には各自がとるべき

行動を理解したり、助け合うことにより被害が軽

減されます。今後も町内会等と話し合う機会もあ

ると思いますので、自主防災組織の重要性を話し

合って、さらに自主防災組織の育成に努めていた

だきたいと思いますので、再度伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織の今後

のあり方ということかというふうに思いますが、

先ほど議員のほうからも全国的な自主防災組織の

設置状況について御示唆をいただきましたけれど

も、この間ももとよりでありますけれども、特に

今回の災害に当たって教訓となったのは自助、共

助の重要性というところだと思っていますし、こ

れは名寄市だけではなくて全国的な災害において
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もそこのところの重要性ということで、国の避難

に関するマニュアルの見直しでもそこの重要性と

いうのがうたわれている部分だと思います。そう

いった意味におきましては、自主防災組織という

のがまさに共助の助け合いの核になる組織だとい

うふうに思っておりますので、これにつきまして

は今後とも町内会あるいは地域の皆さんともお話

をしながら、自主防災組織の設立、さらには育成

に向けて、それと先ほどの答弁の中でもありまし

たけれども、組織の中で中心となる人材の育成も

含めて今後対応をしていきたいと思っております

ので、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 防災資機材について

伺います。

今回避難された方は、自主避難を合わせて３４

６人になりますが、毛布の備蓄は４７８枚となっ

ています。今回は夕方には解除になりましたので、

必要はなかったのですが、余りにも少ないのでは

ないかと思いますので、ぜひ検討していただきた

いと思います。

また、４年前の大雨や今回の大雨によって土の

うやブルーシートが必要な地域もわかったと思い

ます。先ほどの答弁にもありましたが、土のうな

どはそのような地域あるいは町内会ごと保管して

はどうかと思います。そのほうが対処が早いし、

被害も軽減できるのではないかと思います。いか

がでしょうか、伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 災害における資材の

関係の備蓄の関係についてでありますけれども、

基本的には３日分の対応できる資機材を目標とし

て今備蓄を進めているところでありますけれども、

実際の対応としますと１日過ぎますと、これは各

協定先の事業者ですとか、あるいは日本赤十字社

のほうから対応の資材等も運ばれてきていますの

で、当面はこの１日を乗り越える分については不

可欠だというふうに考えているところでございま

す。最終的には、先ほど申し上げましたように３

日耐えられるような形で計画的に備蓄を進めてま

いりたいと、このように考えているところでござ

います。

また、地域ごとあるいは町内会ごとに、今回の

災害を教訓に必要な箇所に資材等の保管をしては

ということであります。先ほど申し上げましたよ

うに、白樺団地については土のうを２２０袋であ

りますけれども、社会貢献でいただいた分につい

て既に配置をさせていただいている部分でありま

すが、保管に当たっては場所の関係もありますし、

あるいは保管のスペース等の関係もあります。ま

た、適切に保管できるという環境も必要だという

ふうに思っておりますので、これらを含めて調査

研究してまいりたいというふうに考えております

し、効果的な保管に努めたいと考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

災害が起こって一番大事なことは、安全に避難

することです。その観点から、私はハザードマッ

プは大変重要なものであると思っています。市内

全戸配布されていて、災害時に市民の皆さんがま

ず頼るのはハザードマップです。ほかに災害時に

どうするという情報がないからです。ですから、

誰もが理解できるものでなければなりません。ど

んな連絡が来て、どんなものを準備して、どこへ

避難するか、誰もがわかるようにしていただきた

いと思います。また、少し字が小さいところも気

になりますので、高齢の方も見やすいような配慮

もお願いしたいと思います。

名寄市は、災害の少ないまちです。津波はない

し、地震も少ない。しかし、今回のような大雨は

ないとは限りません。地球の温暖化により大気中

に水蒸気が多く、いつどこでゲリラ豪雨が発生し

てもおかしくないと言われています。私ごとで恐

縮ですが、１５年ほど前に佐々淳行さんの講話を

受講したことがあります。初代内閣安全保障室長
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であり、危機管理の第一人者と言われています。

その中で危機管理の基本は悲観的に準備し、楽観

的に対処することだと話されていました。準備を

するときは時間もあり、考えられる全てのことを

考えて準備をすれば、何が起こっても慌てずに対

処ができるということです。もちろん全てのこと

を行うことは不可能です。また、大変費用もかか

ると思います。しかし、安全はお金では買えませ

ん。今回の大雨を教訓にして、いま一度防災につ

いて徹底的に考え、市民の皆さんがより安心、安

全に暮らせるようなまちづくりをお願いしたいと

思います。

ＡＥＤについて伺います。ＡＥＤの設置場所に

ついては、人口密度の高い場所、高齢者の多い場

所、スポーツ施設など心停止の発生頻度の高い場

所、学校のような広い場所では複数の設置が望ま

しいが、数が限られるなら運動場や体育館の近く

など効果的な場所に置く必要がある。心停止から

５分以内に除細動できるかどうかが設置場所の目

安になるそうです。また、わかりやすい場所や誰

もがアクセスできる場所がよいそうです。名寄の

小中学校では職員室が多いようですが、体育館や

玄関というところもあります。一概にどこがいい

とは言えないでしょうが、いま一度考えていただ

いて、その施設で最適な場所に置いていただきた

いと思います。

それと、非常口やトイレには誘導する表示は多

いが、ＡＥＤは設置場所にしか表示がない。これ

ではＡＥＤにたどり着けないという意見もありま

すので、あわせてお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

ＡＥＤの設置場所につきましては、先ほどもお

答えいたしましたが、各施設によりまして異なっ

ているのが実情でございます。各施設の入り口に

は、ＡＥＤの設置施設という表示はしております

し、またＡＥＤの保管場所での表示はしておりま

すが、誘導表示がないのも事実であります。学校

などにつきましては、主に児童生徒など施設内の

使用を想定しておりますので、ＡＥＤの使用につ

いては施設職員が対応できるよう講習会等を開催

しているところでございます。各施設の近隣の地

域住民の方の使用や特に市役所などは多くの市民

の皆さんが御利用される施設でありますので、今

後ＡＥＤの市民の皆さんへの啓発や設置、管理の

規範となる意味からも、それらの意味も含めまし

て施設に入って誰もがすぐわかりやすい場所への

設置を考慮いたしたいと考えております。市民の

皆さんの使用にも対応できるよう、ＡＥＤの設置

場所の見直しや必要な箇所にはＡＥＤまでの誘導

表示につきましても改善に努めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） ＡＥＤの使用だけで

はなくて、使用するまでの心臓マッサージが大事

だそうです。ＡＥＤが到着するまでは心臓マッサ

ージを続けなければなりません。ＡＥＤを使用し

た後も救急車が来るまでは心臓マッサージを続け

なければなりません。年に数回消防が救命講習会

を開いています。ぜひ職員の皆さんも講習会への

積極的な参加をお願いしたいと思います。また、

一度受けた方も忘れることもありますので、１年

に１度ぐらい受けていただければと思います。

ＡＥＤは、予算面を考えますと購入する場合は

３０万円から５０万円です。本体の耐久年数は５

年から８年です。バッテリーは四、五年、パッド

は１年半から２年で交換が必要です。バッテリー

やパッドの交換に５年で１３万円ほどかかります。

ということは、購入すると５年で４３万円から６

３万円かかるわけです。レンタルだと月 ０００

円ぐらいのところもあります。消耗品も含まれて

います。レンタルだと８年で４８万円くらいです。

また、ＡＥＤは管理が大変だと思います。消耗品

の交換時期が違うため、また交換する期間が長い

ため、全国では使用するときにバッテリーが切れ
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ていたという事例もあります。レンタルだと消耗

品の管理もしてくれます。値段的にも、また管理

面も考えますと、購入するよりもレンタルのほう

がいいと思います。そろそろ交換時期に来ている

ＡＥＤもありますので、レンタルを検討してはど

うかと思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ＡＥＤの本体の

使用期限はおおむね７年程度となりますが、使用

期限を迎えたものは随時入れかえをするというこ

とになっております。買いかえの場合は、本体購

入後に議員おっしゃったとおり電池パックや電極

パッドといった消耗品の補充管理が必要となって

まいります。消耗品の交換の管理ですとか、また

使用後の消耗品の補充、本体バッテリーや故障し

た場合の保証など機器のメンテナンスなどを考え

ますと、保守を見込んだリース契約等での入れか

えはＡＥＤの適正管理の観点からも検討が必要で

あると考えますので、今後購入した場合の費用と

リース契約した場合の費用の詳細な比較検討をさ

せていただき、検討させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

病院以外の突然の心停止で亡くなる人の数は１

年間におよそ６万人、交通事故が ５００人ぐら

いですから、１３倍ぐらいになるそうです。毎日

１６０人ほどの人が心臓、突然死で亡くなってい

る計算です。そのときのためにＡＥＤは必要です

し、いつどこでそんなときがやってくるかは誰に

もわかりません。そのときになって私はできませ

んということがないように、市民皆さんがＡＥＤ

を使用することができれば助かる命もあるわけで

す。一人でも多くの人が使用できることが大事で

す。現在も講習会等への参加を呼びかけているこ

とと思いますが、今以上の市民に対する講習会の

参加の呼びかけをしていただければと思います。

豊西小学校について伺います。２４年５月時点

で全国では利用計画がない廃校が ０００校ある

そうです。理由については、地域からの要望がな

いとか、建物自体が老朽化しているとか、財源が

確保できないとか、いろいろありますが、まずは

地域の皆様の意見を聞くことが重要だと思います。

説明会を開いたり、アンケートを行ったり、地域

と協議することも必要かと思いますが、そのよう

な計画はあるのかどうか伺います。なければ今後

検討していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員のほう

から廃校後の利活用についての協議についての御

意見をいただきました。今のところ具体的な進め

方についての検討は出ていませんけれども、今い

ただいた御意見も参考にしながら、地域の皆様の

御意見を聞くことは当然でありますし、先ほど述

べましたけれども、（仮称）市民ホールや浅江島

公園といった多くの市民が集う場所でもあります

ので、そういった面では市全体として有効的な活

用もできる場所でもあるというふうにも考えてい

ますので、市全体の意見を聞くような、そういっ

たことも考えながら、広い意見を聞きながら今後

進めていくような形をとっていきたいというよう

に考えていますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。よろ

しくお願いします。

さきの議会報告会でも文化的な合宿施設にして

はどうかという意見もありましたが、私は市民ホ

ールもできますし、立派な浅江島公園もあります

ので、子育て支援という観点から子育て支援施設

があってもいいのかなと思います。また、高齢者

のための福祉施設も必要だとも思います。さまざ

まな意見があると思いますので、待ち受けの姿勢

ではなくて積極的に話し合いの場を設け、いろん

な意見を聞いて有効に活用していただきたいと思

います。廃校後も管理が必要だと思いますので、
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なるべく早い段階で考えるべきだと思いますので、

よろしくお願いします。

以上で終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で川口京二議員

の質問を終わります。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

名寄市農産物簡易加工処理施設の運用について

外２件を、塩田昌彦議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

大項目１の名寄市農産物簡易加工処理施設の運

用について２点質問いたします。１点目は、加工

施設あぐりん館及びグリーンハウスの利用状況と

地場農産物を活用して研究開発により商品化に結

びつけている商品及び団体についてお知らせくだ

さい。

２点目は、近年製造工程の管理を重視した衛生

管理法、北海道ＨＡＣＣＰの評価認定を受けてい

る施設がふえている現状にあります。そこで、加

工施設あぐりん館やグリーンハウスを利用して商

品化している商品が消費者に安心で安全な商品で

あることを確認していただくため、また商品の販

売においてＨＡＣＣＰ評価を受けることは商品の

優位性や付加価値を高めることになるため、両加

工施設の北海道ＨＡＣＣＰ評価認定を受けるべき

と考えますが、お考えをお聞かせください。

次に、大項目２の商工業活性化に係る道及び国

からの補助について２点質問をいたします。１点

目は、現在行政から商工業者、商工会議所、商工

会、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会等への

補助情報はどのような形で発信されているのか、

また行政や商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人なよ

ろ観光まちづくり協会等横の連携や情報の共有は

どのように図られているのかをお知らせください。

道や国からの情報は、行政においては総務部企

画課、経済部営業戦略室に流れてきていると思い

ますが、情報の共有に関し、定期的に会議を開催

するなど的確に関係部署に伝わるシステムの構築

がなされているのか、またメール発信にとどまっ

てはいないか、情報提供システムについてお知ら

せください。

２点目は、現在名寄市から道や国へ職員が派遣

されていますが、情報の提供についてお聞きいた

します。職員の派遣については、職員研修の一環

として職員おのおのの資質の向上等を図ることを

目的に派遣されていると思いますが、上部上級機

関への派遣であり、名寄市が進めるまちづくりに

は必要な情報がたくさんあると思いますが、情報

の提供や成果などについてお知らせください。

次に、大項目３のジュニア育成について５点質

問いたします。１点目は、ジュニアの登録状況に

ついてお知らせください。種目別に少年団登録数

及び少年団員数についてお知らせ願います。

２点目は、ジュニアの育成補助金についてお聞

きをいたします。現在ジュニア育成補助金は、財

団法人名寄市体育協会に１５０万円、風連町体育

協会に２４万円が交付され、体育協会を通して各

少年団に交付されておりますが、交付の状況につ

いてお知らせください。

３点目は、ジュニア育成に係る指導者養成の考

え方についてお聞きいたします。ジュニアの資質

向上を図るために優秀な指導者に指導を仰ぐこと

は絶対条件となります。現状指導者不足は否めな

い事実であり、これは指導者不足の解消を図るた

め行政としてどのような対策を講じているのかお

知らせください。

４点目は、少年団等の道大会や全国大会への出

場支援についてお知らせください。

最後５点目は、少年団が利用できる専用のバス

の確保についてお聞かせください。少年団が遠征
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等のため足の確保に苦慮をしている現状を踏まえ、

専用バスの確保に係るバスの購入について考えを

お知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 塩田議員からは、大

項目で３点にわたって御質問をいただいておりま

す。大項目１は私から、大項目２の小項目１は営

業戦略室長から、小項目の２は総務部長から、大

項目の３は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

大項目１、名寄市農産物加工処理施設の運用に

ついて、小項目１、加工施設あぐりん館、グリー

ンハウスを使用して、地場農産物の活用を図り、

商品化している商品及び団体について申し上げま

す。まず、加工施設の利用状況について報告いた

します。平成２５年度の実績ですが、あぐりん館

では利用件数３２件、利用団体１７団体、利用者

は延べで２８０人となっております。グリーンハ

ウスでは、利用件数４１件、利用団体３６団体、

利用者は延べで２８２人になっております。利用

の状況では、みそづくり、トマトジュース、イベ

ントの準備等に市内の加工グループを初めとして

幅広く利用されております。また、利用団体の中

で商品化している団体ですが、トマトジュースの

加工で３団体、みその加工団体で１団体、みそと

ピクルスの加工団体で１団体、合計５団体となっ

ております。

次に、小項目２、商品化の優位性を図るため施

設のＨＡＣＣＰ認定（北海道）を取得する考えに

ついて申し上げます。北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生

管理認証制度は、食品関係業者等がみずから行う

食品の衛生管理方法について北海道が独自に作成

したＨＡＣＣＰに基づく衛生管理導入の評価調書

を使用し、施設の状態や管理運営の方法を１４３

項目にわたって自己採点の上、一定の基準に達し

た場合に申請することになります。北海道では、

同じ調書をもとにしての登録評価機関が実地調査

を行い、認証審査会で認証されるものです。認証

期間は３年間となっており、その後は更新するこ

ととなります。認証を受けた衛生管理方法により

製造、加工された食品には認証マークを表示する

ことが認められ、北海道を通じて広く道民に公表

されます。名寄市においては、学校給食センター

が平成２３年に認定を受けております。公共の加

工施設でのＨＡＣＣＰ取得については、不特定多

数の利活用がある施設でもあり、取得することで

今まで以上の衛生管理を利用者に協力いただくこ

となど含めて課題も多いものと認識しております

ので、利用者の御意見を伺いながら研究してまい

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。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、商工業活性化に係る道及び国からの補助に

ついて、小項目１、現在行政から商工業者、商工

会議所など関係機関への補助情報はどのような形

で発信されているか、また行政や商工会議所など

関係機関の横の連携、情報の共有が図られている

かについてお答えいたします。

現在国、道、公益財団法人北海道中小企業総合

支援センターなどから随時メールでさまざまな情

報提供がございます。さらには、本市から職員を

派遣しています北海道経済産業局、一般社団法人

移住・交流推進機構からも貴重な情報を受けるこ

とができる環境にございます。提供があった情報

につきましては、営業戦略課内で検討の上、各団

体への連絡、さらには関係団体を経由して各事業

所へ情報が行き渡るよう取り組んでおりますが、

情報内容によっては関係団体、各事業所と直接会

って協議することとしております。

行政と関係団体との連携等につきましては、昨

年度からおのおのが今まで蓄積されてきた専門的

な知見などを有効に活用するためにはどのような



－126－

役割を担うことが連携を図る上で必要であるかに

ついて協議をし、本年４月から中小企業振興条例

に係る支援策の相談窓口を今まで市担当課であっ

たものを商工会及び商工会議所に変更し、事業者

が支援策とあわせて経営、融資などについても相

談できるワンストップ窓口の役割を商工会及び商

工会議所が取り組んでいただけるよう支援体制を

変更したところであります。

また、昨年までは状況に応じて随時情報交換、

検討会議を開催してきましたが、今年度からは各

組織の代表者による情報交換の場も設定するとと

もに、事務局レベルでは定期情報懇談会を開催し、

今まで以上に横の連携、情報共有が図られている

と考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 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２のうち小項目２、国、道等へ派遣している

職員からの情報提供の状況について申し上げます。

現在は、平成２５年度から財団法人地域活性化

センターへ１名、平成２６年度から北海道経済産

業局へ１名、さらに北海道との人事交流で１名を

派遣し、人材育成を図る一方で、派遣した職員か

らはそれぞれ補助金などの支援制度や地場産品の

ＰＲ機会を初め、関係機関や団体などとの新たな

接点を含めて広範かつ詳細な情報が他の自治体に

先駆けて提供されている状況にございます。この

間の主な成果といたしましては、地域活性化セン

ター関係ではジュニアオリンピックの誘致や地域

おこし協力隊に関する情報提供を初め、移住交流

による地域活性化支援事業の採択や本市の農産物

をＰＲすることを目的に先般東京で開催されまし

た民間企業とのコラボ事業などがございます。ま

た、北海道経済産業局関係では、１１月に沖縄で

開催されます東アジアへの輸出を目的とした海外

バイヤーとの商談会の出展の決定やタイ、北京を

初め国内の民間企業に名寄市の特産品をＰＲし、

販路拡大を目指す取り組みのほか、経済産業局が

窓口となりますものづくり・商業・サービス補助

金の情報提供を受け、市内からも幾つかの業者が

申請を上げている状況にございます。このほかに

も派遣した職員に関する機関や団体との連携が密

になるなど一定の成果があると認識しており、今

後におきましても職員派遣を継続しながら、人材

育成の観点はもとよりですが、国などにおける情

報収集や関係機関、団体との連携を深め、本市の

活性化につなげ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。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

のジュニア育成につきましてお答えをいたします。

最初に、小項目１のジュニアの登録状況につい

てですが、現在名寄市内のスポーツ少年団は、名

寄地区ではバレーボール５団体、野球４団体など

で１３種目２０団体、団員数は４２９人、風連地

区では５種目５団体、団員数は８２人となってお

り、登録されている指導者数はそれぞれ６６人と

２５人となっております。

続いて、小項目２の育成補助金につきましては、

名寄地区では名寄市体育協会に対する補助金３０

０万円のうちジュニア強化費として１５０万円を

充てることとしております。名寄市体育協会にお

いては、各競技団体ジュニアの登録人数１人につ

き ０００円と強化合宿等を行った場合の補助を

行っております。風連地区におきましては、風連

町スポーツ少年団連絡協議会に対する補助金２４

万円について、各少年団に３から４万円が育成費

として交付されております。

続いて、小項目３の指導者育成の考え方につい

てですが、本市においてはこれまで体育協会等が

定める定款や規約に基づき実施されていますスポ

ーツ少年団や指導者を育成する事業に対しまして、

先ほどお答えをいたしました補助金を活用いただ

くことで側面的な支援を行うことを市として進め

てきております。これは、教育委員会が直接的に

指導者育成に関して事業を行うのではなく、それ
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ぞれの競技の特性や各競技団体の考え方に沿って

より事情を把握されている体育協会等において育

成事業を進めていただくことが効果的であるとの

判断によるものであります。活用の例としては、

名寄地区では体育協会から各競技団体へ交付され

るジュニア強化費の中で各団体がそれぞれの判断

において指導者研修会や資格取得講習会の参加者

助成の一部として活用されていると伺っておりま

す。また、風連地区では、風連町スポーツ少年団

連絡協議会から指導者研修会等への参加料や交通

費、宿泊費の２分の１以内を予算の範囲内で助成

しているとのことです。このほかには、アスリー

トとの交流事業や教育振興補助金による助成制度

もございますが、具体的な指導者育成は各競技団

体や少年団等においてさまざまな取り組みがなさ

れておりますので、体育協会等と連携して育成や

教室の支援、充実に努め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。

続いて、小項目４の少年団等の道大会や全国大

会出場への支援についてお答えします。本市にお

いては、市内に住居を有する児童生徒の個人また

は団体が文化、スポーツ活動のために全道大会や

全国大会に出場する場合、名寄市教育振興補助金

の交付基準に基づき補助をしております。具体的

には、義務教育児童生徒が全道や全国大会に出場

した場合、また高校生は全国大会に出場した場合

となりますが、交通費と宿泊費に対して一定の補

助を行っております。平成２５年度の補助金交付

実績では、小学生で１２件の１１６万 ０００円、

中学生で３４件の３０８万 ０００円、高校生で

１件の８万 ０００円、総額で４３２万 ０００

円の交付となっております。名寄市教育振興補助

金については、名寄市教育振興基金を財源として

運用していることから、交付基準等の拡大は難し

いと考えています。この補助金の継続と趣旨にの

っとり、引き続き児童生徒の文化、スポーツ等教

育の振興につなげていきたいと考えていますので、

御理解をお願いいたします。

最後に、小項目５の専用バスの確保についてで

すが、平成２０年までは篤志寄附により購入した

市所有のマイクロバスを名寄市体育協会において

運用しておりましたが、車両が老朽化しましたこ

とから運用を廃止したところです。それ以降につ

きましては、専用バスを更新することができてお

りませんので、現状社会教育関係団体活動推進補

助金を活用し、バスの借り上げ料に対する半額補

助を御利用いただいているところであります。ス

ポーツ少年団等の利用は年間２回まで可能として

おりますが、利用状況は名寄地区でも年間で５件

程度となっております。現時点では、これまで同

様民間事業者のバス活用を基本にその利用に対す

る補助を行い、負担軽減を図っていく考えでおり

ますので、専用バスを導入することの検討には至

っておりませんので、御理解をお願い申し上げま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁ありが

とうございました。それでは、再質問をさせてい

ただきます。

１点目の加工施設の利用状況でありますけれど

も、いろんな方々が利用されているというふうな

ことで理解をさせていただきました。ただ、この

ＨＡＣＣＰの関係でありますけれども、公共施設

でもあるというふうなことも含めて、これから評

価認定を受けるために関係機関と調整を行いなが

ら進めていくということでよろしいのかどうなの

かということと私も質問させていただいた背景に

は、ここを利用して商品化している方々から何と

かそういうふうな施設の認定を受けることはでき

ないのでしょうかというふうなことを農務課のほ

うに恐らくお話をしていると思うのですけれども、

そのことが生かされていないといいましょうか、

どのようにするのかお答えいただいていなかった

ことから、このように私が今質問するような形に

至ったというふうなことでもありますし、やはり
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商品というのは付加価値を高めることと衛生管理

をしっかりしているというふうなことは必須の部

分でありますから、これは何とか努力をしていた

だいて、そして自己評価をし、そして道の認定に

向けての努力をしていっていただきたいというふ

うに思いますけれども、もう一度御答弁いただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＨＡＣＣＰの関係で

ございます。私ども今考えているのは、ＨＡＣＣ

Ｐそのものが私どもの中でも勉強不足というのは

確かにあるものでございますから、これは北海道

の窓口は名寄保健所になってもございますし、今

月に上川管内のＨＡＣＣＰの研修会というか、勉

強会もあるので、そこにも参加をするようにして、

どのようなことが本当にできるのか、どんな準備

が要るのかを含めて、まず私ども内部でその中身

をしっかり研究させていただいて、それでできる

ものであれば関係機関の皆さんとも御相談しない

といけない事項でございますので、まず研究をさ

せていただきたいということで、今そのように考

えているということでよろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） ただいま講習会にも参

加をさせる中で保健所の指導を受けながら作業を

進めていくということですので、どうかよろしく

お願いをしたいというふうに思いますので、状況

わかりましたので、以上でＨＡＣＣＰの関係につ

いては終わらせていただきます。

続きまして、道や国からの補助金の部分であり

ますけれども、この補助金については行政内では

企画、そして営業戦略と。ここには先ほども御答

弁いただきました国、道、それから外郭団体から

いろんな情報が来ているということですので、そ

れについて先ほどのお話ではしっかり共有を図っ

ているというような答弁に聞こえました。ただ、

現状はそういうふうになってはいないのかなと私

は思っています。これは何かというと、実際商店

街の皆さんとか、やはり何かをしたいなと思って

いても相談するところがはっきりわからないと。

常日ごろから商工会議所なり商工会、そしてそれ

にかかわる部分として観光まちづくり協会がある

わけですから、そこといろんな連携を密にしなが

ら情報を共有して、まちでどんな考え方を持って

どういうふうにしてほしいのだろうというふうな

ことを的確に把握をしていたならば、やはりそう

いう早い話文句ですけれども、出ないと思うので

す。出るということは、皆さんがお考えのように

きちっと情報が伝達されていてケアされていると

いうことであれば恐らくこんな意見はいただかな

いで済むと思うのです。ですから、そうではない

というところをしっかり認識をしていただいて、

やはり私はもうまちの中にもっともっと出ていく

べきだと思うのです。お題目みたいに商業活性、

商業活性、いつの場でもそういう言葉は出てきま

す。しかし、それを実際に実現するのは業者さん

というか、商店主ですよね。その人たちの気持ち

を受けとめて、行政はそれのサポートとして情報

をしっかり流して、こういう場合にはこういうふ

うな部分があるよというふうに教えてあげる。そ

れがやはりちょっとそれならやってみようかなと

いうふうな気持ちの転換につながっていく。それ

がまちの活性化。一遍に全部できるわけではない

です。だけれども、一つ一つやはりそういうとこ

ろから入っていかないとだめなのではないかなと

いうふうに実は思っていまして、御答弁を聞くと

何か全部できているようにお話しになっています

けれども、そうではないと思いますので、もう一

度その点について、現在進めていること、今まで

やっていなかったけれども、今４月からこういう

ふうにしたということでも結構です。お答えくだ

さい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今塩田議員のほ

うから先ほど答弁で申し上げましたけれども、私

どもから商工会議所初め関係機関への情報提供あ
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るいは情報共有という部分がうまくいっていない

のではないかというような御指摘もいただきまし

た。御指摘のとおり、私どもといたしましては会

議所、商工会等とも定期的に今年度からですか、

そういう話し合いの場を持ちながら、そういう情

報共有も含めて図りましょうということで、２カ

月に１回程度今事務レベル段階では開催をさせて

いただいているところであります。そういう部分

では、これまでなかなかうまくいっていなかった

部分があったのかもしれないというふうに考えて

おります。そういう意味で先ほども答弁で申し上

げましたとおり、各支援制度ですとか、融資です

とか、そういった部分、利用しやすい状況をつく

るために、まずは会議所や商工会の窓口に行って

いただいて、そこでそういった制度も含めて説明

をしていただく、あるいは受け付けいただく。そ

して、業者の営業状況といいますか、経営状況と

いいますか、そういったことも含めて相談をいた

だいて、その上で市のほうに上げていただくよう

な、そんな流れをこの４月からとっておりますの

で、さらに先ほども答弁でもありましたとおり、

ことしから北海道経済産業局のほうにも１人職員

を私どものほうから派遣をさせていただいており

まして、情報もたくさん流れてきておりますので、

そういった部分も活用しながら、もっとより連携

をとりながら、今後皆さんに利用しやすいような

体制をつくってまいりたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。なるべ

くというよりは、ことしの４月から名寄市と、そ

れから商工会議所、商工会、３者による定期的な

会議を開いて情報の共有を図っているというふう

なことについては理解をしています。画期的なこ

とだなというふうに思っていて、非常にいいので

はないかというふうに思っていますので、その活

用をしっかりしていただきたいなというふうに思

っています。

ただ、このことに関しては中小企業の振興条例、

規則、これを２８年４月からですか、見直しをす

べく、今その調整をしながらこの１年半ですか、

かけていろんな情報を詰めていくというふうなこ

とだと思うのですけれども、その中で実際に観光

まちづくり協会、この中に入っていないのです、

３者の会議は開いているけれども。いろんな部分

で、私今までずっと皆さんが進めてきていること

というのは絶えず同じようなサイクルでいると思

うのです。ですから、そこは入るべきなのではな

いでしょうか。

それと、もう一つ、この条例、規則を見直すた

めの部分として一生懸命お話をされているという

部分でいうと、実際に名寄の５丁目、６丁目に新

しく来てお店を構えた方、何件かありますよね。

そういう人たちの意見とかお聞きになっているの

かどうなのか。それと、できればそういう人たち

をその中に入れて、そして意見を聞きながら、１

つまとめていくというような形をお考えにはなり

ませんでしょうか。よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今塩田議員から

いただきましたまちづくり観光の部分であります

けれども、この間商工会議所や商工会の皆様との

事務レベルでのお話し合いというものをさせてい

ただいておりまして、その一方で観光協会の皆様

ともお話をさせていただくということで、実現に

は至っていないのですが、話をさせていただいて

おります。そのほかに商工会議所、商工会、ある

いは風連の観光協会も含めた、そういったそうい

う団体の集まりというのも年に定期的に、懇親の

場も含めて設定はさせていただいておりますので、

その部分について中小企業振興条例改正に向けて

そういった方々の御意見をいただくという意味で

は、今後そういった部分について検討してまいり

たいなというふうに考えております。

また、新規で入られている５丁目、６丁目の開

業者の皆さんの部分につきましても、これまでそ
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の後の御意見等も含めて直接私どもにはいただい

ていないというのはありますので、そこら辺も会

議所等を通じて連携をしながら、そういった意見

もお聞きをしながら今後の事業に向けてまいりた

いというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 私中小企業振興条例の

条例、規則の見直しがどうのこうのと言っている

わけではなくて、やはり携わる行政、そして商工

関係の人たち全てが同じ共通認識を持つというこ

とが大事なのだというふうに思っていますので、

そういうふうな形で意思の疎通が図られるような

形に持っていっていただきたいなというふうに思

います。

それから、買・なよろ運動推進事業、今毎日新

聞に載っていまして、そういう中でうちはこうな

のだよといろんな情報を提供してくれているとい

うことを含めて、これは商工会議所さんが進めて

いる事業というふうなことで、いいことだなとい

うふうに思っています。そういうふうにまちの方

のいろんな意見を聞くというばかりでなくて、こ

んなことを一緒にやってみませんかというふうな

話をするということは大事だというふうに思って

いまして、ここの部分についてもこの部分につい

ての認可といいましょうか、受けるのは市のほう

の判こも要るという、そういうこともあったので

すけれども、もともとの最初の始まりといいまし

ょうか、この話があったときに一緒に商工会議所

とともに話し合ってこの事業認可につながったか

どうかということについてお知らせ願いたいと思

います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 買・なよろ運動

につきましては、ことしで２回目というふうにお

聞きをしていますけれども、今現在事業を進める

に当たりましては私どもの営業戦略課長も実行委

員の一人のメンバーとして入らせていただきまし

て、実際に事業を検討させていただきながら進め

ておりますので、認可の部分、私ども今手元にそ

ういった部分ちょっと持ち得ませんけれども、当

然そこら辺の部分については当初の部分から意見

交換なり情報交換なりをしながら認可に向けてや

ってきたというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

それで、もう一つ、今取り進めている部分とし

ては、首都圏でのアンテナショップ設置運営検討

事業というのを取り組みをしたいということで検

討されているというふうにお聞きしておりますが、

行政もこの中に、恐らく検討、水間課長が入って

いらっしゃるのだと思うのですけれども、これを

どういうふうに生かしていこうとしているのか、

差し支えなければお答えいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） アンテナショッ

プの関係で補助事業を使いながら、今商工会議所

さんのほうを中心にして実行委員会をつくりなが

ら計画をされて、これから実行しようとしており

ます。この部分につきましては、私どもが中心と

いうか、主体的になってやっているものではあり

ませんけれども、塩田議員御指摘のとおり水間課

長が入りまして……

（何事か呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（常本史之君） 済みません。お

っしゃられましたとおり営業戦略課長が委員とし

て入りまして、一緒に考えさせていただいて、進

めさせていただいているということであります。

そこは、私どもが今都市交流の中で杉並区と交流

をさせていただいていまして、そちらのほうへの、

杉並区を中心とした首都圏への物産の販売ですと

か、名寄からのそういう経済交流も含めてやりた

いという話でございましたので、私どもとしては

そこを当然杉並区を中心としてということでござ

いますので、支援をしていくという部分について

はこの間お話し合いもさせていただいて、取り進

めているところでございます。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） ぜひ積極的に進めてい

っていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いします。

それでは、２点目の職員派遣の中での情報提供

という部分で、よくわかりました。やはり上部機

関といいましょうか、上級機関からの情報という

のは本当に名寄の市長が進めるまちづくりという

ふうなこの中で必要な情報だというふうに思って

いまして、今回この質問をしたのは市の職員が派

遣という形で何人か、今現在３人ですけれども、

進められている。その成果というのがどのような

形になっているのかというのは、正直な話市民の

方ってわからないのです。ですから、ごめんなさ

い。この質問をさせていただいて、その中で御答

弁をいただいて、こんなことを一生懸命頑張って

いるのだというのが知りたかった。そして、周知

をしたかったというふうな部分ではありますので、

今後も頑張って進めていっていただければという

ふうに思いますので、答弁は要りません。

それから、少年団の関係でありますけれども、

１点目と２点目の部分については同じようなこと

になりますので、再度この中でちょっと御質問を

させていただきたいのは、少年団の登録について

は現状体育協会を通してといいましょうか、名寄

の体育協会、それから風連の体育協会、そちらに

少年団登録をして、そして上部機関、道体協、日

体協というような形で登録をされていくというふ

うな形で登録されていて、名寄の体育協会、それ

から風連の体育協会に登録されている少年団に対

する補助制度はあるのはわかりました。しかしな

がら、この体育協会に登録をしていない。指導者

もいてしっかり少年団活動をしているけれども、

していない状況もあります。その状況の把握はさ

れているのか、その方たちへの例えば行政として

の補助金の交付の考え方、これらについてお聞き

をしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会としまし

ては、今ありました体育協会加盟団体に属しない

少年団の活動につきましては正確に把握している

状況にはございませんが、陸上競技やスキーのア

ルペン競技などで活動されている実情は伺ってい

るところであります。このような活動に対しても

補助をすべきという御意見でありますけれども、

個別には大会、遠征等におけるバス利用などでは

御相談に応じておりますが、基本的には体育協会

等を通じての補助事業でもありますので、協会等

の方針や判断も尊重すべきと考えています。

また、ジュニア育成に当たっては、長期的な視

点から競技団体の育成を優先していく必要がある

のではないかと考えてもいますので、体育協会へ

の加盟及び登録の働きかけも含めて対応について

体育協会とも連携を十分にとりながら、今後対応

してまいりたいというふうに考えています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 今御答弁の中で体協の

考え方を尊重しというようなことで、ちょっとぴ

くっとしたのですけれども、これって違うのでは

ないですか。名寄市が、行政が出す補助金ですよ

ね。体育協会に１５０万円出して、そして名寄市

に住む子供たち、一生懸命頑張っています。その

人たちに不公平にならないように助成があってし

かるべきだと私は思います。それが１つは、確か

に言われることわかるのです。少年団登録してい

ない。できない。何かの状況があるのでしょう。

それらもきちっと把握してみなければわからない

ということは重々承知をしています。しかしなが

ら、やはりそれはこの平成９年に財団化して、そ

のときに名寄市は体育振興、育成にかかわる部分

としては体育協会と企画立案をともにして進めて

いくのだというふうになっていたはずなのに、何

で体協だけがやっていて、市がそこで参画する形

になっていないのか、ちょっと解せないのです。

そこのところをお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） 体育協会の考え方を

尊重しという話をさせていただきましたけれども、

スポーツ振興につきましては基本的に体育協会に

加盟されている団体なり少年団、そういった組織

にされている方を基本として進めている中で、言

われているようにいろんな方が、それに加盟して

いない方が個人的にやっている部分も先ほど言っ

たように承知している部分もあります。ただ、市

としても全ての活動している人を把握できるわけ

でもありませんし、どういった活動内容も含めて

基準をつくるのも大変さもある部分もありますか

ら、一定の基準といますか、そういったものに対

する助成についてはやっぱり体育協会への加盟な

り少年団としての登録、これが必要だというふう

にも考えています。そのためには、活動されてい

るところについて競技団体として加盟していなけ

ればその加盟、加盟しているけれども、少年団と

して加盟していない子供たちがいれば少年団での

加盟をするためにその該当する競技団体とも協議

を体協のほうでも進めていますし、当然教育委員

会としても連携を図りながら、そうした組織の中

にも入っていただきながら、そして名寄市の総体

のスポーツ振興を図っていくという、そういった

考え方でいきたいというふうに思っていますので、

御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

というのは、やはりこれは体協さんとしっかり連

携をして、それこそ体育振興、スポーツの振興、

ジュニアの育成、図っていくべきだと私は思って

いるので、今そういうふうな部分について助成が

要するに平等でないというふうなこと、これは私

の考え方の中にはあります。なるべくそういうふ

うな部分で体協さんと話をして、未登録の部分に

ついては登録を例えば促すだとか、登録できない

とすれば登録できない理由は何なのかとかいうふ

うなことも含めて、少年団登録というのは実際に

道体協のほうに少年が６００円、そして指導者は

２００円納めるわけですよね。ですから、その

一部の補填にもなっているというのは重々承知を

していることではありますけれども、大会に参加

をする場合は何せ体協の主催の大会は登録しない

と出られません。しかしながら、それ以外の部分

は登録していなくても出られるのです。全国大会

にも行けるのです。ですから、そんなことも全部

含めて、少年団、どういうふうに今後育成してい

くのかということも含めて、済みません。連携し

て協議をしていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

それから、指導者の指導者不足というような部

分で、先ほども御答弁いただきました。各スポー

ツの競技団体、そこがやはり主体となって指導者

を育成をし、そして少年団活動をしているという

のが実態ですから、その中でいろんな状況がこれ

からもまた生まれてくるかもしれないし、指導者

に対する助成制度って何もないのだと思うのです。

先ほど各団体のほうに出している補助金を活用し

て、指導者資格を取るために旭川、札幌まで行き

ますよね。それの資格取得のための負担をそれで

補ってほしいという思いもあるでしょうから、し

たがってそういうふうな形で養成をしていくとい

うふうなことになると思うのですけれども、やは

り指導者をしっかり養成をしていかないとならな

いなというふうなことは思っていながら、いろん

な場面でオリンピックの選手を名寄から出したい

よねという話はあります。それにはしっかりした

指導者が、やはり選手といいましょうか、いい選

手も必要ですけれども、その選手をつくり上げて

いく、育成していくのも指導者ですから、そうい

う指導者の育成といいましょうか、それらも含め

てこれから行政としてどんな形をとっていけるの

かも含めて体協としっかり連携をとって進めてい

っていただきたいというふうに思いますので、こ

れ答弁要りません。よろしくお願いします。

それから、４点目の義務教育の児童生徒への交

付の関係ですけれども、よくわかりました。この
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ようにして多くのお金が交付をされているという

実態、重々わかりましたので、１つだけ確認させ

てください。交付対象となる大会といいましょう

か、やはり中学校だと中体連とかいろいろあると

思うのですけれども、児童生徒ですから小学校、

中学校で全道大会、全国大会に出場する。これを

開催というか、企画をしている競技団体の部分が

あると思うのですけれども、それらも全て交付対

象の認識になっているのかどうなのかというのを

ちょっとお知らせいただければと思います。確認

です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今おっしゃるように、

各団体が主催する全道大会、全国大会については

対象となっております。補助対象が中体連であれ

ば対象経費の全額、民間団体といいますか、そう

いう団体が開催する場合については２分の１の補

助ということで整理をしております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。

最後、５つ目の部分でいうと、ジュニアの専用

バスの確保について、なかなか難しいのかもしれ

ませんが、必要としている団体たくさんいます。

平成２０年に体協に専用バスがあって、先ほどお

っしゃられたように事情があって、その後更新さ

れないままに現在に至っていると。そして、その

大会に進むための部分といいましょうか、交通費

の関係も含めて年２回団体には助成制度を設けて

いるというふうなことで、その部分を、たくさん

団体ありますよね。先ほどお聞きしたら、昨年は

５団体の申請があったということなのですけれど

も、それについてどのようにお考えでしょうか。

というのは、少な過ぎない。必要としているけれ

ども、バスでなくて、やはり経費がかかるから個

人の親御さん、保護者にお願いをして何台かで連

ねてその大会まで行く、そういう状況が現状ある

のです。ですから、それらについて何とか専用の

バスは確保できないものかというふうなことです

ので、その点について。

（何事か呼ぶ者あり）

〇３番（塩田昌彦議員） そうです、そうです。

あくまでも確保です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申しましたが、

５件ということでありますけれども、名寄市教育

振興補助金の中にもそういった部分も含まれてい

る部分があるので、その件数はちょっと押さえて

いませんので、言われているように経費がかかる

から保護者の方が送迎しているというケースが多

いのかなというふうにも考えているところであり

ます。

専用バスの確保ということでありましたけれど

も、体協のほうからも以前の状況を若干聞き取り

もさせていただきましたけれども、その当時大会

が集中して１団体１回程度にしているとか、やっ

ぱり競合して全ての団体が利用できない。一部の

団体しか利用できなかったという状況が報告され

ています。そういった面では、更新するとなると

バスの購入費なり維持管理する経費も含めて多額

にかかりますから、公平に利用していただくため

には補助制度による負担軽減という、そういった

形で進めていきたいという旨で先ほど答弁をさせ

ていただきました。名寄市のバスの運行につきま

しても近年陸運局からの指導等も強くなりまして、

市バスを運行させるときに例えば団体等が運転代

行を頼んだ場合については道路運送法違反になる

とか、白バスで有償であった場合については、こ

れについても道路運送法違反になるとかという、

そういったようなことは指導を受けているところ

でありますし、逆に以前でいけばそれらの団体の

大型免許を持っている人が運転したという状況が

あるかと思いますけれども、そうなった場合に市

が所有するバスをそういう不特定多数の人に運転

させるということは、事故が起きたときにこれは

かなりの重大な問題にもなるかというふうに思っ

ていますので、そういった面では今実施をしてい
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ます民間事業者の利用を促しながら、それに対す

る補助制度を活用していただくということで考え

ていますので、御理解をお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） そうすれば、以前体育

協会にあったバスは、これは違反を起こして、違

反を承知をしながら設置をし、運営をしたと、そ

ういう理解でいいのですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） その当時は、そうい

ったことで特に指導等なかったので、違反をした

ということではなくて、あのときは使用料等は取

っていません状況でありましたので、ただ、今の

名寄市の行財政推進に基づくものでいきますと、

受益者負担の部分で無償でそういったものをやる

というのはどうかという問題があるので、今後や

る場合においてはやっぱり有償という考え方も出

てくるかということも含めて考えられますので、

そういったことを今話しさせていただきました。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） この部分については、

応分の負担という原則に関して言えば、これはや

はりかかる経費は一部負担をしてもらうというこ

とは当然のことだというふうに理解をします。そ

れを理解をしながら、要するになぜこんなにしつ

こくするかというと、欲しいと。そういうふうな

形でやっぱり選手の移動に係る経費含めて人的確

保だとかという、それこそ乗用車４台も５台も連

ねていくだとか、いろんなこともあって大変なの

です。なので、何とかならないだろうかというふ

うなことなので、やはり私は国の要するにそうい

う陸運局の考え方なりなんなり、それを押してま

で必要だなんていうことは言いません。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 平成９年当時だと記

憶しているのですけれども、そのときに行政の白

バス行為についてはだめですと、そういう指導が

一回名寄市に入っています。無料でやったときに

はどうなのかということで、ぎりぎりの対応をさ

せていただいて、振興公社の送迎バス、お金取っ

ていないから途中でおろすことについてはぎりぎ

りのところセーフでないかというような議論もあ

りまして、やっていたことがあります。それは、

結果として不特定多数の場所にバス停のごとくお

りることについてはだめよと。宿泊、温泉利用者

の関係について、観光地なんかでやっている送迎

バスという形で無料で行う場合についてはセーフ

なのですけれども、場所が不特定多数であっちこ

っちにおりていくときについてはだめということ

でありましたので、そういうことも含めて、決し

て少年団バスだけではなくて文化振興の関係も含

めたり、全て整理をさせていただきました。それ

で、個人個人の車を連ねていくことが効果的なの

か、子供たちの安全、安心も考えたときに民間の

バスを使って２分の１の助成をすることが本当に

経費が高いのか、この辺の関係と車１台を持つこ

とによって先ほども小川部長言いましたように同

じ時期に、夏休み時期とか一番いい時期に利用が

重なったときにバスが１台では少年団活動のニー

ズを満たせないという、こういうデメリットもあ

りますので、市の考え方として数年前に市の持っ

ている車を白バス的に使うことについてはやめま

しょうということでやめました。白バス行為の云

々という形につきましては、１つは市の持ってい

る車をレンタ会社のように使わせることについて

はだめですということです。それが結論です。
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陸運の

ほうで認められているのは直営事業。市の直営事

業についてはセーフです。ただ、個別の少年団と

か体協加盟団体の少年団たちが使うときについて

は、市の車を貸すということについてはレンタと

同じような扱いになりますので、民間業者のバス

を借りていただいて、２分の１の負担を市のほう

から助成をして、それも若干回数の制限はありま

すけれども、最大限市としてできる対応について

対応させてもらっていまして、これはもう何年か

前から議会にも報告させていただいて取り組んで

いる内容でありますので、ぜひこの辺については

子供たちの安全、安心も含めて御理解をお願いし

たいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。私の認

識不足だったこともありまして質問をしてしまっ

たというふうなことでありますけれども、今陸運

局の指示のもとに正しい運行の仕方といいましょ

うか、あり方というので進めているということで

すので、理解をいたしました。

以上をもって終わります。

（「議長」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の塩田議員と執行

者のやりとりの中で、バスの白バスに関する関係

で他市町村の状況について調べるようにと。それ

で、副市長から一定の回答があったことについて、

名寄市議会として他市町村に迷惑かけるようなや

りとりというのはいかがなものかというふうに考

えていますから、議事録精査していただいたほう

がよろしいのでないかと思います。そして、これ

は先進事例だという感覚は明らかに間違いで、従

前の私どもの言っている事例の扱いとは違うので、

その影響についてはちょっとはかり知れないので

はないかと思いますので、しっかり精査していた

だきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時０６分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

熊谷議員のほうから議事進行についてありまし

たが、塩田議員からの他市町村に関する部分につ

いては削除をする、それに伴って佐々木副市長の

答弁の部分も削除するということで御理解をいた

だきたいというふうに思います。よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で塩田昌彦議員

の質問を終わります。

それでは、地域経済の活性化施策について外１

件を、駒津喜一議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、さきの通告どおり質問をいた

します。

最初に、大項目の１番目として、市内の景況は

一部の業種を除いて依然低迷している状況です。

地域経済の活性化は、雇用の安定や、ひいてはボ

ランティア活動にも広がり、地域全体の活性化に

も発展するものです。地域の活性化を進めるため

にも中小企業振興条例並びに企業立地促進条例の

施策が重要だと考えます。この支援策である振興

条例と企業立地促進条例をもとにした経済施策は、

来る平成２８年度に向けて大幅な見直しがされる

という計画でございます。この計画についてどの

ように取り組み、どのように改善されるのか、趣

旨と目的をお聞かせいただきたいと思います。

次に、企業誘致についてお聞きいたします。企

業の誘致は、雇用問題の解決、税収の増加など期

待でき、全国の各自治体では企業誘致に民間調査

会社の利用、外部アドバイザーの活用など積極的

に取り組んでいます。北海道内の誘致活動は、全

国から見れば消極的な自治体が多い傾向でありま

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号



－136－

すが、中では積極的な自治体もあります。特に白

老町では、町長が率先して取り組み、出張時には

必ず企業訪問をし、職員を含めた訪問件数は年間

平均約１５０件、企業数は平均で６８社にもなり

ます。同じ企業を何回も通う回数となっておりま

す。さらに、誘致した企業を含め町内にある既存

企業の流出に対しても企業の悩み、問題点に町内

の各部が協力して企業の課題に取り組むことで流

出を最小限にとめているそうです。名寄市におい

ても企業誘致は人口減少の抑制、雇用の拡大、自

主財源の確保など地域経済の活性化やこれからの

まちづくりには大きな効果が期待されます。この

企業誘致に対する考えと既存誘致企業に対する取

り組みについてお聞きしたいと思います。

次に、移住、定住促進についてお聞きします。

名寄市は、住みやすい地域として上位にランキン

グされております。こうしたランキングを活用し

た移住、定住促進を強化する必要があると思いま

す。移住、定住を希望する中には、生産年齢の世

代で就職や新規事業の起業を希望する方なども予

想されます。市内の経済状況は、一部の業種で人

手不足の業種もございます。こうした問題の解消

と交流人口の拡大にも期待ができます。移住受け

入れとして、生活インフラの整備、医療等などが

ありますが、まず住居のあっせんが必要になりま

す。そこで、市長の行政報告にもありました平成

２５年度から実施しておりますお試し移住住宅の

事業を行っておりますが、１年以内の限られた期

間ではありますけれども、この交流事業において

も移住、定住につながるものがあると思います。

利用された方の状況と移住、定住を希望される方

への支援策を含めた今後の計画についてお聞かせ

いただきたいと思います。

最後の大項目としまして、資源循環リサイクル

についてお聞きいたします。平成２２年度のごみ

の総排出量は全国で ５３６万トンで、１人当た

り１日に９７６グラム排出しております。ごみの

総排出量及び１人１日当たりの排出量は昭和６０

年度前後から急激に増加していましたが、平成１

２年度をピークに継続的に減少傾向にございます。

１人１日当たりの排出量では、ピークであった平

成１２年度から約２０％減少していることになり

ます。この減少は、リサイクルできる量が増加し

ていることが予測されております。環境問題と資

源問題を同時に克服し、今後もごみの減量化をよ

り進めていくためには、リサイクル活動を積極的

に取り組んで廃棄物の発生抑制、リデュース、部

品等の再使用、リユース、使用済み製品等の原材

料としての再利用、リサイクルのいわゆる３Ｒを

推進し、循環型社会の構築をより推進していくこ

とが重要となります。この考え方は、市民が行政

と協力をしてごみの減少とリサイクルに理解をし

て、ともに取り組むことが大切なことです。この

意識をさらに向上させるために、全国では子供た

ちへの教育の一環として、また町内会自治区での

啓発などを取り組んでおりますが、名寄市におい

てはどのように取り組んでおられるのかお聞かせ

いただきたいと思います。

以上でございますが、前日の、そして今までの

一般質問と重複する項目が何点かございますが、

あえて答弁いただきますようお願い申し上げまし

て、この場での質問を終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま駒津議

員からは、大きな項目２点について御質問をいた

だきました。大項目１は私から、大項目２は市民

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

をいたします。

大項目１、地域経済の活性化施策について、小

項目１、中小企業振興条例、企業立地促進条例に

ついてお答えいたします。まず、商工業への支援

につきましては、平成２８年度施行を目指して中

小企業振興条例及び同施行規則に係る改正作業を

商工会議所及び商工会とも確認をしており、本年

１１月をめどに検討委員会を設置する予定で、そ

の委員メンバーの選定などについて現在協議をし
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ているところでございます。今回の条例改正につ

きましては、市、経済団体、中小企業者の役割や

経済循環の中で協力が不可欠な市民の理解などを

規定するとともに、施行規則の支援策の中で現状

として余り活用されていない事業、現支援内容で

改善すべき事業、中長期的な視点の中で新たに創

設すべき事業、さらには本市で新たなビジネスを

創造する事業者や各事業所後継者が事業を継続で

きる環境づくりなどについて再確認し、先進的な

取り組み事例も参考として本市の商工業事業にと

ってどのような内容を導入することが必要である

かに焦点を当て検討していくことと考えておりま

す。

次に、企業誘致につきましては、市外から新し

い企業を誘致することはもちろんのこと、既存企

業の移転、増設や大規模な設備投資等の事業拡大

も含むものと考えており、企業の立地は税収の増

加、市内の雇用拡大、地域経済の活性化のほか新

たな産業集積により市民の暮らしやすさ、住みよ

さの質の向上にもつながるものと考えております。

昨年の第４回定例会で駒津議員からも企業誘致に

対する市の取り組みについて質問がございました。

名寄市企業立地促進条例の整備を視野に産業の振

興や雇用の拡大が図られるよう取り組みたいとの

回答をさせていただきました。本年第２回定例会

では、助成の対象となる施設の範囲を拡大すると

ともに、助成の要件を変更することを主な内容と

した一部改正案を提出し、議決をいただいたとこ

ろでございます。条例改正後は、工場等の立地に

ついて問い合わせもございましたので、現行の助

成内容等をもっと広く市内外に発信できる方策を

検討するほか、北海道、名寄商工会議所、風連商

工会等関係機関が有する情報を活用し、既存誘致

企業も含めた市内外の企業ニーズの把握にも努め、

企業立地の推進を図ってまいります。

続きまして、小項目２、移住、定住促進につい

て、お試し移住住宅の利用状況と今後の計画につ

いてお答えをいたします。昨年度旧風連高校の教

員住宅を改修し、昨年７月からお試し移住住宅の

利用を開始し、利用が好調だったこともありまし

て、今年度はさらにその隣の教員住宅を改修し、

７月から２棟目の利用を開始したところでござい

ます。利用期間につきましては、１週間以上１カ

月以内としております。１週間以上としておりま

すのは、一般の宿泊施設としての利用を防ぐこと

と当市での暮らしを体験していただくためには一

定程度長い期間滞在していただく必要があると考

えているからであります。また、より多くの希望

者に機会を与えるために、１カ月以内と上限を設

けております。

それらの利用実績につきましては、昨年度は７

月の１カ月間に奈良県の６０代男性２名、８月最

終週の１週間に札幌市の５０代男性と４０代女性

の御夫妻、９月の１カ月間に東京都の６０代御夫

妻と１０代のお子様の３名が利用しております。

このうち９月に東京から利用された御家族はその

後昨年の秋ごろから中古の戸建て住宅を購入をし

て当市に移住したと聞いております。今年度は、

１棟目に５月から６月にかけての１カ月間に神奈

川県の６０代御夫妻、６月中下旬の１９日間に千

葉県の４０代男性１名、７月の１カ月間に兵庫県

の７０代男性と６０代女性の御夫妻、８月の１カ

月間に東京都の４０代御夫妻が利用し、２棟目に

は８月初旬の８日間に愛知県の８０代男性と７０

代女性の御夫妻、８月中旬の８日間に東京都の７

０代男性と６０代女性の御夫妻が利用しておりま

す。

今後の利用予定につきましては、１２月２８日

から１月３日まで大阪府から５０代男性１名の予

約利用が入っておりまして、初めての冬期間の利

用をいただける予定でございます。

今後の計画についてでありますが、今年度１棟

目の住宅玄関前周辺の外構工事を行い、地面が低

いことによる水たまり対策と雑草対策を施し、利

用者からの好評を得ていることから、来年度は２

棟目も同様の工事を行うとともに、１棟目と２棟
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目周りに全体的に砂利を敷くなどして水はけ及び

雑草対策を施すことにより、より快適に利用でき

る環境を整える予定であります。これまで利用さ

れた方のアンケート結果によりますと、冬での暮

らしに不安を抱き、完全移住ではなく、本州の暑

さを逃れるために夏の期間だけ滞在するシーズン

ステイを考えている利用者が多いのも事実であり

ます。このような方々にもぜひ冬期間も利用して

いただき、冬での生活の不安を解消していただく

ようお願いしております。さらに、本年９月２３

日に東京で開催をされます北海道暮らしフェアや

来年１月１８日に開催をされますＪＯＩＮ移住・

交流＆地域おこしフェアにも出展をいたしまして、

当市のお試し移住住宅の利用をＰＲする中で、特

にこれからの冬の利用を積極的にアピールしてま

いる考えでございます。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） それでは、大項目の

２、資源循環リサイクルについて申し上げます。

ごみ排出量抑制については、平成１５年度ごみ

処理量の有料化を行った結果、排出量で３０％以

上の減量化、資源化ではリサイクル率で６％台か

ら２０％台へと大きく向上をしました。その後炭

化ごみは減少傾向にありますが、埋め立てごみの

排出量は微増状態となっております。また、資源

ごみについては、古着の回収を繊維全般に拡大し

たことで平成２５年度の古着の回収量は前年度の

４倍となりましたが、資源ごみ全体の回収量は年

々減少傾向となっております。

御質問の３Ｒの推進及び循環型社会の構築に向

けて意識の向上のための取り組み状況についてで

すが、今日まで集団回収を初め新たに平成１９年

度は廃食用油のリサイクル、平成２０年度には古

着、平成２５年度には使用済み小型家電のリサイ

クルを取り組んできているところです。啓発、周

知について有料化の平成１５年度と平成２１年１

０月、家庭から出るごみと資源物の分け方を載せ

たガイドブックを発行し、資源の出し方、品目別

のごみ分別辞典を載せ、周知を図ってまいりまし

た。また、ごみの収集時は分別の悪いもの、資源

物においては出し方の違うもの、汚れたもの等が

あれば違反シールを張らせていただき、回収して

おりません。これも周知目的でありまして、電話

対応、直接指導等をさせていただいております。

名寄市は、自衛隊、大学等ある関係で転入、転

出者の大変多いまちとなっており、転入者へのご

み分別の周知が課題であることから、転入届に来

られた方へガイドブックを使用し、個別に説明を

させていただいております。そのほかに毎年開催

されるふれあい広場、産業まつりで段ボールコン

ポストやリサイクルのＰＲをさせていただいてお

ります。町内会等の団体には、出前トークで「ご

みの分別収集とリサイクルの推進」と題したメニ

ューがあり、ごみの減量と再資源化の取り組みに

ついて理解をいただくことができます。さらに、

小学校の社会科の授業ではリサイクルセンターの

施設を訪れ、ペットボトルやプラスチック、容器

包装類、発泡スチロールや缶類、瓶類の分別など

廃棄物を再資源化する中間処理について、実際に

作業現場の処理状況を見学してもらい、学習をい

ただいているところです。

最後に、ごみ分別ガイドブックの発行について、

一部収集体制が変更、使用済み小型家電の取り組

み等がありましたので、広報１０月号と一緒に全

戸配布をする予定となっております。さらにわか

りやすいように試行錯誤を重ねて、現在新しいご

みの分別ガイドブックを作成中であります。

以上、３Ｒの推進及び循環型社会の構築の啓発、

周知に向けて努めているところです。

私からは以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問を行いたいと思います。

まず最初に、大項目の１点目でございます。地

域経済の振興ということで、中小企業振興条例に
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ついて、または立地条例についてお尋ねを申し上

げますけれども、昨日とただいま直前の各同僚議

員の御質問が非常に重複する予想がありますので、

なるべく重複しないように、違う観点から御質問

をさせていただきたいなというふうに思います。

まず、名寄市内の企業といいますか、商工業の状

況なのですけれども、今の商工業者の現実として

平成２６年３月現在で ３７０事業所ということ

でございます。これ私のほう古いデータがないの

ですけれども、これは昔から比べれば、昔は１５

年、２０年前は ０００事業所あったように記憶

しているのですけれども、かなり減っているとい

うことです。特に中心街を構成しております商店

街、五丁目商店街では平成２６年３月現在で５丁

目が３６件で、６丁目が３８件と合わせて７４件

となっております。これも１０年前の数字があり

ますけれども、５丁目、６丁目合わせて１１７件

ということで、この数字を比べていましても１０

年間の間で３７件ほどの店舗が減っているという

状況にあります。中心街の店舗だけではなくて、

郊外の店舗も店を閉めるところが多くなっており

まして、非常に市民の消費者難民というところも

懸念されるところではあります。そういったこと

でこの振興条例の見直しにつきましては、今まで

の施策も必要ではあると思うのですけれども、中

心市街地あるいは店舗支援事業などいろいろ金額

に対して以前から一般質問でやらさせていただい

ておりますので、この点を要望した部分を答えて

いただきたいなというふうにお願いしていきたい

と思います。

また、昨日も質問に出ておりましたけれども、

後継者の問題というのが挙げられるというふうに

思います。後継者に関しましては、民間のリサー

チ会社によりますと上川管内商工業者に １０４

件のアンケートをとりましたら、後継者がいない

と回答した企業は８４１社で７ ４％ということ

です。これは、全道では７ ８％、全国では６

４％が後継者がいないというふうに答えているそ

うです。したがいまして、これから事業を継承し

て店舗数がそのまま維持できるか、またはそうい

った部分で期待する部分は少ないという実感でご

ざいます。

それでは、どうして商業あるいは商工業の活性

化を求めるかというと、新規の企業、この事業が

今強化する部分ではないかというふうに思います。

新規で新しく勤めていた方が脱サラで事業を起こ

す、あるいは先ほどの答弁にありました移住、定

住、あるいは交流事業で名寄で事業を起こしたい

ということで展開する部分、ここの部分で新規事

業者の支援策というのは今までの政策として融資

制度、新規開業資金の支援しかありません。よし

んば空き店舗支援事業というのも該当するのかも

しれませんけれども、直接的に関係するのは新規

開業資金ということで市の融資制度しか支援策は

ないわけでして、この融資制度につきましては銀

行の預託融資でございます。したがいまして、実

績もない、または資金もないという立場の方が新

たに事業を起こしたいという場合はなかなか金融

機関あるいは保証協会の許可はおりないという状

況も多々ございます。そういった意味合いから見

れば、この融資制度だけでは到底対応できないと

いう部分が多く考えられます。したがいまして、

新規開業する事業者、希望する方に対して支援を

新たに創設するか、あるいは強化するか、そうい

った支援が必要だというふうに思いますけれども、

これについて御見解があればお聞かせいただきた

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま駒津議

員のほうから３点にわたりまして再質問をいただ

きました。中小企業振興条例の改正につきまして

は、平成２８年４月の施行を目指して今後先ほど

も答弁で申し上げましたとおり検討委員会を組織

をいたしまして、今そのメンバーを選定をするた

めに商工会議所、商工会の皆様方と検討させてい

ただいているところではございます。そういった
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言われたような利用しやすい、さらには名寄の今

の状況に合った支援制度等をいろんな意見を聞き

ながらそこに反映させていくということは当然の

ことだというふうに考えておりますので、今後そ

ういった部分十分意見を聞き取れる状況をつくり

上げながら対応してまいりたいというふうに考え

ております。

また、後継者問題も非常に深刻な問題でありま

す。また、３つ目の新規起業者への支援というこ

ともございます。そこにつきましては、先ほど御

指摘のとおり商店街におきましては高齢化の関係

もあって空き店舗なども非常に年々ふえていると

いう状況もございますので、商店街に活気を取り

戻すという、なかなか難しい問題ではありますけ

れども、そこを目指して、次代を担う若い世代の

皆さんに対する持続的な取り組みというのが必要

ではないかなというふうにも感じておりますので、

そういった部分も含めてこの検討委員会の中で議

論をさせていただきまして、新名寄市内の商店、

商工業者に対するよりいいもの、いい条例を今後

考えてまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 私最後の新規だけ質

問したのですけれども、御丁寧に３つも答えてい

ただきまして、とりあえず一問一答でございます

ので、３つも答えていただくとは思ってもいなか

ったのですけれども、御丁寧に御回答いただきま

してありがとうございます。

当然後継者の支援というのも必要だというふう

に思っております。したがいまして、これとあわ

せてこれからの時代にはやはり後継者が少ない状

況の中では新規に事業を起こす方への支援も必要

だというふうに思っております。

それと、この振興資金の中にはやはり中心街の

活性化ということも織り込まれております。商店

街の組合への支援、支給とか、そういったものご

ざいます。そういった意味で中心市街地の活性化

というか、市街地の計画もこれから進んでいくと

は思うのですけれども、私も過去に中心市街地の

近代化の設計書といいますか、設計図を何回か、

４点ぐらい見させていただいて、研究をしてきた

部分もございます。その中では、コンサルタント

の方の特色が非常に出る計画書でもあります。中

には大学生を取り入れて、それと一般の方を入れ

て、商業者を入れて、大学の教室の中でグループ

ディスカッションをしてつくった計画書もござい

ます。できた計画書は、商店街に「せせらぎの聞

こえる商店街」というキャッチフレーズで、川を

つくるという構想の計画書ではありましたけれど

も。中には教科書どおりの設計書をつくっていた

だく、丁寧につくっていただくコンサルタントの

先生もいらっしゃいました。このコンサルタント

の近代化の計画に共通して言えることは、消費者

と商業者、そうしたコミュニケーションの場をつ

くることと消費者の憩いの場とするというのが共

通して織り込まれております。そういった意味か

らいえば近代化の建物の、または構築の部分も大

事な、建設的なことも大切なことだとは思うので

すけれども、精神面といいますか、商店街の方々

が意思統一して取り組む、そういった部分、これ

はやはり商業者、該当する地区だけではなくて行

政と関係団体と一致になって方向性を導いていく

必要があるというふうに思っております。こうい

ったことは、得意なコンサルタントの先生がいら

っしゃいますので、こういった先生を登用して、

建築の部分だけではなくてそういった意思統一に

向かった精神的な部分も必要ではないかというふ

うに思いますので、ぜひこういったことも審議会

の中で支援金として取り込んでいただければいい

のかなというふうに思っておりますので、お願い

したいというふうに思います。

あと、企業立地促進条例なのですけれども、こ

ちらのほうはお気づきだとは思うのですけれども、

工場とソフトウエアハウスと試験研究施設という

部分がございます。この部分につきましては、ソ
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フトウエアハウスという部分につきましてはこれ

だけ情報化が浸透した中で、ソフトウエアの会社

も非常に飽和状態という形になっておりますので、

この辺もどういうふうに取り組んでいかれるのか

お聞きしたいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ソフトウエアハ

ウスというものも今、年々こういった部分の分野

につきましてはそういう情報産業の発達だとか、

そういった部分においていろんな分野の事業とい

いますか、起業されている方がおられるというふ

うに考えております。できれば私ども名寄市とい

たしましてもどういった方々が企業立地という形

で来ていただけるのかという部分、この名寄の地

域に合うような方々がおられるのかというのをち

ょっと研究をさせていただきながら、この条例を

生かしていくために今後も研究させていただきた

いというふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 時代に沿った施策を

対応していただきたいと思いますので、ぜひそう

いう形でお願いしたいというふうに思います。

次、企業誘致でございますけれども、これも昨

年質問して要望させていただいておりますので、

今回白老町の事例を挙げておりますけれども、訪

問する企業の中には飛び込みで行くという企業は

めったにないと思います。これは、白老町に聞い

たわけではないので、私の想像なのですけれども、

多分職員なり町長なりの人脈を使ってそういうふ

うに紹介をしていただいて、行っているのではな

いかというふうに想像します。こういった人脈を

大いに活用して、これからの企業誘致に取り組ん

でいただきたいなというふうに思います。これは

答弁要りませんので、お願いだけしていきたいと

思います。

続いて、移住、定住の部分でございますけれど

も、交流事業でもありますお試し移住に関しまし

て非常に好調な滑り出しということでございます。

それで、各全国的に移住、定住に対する受け入れ

る側の対応というのを調べてみたのですけれども、

中にはやはり若い世代で移住をして、そして再就

職を探したり、あるいは事業を行いたいという方

もいらっしゃいます。それで、交流事業で行って

いますお試し移住住宅なのですけれども、これは

１カ月以内ですか。１カ月以内で１週間以上の滞

在ということで、物件もホームページで見させて

いただきました。教員住宅の住宅で３万 ０００

円でしたか、それと一軒家の住宅で７万円という

家賃が印象的だったのですけれども、数があるの

で、それしか目につかなかったのですけれども、

移住する方には、名寄に来て事業を行いたいとい

う若い人たちの中にはやはり工房にしたいとか、

レストランにしたいとか、いろいろ住宅をいじり

たいとか、それで安い物件を手に入れて改築費用

を抑えたいとか、そういった希望も全国的に見れ

ば多いように見受けられます。そういった意味で

このお試し交流事業は、その部分だけは移住、定

住にそぐわないのかなという気がいたします。そ

ういった意味で先ほどから出ておりますが、空き

家の利用ということで、全国的にこういった要望

に応えるために地域の空き家を活用していただく、

移住、定住に提供するという形をとっている行政

がふえてきております。そういった部分で空き家

対策にもなりますし、移住、定住の誘致するいい

材料にもなるわけですけれども、こういった空き

家を活用して移住、定住を促進するという考えに

ついて御見解があればお聞きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 空き家を活用し

ての移住、定住の取り組みということであります

けれども、きょう午前中に高野議員のほうにも答

弁をさせていただきましたけれども、名寄市の移

住促進協議会というのが設立をされておりまして、

その中の取り組みの一環といたしまして協議会の

ホームページをことしの７月に立ち上げてござい

ます。その中で協議会の構成団体に不動産業者さ
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んが３社入っておりまして、そちらの空き室、空

き住宅情報をそのホームページから見られるよう

にしております。この協議会は、設立時からより

多くの団体、個人の方々を募集をさせていただい

ておりまして、十分な会員の状況にもまだなって

おりませんけれども、駒津議員がおっしゃるよう

な空き家をお持ちの方についてもこの協議会に加

入できる資格がございますので、ぜひそういった

方々への会員の募集も含めて今後募集の周知も十

分させていただきたいというふうに思っています

し、そこでそういった情報が集まってくればそう

いった方々への情報提供というのも容易にできる

のかなというふうに考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） そういった空き家の

情報というか、データも市民と協力しながら集め

るのが一番いい手だというふうに思いますので、

ぜひ協議会をフル活用していただいて、そういっ

た空き家のほうのデータの紹介も今後実施してい

ただきたいなというふうにお願いをしておきたい

と思います。

手元にあるのは、これ道の移住、定住の御案内

のホームページから抜粋したものなのですけれど

も、もちろん道の移住、定住の紹介には道内の各

市町村の紹介がされております。項目別に閲覧で

きるようになっておりまして、その中にはやはり

土地、住宅の提供という各市町村の支援する内容

が書かれております。こちらのほうには、残念な

がら名寄市のデータは入っておりません。逆にも

う一方、就業、就農、起業支援、この項目につい

ては名寄市は入っておりました。名寄市は入って

いるのですけれども、項目としては就農者が２点、

そして企業、店舗を展開するというのがこれはい

わゆる先ほど言いました開業資金と融資に対する

支援ということでございます。これは、今の先ほ

どの答弁で土地、建物の件についてはこれから協

議会を機能して対応していただくということでご

ざいますので、これからこういった紹介が出てく

ると思うのですけれども、こちらのほうの就業、

就農、起業支援という部分では列記されているほ

かの市町村から見れば非常に魅力がないといいま

すか、余り行きたいという気持ちが起きないよう

な項目でございますので、この辺どういう認識を

持っていらっしゃるのかお聞きしたいというふう

に思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま御指摘

いただきましたとおり、現状の中身でそちらに登

載されるような状況になっておりますので、今後

そういった部分、何とか改善できるように各制度

を修正をしながら、対応できるものについては対

応し、そういう部分で対外的にも情報提供できる

ような形にしてまいりたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） ぜひ移住、定住を希

望する人と、それと交流事業であるお試しの部分

いても何かしらアフターフォロー、あるいはこう

いった土地、建物の提供というか、含めて支援策

をふやしていただきたいと思います。

全国的には、非常に積極的な市町村が多い。福

島県の川俣町ですか、ここでは新婚さんがいらっ

しゃいましたら、移住してきましたら、新婚定住

支給金ということで２０万円から４０万円の支度

金が当たるということでございます。１年で移動

してしまったら半分返還してくださいとか、いろ

んな罰則はあるのですけれども、そこまでしてで

も呼び込む。これは、道外だけのことではなくて、

たしか１５年前に函館市も新婚さんではないです

けれども、定住、移住でアパートあるいは住宅を

買ったときに支援金を出すという制度がありまし

た。こういった部分でも魅力のある対応をしてい

かなければ移住、定住に対してはなかなか進まな

いと思います。一時は、団塊の世代の定年された

方の第二の人生ということで進めた部分もありま
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すけれども、これからはそういう世代ではなくて

若い世代、それから幅広い世代にわたって移住、

定住の促進は取り組まなければいけないというふ

うに思っておりますので、そういった面の大まか

に見た支援策ということで、お考えがあればお聞

きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 福島県川俣町の

事例等も御紹介いただきましたけれども、そうい

った部分については私たちの段階ではなかなか判

断できない部分もございますので、他の市町村、

そういった事例たくさんあるというふうに思いま

すので、そういった事例を研究させていただきな

がら、今後もしそういった部分が対応できるので

あれば研究してまいりたいというふうに思います

ので、御理解いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 人口が減少するのも

何とか歯どめをしなければいけない。そして、地

域の活性化もこれからしなければいけない。そう

いった意味で以上申し上げたことに振興条例を初

め、そして移住、定住に対する取り組みに関しま

して積極的に取り組んでいただいて、これからの

振興条例に関しましても施策について再考いただ

きますようお願いを申し上げて、移りたいと思い

ます。

最後になりますけれども、リサイクル、３Ｒ運

動でございます。この３Ｒ運動につきましては、

昨年の１２月定例会で私のほうで提案を申し上げ

まして、今回の市長の行政報告の中にそれが対応

されたということで、非常に市民からも喜ばれる

ところでございます。そういった意味で小型家電

リサイクルについて取り組んでいただいたという

ことは、大変高く評価できるのではないかなとい

うふうに思います。そのときに、私実を申します

ともう一つ提言をさせていただいているわけなの

ですけれども、この３Ｒ運動というのは要するに

リサイクルをすることによってごみの減量化を進

めると。そして、今外国に頼っている資源を回収

して資源不足を補うという意味で３Ｒ運動という

のが大分前から行われているわけですが、今小型

家電リサイクルにつきましては、これはどこでや

っているのか。これリサイクルセンターですか。

リサイクルセンターで……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１８番（駒津喜一議員） 一般の市民において

は、あのリサイクルセンターに行かれるというの

はなかなか大変なことでございまして、ほかの行

政は大抵の場合は、昨年私滝川と岩見沢に行政視

察に行かせていただいたのですけれども、市役所

の玄関に小型家電リサイクルボックスというのを

設置いたしまして、そこで回収できるような形に

なっております。これは、便利だというだけでは

なくて、市民に対してリサイクルの３Ｒの大切な

要素を認識してもらうという部分で非常に効果が

ある行動だというふうに思うのです。このボック

ス自体は大して経費はかからないと思うのですけ

れども、市役所庁内の玄関に置けば、また管理と

か、それを置く場所とか、いろいろと手間はかか

りますけれども、その手間がかかる部分以上に効

果があるというふうに思うのですけれども、リサ

イクル回収ボックスの設置について、ちょっとお

考えをお聞きしたいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ３Ｒの取り組みにつ

きましては、何よりも意識の啓発が必要となって

まいります。また、毎日のことですから小さなこ

との積み上げがとても大切になります。小型家電

のリサイクル回収ボックスの関係でございますけ

れども、何せこの４月にリサイクルセンターで回

収をするということが決まったばかりということ

もございますので、意識啓発の部分もあるかと思

いますけれども、名寄庁舎あるいは風連庁舎に設

置できるのか、スペースを含めて、さらには対象

物以外が置かれていないようにちゃんと職員の目

が届く範囲に設置することができるのか、また置
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かれた携帯電話、パソコンなど個人情報保護の観

点から盗難防止対策等が必要不可欠と考えており

まして、いずれにしましても先ほども申し上げま

したが、この４月に始まったばかりということも

考え合わせて、可能なものであればボックス回収

についても設置に向けた研究を進めたいと考えて

おります。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） ぜひそういう形で取

り組んでいただきたいと思います。ボックスは便

利なだけではなくて、何回も申しますけれども、

３Ｒの精神を非常に受け継いだものでございます。

また、名寄市のというか、これは岩見沢のごみの

パンフレットなのですけれども、岩見沢のごみの

パンフレットにおきましてもこれ３ページから４

ページのものなのですが、転入された方がこれを

いただいて岩見沢市のごみの分別を学習するとい

うことなのですけれども、このパンフレットの下

のほうに「ちょっと待って！ごみにしてしまう前

に」ということで３Ｒ運動のキャッチフレーズと

意味を書いてあるのですけれども、名寄市はごみ

のパンフレットを見ましてもこれ全然出ていない

のです。そういった意味で市民と一緒になったリ

サイクルを進めるに当たってもこういった細かい

配慮も必要だというふうに思いますので、ぜひ市

民と一体化したリサイクルの３Ｒを進めていただ

きたいなというふうに思っております。

時間が余りましたけれども、以上をもちまして

私の質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で駒津喜一議員

の質問を終わります。

３時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ３時１０分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

災害のない治水対策について外２件を、日根野

正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ただいま議長より

指名がありましたので、本定例会において大項目

３件について質問をさせていただきます。なお、

重複した質問もありますが、御理解をいただきた

いと思います。

災害のない治水対策についてお伺いいたします。

本年は、日本全土の至るところで集中豪雨が発生

し、広島県では７３名もの命も奪われる大きな災

害が起きています。名寄市についても人的な被害

はないものの、８月に２度の集中豪雨があり、豊

作が見込まれる収穫途中や収穫目前の農作物に大

きく被害をもたらし、今後収穫をする農作物にも

影響があると考えられます。春先より苦労しなが

ら育ててきたものが一瞬にして無残な形になるこ

とは、災害とはいえ残念としか言いようがないと

考えます。農業被害に限らず、被害に遭われた市

民の心中は再度このようなことのない治水対策を

望んでいることは明らかで、ことしのような集中

豪雨は地球規模の温暖化による気候の変化は顕著

で、必ず今後も起こることが考えられます。今回

の集中豪雨をもとに災害のない治水対策の強化を

望みますが、そのお考えをお伺いいたします。

次に、過去直近での大きな水害は平成２２年７

月下旬に２４時間で１００ミリを超す雨が降りま

したが、過去のデータや今回のデータも踏まえ降

水量と時間、気象庁の予測なども参考にある程度

どこの河川が氾濫を起こすか予測ができるのでは

ないかと考えます。災害を最小限にとどめるため

にも初動の迅速化や市民に対する対応に戸惑いの

ないように降雨量と時間の気象予報もあわせた警

戒基準を設け、水害予想と市民対応を進めるべき

と考えますが、そのお考えをお伺いいたします。

災害関係では最後の質問になりますが、災害時

の電話の対応についてどなたが対応しても同じ対

応ができるように、よい意味でのマニュアル化を

した対応が必要だと考えますが、そのお考えをお
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伺いいたします。

大項目の２点目、望湖台自然公園についてお伺

いいたします。平成２３年度をもってセンターハ

ウスが閉鎖をして、以降年々自然公園を訪れる人

も減少していますが、四季折々咲く花々や湖の景

色は市内の観光スポットの中でも冬期間を除き年

間を通して楽しめる自然豊かな憩いの場所だと言

え、観光場所としてのポテンシャルは高いところ

だと考えますが、今後の利用の展望についてはど

のように考えているのかお伺いいたします。

次に、センターハウスについてですが、昭和５

７年に建てられ、３２年が経過をし、閉鎖後２年

半が経過をして、無人となったこともあわせて老

朽化に拍車をかけているセンターハウスについて、

今後全く利用価値がないのか、今後の対応につい

てお伺いいたします。

次に、センターハウスの閉鎖に伴い風連地区に

温浴施設がなくなり、無料バスで風連地区からな

よろ温泉サンピラーまで送迎を行っていますが、

年々利用者が減ってきています。距離的な問題や

特にお年寄りを初め車のない方が自由に好きなと

きに行くには同じ市内といっても場所的に難しい

のだろうというふうに受けとめております。風連

地区に限らず、名寄市民が楽しめる憩いの場所と

して温浴施設のない風連地区にということで、地

区住民や風連商工会からも強い要望があります。

どのような対応が可能なのか、市の考えをお伺い

いたします。

大項目３点目、士別（多寄）から名寄間の高速

道路についてお伺いいたします。ことし５月２８

日に北海道開発局事業審議委員会で道縦貫自動車

道士別市多寄から名寄間の建設凍結の解除の方針

が決定されました。約１０年間着工が先送りされ

てきましたが、先週地権者を集めた道路計画説明

会が開催され、本格的な建設の動きが見えてきて

おりますが、今後の開通に向けた見通しについて

情報を得ている部分でお知らせをいただきたいと

思います。

最後になりますけれども、昨年１１月に市民有

志を集め、早期着工、風連地区に昇降口の建設、

地域経済向上のためのサービスエリアの設置の要

望が市長に出されておりますが、これは名寄市の

経済にも大きくかかわり、まさに道北の拠点、揺

るぎのない道北の中心都市に発展するか否かもか

かってくる重要なことだと受けとめておりますが、

これまでの働きかけと市の考えをお伺いいたしま

す。

壇上からは以上の質問とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 日根野議員から

大項目で３点にわたり御質問いただきました。大

項目の１の小項目１については私から、小項目２、

３及び大項目の３は総務部長から、大項目の２は

営業戦略室長から答弁させていただきます。

大項目の１、小項目１、今回の豪雨をもとに災

害の起きない治水対策の強化をについてお答えい

たします。８月４日から５日にかけての豪雨と、

さらに８月２４日の豪雨により道路や河川の河岸

等の被害が発生しました。発生した被害につきま

しては、道路ののり面や路盤、河川の河岸が決壊

をした箇所の機能回復のため、原形復旧工事を行

い、市民生活に影響が出ないよう緊急性の高い箇

所から工事を行っております。これらの復旧工事

とは別に防災上の観点から行う河川改修工事や治

水工事がありますが、名寄市が管理しております

河川は全て普通河川でございます。この普通河川

につきましては、河川法の適用とならないことか

ら、河川改修を行う場合には国や道の補助金や交

付金の対象とならないため、昔ながらの未改修河

川におきましては修繕、維持工事の範囲内での対

応となっています。このほかに市の管理河川には

過去に国や道の農業事業により農業用排水路とし

てコンクリートブロック等で整備がされ、後に市

が引き継いだ普通河川がございます。これらの排

水路として整備がされた普通河川につきましては、

補助事業の選択基準により事業を実施しているこ

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号



－146－

とから、集中豪雨等に対応した整備水準とはなっ

ておりません。また、既に護岸整備を初め河川用

地の確保など事業が完了していることから、治水

対策として河川断面を大きくするなどの再整備を

行うことは大変難しいことと考えております。

しかしながら、大規模改修にかわるものとして

これまで平成２２年の大雨時には風連市街地に住

宅浸水の被害の発生をもたらした真狩川の氾濫対

策として、平成２３年度に堆積土砂の床ざらいを

行い、平成２４年度には越流水防止のため河川管

理道路のかさ上げ工事、鋼矢板設置工事を行いま

した。このことにより、今回の大雨では耕作地へ

の出入りのための橋梁箇所などから一部あふれ水

が流出をしましたが、前回のような住宅冠水被害

にはならず、一定の効果があったものと判断して

おります。また、工事ではありませんが、平成２

５年度に風連無名川に設置をいたしました河川水

通報システムにより職員、委託業者へ早い段階で

連絡が入ったことから、迅速なポンプ稼働の準備

ができました。しかしながら、樋門のポンプ能力

に課題があり、樋門の開閉調整とポンプ稼働を併

用しながら浸水対策を実施する状況となりました。

これらの普通河川や雨水排水の治水対策工事につ

きましては、国の補助制度もないことから、引き

続き道路、河川の維持補修費の中で、少しずつで

はありますけれども、課題解決に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続きまして小項目の２、水害予想と市民対応に

ついて申し上げます。

８月４日から５日にかけての大雨では、豊栄川

を初めとする河川の増水、氾濫等の影響があり、

市民に対し避難勧告等の情報伝達及び避難所の開

設を行ったところでございます。当日は、豊栄川、

風連別川を初めとする河川の増水があり、河川ご

とに水防警報が発令をされました。北海道から発

令される情報をもとに水防団待機水位、氾濫注意

水位、避難判断水位、氾濫危険水位を一定時間ご

とに確認をし、旭川地方気象台との直通電話、い

わゆるホットラインにより情報を収集して対応を

図ってきたところでございます。河川で危険とな

る水位の基準につきましては、河川ごとに定めら

れておりまして、この基準に基づき災害への対応

を判断することとなります。また、気象台から発

表される各種気象警報は、１時間に５０ミリを超

える雨量が予想される場合には警報が発令されま

すので、災害対応の判断基準としているところで

あります。気象が悪化し、災害が起こるおそれが

ある段階になりますと、避難準備情報及び避難勧

告を発令することになりますが、洪水の場合には

避難判断水位を超えたところで今後の気象情報等

を考慮して判断することとなります。また、河川

の水位が確認できない風連地区の真狩川等では名

寄消防署を初めとする関係機関の巡回等によりま

して増水の確認を行い、対応してきたところであ

ります。

平成２２年７月の災害でも予想外の降雨により

災害が発生していること、昨年からはゲリラ豪雨

を中心とする局地的豪雨が全国で確認されていま

す。また、本年に入ってからは台風による被害や

強い雨雲による土砂災害が発生しており、いずれ

も過去のデータを大きく更新する強い雨が降って

いることを示すものでございます。これらの原因

は、暖かい湿った空気と冷たい空気の影響で大気

が不安定となることから生ずるもので、予測する

ことも大変困難性が伴うものと聞いており、さき

の大雨では４日１２時から６日３時までに１５

５ミリの降雨があり、平成４年７月の１２３ミリ

を大きく上回るなど過去のデータによる予測が大

変困難な状況が生じました。今後は、気象台を初

めとする各種情報を中心に災害が起こるおそれの

あるときは的確に早目、早目の対応をとることに

あわせて、今回水害の起きた場所についてはその

経験等生かしながら関係機関とも協議を進め取り
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組んでまいります。

次に、小項目の３、災害時の電話対応について

であります。８月４日から５日にかけましては、

大雨の影響が広範囲に及びまして、事務を行う職

員も繁忙をきわめた状況にありましたので、議員

御指摘の情報収集においては今後検証すべき点も

あると考えております。しかし、実際には優先度

を考慮しなければならない状況もあることから、

連絡をいただいた全ての方に御満足いただける対

応とはならなかったものと認識しているところで

ございます。災害翌日の６日の電話の対応につき

ましては、５日の反省を踏まえ、受け付け表を作

成し、担当する課にファクスで情報伝達する対策

を講じたところであります。受け付け事務及び担

当部局への情報伝達において円滑化が図られ、一

定の成果があったと認識しているところでござい

ます。今後は、さらに情報収集体制の研究を進め、

災害対応につきましては地域防災計画で定められ

ている災害本部体制の点検を進め、より具体的に

対応項目と担当課をあらかじめ決めておくことに

よりまして初動態勢の迅速化を図るなど、今回の

災害における課題等について必要な工夫、改善を

図ってまいります。

次に、大項目の３、士別市多寄町―名寄間の高

速道路について申し上げます。初めに、小項目の

１、開通に向けた見通しについてでありますが、

北海道縦貫自動車道士別市多寄町―名寄間１２キ

ロにつきましては、平成１８年２月に国の国幹会

議におきまして当面着工しない区間とされて以降、

これまで事業着手の見通しが立っておりませんで

したが、本年８月に国土交通省において当該区間

の整備計画が変更され、事業再開が決定したとこ

ろでございます。今後の予定は、本市におきまし

ては明後日となります１９日に旭川開発建設部に

よる道路計画説明会が開催をされ、本市では名寄

地区、風連地区住民などを中心に調査に必要な関

係住民を対象に説明が行われ、その後道路の詳細

設計や現地測量などに取りかかる予定と伺ってい

るところであります。また、事業の概要、スケジ

ュール、予定等につきましては現段階では示され

ておりませんが、引き続き旭川開発建設部と連絡

を密にとり、情報収集に努めるとともに、早期着

工、完成に向けて国への要望など取り組んでまい

ります。

次に、小項目の２、風連地区における昇降口及

びサービスエリアの設置についてでございます。

昨年１１月に風連地区で開催をされた集会の後、

参加された市民有志の方々から士別市多寄町―名

寄間の早期着工と道の駅へのアクセス確保などに

つきまして御要望をいただいております。風連地

区には、名寄市の南の玄関口として道の駅があり、

本市を初め圏域の地場産品や観光などの情報発信

拠点として、平成２５年度には年間約４８万人が

訪れております。また、ＪＡ道北なよろや上川北

部森林組合など、１次産業の本社機能が集積する

地区でもあり、経済面はもとより地区住民の利便

性の観点からも高速道路からの誘導策は必要と認

識しているところであり、インターチェンジの設

置等によるアクセス確保が最も有効な手段と考え

るところであります。

また、サービスエリアの設置につきましては、

現在国の審議会におきまして無料区間における高

速道路の休憩施設の整備について検討が進められ

ておりまして、今後国の動向を踏まえながら名寄

市全体の地域振興策の観点から、その一つの方策

として調査研究してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、高速道路の開通に伴い、

本市にとって何が有効であり、何を優先すべきか

につきまして市民を初め関係団体や民間などの御

意見を踏まえて整理を行い、国への要望、協議な

ど取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、望湖台自然公園についてお答えいたします。

まず、小項目１、今後の利用展望についてお答
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えいたします。昨年市では、ふうれん望湖台自然

公園の所在する東風連町内会を初め風連地区の関

係団体等に公園の主な施設概要とキャンプ場等に

係る利用状況について説明した上で、関係団体等

から公園の今後の方向性についての御意見をいた

だき、いただいた御意見等を踏まえ公園の存続に

向けた考え方をまとめたところであります。さら

に、今年度につきましては、御意見をいただいた

関係団体等に管理範囲を縮小し、地域の憩いの場

として公園を活用したいとの市の考え方を説明し

ているところでございまして、今後はこれまでど

おり自然環境の保全を中心とした公園の維持、整

備活動に努めるとともに、地元東風連町内会等と

も協議を行いながら、安全、安心を確保すること

を優先し、段階的に公園の整備を進めてまいりま

す。

続きまして、小項目２、センターハウスの今後

についてお答えをいたします。公園内にありまし

た入浴宿泊施設センターハウスの利活用につきま

しては、平成２４年３月３１日の営業終了後、２

件のお問い合わせはありましたが、具体的な協議

をするまでには至りませんでした。また、昨年関

係団体等から老朽化による危険性が指摘されると

ともに、利活用の見込みがないのであれば取り壊

してはとの意見も出されており、ことし行った関

係団体等への安全、安心を確保することを優先し、

段階的に公園の整備を進めたいとの説明の中で、

センターハウスの取り壊しをお示ししたところで

あり、出席者からは一定の理解を得たというふう

に考えております。財政的な問題もございまして、

取り壊しの時期は未定でございますが、現在は市

のホームページでの利用者募集を中止をしており、

早期に取り壊す方向で考えているところでござい

ます。

続きまして、小項目３、センターハウスにかわ

る温浴施設等の憩いの場をについてお答えいたし

ます。市では、財政的に１自治体で２つの公共温

泉の運営は難しいとしてセンターハウスの閉鎖を

決定いたしました。温浴施設建設にどのような対

応が考えられるのかということでありますけれど

も、民間事業者による温浴施設建設及び運営とい

うのがあるのかというふうに思っております。地

域住民の憩いの場がふえることはもちろんのこと、

民間投資による新たな雇用創出等も期待できます

ので、今後風連商工会や名寄商工会議所等と民間

事業者の誘導策について意見交換を行うなど研究

をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） それぞれ答弁をい

ただきましたので、順不同になりますけれども、

再質問をさせていただきます。

初めに、高速道路の関係でお伺いいたしますけ

れども、今答弁でも道の駅へのアクセスというの

は非常に重要だというような話がありましたけれ

ども、位置的には２７線ですね、道道交差の。そ

こということで完全に理解していいのか、再度そ

の辺の確認をしたいのと、それから昇降口なので

すけれども、８月２７日の建設新聞にも書いてあ

るのですけれども、旭川開建は要望があれば地元

の声に耳を傾けたいというような報道もあったの

ですけれども、これまで要望活動をしていると思

うのですけれども、その辺の感触的にはどういっ

たものと受けとめているのかお伺いしたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、箇所について

でありますけれども、これは先般多寄のほう、士

別のほうで説明会等もあり、一定程度の図面は示

されたというのがありますけれども、ただ最終的

な詳細の図面等についてはこれから設計になりま

すので、２７線あたりがというところまでは言え

るかと思いますけれども、そこが決定なのかとい

うと、そこについてはちょっと明言できない状況

にあるということで、改めて説明会の後に詳細設
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計が組まれた段階で、具体の路線等については決

まるということで受けとめていただいていいかな

というふうに思っています。

次に、昇降口の要望についてということであり

ますけれども、これについてはこの間の要望につ

きましては高速の本線の着工が決まらないとなか

なか枝葉の話にはいかないというのがありました

ので、これについてはまず本線の凍結解除、着工

を優先してこの間要望してきたということであり

ます。ただ、要望については相手先もあることで

すので、余り具体的な話はできませんけれども、

要望においても当然懇談の時間等がございますの

で、そこは市長の口からも本市の状況等について

はお話をいただいておりますので、そういった意

味では相手先にも本市の状況については一定程度

の御理解をいただいているというふうに思ってお

りますし、今回本線の着工については決定がされ

ましたので、今後につきましては先ほど申し上げ

ましたように本市にとって何が有効なのか、さら

には何を優先すべきかを踏まえた上で改めて正式

な要請をさせていただきたいと、そのように考え

てございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 昇降口の位置につ

いては理解しました。また、昇降口をつけるかど

うかについてもこれからも積極的に要望活動を行

っていただきたいというふうに思います。これは、

あそこの道の駅に限らず、国道沿いにそれぞれ商

店もありますし、いろんなお店もありますので、

なければ本当に大変な、経済のことも考えたとき

には心配になってきますので、ぜひ何が何でもつ

けていただくようにお願いをしていただきたいと

いうふうに思います。

それから、これもちょっとまだ私もわからない

のですけれども、多寄まではもう工事をしている

と思うのです、３７線。そこまでの完成の時期と

いうのはまだわかっていないのかどうか、その辺

ちょっとお伺いいたしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、国

の示す計画でいけば２７年度中の完成、供用開始

を見込んでいるということでありますけれども、

一部情報では工事そのものについては多少おくれ

ぎみだという話も聞いてはおります。ただ、国総

体としては今現在はその計画を変えていないとい

う状況にありますので、そこも含めて御理解をい

ただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 遅くても２８年度

中にはできるのかなという気もしますけれども、

あそこ多寄まで開通しますと、国道の今の車両の

量と、今度は東５号の延長の森林組合からＪＡの

乾燥施設から士別へ抜ける道路があるのですけれ

ども、あそこの道路に非常に車が集まってくるの

ではないかなというような予想は誰でもできると

思うのですけれども、あそこ風連、名寄の境界ま

ではまあまあ割と直線が続いていいのですけれど

も、士別管轄に入りますと非常にアップダウンが

あって、カーブがあって、事故も多くて、冬道な

んかはトラック途中でとまったら上っていけない

ような坂も幾つかあるということで、そういった

部分を含めて、多寄までできたときには早急に完

成までしていただくような、そんなことも頭の中

に入れながら要望していただきたいなと思います。

士別管轄とはいいながら、あそこを通るのは恐ら

く名寄市民が主になってくると思いますので、そ

ういったことも考えながら要望を行っていただき

たいというふうに思います。それは答弁は要りま

せんけれども。

それから、多寄から名寄間ができますと本当に

特に交通量の変化があって、風連地区はもとより

徳田地区の南側の国道沿いも非常に車が減って、

経済的にも大きな変化が起きてくるのではないか

というふうに考えているのですけれども、その辺

の対応策といいますか、行政としては何か考えを

持っているのかお伺いしたいと思います。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これにつきましては、

さきの大石議員の答弁の中で市長が答弁されてい

る部分もありますけれども、高速の開通に伴って

の地域振興策として何が必要なのかについて、こ

こ改めて協議をさせていただく部分かなというふ

うに思っております。ただ、先ほどの答弁の中で

も申し上げましたように、国は高規格道路につい

てはなかなかそういう地域の経済の面からいろん

な接続というのはこの間余り前向きには考えてお

りませんでしたけれども、先ほど言った道の駅あ

るいはほかの商業施設も含めてのそこへの誘導あ

るいは高速との接続についても今検討している部

分がありますので、そういった動向についてもあ

わせて注意をして見ていきたいというふうに思っ

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 非常に高速通るの

は結構なことなのですけれども、そういった経済

的な部分も大きな影響があるということで、高速

でサービスエリアといいますか、物販をしている

のは、南でいいますと砂川サービスエリアがある

のですけれども、砂川から名寄まで１２０キロと

いうことで、もしこれからどんどん高速が進んで

稚内までとなると１８０キロということがあるの

ですけれども、できれば名寄市のインターチェン

ジの付近でそういったオアシス的な部分も必要で

はないかなというふうに考えているのですけれど

も、当然給油施設だとか、いろんな休息施設や飲

食店もあれば沿道の商店がそこで場所を変えてと

いうような方向も出てくるのではないかなという

気がするのですけれども、そういった考えも柔軟

な考えの中で進んでいったほうがいいのではない

かなと思いますけれども、その辺の見解があれば

お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 多寄―名寄間の事実上着

工決定に伴ってさまざまな御議論いただきました。

改めてこの間さまざまな皆さんのお力もいただい

て、このような結果になってうれしく思います。

命の道と言われておりまして、私としてはこの道

路がつながることが地域のインフラにとって欠か

せないというふうに思っていまして、ぜひこれを

しっかりと生かしていくとともに、今議員がおっ

しゃられたとおりさまざまな不安もあろうかと思

います。しかし、これをできれば我々の地域はチ

ャンスと捉えてしっかりと対応してまいりたいと

いうふうに思っています。風連地区の問題、そし

てサービスエリアの問題ということもお話しいた

だきましたけれども、サービスエリアの問題につ

いても今地元の商工業関係者からもそうした声が

あるのも私もお聞きをしておりまして、風連地区

の乗りおり口とも含めてそうした地元の雰囲気と

いいますか、ことに対してはこれまでも開発局と

も逐一お話はさせていただいているところであり

ます。今回正式着工ということになりましたので、

改めてここはまたいろんな情報も踏まえて積極的

に国、開発局に働きかけをしてまいりたいという

ふうに考えておりますので、今後とも御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 積極的に取り組ん

でいただけるということで、本当にうれしく思っ

ておりますけれども、名寄市にとっても大きな経

済の変化が起きるということはありますので、そ

の辺はしっかり受けとめて進んでいただきたいと

いうふうに思います。

それから、これについて、次の高速なのですけ

れども、完成後、今度は下川からのアクセスとい

うのも将来的にではありますけれども、考えてい

かなければならないのではないかなというふうに

も思っているのですけれども、これは名寄だけで

できることでもなくて下川方面とも協議をしなが

らということになると思うのですけれども、ちょ

っと早い話かもしれませんけれども、その辺のこ

とも頭の中、下川とも今すぐとは言いませんけれ
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ども、長期的に見たときにやはり協議はしておい

たほうがいいのではないかなという気がするので

すけれども、その辺の見解についてあればお伺い

したい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 北海道縦貫自動車道は、

名寄を通過するに当たりまして、その後は２３９

も含めたバイパス構想はあるということは私も承

知しておりますし、まだその構想は消えているも

のではないというふうに認識をしています。地域

づくり連携会議が６月でしたか、７月でしたか、

国と道と、そして上川北部の市町村長が集まって

の地域づくりの意見交換会が先般ございまして、

そのときに下川町長からもこの話が発言をされて

おりまして、２３９の名寄地区についてのバイパ

ス化もぜひ早期に進めていただきたいというお話

もありまして、こうした地元の要望も開発局も認

識しているというふうに思っていまして、引き続

きこのことも議員おっしゃるとおり並行してとい

いますか、また具体的に中身が詰まってまいりま

したら、しっかりとまたこれも働きかけをしてま

いりたいというふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 高速関係について

はわかりました。

次に、望湖台の関係でありますけれども、望湖

台取り壊しが決定されたということで、一定程度

いたし方ないのかなという気もするのですけれど

も、いまだに市民の方は全員の方にそういう情報

が行き渡っていなくて、よく聞かれるのは格安で

自炊のできる合宿所だとか長期滞在所になればい

いねというような話が私のところにもよく来るの

ですけれども、そういうところは別に探さなけれ

ばならぬというか、実はいろんなところで聞いた、

士別は結構格安でそういった部分で泊まらせてい

るところがあるものですから、士別へ行ってしま

っているのですけれども、この望湖台を壊すとい

うことになれば仕方ないのかなという気もするの

ですけれども、それにかわるような施設がもしあ

るとすればどういったところがあるのかなという

気がするのですけれども、ちょっと通告にないの

ですけれども、お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 望湖台自然公園

の関係につきましては、先ほど答弁でもお答えし

ましたけれども、昨年風連地区を中心に地元東風

連町内会、そして各団体等の今後の方向性につい

ての御意見をいただいて、それを踏まえた上での

ことしに入ってからの各団体等への御説明をした

上で、今後の方向性というものをお示しさせてい

ただいている状況であります。今、日根野議員か

らありましたあそこの場を格安でのそういう宿泊

施設等についてできないかという考え方がありま

したけれども、既にそういった方針が出ていると

いうことで、難しいので、ほかにないかという御

質問だったというふうに思いますが、今の段階で

は市内いろいろ見渡してみてもなかなか宿泊施設

自体がそういった部分で対応できる部分というの

はないというふうに考えておりますので、今後そ

ういった部分、どういった施設がそういう部分で

使えるのかというのはわかりませんけれども、そ

の部分については研究なりをしてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、また逆に何か御意

見、いい案があれば教えていただきたいなという

ふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 望湖台関係では、

かわる温浴施設も特に風連地区では根強い要望が

あったりなんかして、風連の商工会からも昨年の

１２月、市のほうに要望が上がっているというふ

うに思っていますけれども、その回答と今回の答

弁は大体同じで、民間業者で商売してくれという

ような話なのですけれども、市としてはどういう

支援策というか、持っているのか、その考えにつ

いてお伺いいたしたいというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。
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〇営業戦略室長（常本史之君） 先ほども答弁さ

せていただきましたけれども、考えられる内容に

ついては民間でのそういった温浴施設の建設、運

営という部分が考えられるということでお答えさ

せていただきましたけれども、今後企業立地促進

条例の改正というものを先般の６月の議会では一

部改正をさせていただきまして、平成２８年度で

名寄、下川、美深地域の企業立地促進法に基づき

ます地域産業活性化計画の更新時期に向けて、そ

の段階でまた改めて抜本的な改正をしたいという

ことでお話を差し上げておりまして、それに向け

た条例改正だったということであります。その部

分でいけば２年後に再度改正をいたしますので、

そこでそういった支援策が対応できるのかどうな

のか、今後研究させていただきたいというふうに

思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 企業立地促進条例

を改正してということなのですけれども、現在サ

ービス業が入っていないというようなことでこの

条例が使えないわけなのですけれども、そのとき

にはしっかり見直していくという考え方なのか、

その辺ちょっと再度お伺いしたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） いずれにいたし

ましても、企業立地促進条例で名寄市に多くの企

業の皆さん方に広く門戸を開くという形でいけば、

そういった部分でも検討を進めていくということ

は当然のことだというふうに思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） しつこいようです

けれども、市が支援するとすれば２年後の企業立

地促進条例の改正を待ってという判断ということ

で理解していいのか、その辺ちょっとしつこいか

もしれないけれども、お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 具体的に民間で

のそういった建設なり運営といった具体的な話が

今現在上がっている状況ではないというふうに考

えておりますけれども、この段階でいきますと私

どもとしては先ほど申し上げたとおり企業立地促

進条例といったものの中で支援をしていくのが現

段階で考えられる部分ではないかというふうに考

えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） わかりました。

それから、望湖台もそうなのですが、バンガロ

ー、名寄市にもあるのですけれども、風扇館も奥

のほうにはあるのですけれども、これらについて

も、あそこは有料というか、お金を払って入って

いるのです。それだけの経済効果なのです、あそ

こというのは。あそこで別に売店があるわけでも

ありませんから。何かもう少し工夫して経済効果

の上がるような形にできないかなというふうに思

っているのですけれども、当然あそこに入ります

と自分で買い物をしたもので中に入ってそれぞれ

飲食をしたりということをすると思うのですけれ

ども、例えばあそこを利用した場合に ０００円

の商品券なり５００円の商品券、期間は短い、例

えば１週間ぐらいで使い切るような期限切った商

品券を発行して渡すとか、多分あそこに入る人は

地方の人が多いものですから、これもったいない

からどこかで買っていこうというような話にもな

ると思うのですけれども、その辺の工夫もして経

済効果の上がるような、もうちょっと工夫した方

策を、名寄のバンガローもそうですけれども、そ

ういった工夫も必要ではないかなというふうに考

えているのですけれども、その辺の見解について

もお伺いいたしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） バンガローとい

うのは、多分コテージのことだというふうに思う

のですけれども、コテージにつきましては今通常

どおり冬を除いて営業させていただいておりまし

て、そこの利用者の方々に商品券なりなんなりの

サービスをしてはどうかということでありますけ
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れども、なかなかそういった部分のサービスとい

いますか、特典というのをつけるというのは現状

況においてはちょっと難しいなというふうに考え

ております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 難しいというのは、

そんなことをしなくていいという意味なのかどう

か、ちょっとその辺。難しいという意味がわから

ないのですけれども。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 言葉の使い方で

すけれども、できません。できないというふうに

考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） わかりました。

それでは、災害のない治水対策についてですけ

れども、特に私今回の災害で感じたのは、電話の

対応がまちまちといいますか、訴えかける人の表

現力もあるだろうし、いろいろあると思うのです

けれども、電話対応でまちまちな対応をしている

なというのは非常に感じているのです。例えば市

民から電話があって、今川があふれて大変なのだ

というような話が来ると思うのですけれども、訴

えを聞くだけではなくて、その人はどういう状況、

ひとり暮らしでお年寄りなのか、あるいは避難所

までどのぐらいあって自分で行けるのかどうかだ

とか、水位が今家の周りどのぐらいあるだとか、

あるいは隣、すぐ近くにどんな川が流れているだ

とかという、そういう言ってみれば消防に救急車

を頼んだときにいろんなことを逆に聞きますよね。

そういったマニュアルをしっかりつくって対応す

べきではないかなというような気がするのですけ

れども、その辺の考え方についてお伺いいたした

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 電話対応ということ

で、先ほども答弁をさせていただいたのもありま

すけれども、災害の種類によっても電話の対応が

違うと思いますし、電話をかけてくる方も施設が

災害に遭っているのか、あるいは人が危険になっ

ているのかなど、そういったケースに応じても電

話のやりとりというのは違うと思います。また、

職員の年齢あるいは経験に応じて、例えば電話を

いただいたときにそこの地形が頭に浮かぶ方もお

られれば、その地形がなかなか浮かばないでイメ

ージができないというようなところもあると思い

ます。ただ、最低限聞き取るところはしっかりと

聞き取らなければいけないというふうに思ってい

ますので、先ほどの答弁の中でも申し上げました

けれども、５日の対応については不十分な部分が

あったけれども、翌日についてはペーパーをつく

って、それをもとに聞き取りをしたということで、

それでもまだ不十分な部分はあったかもしれませ

んけれども、一定程度改善をして、必要な最小限

のメモ化についてはできたのではないかというこ

と。あと、口頭での職員間でのやりとりについて

は、当然忘れると言ったら変ですけれども、漏れ

る部分もあるかもしれませんし、表現によっては

十分伝わらない部分があると思いますけれども、

これもペーパー化することによって必要最低限の

ものが的確に伝わったというふうに思っておりま

すので、ここについては今御指摘もいただきまし

たけれども、改めてどのような様式がいいかにつ

いては研究をさせていただきたいと思いますけれ

ども、今後ペーパー等の議員が言われるマニュア

ル化に向けて取り組み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。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ぜひ対応者によっ

て変わることのないような対応をしていただきた

いと思います。

それから、災害のない治水対策ということで、

普通河川でありますから自賄いでやらなければな

らぬという話なのでしょうけれども、計画を持っ

て維持補修費を使って今後直していくという答弁

だったと思うのですけれども、今後直すとしたら
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災害が起きないように維持補修費をかけて直して

いくのか、あるいはもとどおりに復旧して、それ

で終わりという考えなのか、その辺のことについ

て再度お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 現在私が考えて

いるのは、今回８月４日、５日、さらに２４日と

いうことで、それぞれ被害に遭った箇所について

は早急に市民の皆さんの生活に影響が出ない範囲

で一生懸命今復旧作業をやっているということで、

これについては基本的には原形復旧ということで

考えております。それで、２２年の大雨以降も金

額は多い少ないはありますけれども、約 ０００

万円ほどそれぞれ該当のところに、これはどうし

ても単費にならざるを得ないのですけれども、あ

るいは一時期は緊急雇用の関係で交付金などを使

いながら単年約 ０００万円ぐらいの規模でやっ

てきています。それで、議員が今おっしゃってお

ります今後起きないような対策ということの工事

はどこまでするのかということなのですが、実際

に現行でき上がっています河川の改修をさらにや

るということになりますと、一番いいのはやはり

河川の幅を、河川改修を大々的にやるということ

になるかというふうに思うのです。これをします

と、今少なくても既存のそれぞれの市が管理して

いる普通河川については一定の規模、工事費をか

けまして護岸改修とかができ上がっているところ

なのです。それにさらに用地などを買収をして河

川改修をしなければ、現状以上のものにはきっと

ならないかというふうに思っています。その意味

では、私自身は財政的にも大変難しいかなという

ふうに今は思っています。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） お金もかかるとい

うことで、それは理解はしているのですけれども、

また恐らくこんな気象の地球の温暖化が進んで、

必ず起きると思うのです。部長も多分そう思って

いると。起きないとは言えないと思うのですけれ

ども、起きるとも言えないのだけれども、多分起

きるのではないかなという気はするので、できる

だけ国のメニューだとか、緊急雇用だとか、いろ

んなのがあろうかと思いますけれども、単費にし

てもある程度今後起きないような形で、莫大な１

億円も２億円も毎年かけろとは言いませんけれど

も、一定程度起きないような方向の予算づけで進

んでいくべきだなというふうに考えているのです

けれども、その辺の見解をお伺いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員がおっし

ゃられたとおりではございますが、予算的なこと

も当然ございます。ただ、災害ですので、予算、

予算ということでできないばかり言っていてもこ

れは仕方ありませんから、先ほど言いました ０

００万円の範囲といいますか、今までは ０００

万円で、２２年以降おおよそそれぐらいの年間の

予算でやってきていました。これについては、御

承知のとおり２４年でしたか、日根野議員のほう

から提言があった無名川の水位の通報システムで

すとか、これは本当に予算的には五十数万円ぐら

いでしたけれども、早期にこちらのほうに連絡が

入るということで、少しずつそういった小さなこ

とから今やっていますし、真狩川についても先ほ

ど言いましたように何年か、２年間かかけてそれ

ぞれ道路のかさ上げなりやらさせていただいてお

りますので、逐次それぞれ皆さん地域の状況など

もしっかりと把握をしながら、少なくても地先の

皆さんの住宅の浸水とかが発生するような状況に

ついては回避をするようなことでやっていきたい

というふうに思っています。特に徳田の関係につ

いては、２２年もそうでしたし、今回も残念なが

ら水がつきました。今回肉づけ予算でも上げさせ

ていただいていますけれども、１７線の道路排水

の関係の改修ですとか、さらに道のほうも今遊水

地の関係とか計画があるようでありますので、少

なくてもああいった住宅地の浸水についてはない
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ような形でやっていきたいと思いますし、あわせ

て農業関係についても今回相当被害があったとい

うことで、残念ながら私ども農業関係についてま

ではちょっとできないことがございますけれども、

担当の経済部と連携をしながら、何か新しいメニ

ューなり少し相談をさせていただきながらやって

いきたいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） これ最後の質問に

なると思いますけれども、どうしても市の普通河

川から道の土現の川につながる部分が水かさが上

がるというなことで、今回も大沼川が出口が、風

連別川の出口で非常に柳がいっぱい生えていて、

格子のように出口を、いまだに恐らく切っていな

いと思うのです。そういうことはやっぱりしっか

り当局に伝えて改善するように強く求めていって

ほしいのですが、あそこもあのあたりの農地はも

うカボチャ植わっていたり、上は水田だったり、

すごくごみが、水田のところはもうごみだらけで

稲が潰されている箇所が何カ所もあったり、カボ

チャについてももういいカボチャが２町ぐらいあ

ったのでしょうけれども、ほとんどだめだという

ような話もありますので、本当に風連別川もタヨ

ロマ川もそうなのですけれども、非常に管理がジ

ャングルみたいな河川になっていますから、しっ

かり要請をしていただきたいと思いますけれども、

その見解を求めて、私の質問を終わりたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 中村部長から答弁求め

ていたと思うのですが、私のほうからお答えさせ

てもらってもよろしいでしょうか。

１級河川含めてそれぞれの官庁で所管している

のですが、この間河川敷地内の立木含めて対応し

てほしいということで要望書を上げているところ

でありまして、今回そういう部分でいうと何カ所

かの河川で木が倒されて、流水の中でそれぞれ被

害に遭ったということもありますので、この辺に

ついては抜本的に関係官庁のほうに要望していき

たいと思っていますので、この点についてはしっ

かりと対応させていただきたいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で日根野正敏議

員の質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 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０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

副 議 長 佐 藤 勝

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 佐々木 寿
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