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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１８日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 平成２５年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第２号 平成２５年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 平成２５年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第２号 平成２５年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

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
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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ありました。

また、本日も黒井議長から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、昨日に引き続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、

５番 竹 中 憲 之 議員

１７番 山 口 祐 司 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。

地域農業を守るために外２件を、山田典幸議員。

〇４番（山田典幸議員） おはようございます。

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

これよりさきの通告に従い大項目３点にわたって

順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域農業を守るために、

小項目１、８月の記録的大雨における農業被害に

ついてお伺いいたします。８月４日から５日にか

けて２４時間総雨量が１５ ５ミリという過去最

大値を観測した記録的大雨により、市内全域各所

において河川の増水、内水の氾濫が発生し、大き

な被害をもたらしました。当市の基幹産業である

農業においてもその影響を大きく受け、農地の冠

水などにより収穫目前のメロン、スイートコーン

などが収穫皆無になるなど水田、畑合わせて２２

０ヘクタール以上が被害を受けました。その被害

も冷めやらぬうちの８月２４日、時間雨量が２７

ミリを超える大雨が再び当地域を襲い、田畑合わ

せて１００ヘクタール以上が被害を受け、場所に

よっては４日から５日にかけての大雨を超える被

害も確認されたところであります。本年は、例年

になく順調に春作業が進み、その後各作物の生育

もおおむね順調に推移してきており、農家の方々

にとってはよい出来秋を期待しつつ収穫最盛期を

迎えようとしていたやさきの被害であり、経営成

果に及ぼす影響はもとより精神的な部分において

の影響もはかり知れないものがあるというふうに

思います。ごく最近時間雨量１００ミリを超える

ようないわゆる記録的短時間大雨が全国各地で頻

発し、甚大な被害をもたらしています。当地域に

おいても近年集中豪雨による農地の冠水などの農

業被害が毎年のように繰り返されており、農家経

済に大きな影響を与えています。かつて異常気象

と言われていたことがもはや異常でなくなり、恒

常化している中において、このような状況に対応

でき得る対策を講じていくことが当市の基幹産業

である農業を守っていくためには何にも増して必

要ではないでしょうか。理事者の御見解をお伺い

いたします。

２点目、有害鳥獣による農作物被害についてお

伺いいたします。近年道内各地においてエゾシカ

による農作物被害が非常に多く発生しており、平

成２４年度道内全体での被害額は約６３億円にも

上るということです。当市においても毎年一定程

度の被害が確認されておりますが、現状と対策等

についてお知らせを願います。

あわせまして、近年はヒグマによる農作物被害

も増加傾向にあり、当市においても市内各所にお

いて目撃情報や農作物の食害などが報告されてお

ります。本年のこれまでの状況と今後の対策につ

いてお知らせを願います。

大項目２点目、教育行政について、小中一貫教

育についてお伺いいたします。先般文部科学省は、

学制改革の一環で２０１６年度にも小中一貫教育
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を制度化する方向で検討に入りました。現在小中

一貫教育については、制度的に位置づけられたも

のではなく、全国の学校、市町村において独自に

取り組みがなされ、教育課程特例校や開発研究学

校といった特例の指定が必要となりますが、制度

化されることで自治体の判断で導入できるように

なり、地域の実情に合わせた教育課程の弾力的な

運用が可能となり、それに伴い義務教育９年間を

通じた特色ある教育の実現が期待されるところで

あります。そこで、この制度化されるであろう小

中一貫教育についての当市としての考え方、あわ

せて当市での導入の可能性と課題についてお考え

をお知らせください。

最後に、大項目３点目、地域コミュニティーの

あり方について、智恵文地区における複合施設建

設の要望について伺います。先般６月２５日、智

恵文地区ＰＴＡ代表、町内会代表、保育所運営委

員会代表、老人クラブ代表の連名により智恵文地

区複合施設建設に対する要望書を加藤市長並びに

小野教育長宛てに提出をさせていただきました。

この要望に至る経緯については、学校適正配置計

画と学校施設整備計画に伴う築３８年が経過した

智恵文小学校の耐震化改築の検討をきっかけに学

校を中心とした地域コミュニティーのあり方につ

いて協議がなされ、さまざまな議論の結果、小学

校、中学校を併置校として地域に存続させ、あわ

せて保育所と現在の多目的研修センター機能を一

つの施設に集約させた地域コミュニティーの核と

なる複合施設の建設を地域の総意として要望すべ

きとの方向性が示されたことによるものでありま

す。

具体的な趣旨として、小中学校においては単に

併置校とするのではなく、義務教育９年間を見通

した小中一貫教育とし、子供たちのさらなる成長

を促す。さらに、保育所とのつながりも密にし、

保育所から中学校まで連携した教育を推進する。

複合施設化により現在の研修センター機能も併設

することで老人クラブ活動や地域の活動などとも

より連携がしやすくなり、これまで以上に地域と

結びついた地域独自の教育が推進できる。このこ

とは、地域に誇りと愛着を持ち、主体的にみずか

らの将来を切り開いていく生きる力を持った子供

の育成に極めて有効である。複合施設化により幼

児から高齢者までの多世代交流の場となり、同時

に高齢者の生きがいづくりの場の提供につながる。

また、少子高齢化や人口減少が進行していく中に

おいて地域コミュニティーを集約し、再構築する

ことにより過疎化に歯どめをかけることが期待さ

れるなどであります。

以上、地域の要望の趣旨について申し上げまし

たが、今回の要望を受けて今後行政としてどのよ

うな対応をしていくのか、理事者の御見解をお伺

いいたしまして、この場からの質問とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

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） おはようございます。

山田議員からは、大項目で３点について御質問を

いただいております。大項目１は私から、大項目

２は教育部長から、大項目３は総務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、地域農業を守るために、小項目の１

点目の８月の記録的大雨における農業被害につい

て申し上げます。今回の農業被害については、４

日、５日の大雨による農作物への冠水被害が１３

２戸、智恵文地区３４戸、名寄地区２３戸、風連

地区７５戸、被害面積で２２０ヘクタール、２４

日の大雨による被害は５１戸、智恵文地区３４戸、

名寄地区９戸、風連地区８戸、被害面積は１１３

ヘクタールとなっております。重複した被害箇所

もありますが、水稲１０ ８ヘクタール、カボチ

ャ７ ８ヘクタール、大豆２ ６ヘクタール、小

豆２ ６ヘクタール、バレイショ２ ６ヘクター

ル、スイートコーン１ ５ヘクタール、施設園芸

作物、花卉、メロン、トマトなどで ２ヘクター

ル、ソバ、ビート、葉物野菜、飼料作物等で５

９ヘクタールで、合計で３３３ヘクタールとなっ
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ております。４日、５日の大雨による農業用施設

の被害は、てしおがわ土地改良区施設については

２９カ所、また個人の農地被害、畦畔崩壊、のり

面崩壊等による排水路の埋没、用水路の崩落、排

水路のブロック浮上など２２カ所となり、特に被

害後の降雨による２次被害に対応すべく排水路を

塞いでいる土砂除去を優先的に対処させていただ

きました。２４日の大雨による被害状況は、全体

で１７カ所、のり面崩壊、畦畔崩落、農道洗掘、

用排水路土砂埋没等が発生しました。現地を確認

し、緊急性のあるところを優先的に対応してまい

りました。特に８月２４日の智恵文地区を中心に

局地的な大雨による農作物の被害につきましては、

収穫途中や収穫目前にした時期であり、冠水被害

による生産物、カボチャ、バレイショ、タマナ等

の病気や腐敗が見受けられることから、被害額は

今後の状況にもよりますが、生産者の被害は大き

いものと認識しております。

ここ数年の天候不順による冷害、高温障害、大

雨、湿害等の被害のほかに２年続けての局地的な

豪雨による被害が発生しております。現状として

近年の局地的豪雨に対して現況の排水路ではのみ

込めない状況になっていることは認識しておりま

す。幹線級の排水路については、国営直轄事業並

びに道営畑地帯総合整備事業で整備し、道河川、

普通河川、農業排水路として管理しているところ

です。将来を見越した排水対策については、国、

北海道を初め関係機関、農業団体はもとより被害

箇所を含めて地域全体で協議を行ってまいりたい

と考えております。

次に、小項目２点目の今年度の有害鳥獣による

農作物被害について申し上げます。名寄市鳥獣被

害防止計画の対象鳥獣による農作物被害状況につ

いてですが、エゾシカ、ヒグマ、キツネ、カラス

等においては平成２４年度の農作物被害額 ０４

５万 ０００円、平成２５年度は ２９２万 ０

００円となっております。エゾシカ対策では、平

成２２年度から平成２４年度の名寄市鳥獣被害防

止計画に引き続き平成２５年度より３カ年の期間

とした第２次の鳥獣被害防止計画を策定し、名寄

市有害鳥獣農業被害防止対策協議会が事業実施主

体となり、国の補助事業による鳥獣被害防止緊急

捕獲等対策事業に取り組み、平成２２年度６８５

頭、平成２３年度３２９頭、平成２４年度３９２

頭、平成２５年度４２２頭、平成２６年度は８月

末現在で２８４頭と猟友会の御協力をいただき駆

除してきたところです。今年度の減少傾向につい

ては、この間の駆除活動の効果のあらわれと考え

ているところです。引き続き被害防止緊急捕獲対

策事業も継続されることから、効果的な活用に努

めてまいります。

本年度のヒグマの出没状況ですが、９月２日現

在では昨年の４３件に対し、本年度は２３件とな

っておりますが、智恵文地区ではスイートコーン

畑の食害を中心に出没をしている情報が１２件寄

せられている状況です。通報があった場合は、担

当者が現地を確認し、看板設置、町内会並びに周

辺住民に危険周知を行うとともに、警察、学校等

関係機関に情報提供を行っております。たび重ね

て出没し、農作物の被害並びに人家への影響を考

慮し、市職員による夜間パトロールの実施と猟友

会会員のヒグマ駆除隊員による箱わなの設置と早

朝パトロールを実施したところです。現在智恵文

地区においては、３カ所に箱わなを設置しました

が、捕獲には至りませんでした。スイートコーン

の収穫作業が終了したところについては、箱わな

を撤去させていただきますが、今後ともヒグマ出

没が見込まれる場合は箱わなの設置を含めて対応

してまいります。

また、中山間地域等直接支払制度交付金を活用

して農業者みずから電牧柵を設置する取り組みを

行っており、平成２６年度までに名寄地区１０６

キロメートル、風連地区２３６キロメートル、合

計３４２キロメートルを設置し、侵入防止対策を

行っているところです。

狩猟者の高齢化と狩猟登録者の減による今後の
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猟友会と新人狩猟者の育成について、現在名寄市

における狩猟登録者は名寄部会３７名、風連部会

１０名、個人申請登録者１名の合計４８名が登録

しておりますが、前年度に比べ３名の減少となっ

ております。北海道猟友会の育成事業を初め中山

間地域等直接支払制度交付金を活用した支援事業

して農業者みずからの自衛対策として狩猟免許の

取得に支援を行い、狩猟登録費用の助成による新

たな狩猟者の育成に努めているところです。ただ

し、ヒグマの銃器による捕獲は経験を必要とする

事項であり、現状では箱わなによる捕獲が効果的

と考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうからは、大

項目２の教育行政について、小項目１の小中一貫

教育について、当市としての考え方についてお答

えをいたします。

近年全国において子供が小学校から中学校へ進

学した際に新しい環境での学習や生活へうまく適

応できず、不登校等の問題行動につながっていく

事態、いわゆる中１ギャップが指摘されるように

なりました。この中１ギャップの主な原因として

は、小学校は学級担任制であるのに対し、中学校

は教科担任制であるなど授業形態に違いがあるこ

とや中学校では小学校よりも規則に基づいたより

厳しい生活指導が行われる傾向にあること、また

生徒が小学校のときの学習上、生徒指導上の問題

が中学校と十分に共有されていないことなどが挙

げられております。こうした中１ギャップを初め、

その他のさまざまな教育上の課題に対応し、小中

学校の円滑な接続を図るため、各地で小中連携、

一貫教育が推進されるようになりました。その取

り組みの主な成果としては、不登校の出現率の減

少、学力の向上、児童生徒の規範意識の向上、教

職員の指導方法改善の意欲の高まりなどが報告さ

れております。このように小中連携、一貫教育が

進む中、当市においても４つの中学校区を単位と

して小中連携を推進し、小中合同の行事、小学６

年生の中学校体験入学、中学校教員による小学校

への出前授業、参観日の授業参観交流等の取り組

みを通して小中学校の円滑な接続を図っておりま

す。教育委員会としては、これまでの当市の小中

連携の取り組みが一定の効果を上げていることか

ら、継続的に支援するとともに、一層の改善、充

実を促してまいります。また、小中一貫教育につ

いては、小中連携の取り組みを一歩進め、より円

滑な小中学校の接続を図るため、義務教育９年間

を通じた教育課程を編成することが必要であり、

今後先進校、先進地域の取り組みについて調査研

究を進めてまいりたいと考えております。

続いて、小中一貫教育の導入の可能性と課題に

ついてお答えいたします。先ほど述べましたよう

に、当市で取り組んでいる小中連携は、小中学校

が互いに情報交換、交流することを通じ小学校教

育から中学校教育への円滑な接続を目指すさまざ

まな教育のことであります。これは、小中学校が

それぞれの児童生徒の学習や生活の実態について

共通認識を図る場を設定したり、互いに学校行事

等で交流したりするなど、双方にとって教育効果

が期待できることから、部分的に行うことができ

ます。

次に、小中一貫教育は、小中学校から９年間を

通じた教育課程を編成し、それに基づき行う系統

的な教育のことであります。したがいまして、小

中学校が教育目標や教育課程をともにつくり上げ

る取り組みや双方の教員の指導体制や施設設備の

活用に関する条件整備などが必要となり、小中連

携と比べ導入に当たっては検討する課題が多くあ

ります。例えば教育課程の編成では、地域におい

て育てたい子供像について関係者が議論し、それ

を実現するための一貫した教育過程を小中学校が

共同して編成することが必要です。その際に義務

教育においては、全国どこの学校に行っても同じ

教育が受けられることを担保すべきであり、小中
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学校段階で転校する児童生徒が一定数いることか

ら、一貫教育実施校と通常の小中学校で教育内容

が大きく異なることがないように工夫する必要が

あります。教育の指導体制や施設整備の活用に関

する条件整備では、小中学校の教員が指導のあり

方について共通認識を持った上で乗り入れ指導を

行い、小学校高学年から教科担任制を一部導入し

て指導したり、小学校から進学した生徒を見守り

ながら指導したりする取り組みが大切です。しか

し、乗り入れ指導の実施により教員の負担が増加

するので、日常業務のあり方を見直し、効率化さ

せる必要があります。また、校地、校舎が離れた

場所にある小中学校、または隣接していても小中

学校が異なる校舎である場合には、乗り入れ指導

等の実施やそれに関する教員同士の研修、打ち合

わせなどにテレビ会議を導入するなど校舎間の移

動に係る時間の短縮を図る工夫も必要です。その

ほか校地、校舎が離れた場所にある小中学校では、

合同行事等を行う場合には児童生徒の交通手段を

確保し、移動ルートの安全に配慮する必要があり

ます。

このように小中一貫教育の実施に当たっては、

さまざまな制約や課題があります。しかし、教育

課程特例校などの制度を活用して各自治体が実施

している小中一貫教育は、義務教育の９年間を通

じた教育課程に基づいて行われているため、小中

連携と比べてさらに小中学校の円滑な連携を図る

ことができるものとして期待をされております。

このため、国においては来年の通常国会で（仮

称）小中一貫教育学校の制度化を目指すとしてお

ります。今後教育委員会としては、（仮称）小中

一貫教育学校の制度化に向けての動きを見守りな

がら関連情報の収集に努め、本市のそれぞれの学

校や地域の実情や要望を踏まえた上で、小中一貫

教育を実施できる地域を指定して取り組みを進め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３、地域コミュニティーのあり方について申し上

げます。

去る６月２５日、智恵文地区複合施設建設に対

する要望書を智恵文地区各団体の代表の皆様より

市長並びに教育長宛てにいただきました。名寄市

の人口減少が進む中で、智恵文地区におきまして

は保育所や小中学校の運営を初め各地域行事等を

地域全体で協力し、支えていただいておりますこ

とに改めて感謝を申し上げますとともに、農業後

継者や新規就農者など若い世代の方々が多く住ん

でおられ、御活躍されている地域とも認識をして

いるところでございます。御要望いただきました

小中学校のほか、保育所や行政等の機能も含めた

複合施設建設につきましては、地域コミュニティ

ーのさらなる充実、子供たちを地域が守り育てる

という観点からも地域の核となる施設と認識して

おりまして、智恵文地区の皆様の強い思いは十分

理解をしているところでございますが、複数の重

要な機能を持つ施設があるがため、各部横断的な

見地からの検討が必要になってまいります。また、

全市的な視点から、学校を初めとする各施設の耐

震状況、老朽化等による優先順位を決めなければ

ならない状況にもあることから、まずは第２次と

なります新総合計画における位置づけなどを含め

まして十分な協議の時間をいただきたいと考えて

ございますので、御理解をいただきますようよろ

しく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） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。それでは、再

質問に入らせていただきたいと思います。

まず、大雨による農業被害についてということ

でなのですが、先月８月、まさか１カ月に２回も

ああいうことが起こるとは本当に夢にも思ってい

ませんでした。また、ここ最近の天候、非常にす
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ぐれなくて、本当に雨続きで地域の収穫作業も大

変苦労して、また滞っている状況でもあります。

昨日夕方、智恵文地区ではひょうが一部で降った

ということで、一部葉物野菜にもちょっと被害が

あったということを報告も聞いております。一日

も早く天気が回復して収穫作業本番を迎えてほし

いなというところで、地域の特に今最盛期でなけ

ればならないバレイショの収穫もまだ２割に満た

ないぐらいの進捗状況だということで、本当にこ

れからどうなるのかなという不安でいっぱいであ

りますし、毎年９月定例会、収穫状況、作況状況、

私も報告をさせていただきながら毎回質問に立た

せていただいているのですが、ことしこそはいい

報告といいますか、作業の進捗状況、また作況も

ことしはいい報告が皆さんにできるのかなと大雨

の被害までは順調でしたので、思っていましたけ

れども、ちょっとまたこのような残念な報告にな

ってしまいます。徐々に時間がたつごとに大雨の、

特に農作物の被害というのがやはり御答弁にもあ

りましたけれども、出てきておりまして、特に今

選果作業等も農協でピークを迎えているカボチャ

なのですけれども、やはりことしは腐敗がひどい

ということで、当然畑でも腐敗している状況、ま

た収穫できるものを農家の庭先で１週間ほど貯蔵

しておいてから農協に出荷するのですが、それも

農協の選果施設に入ると腐敗をしてしまう。それ

は選別した段階で市場に出荷するのですが、また

荷物が市場に着いた段階でもやはり腐敗がひどい

と。やはり本当にいつもの年と比べてそのような

腐敗が多いということで、担当者も非常に苦労し

ている状況であります。

そんな状況の中、やはりこれ今の段階ではなか

なか作物ごとの被害額も確定できない。バレイシ

ョもこれからどれぐらい品質低下があるのかどう

かというのも収穫が終わってみないとわからない

部分もありますけれども、支援のあり方等につい

ては次の１２月議会でまた議論させていただきた

いと思いますが、いずれにしましてもそれぞれの

被害に遭われた農家の方々にやはり最低限翌年の

再生産に影響がないような適切な対応をこれは改

めてお願いをしておきたいと思います。

今回の大雨の被害、昨年、一昨年ぐらいからそ

のような大雨降るようになりまして、やはり冠水

を繰り返している圃場も数カ所あります。御答弁

にもあったように、根本的、抜本的に地域全体と

して排水能力の改善は考えていかなければならな

いのですけれども、やはり早急に対応すべきもの

は早急に対応していただかないと、これは本当に

翌年の生産活動にも支障が出てくるという状況に

もなりかねませんので、そのあたり今回の２度に

わたる大雨の被害、場所等も把握されていると思

いますけれども、そのような対応をお願いしたい

と思いますが、御答弁のほう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） 本年度の８月の被害、

私どもも春先が順調でいっていて、ことしはとい

うことで期待をしていて、本当に残念な思いでい

っぱいでございます。今議員から御質問あった対

策ということで、農地の抜本的にということにな

ると、やっぱり基盤整備とかという事業になるの

かなというふうに思いますけれども、今現在国営、

道営を初めどんなものがあってということを調査

を行っている段階でございますけれども、議員も

御承知のとおりこの事業には一定の規模なり採択

要件がございます。さらには、地元負担もあると

いうことでございまして、今回の被害で一定の被

害箇所というものは私どももある意味把握をさせ

ていただいたということでございますので、この

ことで地域の方と十分やっぱり今回の災害を教訓

にして話し合いが必要なのかなというふうに思っ

てございます。それで、その中で地域としていろ

んな話し合いを持って何が必要なのかということ

も十分御議論いただく機会を設けなければいけな

いというふうに思っております。市としてもＪＡ

ともこの間災害後早急に話し合いもさせていただ
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いていますし、その中でも基盤整備等の重要性の

御相談をいただいておりますので、そういった情

報提供を含めて今後そういった対応を考えていき

たいというふうに思ってございますので、御理解

をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そのような対応がやは

り今後必要になってくるのかなというふうに思い

ます。地域の農業者の方もそれぞれの箇所、箇所

は冠水するところが決まってありますので、そう

いう箇所の早急な対応はそれはそれでしていただ

かなければならないのですけれども、今回こうい

う状況になった中で、やはり地域でも多数もう地

域全体でそういう抜本的な排水対策考えていかな

ければならないのだろうなというような声もたく

さん上がっているところであります。そういう部

分では、当然地域がまとまって全体の中で動くと

いうことがまず大前提になるのかなというふうに

思いますけれども、やはりこれは行政側にも今部

長おっしゃっていただいたように、地域の中に入

っていただいて、いろんな話をする中で本当に何

が必要なのか、何ができるのかというところをそ

れぞれ地域、行政、協力してこれから進めていっ

ていただきたいというふうに思います。また、そ

ういったことをこの地域だけでということではな

く、やはりこれは名寄市としても国または道に事

業の関係も含めて対策をとってもらいたいという

ことを強く要望をしていただきたいと思いますけ

れども、その辺に関して御見解があればよろしく

お願いします。

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） 各種事業等の関係に

つきましては、先ほどＪＡからも今回の災害に対

しての要望事項という中でいただいておりまして、

その中でも河川等の部分、さまざまな分野で御要

望をいただいております。そういう中で事業の部

分についてもまずは地域の皆さんとお話し合いを

させていただいて、本当に何が必要で、生産者は

もとより市なりＪＡを含めてどういったことがで

き、やっていくことがいいのかということを要望

活動を含めてやっていきたいというふうに思って

ございますので、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

今回のことを受けて一部ちょっと寂しい話では

ありますけれども、若い農業者の方も本当にこの

地域で農業をこれからやっていけるのかというよ

うな気持ちにもなりますよね、８月ああいう形に

なって、それがもう毎年続くわけですから。これ

からの若い人たちが意欲を持って取り組める地域

農業でなくてはなりませんし、子供たちが将来こ

の地域で農業をやりたいと思えるような地域農業

を私たちつくっていかなければならないというふ

うに思っていますので、短期的に見たことは当然

早急にしていかなければならないのですけれども、

やはり本当にここで長期的ビジョンに立った中で

対策を講じていっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、有害鳥獣の被害についてというこ

とであります。エゾシカなんかはどうなのでしょ

う。当市の状況、捕獲頭数もそれなりに駆除され

ている状況の中で、やはり私は一定の効果が出て

きているのではないのかなというふうに。鹿を見

ないのです。これは、反面ヒグマが出没している

からなのかなというふうにも思いますけれども、

一定程度のそういった対策の効果があらわれてき

ているのかどうか、その辺の認識について改めて

教えて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） エゾシカの部分は、

ここさきの捕獲の状況なんかも説明させていただ

きまして、有害鳥獣防止協議会の猟友会さんとの

協議の中でも定期的に行ってございますけれども、

その中でもエゾシカは減っているというようなこ

とをお聞きしておりますので、そういった意味で
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は一定の効果は出てきているのかなというふうに

認識しております。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） エゾシカ個体数が減っ

てきているのかなというふうに感じておりますけ

れども、反面やはりヒグマですよね。全道的に見

てもこれは個体数が減っている状況にはないとい

うような話も聞いておりますし、件数は昨年に比

べて少ないながらもやはり出没、スイートコーン

畑の周りを中心に食害なんかもあって出没してい

るというところなのだというふうに思います。い

ずれにしても、いろんな対策、電牧柵の対策等も

ありますけれども、ヒグマのほうも個体数を減ら

す努力をやはりいま一度していただかないと、多

分毎年毎年同じ熊が周辺スイートコーン畑を狙っ

て出てきているのではないかなと。年々足跡も大

きくなってきているような気がしますので、多分

同じ熊が出没している状況なのかなというふうに

思いますけれども、３カ所に箱わなを設置してい

るということでありますけれども、箱わなは今行

政で幾つ所有しているという状況になっているの

でしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時４０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。

山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 後ほど報告いただきた

いと思いますが、３カ所に設置しているというこ

とで、箱わな、多分３つではないはずですよね。

捕獲のための努力ということで、仕掛けたからと

いってそうそう簡単にかかるものでもないという

ふうには認識はしておりますけれども、やはりと

るための努力は最低限していただきたいなという

ふうに思います。ちょっと苦言みたくなりますけ

れども、出没情報があった中で担当者が農家の出

没した先に来られて、当然電牧柵を張ると一定程

度の効果はあると。やはり電牧柵を張ってもらう

しかないのだと。でも、わなも仕掛けられないの

かというふうに言うと、わな仕掛けてもかからな

いのだというような対応で、被害に遭った農家の

方がその対応に関して本当に捕獲する努力が全く

見えないと非常に憤慨していたというようなお話

を聞きましたので、やはり熊も頭いいですから、

そう簡単にはかからないのです。ただ、やはり捕

獲のための努力だけはしていただかないと、実際

近隣の町村では一定程度毎年捕獲をして、少しで

も個体数を減らそうというような取り組みがなさ

れているわけで、名寄市の場合２００６年、２０

０７年に数頭、２年間で４頭捕獲した以降、たし

か昨年遅くに１頭あったのかな。なかなかかから

ないという状況もわかるのですけれども、やはり

そういった捕獲に対する最大限の努力はしていた

だきたいというふうに思うのですが、御見解をよ

ろしくお願いします。

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） 先ほど御質問あった

箱わなの関係、６基保持しております。

それで、その中で先ほど申しましたけれども、

この間の取り組みとして情報があれば、先ほどの

取り組みは市の対応はお話しさせてもらいました

けれども、やっぱり猟友会の皆さんに御相談をし

て、どこが一番いいかという箇所を含めて御協力

をいただいて設置しているというのが状況でござ

います。そういった中でなかなか結果があらわれ

ないということで、特に名寄の場合は一番のスイ

ートコーンにつくということなものですから、朝

早くからの作業から本当に心配もあるのかなとい

うのは十分承知をしてございますけれども、でき

るだけ先ほど言いました箱わなは有効な措置とい

うことでございますので、努力はさせていただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。
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〇４番（山田典幸議員） ６基あるということで

すから、ぜひ３基遊ばせておかないで頻繁に出没

するところに設置して捕獲の努力をしていただき

たいと思いますし、近隣そういった捕獲をすると

めにいろんな努力をしているというような話もち

ょっと聞くこともありますけれども、例えば民間

の力をかりて、知恵をかりて、講習会なんかも開

催しながら猟友会の皆さんに勉強をしていただき

ながら捕獲に向けての取り組みをしているという

ようなお話を聞くこともあります。名寄市として

もそういった対応をぜひ工夫して、そういった取

り組みもしていってはどうかと思いますが、お考

えをお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） ヒグマの被害状況につ

いても大変深刻だというふうに私も受けとめてお

りまして、議員御指摘のとおりヒグマの個体数が

問題だということについては十分承知をしており

ます。エゾシカの対策、先ほど触れておられまし

たけれども、これも全道一円でそれぞれの対策を

講じた結果として総体のエゾシカが減ったという、

こういう事例もございますので、抜本的な対応と

いうのはやはりふえているだろうと思われるヒグ

マの個体数を全道的に減らしていくということが

まず急務かなというふうに思っていますので、こ

の点についてはぜひ北海道ともしっかりと話をさ

せていただいて、今後の対応に当たってまいりた

いというふうに思っているところであります。

さらに、箱わなのお話もございました。箱わな

については、それぞれ農業被害にかかわる対策と

いうことで、議員も御承知だと思いますが、鳥獣

保護法、狩猟免許法というのは一つの法律で、か

つ有害鳥獣にかかわる対策というのはその法律を

保護しないでできるという特別な措置ということ

ですので、一定の申請手続が必要になってくると

いうことで、そこが農業者の皆様にすると速やか

な対応になっていないのではないかというふうに

思われるかもしれませんが、一定の法律の手続を

とらなければいけないということもありますので、

そこは合法的な形で、どうすれば速やかにできる

のかということについてはこれからもしっかり対

応してまいりたいと思いますし、さらに先ほど申

し上げましたが、全道的な取り組みということで

考えたときにヒグマも一定程度テリトリーを持つ

という習性があるようですから、そういう情報を

含めて、さきにも講習会したことがございますの

で、近隣の方々あるいは猟友会の皆さんも巻き込

んだ中での有効な対策について今後進めさせてい

ただきたいと思いますので、この点については御

理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ぜひそういう形でよろ

しくお願いしたいと思います。多分被害に遭った

農家の方々、また地域住民の方も少しでもそうい

った結果が見えれば気持ちの中でも安心する部分

って出てくるのかなというふうに思います。一層

の努力をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。

それでは、教育の関係、教育行政の関係と最後

の智恵文地区の複合施設にかかわって、関連があ

りますので、多少質問が行ったり来たりするケー

スがあるかもしれませんけれども、御容赦いただ

きたいというふうに思います。それでは、地域の

複合施設の建設の要望を先般６月に出させていた

だいた中で、やはり申し上げたようにきっかけは

学校をどうするというところから始まりまして、

耐震化、改築が、小学校をどうするというような

議論の中で、それぞれ小学校教育、中学校教育も

地域に残したいと。その中で併置校で、単なる併

置校ではなくてやはり地域に根差した教育はどの

ような姿が望ましいかという中で、地域として小

中一貫教育を選択したという経緯でございます。

御答弁にあったように、智恵文地区小中連携とい

う面では、これはもうそれぞれ小規模で人数が少

ない中での教育環境でありますので、行事も一緒
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にやる中、やったりすることが通常ですし、ＰＴ

Ａ組織ももう小中一緒になっているという状況の

中、小中の連携はもう十分とれていると。やはり

一歩進んだ形で地域の特色ある教育を進めていき

たいという思いであります。

また、中１ギャップという問題に関しても、事

農村地域である智恵文に関してはここは問題にな

らないのだろうなというふうに認識をしておりま

して、地域独自の教育環境をやはりこれからの子

供たちによりよいものをつくってあげたいという

認識でそういった選択をさせていただいたという

ところであります。一貫教育を市内に導入するに

は、検討する課題がやはり多くあるというような

お答えでもありましたけれども、地域を指定して

導入に向けた検討をしていくという御答弁ありま

したけれども、私どもの地域、そういった地域で

そういう選択をさせていただきましたので、ある

意味智恵文地区を、智恵文小学校、中学校を指定

といいますか、その地域に限って導入に向けた検

討をしていくと、私どももそのような認識でいて

よろしいのかどうか、改めて具体的に御答弁のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今小中一貫教育にかか

わります一つのモデル校ということについての御

質問でございましたけれども、それも智恵文地区

のということでございますが、結論から申し上げ

ますと智恵文小学校と智恵文中学校は、私として

考えるには小中一貫教育のモデル校にはふさわし

いのでないのかなと考えておりまして、これから

そのモデル校として考えていくには大変ふさわし

い地域ですので、そのように対応していきたいな

というようなことで考えているところでございま

す。

智恵文小学校と智恵文中学校につきましては、

これまでも先ほど議員のお話にもありましたよう

に地域の人やもの、自然を生かした特色ある教育

活動に取り組んでいただいております。また、そ

の結果、子供たちの生きる力に大変大きな効力を

発揮しているのではないかなと思っていますし、

運動会や体育祭なども合同で実施しております。

また、小学校、中学校のＰＴＡの組織も一体化し

たということで、小中連携や学校と地域の連携が

かなり進んでいるという認識でおります。さらに、

智恵文地区の学校につきましては小規模の小学校

１校と中学校１校でありますので、今後小中一貫

教育を効果的に推進していくという素地というの

でしょうか、条件はかなり整っているのでないか

なと、そんなふうに考えているところです。今後

国では、仮称ですけれども、小中一貫教育学校の

制度化、これを目指すとのことでありますから、

名寄市におきましても小中一貫教育に関する調査

研究、これは進めていく必要があるだろうと考え

ていたところでございます。したがいまして、私

としては智恵文小学校と智恵文中学校は名寄市と

しての小中一貫教育のモデルにふさわしいと考え

ているところでございます。ぜひこれまでの小中

連携の取り組みの成果でありますとか課題を踏ま

えて、地域や小規模校の特性を生かしながら、義

務教育９年間、これを見通した教育目標の設定で

ありますとか、教育課程の編成、あるいは指導方

法、指導体制のあり方等について研究を深めてい

ただきたいなと、そんなふうに考えております。

そのためにも教育委員会といたしましては、小中

一貫教育にかかわっての全国的な情報の収集に努

め、実施内容や実施方法について精査するととも

に、学校に対しましても先進校、先進地域の情報

提供や教員の研修、あるいは９年間を通じた教育

課程編成に係る指導、助言等の支援をしっかりと

行っていきたいなと考えているところでございま

す。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 大変ありがとうござい

ます。そのようなモデル校にふさわしいというこ

とで言っていただいて、これは地域の保護者も大
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変喜ぶのではないかなというふうに思いますし、

地域としてもこれからどのような形で推進してい

くのか、これは逆に教育長初め教育委員会の皆さ

んにお世話になりながら、本当に地域にふさわし

い教育のあり方をともにいろいろ協議しながら模

索をして、その実現に向けて取り組んでまいりた

いと思います。今後ともぜひよろしく御指導お願

いしたいと思います。

それにあわせまして、複合施設が出てくるわけ

ですけれども、地域の意向は十分理解したという

ふうに受けとめていただいたのだと思います。確

かに超えなければならないハードルも多々あり、

低くはないのだなというふうに思っていますけれ

ども、これはまた行政の側も地域に積極的に入っ

ていただいて、地域と向き合っていただいて、私

どもも全て自分たちの地域の要望がかなわないと

全然だめだよというスタンスではありませんので、

そこはやはり行政側とできるもの、できないもの

というのも出てくると思いますし、当然財政措置

というものもこれから検討していかなければなら

ない行政側の課題だと思いますので、そういう形

でぜひ地域にしっかりと入っていろんな協議をし

て、まず半歩でも一歩でも進めていただきたいな

と。これは、庁内でそれぞれの部署で協議いただ

くのも含めてお願いしたいと思いますが、改めて

御答弁のほうよろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今複合施設の関係で

再質問をいただきましたけれども、先ほど申し上

げましたように非常に地域の熱意の高いものだと

思っておりますし、先ほど教育長から言われたよ

うにモデル的な部分もあると思いますし、さまざ

まな機能が入るということでありますので、その

一方でやはりハードルも高い部分もあると思いま

す。国の機関といってもいろんなセクションがま

ざるというのがあります。これは、先ほども言っ

た庁内ももとよりそういうふうになりますので、

そういったもののハードルも含めて調査をしなけ

ればいけませんし、議員が言われましたように財

源手当てについても複数の機能を持ちますので、

随分融通はきくようになりましたけれども、各省

庁のほうのどういった財源が確保できるのかも含

めてここは調査をさせていただきたいと思います。

その上で地域とも適宜意見を交換させていただい

たり、構想についてさらに深い話を聞かせていた

だく必要があると思いますので、順を踏みながら

内部での検討、さらには地域の意見交換を進めさ

せていただきたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 地域としては、これか

ら進むに当たって行政の皆さん方とお話し合いと

いうか、協議する準備は気持ちの中ではもう今で

もできていますので、そういう形でぜひ随時進め

ていただきたいというふうに思います。地域の中

でもこのことを実現させるためには解決しなけれ

ばならない課題も多々ありますので、地域として

もそのように進んでいきたいと思いますし、この

構想、計画に関しては建てて終わりということで

はなくて、やはり建てるまでの経過の中で地域住

民、私も含めて地域コミュニティーのあり方とい

うのを再認識していくというのが目的にもなると

思いますし、建ててからの活用というのも十分考

えていかなければならないところだというふうに

思います。

最後に、こういった地域の思いを６月２５日し

っかりと受けとめていただいたと思っていますが、

加藤市長にそのあたりの考え方を最後お伺い、御

答弁いただいて、終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 智恵文地域においてもい

ろいろな方もいらっしゃるでしょうし、さまざま

な考え方があると思いますが、その中で１つに地

域の総意として意見をおまとめいただいて御提案

をしていただいたということは、本当にすばらし

いことだと敬意を表するところであります。加え
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まして、小中一貫のモデル校という特色ある取り

組みの提案と。このことについては、今教育長も

モデル校としてふさわしいと。地域の総意である

ということと教育長の今のお言葉非常に重たく受

けとめさせていただきたいと思います。

臼田部長からお話あったとおり、今後具体的に

詰めなければならない問題もあると思います。智

恵文地域の人口の推計の問題であるとか、より具

体的な施設の中身の精査でありますとか、それに

伴って市全体の計画も見比べた中での計画の位置

づけもしていかなければならないというふうに思

っています。しっかりと受けとめさせていただき

ました。次期総合計画が２９年度からのスタート

でございますけれども、できるだけこの次期の計

画の早期に実現がかなうように地域とも精力的に

議論を重ねていきたいというふうに思いますので、

ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で山田典幸議員

の質問を終わります。

８月の大雨被害にかかわって外２件を、川村幸

栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点についてお伺いをいたします。

１点目、８月の大雨被害にかかわって伺います。

まず最初に、被害に遭われました皆さんにお見舞

いを申し上げたいと思います。

今回の大雨によりまして市民の皆さんから災害

の少ない地域だと思っていたがと驚きを隠せない

状況でおります。異常気象の中で私たちのまちで

も災害は起きるということを実感しました。さら

なる備えが急務となっています。

そこで、今回の大雨被害から学びながら、備え

を進めるためにお伺いをしたいと思います。１つ

に、被害地域の対応についてです。繰り返される

農業被害への対応について伺います。来年の再生

産に影響のないように、環境整備が急がれます。

関係機関への要望などの取り組みはどのように進

んでいるのか伺いたいと思います。農業関係者の

方からは、ＴＰＰ、農協解体などが言われる中で

農業への不安、将来への不安も広がっている。繰

り返される冠水被害で、その不安はますます広が

るのではないか、農業から離れてしまうのではな

いかなどの不安や懸念が出されているところであ

ります。また、徳田しらかば団地への対応につい

て、町内会からも要望も出されていると思います

けれども、被害を繰り返さない対策が急務です。

対応をお知らせください。

２つに、避難者への対応について伺います。高

齢者の方々への避難誘導、声かけはどのように行

われたのかお伺いします。災害時要援護者の方た

ちへの対応はどうであったのか、また避難所での

声かけ等についても伺います。避難された方々の

中には、不安でたまらなかった、他の被災地域の

方々の不安な気持ちがよくわかったなど切実な声

をお聞きしているところであります。また、女性

職員の配置等についてもお聞かせください。

３つに、今後の対策として自主防災組織への支

援について伺います。智恵文八幡の全戸避難を教

訓にしたいと考えます。私が住んでいます東１２

区町内会や旭東北区など名寄川の増水に不安が広

がりました。自主防災組織への関心は非常に高ま

っています。行政としての支援についてお知らせ

ください。

大きい項目２つ目、子供に優しいまちづくりを。

この間子供の貧困問題を含め子育て支援について

幾度となく取り上げさせていただいてまいりまし

た。今子供の貧困が最悪の状況であるといいます。

私たち日本共産党名寄市委員会でこの夏に行いま

した市民アンケートにも子育てに関する要望が非

常に多く寄せられているところであります。

そこで、子供の権利条例制定の考えについてお

聞かせください。まち全体で子供の育ちを考える

子供に優しいまちづくりを目指し、子供の権利条

例の制定の考えについて再度お伺いをいたします。

この７月、政務活動費を活用させていただき、平

成２４年１２月２５日に子どもの権利条例を制定

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号



－170－

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

した青森市を視察させていただきました。青森市

では、１１月２０日を子どもの権利の日と定め、

子どもの権利擁護委員と調査相談専門員による子

どもの権利相談センターを設置するなど、子供に

優しいまちを目指して子どもの権利条例を生かし

た取り組みを進めていらっしゃいます。次世代育

成支援後期行動計画が最終年となっています。前

回の質問には、内部で研究を重ねながら検討した

いとの答弁でした。改めて子供の権利条例制定の

お考えを伺います。

大きい項目３つ目、北海道電力の再値上げにか

かわって伺います。１つに、市民の暮らしへの負

担について伺います。市民の暮らしの中では、特

にオール電化を取り入れた方々からは詐欺に遭っ

たようだと、こういった声が非常に多く聞かれま

す。また、市立病院を含め市関連の施設への負担

増も膨大となっていると先日の御答弁でありまし

た。苫小牧の岩倉市長が８月２６日、根本的に見

直すことを強く要請する申し入れ書を北電社長に

提出しています。８月３０日の名寄市での説明会

で、市は２年連続の値上げは考えられない。家庭

への影響ははかり知れず、効率化を進め、中止す

べきと反対したと地元紙が取り上げられています

けれども、名寄市としてきっぱりとした姿勢をと

ることが必要ではありませんか。お考えをお聞か

せください。

２つに、再生可能エネルギーへの転換計画の推

進について伺います。北電は、泊原発再稼働がで

きないから再値上げ申請に踏み切った。泊原発が

再稼働後、少しでも早く値下げしたいなど再稼働

を条件に値下げをちらつかせるなど企業努力はみ

じんも感じられません。どの世論調査でも原発の

再稼働反対が半数を超えています。本道小売業の

トップ、アークスの横山清社長は、長期的な視点

に立てば人類の未来にかかわる問題だから、原発

みたいに危険なものは諦めたほうがいいと、この

ように述べていらっしゃいます。また、８月２３

日、青森市では脱・原発依存社会の実現を目指す

方針、青森市再生可能エネルギー戦略の年内策定

に向けて再生可能エネルギーフォーラムを開催し

ています。３名の講師が講演をされています。そ

の中の一人が南相馬市の桜井市長です。桜井市長

は、４０年しかたっていない原発によって ００

０年以上の歴史を持つまちが破壊された。このよ

うな中で再稼働させるのは世界の恥だと話されて

います。青森市の鹿内市長は、市民の安全、安心

を守るため市として原発に依存しないまちづくり

を目指していくと宣言しています。

今名寄市では、新エネルギービジョンのもと、

太陽光発電システム設置補助金交付事業などを進

めています。市内でも太陽光発電の設置が進んで

います。新たに建設予定の南小学校、市営住宅へ

の太陽光発電の設置についてのお考えを改めてお

伺いをします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

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） 川村議員からは、大

項目で３点について御質問をいただいております。

大項目１、小項目１は私から、小項目２と３、さ

らに大項目３は総務部長から、大項目２は健康福

祉部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

大項目１、８月の大雨被害にかかわって、小項

目１、被害地域の対応について申し上げます。８

月における農業被害では、市内においても大きな

被害となったところです。特に２度の被害を受け

た智恵文地区では、現在収穫作業が行われており

ますが、カボチャ、バレイショにおいては病気の

発生や腐敗による被害が見受けられることから、

生産者の被害は大きいものと認識しております。

ここ数年の天候不順による被害のほか局地的な大

雨による被害が発生していることから、中小河川

を含めた排水対策の重要性を認識しているところ

です。今回の災害においては、道北なよろ農業協

同組合とも被害状況や生産者の状況を含め今後の



－171－

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

対応についても協議もしてきたところです。その

中では、用排水対策や河川内の木の伐採等を初め

今後の災害対策への要望もいただいており、北海

道を初めとして関係機関への要望も引き続き行っ

てまいりたいと考えております。現況の農業を取

り巻く状況は変革期を迎えており、現在交渉が行

われているＴＰＰ等の問題もあり、近年の自然災

害を含めて生産者においては今後の農業や将来の

不安などが懸念されるところですが、ＪＡを初め

関係機関とも十分協議を行いながら、今後の対策

について検討してまいりたいと考えております。

また、将来を見越した排水対策等については、

一定の年数を要することから、被害地はもとより

地域全体で協議していくことが重要であると認識

しておりますので、御理解をお願いします。

以上、私からの答弁いたします。

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、引

き続きまして小項目の２、避難者への対応につい

て申し上げます。

今回の大雨における避難誘導に当たりましては、

各町内会における声かけや関係機関による訪問等

が行われたところでございます。災害時要援護者

への対応といたしましては、豊栄地区では町内会、

民生委員がそれぞれ巡回をいただき、災害時要援

護者の避難はもとより実際の避難に当たりまして

は災害弱者の方をお隣の方が自動車で運搬された

と伺っております。避難所内におきましては、ま

ず早急な対応が必要となります毛布、飲料水、食

事などの配給を優先して行うとともに、保健師を

派遣しまして健康面にも留意をさせていただいた

ところでございます。

なお、５日の大雨の際は、夕方に避難勧告を解

除した後に各避難所において避難者がいないこと

を確認し、閉鎖の手続をとりました。しかし、夜

間不安を感じられる市民がおられましたので、避

難所を開設し、お泊まりをいただいた経過もござ

います。また、不安が強い高齢者などへの対応と

いたしましては、女性職員の配置が適していると

いう傾向がございますので、今後は今回の経験を

生かしながら女性職員を含めた人員配置も検討し

てまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、自主防災組織への支援につ

いて申し上げます。８月４日から５日にかけての

自主防災組織の活動事例を挙げさせていただきた

いと思いますが、東地区におきましては１３区の

自主防災組織が名寄川の増水に対しましてみずか

ら避難判断水位を設定し、河川監視を行いながら

自主避難を判断、実行するために活動いただいた

ところでございまして、河川の増水中も市へ水位

の状況を確認しながら情報収集し、活動いただい

たところでございます。このことを通じ、市が保

有する気象情報や河川の水位及びその後の気象情

報など必要に応じて自主防災組織へ情報提供する

ことの大切さを改めて認識するとともに、自主防

災組織における情報分析あるいは情報の理解につ

きまして、人材の育成も必要と考えるところでご

ざいます。

また、智恵文八幡地区におきましては、平成２

４年度に土砂災害に係る防災訓練を実施しており

まして、その経験を生かして一斉に、かつ迅速に

避難できたことは他の地区のモデルとなる取り組

みであるというふうに理解をしてございます。八

幡地区の５日と２４日の大雨の際の避難行動は、

避難所が少し遠い智恵文支所となりましたけれど

も、短時間で状況を理解され、避難をいただいた

ことは訓練の成果と捉えておりまして、２４日の

避難行動が５日の避難行動よりもさらに迅速だっ

たことからも改めて訓練や経験の大切さを感じた

ところでございます。

今回名寄川の増水で住民の皆様に大変不安があ

ったことも承知しておりますが、大きな河川の氾

濫時には自主防災組織などの自主的に活動ができ

る組織の役割が大変重要だと考えておりますので、

今後とも継続して自主防災組織の育成に取り組み、

いざというときの避難時の連絡体制やいち早く避
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難するという体制づくりについて検討してまいり

たいと考えております。

また、今後は自主防災組織の中心で活躍する人

材の育成も大切であると捉えておりますので、防

災知識や気象情報の理解を深めるために何ができ

るかを研究しながら、また各種講習会及び資格取

得講習会等の情報を提供しながら、検討を進めて

まいります。

次に、大項目の３、北海道電力の再値上げにか

かわってについて申し上げます。まず、小項目の

１、市民の暮らしへの負担についてでございます

が、御案内のとおり北海道電力は平成２６年７月

３１日付で経済産業大臣に電気料金の値上げ申請

を行い、規制部門である家庭向け電気料金で平均

１ ０３％、月額 ０００円程度の引き上げ、オ

ール電化住宅では最適とされ、利用者が最も多い

ドリーム８のモデルケースで２ ５５％、月額に

して ０００円程度の負担増とされ、大きな影響

を受けることとなります。また、市公共施設の影

響につきましては、４１施設合わせまして年間で

おおよそ ８００万円、率にして約２０％の負担

増と試算をしており、これら大幅な値上げは家庭

や企業に重くのしかかることとなります。このこ

とから、８月３０日に北海道電力が開催をしまし

た電気料金値上げ申請に関する説明会に参加をい

たしまして、同席上におきまして２年連続の値上

げは家庭や地域経済に対し甚大な影響を及ぼすも

のであり、到底認められるものではないと今回の

値上げに対して強く中止を求めているところであ

ります。電気料金の値上げの手続は、今後経済産

業省と消費者庁の協議を経まして、経済産業大臣

が認可を行い、値上げの実施時期や値上げ幅も決

まることになりますが、本市といたしましてはこ

の電気料金再値上げに伴う家庭や企業における影

響の大きさを踏まえ、電力会社にさらなる企業努

力を求め、値上げの中止や少なくても値上げ幅の

引き下げを行うようさまざまな機会を通じ関係機

関と連携して要請をしてまいります。

次に、小項目の２、再生可能エネルギーの転換

計画の推進について申し上げます。現代社会にお

ける電気は、国民生活のライフラインとしてはも

とより企業の経済活動などあらゆる分野において

不可欠となっており、電気を含めたエネルギー政

策は国がその責務を負い、電気事業者とあわせて

安定的に供給される必要があります。また、その

エネルギー供給の方法につきましては、国民に広

く知らされ、十分議論される必要があり、安全の

確保はもとより環境への適合の観点からは再生可

能エネルギーの普及も重要と考えるところでござ

います。このことから、本市におきましては、平

成２５年２月に名寄市新エネルギー・省エネルギ

ービジョンを策定し、以降これに基づく施策を推

進しているところでございます。具体的には、１

件当たり２８万円を上限とする名寄市住宅用太陽

光発電システム設置事業を実施しておりまして、

平成２５年度の実績では交付決定で１２件、補助

金で３００万 ０００円となっており、本年度は

これまでに交付決定１２件、補助金で３２４万

０００円の交付決定を見込んでいるところでござ

います。

太陽光発電につきましては、当該事業のほか名

寄小学校屋上に１０キロワットのパネルを設置し

ているほか、市内民間企業が設置したメガソーラ

ー発電施設に対しては土地の貸し付けや支援を行

い、その普及促進に努めているところであり、こ

れに続く市内業者もあらわれているところでござ

います。また、太陽光以外にも雪氷熱を利用した

農作物貯蔵施設のほか、木質バイオマスにつきま

しては昨年度その導入に向けた利活用調査を実施

しておりまして、本年度安定的な燃料確保のため

の体制づくりや施設導入のための具体的な方策を

検討しているところでございます。

なお、お尋ねのありました名寄南小学校新校舎

や公営住宅建てかえにおける新エネルギーの活用

につきましては、公営住宅につきましては設置に

係る工事費が交付金の対象とならないため、設置
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計画はございませんが、名寄南小学校につきまし

ては名寄小学校と同様に子供たちへの環境教育教

材として活用することを目的に太陽光パネルの設

置を予定しておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

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） 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の子供に優しいまちづくりを、小項目１の子

供の権利条例制定の考え方について申し上げます。

１９８９年、第４４回国連総会において採択さ

れた児童の権利に関する条約、通称子どもの権利

条約では、子供を一人の権利主体として捉え、生

きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権

利の４つの柱に要約される子供の権利を保障して

おり、日本は１９９４年に批准をしました。現在

子供を取り巻く環境は、核家族化の進展や生活様

式の多様化に伴い、家族団らんの減少、地域のつ

ながりの希薄化、さらには深刻化する子供の貧困

問題など社会的支援が必要な子供がふえており、

国の総合的、実効性のある対策が求められており

ます。本市は、平成２２年に策定した次世代育成

支援後期行動計画に５つの基本目標を掲げ、子供

の育ちや子育て支援など次世代育成の取り組みを

進めてきたところであり、本年は同計画の最終年

となりますので、計画の検証や事業の評価を実施

してまいります。

子どもの権利条約は、子供の生存、発達、保護、

参加という包括的な権利を実現、確保するために

必要となる具体的な事項を規定しております。条

約の第３条には、子供にかかわることについて、

それにかかわる大人が関与する場合、現在や未来

において子供の最善の利益をもたらすような関与

をしなければならないとする考え方が示されてお

ります。平成２４年８月に交付された子ども・子

育て支援法に基づく基本指針は、子供、子育て支

援については子供の最善の利益が実現される社会

を目指すとの考えを基本に、子供の視点に立ち、

子供の生存と発達が保障されるよう良質かつ適切

な内容及び水準のものとし、障害、疾病、虐待、

貧困、家族の状況、その他の事情により社会的な

支援の必要性が高い子供やその家族を含め、全て

の子供や子育て家庭を対象とすることが求められ

ております。現在本市では、昨年１１月１日に設

置した名寄市子ども・子育て会議において平成２

７年４月からの計画となる名寄市子ども・子育て

支援事業計画の策定作業を行っているところです。

この支援計画の根拠法となる子ども・子育て支援

法の基本指針に則して、子供の安心して生きる権

利、自分らしく生きる権利、豊かに育つ権利、参

加する権利など子供にとって大切な権利を掲げ、

名寄市子ども・子育て会議で議論いただきながら、

名寄市子ども・子育て支援事業計画を策定してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問と要望をさせていただきた

いと思います。

まず最初に、８月の大雨被害にかかわってであ

ります。さきの山田議員の質問の中でも農業被害

への対応等十分にお話がされていたかというふう

に思います。関係機関への要望のところでいいま

すと、私たち日本共産党の国会議員団としても政

府交渉を行いました。また、河川整備費の増額等

強く求めていく必要があるというふうに考えてい

ますので、さらに国、道に向けてというお話でし

たので、関係機関、ＪＡの皆さん、また農業従事

者の皆さんのお話もしっかり受けとめながら取り

組んでいただきたいというふうに思います。

避難対象者への対応についてであります。先般

からの一般質問の御答弁で、あらゆる媒体を使っ

て避難誘導を行ってきたというお話がされていま

した。ただいま御答弁いただいた中でも避難者へ

の対応について保健師の派遣も行われたというよ

うなことが話されていました。やっぱりこういう
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本当に避難された方々へ心を寄せて支援をしてい

く、ここが大きいかなというふうに思っています。

女性職員の配置、今回なかったのでしょうか。今

後考えていきたいということだったのですが、こ

このところをもう一度確認をしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 女性職員の配置とい

うことでありますけれども、先ほど申し上げまし

たように保健師については当然配置をさせていた

だきましたし、ほかにもこれは管理職が中心とな

りますけれども、女性職員の配置も含めて対応さ

せていただいたということでありますので、御理

解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私も東日本大震災の後

取り上げさせていただいて、やはり女性が持って

いるあらゆる困難さ、そんなこともあって、ぜひ

女性職員の配置をということで求めさせていただ

いたところでありますが、今回保健師も一緒に配

置をいただいたというところら辺では非常にうれ

しく感じているところですので、引き続きまたあ

らゆる場面で対応していただくことをお願いをし

たいというふうに思っています。

あと、土砂災害についてなのですけれども、年

配の方々から弥生地区や瑞穂地区など土砂災害の

危険はあるのではないかと。広島の災害を見て、

非常に不安を寄せられているところです。国土交

通省の全国土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域

についての緊急点検の実施要請によって、名寄市

も危険箇所２５カ所ですか、ホームページに公開

されていました。地元紙の報道では住宅に近いと

ころが２カ所であると。現地確認をし、市で単独

で行うのか、道と連携するのか協議中というよう

なことが記載されていましたけれども、地域の方

々の不安も大きくあるかと思います。土砂災害の

対策で大事なことはというと、今回広島のことで

もはっきりしたかなと思うのですが、危険箇所を

周知させる、避難対策を整備する、施設整備を行

うというようなことだというふうに思うのですが、

早急な現地確認、必要だというふうに考えるので

すが、ここの部分についてお知らせください。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員がおっしゃるよ

うに、土砂災害一度起きると大変被害も大きいと。

礼文島の例なんかを見ましても本当に島全体が土

砂で埋まるというような、そんなような非常に大

きな災害につながるということでありますので、

注意を持って当たらなければいけないというふう

に思っております。議員が先ほど言われたとおり、

名寄市においては２５カ所が危険のところに指定

をされているという状況になっております。１カ

所につきましては、これは警戒区域ということで、

皆さん御存じの智恵文の八幡地区がこれに当たる

ということであります。ちょっと指定のレベルは

違いますけれども、それ以外にも２４カ所あると

いうことで、さきの災害を受けて国あるいは道の

ほうで改めて危険への注意喚起も含めて公表した

ということでありまして、市もこれに倣いまして

早速ホームページのほうで公表させていただきま

したし、来月の広報でもこの分については周知を

させていただきたいということで、今作業を進め

ているところであります。間に合わなければ翌月

になるかもしれませんけれども、広報も通じて改

めて周知をさせていただきたいということであり

ます。肝心なのは、この２５カ所のうち住宅が近

くにあるところがないのかという、この確認が議

員がおっしゃるように非常に喫緊の課題かなとい

うふうに思っておりまして、１カ所の八幡につい

てはもう指定をされておりますし、この間も訓練

をさせていただいておりますので、間違いないと

いうことでありますけれども、危険な箇所につい

ては担当のほうを早速巡回をさせまして確認をさ

せていただいております。私どもの認識の中では、

八幡以外にはもう一カ所あると思っています。こ

れ風連の日進、東生地区になりますけれども、そ

この地区で１カ所あるという認識でおりますが、
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この後また道のほうともこの調査については協力

いただけるという話もいただいておりますので、

私たちだけではなく道からの協力もいただけるの

であれば、改めて道も含めてより精度を高めると

いう意味で調査を重ね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） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今調査に入り、また道

の協力も得ながら確認作業を進めていくというよ

うなお話でしたので、本当に早急に進めていただ

きたいというふうに思います。本当に事故があっ

てからでは遅いということは、もう皆さん御承知

のとおりであります。広報でもお知らせするとい

うことでしたので、知らせることがいいのかどう

かという議論も報道にありましたけれども、やは

り危険なところは危険だというふうに周知をして

いくところが私は大事ではないかなというふうに

思っていますので、さらに進めていただきたいと

いうふうに思います。

それからあと、続いて自主防災組織への支援に

ついてなのですけれども、先ほど１３区町内会の

自主避難の経験等お聞かせをいただきました。ま

た、智恵文八幡地区の全戸避難、私もテレビニュ

ースで見せていただきましたけれども、一昨年の

防災訓練が功をなしたというふうに地元の方がお

っしゃっている姿、本当に教訓だなというふうに

受けとめさせていただきました。この中で、ただ

いまの答弁の中でリーダーになるような人材の育

成をということで、研修会等々ということがお話

しされていました。ここのところをもう少し詳し

くお話をいただければと思いますが。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織につい

ては、この間も答弁をさせていただきましたけれ

ども、地域みずからが共助の中で命を守って、皆

さん安全に逃げていただくという意味で非常に大

切だと思っています。さらに、自主防災組織の活

動を高めるという意味においては、その中で中心

になる方がやはり一定の知識なり、経験はちょっ

とあれかもしれませんけれども、知識等を持って

いる必要があるというふうに思っておりますので、

これについては私ども単独ではなかなかできませ

んけれども、道等の機関の中でそういった研修会

等もありますので、そういったところの参加につ

いても呼びかけて、その中で知識を広めていただ

いて、情報に対する理解も高めていただいて、災

害に備えていただきたいというふうに思っており

ますので、これについても改めてさまざま媒体も

使って、あるいは町内会等の意見交換の場もあり

ますので、そういった機会を使いながらＰＲをさ

せていただき、参加いただけるように呼びかけて

まいりたいと思います。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） やはりリーダーとなる

人材育成ということでした。そういった中で防災

訓練が本当に非常に有効だったというのを改めて

実感しているわけですが、これから自主防災組織

をつくっていこうというときの行政としての支援、

そういったところを詳しくお聞かせをいただきた

いと思っています。これ防災訓練、防災だけでな

くて高齢者が多くなる中で、地域の中で災害ばか

りでなくていろんな部分でも活用がされていくの

ではないかというふうに考えていますが、その部

分についての自助、共助、言われました。やっぱ

りこれを高めていくには公助が欠かせないという

ことで、支援のところ、どのように考えているの

かお知らせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織の育成

に向けての市の支援ということでありますけれど

も、ここにつきましては既存の制度の中で、額は

小さいですけれども、自主防災組織はお使いいた

だけるような支援策もありますし、場合によって

は地域連絡協議会ございますけれども、地域連絡

協議会という一定のまとまりの中で取り組んでい
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ただければ地域連絡協議会としての支援策もあり

ますので、財政的な支援としてはこれらによって

支援をしてまいりたいというように思っておりま

す。また、自主防災組織を立ち上げるときについ

ては、それに係るノウハウや、あるいは知識等も

必要だと思いますので、これらについてはまた別

の形で情報提供もさせていただきたいと思います

が、担当部局もありますので、担当部局のほうに

御相談いただければ、その都度応じて、一度にた

くさん来るとすぐは回り切れないかもしれません

けれども、そこは御相談をいただいて、人的な支

援も含めて御相談に乗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） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） もう一点お伺いをしま

す。情報伝達ということで、防災ラジオのことが

お話しされていました。町内会ごとに３台の配付

を予定だと言われていますけれども、町内会の世

帯数や、また増水、土砂災害等予想される、近い、

そういった地域などなどによっては、満遍なく３

台というのはどうかというふうに私は思っている

のですが、やっぱり町内会と御相談の上、配付台

数、また使用する状況なども御検討いただいて、

支援もしていく必要があるかなというふうに思う

のですが、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） 今回今年度中に防災

ラジオのほうについては町内会のほうに配付をさ

せていただきまして、運用開始をしていきたいな

というふうに考えております。これの配付の考え

方ということでありますけれども、今現在は各町

内会にも３台ということで考えております。個数

あるいは地域の広さ含めて、そこに差があるとい

うことについては私ども認識をしておりますけれ

ども、ラジオがこれはもう夜中でも自動的に音が

出るということもありますので、果たして多くの

方に一遍に配付することが逆に混乱を招かないか

というところの不安も実は持っておりまして、今

回まずは試験的というものも含めて町内会の役員

さんを中心に、そこは町内会のほうにお任せした

いと思っていますけれども、３台を配付をさせて

いただきたいと思っています。また、役員の人数

については、構成については町内会の人数が多い

少ないにかかわらず一定程度決まっているのかな

と思っておりますので、そういったところも含め

てとりあえず当初については一律３台を配付させ

ていただきたいと思います。また、その状況等を

見ながら、その後の対応については検討もさせて

いただきたいと思いますので、御理解をいただけ

ればと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今３台ずつというお話

の中身を理解したところですが、今後やはり町内

会の皆さんと密に連絡とりながら、御相談されな

がら進めていっていただくことをお願いしたいと

いうふうに思います。

次に、２つ目の子供に優しいまちづくりをとい

うことで、子供の権利条例制定の考えについてお

伺いをさせていただいたところでありますが、今

健康福祉部長からの御答弁では、子供の権利条例

の制定については今のところは考えがないという

ふうに受けとめていいのだというふうに思います

が、子ども・子育て支援法についての支援事業計

画、また条例等審議中でありますので、ここには

さわるつもりはありませんけれども、今紹介しま

した青森市の条例制定の背景、経緯、少し紹介を

させていただきたいと思います。先ほど御紹介あ

ったように、１９８９年に国連で条約が採択され、

９４年に日本が批准しています。しかし、子供の

権利保障が宣言されているにもかかわらず、依然

として家庭における児童虐待や学校等におけるい

じめが相次ぐと。子供の権利侵害が社会問題にな

っているということから、青森市では平成２２年

１１月に市民意識調査を行っていらっしゃいます。

子どもの権利条約について認知度、知っていると

答えた方が２ １％であって、８割近くが知らな
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い状況だったということで、青森市は２３年１０

月に子ども総合計画後期計画の基本理念の中であ

る子供の最善の利益に基づく具体的な施策の一つ

として権利条例を制定し、子供の権利尊重につい

ての明言化を図ったというふうに言われています。

先ほど御紹介した私たちが取り組んだアンケー

トにも実はこんな御意見が出されています。今後

ますます共働きの若い夫婦世帯が増加します。子

育て支援策は喫緊の課題だと思っています。名寄

は、子育て支援のまちと言われるほど徹底特化し

てはどうでしょうか、こういった御意見も市民の

方から寄せられているところであります。あわせ

て、ある電話相談にかかわっている方のお話なの

ですが、守秘義務がありますので、詳しいことは

話せないけれどもといいながら、相談内容のもと、

基本はまさしく人権にかかわっているというふう

におっしゃっています。生きる権利、育つ権利、

守られる権利、参加する権利、子供にとって大切

とされる４つの権利を保障する子供の権利条例制

定が求められているのではないでしょうか。改め

てお伺いします。

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） 子供の基本的人

権の尊重ですとか、子供は誰もがかけがえのない

存在でございまして、生まれながらにして権利主

体であるということは憲法、そして子どもの権利

条約で保障されていると認識しております。先ほ

どお答えいたしました子供の大切な４つの権利、

それを基本としながら、家庭、学校、地域におけ

る虐待ですとか、それから体罰の禁止、それから

いじめの防止、地域での居場所づくり、また参加、

意見表明の機会などについては関係部局と協議を

いたしながら、現在策定を進めております名寄市

子ども・子育て支援事業計画への位置づけなどに

ついて今後名寄市子ども・子育て会議の中で委員

の皆様の御意見をいただきながら考えてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほども言いましたよ

うに、子ども・子育て支援法に対する支援事業計

画、これからですので、多くは言いませんが、子

供の権利をしっかりその中に入れていくというあ

たりでは、やはり子供の権利条例が非常に大切な

のだというふうに思っています。どのような意味

を持ち、そして条例がどんな役割を持つのかとい

うことが非常に求められていくのだというふうに

思います。青森市の場合もそうですし、隣の士別

市もつくられていますが、条例の前文の中にしっ

かりと示されていて、そして子供たちはもちろん

市民皆さんに子供の権利、先ほど御紹介した４つ

の権利を含めてお知らせをしているというところ

であります。子供の権利についての市民の皆さん

の理解も必要ですが、青森市では聞き取り調査も

行っていまして、その中には子供の権利というふ

うにすると子供の権利を声高に主張して権利の濫

用を招くことになるというような、そんな御意見

もありましたけれども、条例制定に向けてのプロ

セスの中で、やはり人権として大人も子供もとも

に理解をし合っていくということが非常に大切で

あるということが見てとれるというふうに私は思

っています。

そういった中で、青森市の子どもの権利相談セ

ンターについてちょっと御紹介をさせていただき

ます。子どもの権利相談センターは、これは権利

条例をもとにつくられた相談センターなのですが、

子どもの権利擁護委員として弁護士、大学教員、

そして臨床心理士が当たっています。調査、相談

専門員として市の嘱託職員が当たっていて、基本

姿勢に先ほど健康福祉部長もおっしゃっていたよ

うに子供の最善の利益を優先する。そして、子供

一人一人が権利の主体として尊重される。子供の

成長と発達に配慮した支援、これを基本姿勢に権

利相談センターを開き、子供にも周知をし、市民

の皆さんにも周知をしているというふうな状況に

あります。やはり今虐待の問題、そして学校での

いじめの問題、また貧困の問題、あわせるとやは
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り生まれてきてよかったと。一人の人、人権とし

て、人として大切なのだというふうに思える、そ

ういった保障していくための権利条例が必要だと

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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今御紹介いただ

きました青森市の子どもの権利相談センターです

か、その部分につきましては当市におきましては

こども未来課に家庭児童相談員及び母子自立相談

員を配置しておりまして、就学前の子供に関する

養育相談から虐待、ＤＶ被害に至るまで幅広く相

談に応じさせていただいております。また、教育

部の児童センターでは就学後の児童に対しまして

ハートダイヤルによる相談体制を整えさせていた

だいておりますので、今後とも子供の最善の利益

が守られますように努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 確かに相談する場所も

あるのですが、やはり１つ子供の権利を守るとい

うところの相談活動が必要だということで、弁護

士も含めて専門家が当たっているといったところ

が大事ではないかというふうに私は思っています。

さらに御検討をいただくことを強く求めて、次に

行かせていただきたいと思います。

３つ目の北海道電力の再値上げにかかわって再

質問をさせていただきます。先ほども御紹介しま

した苫小牧市長の北電社長への要請申し入れ、こ

れは異例だというふうに私は思っています。市民

や企業に到底理解が得られないと。道内一の製造

業のまちの市長としての申し入れだったというふ

うに考えています。市民の皆さん方からは、これ

以上の節電はもう無理だよねというような声がた

くさん寄せられているところであります。私たち

も今反対の署名もお願いしているところですけれ

ども、こういった声をどう受けとめていくのかと

いうことが大切かというふうに思います。今いろ

いろマスコミ等で報道されていますけれども、地

域独占と言われた北電から北電離れが進んでいる

と言われています。各自治体においてもあらゆる

手だてを進めているようですけれども、さきの一

般質問の御答弁の中で節電の徹底や他市町村を参

考に研究していきたいという御答弁がありました。

９月４日に上川管内の１９の町村の町村長会議が

行われ、再生可能エネルギーを活用した地域振興

策をテーマに開かれたと報道されていました。こ

の狭い中でも下川町を初め和寒、木質バイオエネ

ルギーの施設の建設を初め、また昨年私も視察を

させていただき、御紹介させていただいた南富良

野町の木質バイオマスエネルギーや原料チップの

乾燥に雪氷エネルギーを使っている。また、上富

良野町では地下熱ヒートポンプを設置するなどな

ど紹介がされていたところであります。さらには、

充電を行わないで自家使用するオフグリッドにつ

いても今支援等、調査研究も進められ、各地域で

取り組みも始まっているようですが、こういった

部分への支援の考え、また新電力の活用、こうい

ったことにも視野を広げているという自治体もあ

るというふうに報道されています。こうした部分

へのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 北電の値上げに対し

ては、さまざまな意見があるというふうに認識し

ております。議員がおっしゃいますように、値上

げに対して生活から、あるいは経済活動から非常

に厳しいのだという声が多数寄せられているとい

うことで、けさほどの新聞にも出ていましたけれ

ども、その声を受けて北電のほうで値上げについ

て緩和措置を考えるというような、そういったと

ころが北電側から出ておりますので、そこについ

ては今後注視をしながら見ていかなければいけな

いのではないかなと思いますし、市としても北電

に対しては先ほども申し上げましたように、今回

の値上げについては市民生活あるいは経済活動を

考えて非常に厳しいので、ぜひというお話をして

いますので、そういった声も一つの要因となって
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反映がされたのかなというふうに考えているとこ

ろであります。ただ、現実としては、前回、さら

に今回値上げがあると思いますので、そこへの対

応ということです。これについて竹中議員のとこ

ろでもお話しさせていただきましたけれども、当

面についてはなかなか吸収する策がございません

ので、市民のほうにも転嫁はしませんけれども、

そこは市のほうで支出増についてはやむを得ない

のではないかという考え方していますけれども、

一方では新電力という考え方も議員がおっしゃる

ようにありますので、ここについては今現在調査

をさせていただいております。隣の士別市でいき

ますと導入している部分がありますので、これを

例にしますと電気料金でおおむね ５％下がると

いうことであります。本市に置きかえますと３０

０万円程度恐らく圧縮できるのかなというふうに

思いますけれども、ただそういうメリットの一方

でデメリットはないのかどうかというところの検

証も必要だと思いますので、ここも含めた上で新

電力の導入については引き続き調査研究をしてま

いりたいたいなというふうに思っております。

もう一つは、オフグリッドの関係の御提案をい

ただきました。これについては、電力会社とは別

に自分で電力を起こして、それを使うということ

であります。山道での道路標示の関係とか、ある

いは家庭でも一部の電力をこれで賄うということ

で、ニーズが出てきているよということで私ども

認識しております。ただ、家庭全部を賄うとなる

と、これちょっとオフグリッドと離れるのかもし

れませんけれども、全体を賄うとどうなるかとい

うと、これは当然太陽光のパネルがこれまで同様

に必要ということとプラス蓄電池が必要になると

いうことになります。私どもも十分な知識は持っ

ておりませんけれども、この蓄電池の価格がかな

り高いと。安いものでも１００万円近いと。容量

によってはもう２００万円、３００万円。高いも

のでは ０００万円近くになるものもあるという

ことであります。それとあわせて蓄電池の今現在

の状況でいうと、施設の耐用年数がどの程度ある

のかというのについても、これもまだ十分な検証

がされていない状況にあるというふうに私ども認

識しておりますので、現段階の中で市として誘導

する施策については時期尚早かなというふうに思

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） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 新電力の件でいいます

と、やはりメリットもあればデメリットもあると

いうのはもう明らかになってきているのですが、

そこのところを小さくというようなことも言われ

ています。そうした中でもやはりこちらに動かざ

るを得ない状況が今値上げの中で負担が重くのし

かかるという中で、各自治体も本当に苦慮してい

るのだというふうに思っています。やはりそうい

った部分も含めて検討していく必要があるなとい

うふうに思います。オフグリッドの点については、

これ大きな電力を賄うところには私も無理だとい

うふうに思っているのですが、例えば家庭で小さ

いところで使う、外灯に使う、そういった部分で

いろいろ活用もできていくのではないかといった

ところら辺でやはり調査研究していただいて、ま

た支援もしていただければ普及されるのかなとい

うふうに考えていますので、ぜひ前向きにお考え

をいただきたいと思っています。

今スキー場の北電離れも大きく報道されていま

した。ニセコ、札幌ばんけいが出ていたのですけ

れども、私たちの市においても日進地区の再整備

が進められていて、大きな痛手になるというふう

に私は思っています。そこで、今北電の、世論が

非常に大きく反対の声があり、また企業の９割近

くが値上げは困ると言われていますし、経営努力

も認められないというようなアンケート調査も報

道されているところであります。そうした中での

北電の動きかなというふうに受けとめているので

すが、しかしやっぱりここで加藤市長にぜひきっ

ぱりとした値上げ反対の表明を行っていただきた
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い、そのように思いますが、どうでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 竹中議員の質問でもお答

えしましたが、８月３０日に市の説明会でしっか

りとそこは意思表明をしておりますし、また北電

の支店長が名寄市に御説明をいただいたときにも

幾度とこのようなことについてぜひ再考してほし

いと。内部努力もしてほしいのだという話をしっ

かりとしておりますので、これで私は十分かなと。

十分というか、それ以上、苫小牧の市長さんのよ

うに社長さんに直訴したということもあるのかも

しれませんけれども、このことは北電さんのこと

も促すと同時に、やはり国策でやられている側面

もあるということも重々承知をしていかなければ

ならないのでないかなというふうに思っています。

別に北電さんの肩を持つわけでもありませんけれ

ども、停電等があった際には迅速に対応していた

だいている地域のそうした北電の営業所の職員さ

ん、あるいは西名寄の変電所の職員さんも名寄市

にはおって、そうした方たちも名寄市の市民の一

員だということもぜひ鑑みて、私としてはここの

ところ発言をしていかなければならないのではな

いかなというふうに思っています。総務部長が今

答弁あったとおり、さまざまな努力、検討もこれ

から当然していきながら、北電さんに対してはそ

うした形で応対をしてまいったということであり

ますので、ぜひ御理解をいただきたいというふう

に思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私は、北電でお仕事を

されている方々のことを言っているのではなくて、

北海道電力として電気料金を上げるといったとこ

ろら辺に多くの皆さんが怒りを持っている、市民

の皆さんも怒りを持っているのだということだと

いうふうに思っています。やはり北海道電力は全

国でも原発依存率が一番高いのではないかという

ふうに言われています。ですから、その中で泊原

発再稼働をすることで値下げをというような、そ

ういうやり方ではなくて、やっぱり住民の皆さん

の、道民の皆さんの暮らしを考えた企業努力とい

ったところが見えないというのが多くの皆さんの

御意見だというふうに思っています。形として中

止を求めたりしてはいますけれども、先ほど紹介

したような市長がその自治体の長としてはっきり

とした反対の表明がやはり求められているのだと

いうふうに私は思っています。先ほども言いまし

たように、泊原発の再稼働を理由にというような

ことなのですが、福島の原発事故後３年半が経過

したにもかかわらず、まだまだ終息の見通しが立

っていない中で再稼働をちらつかせながらの値下

げというような言い方をされるということは、や

っぱり承服できないというふうに私は思っていま

す。

今回私は、函館市にも行かせていただきました。

大間原発建設中止訴訟を行っている函館市です。

経緯をお聞きし、また大間町へも行ってまいりま

した。建設現場近くまで行かせてもらいましたが、

本当に住宅がすぐそばにあり、また商店もあると

いう中で大間原発が今建設がされているところで

あります。函館市では、議会が全会一致で可決し

て、共同歩調をとって大間原発建てさせないとい

う１点での共同で行っている。そして、函館市の

国と事業者の提訴の支えになっていると言われて

います。また、要請行動には周辺１０の自治体の

首長や議長さんも参加し、商工会議所や漁協や農

協や、そして函館市町会連合会などの方々も統一

行動を行っていると。文字どおりオール道南、函

館の取り組みとして発展しているというふうなこ

とです。その先頭に立って函館市長が頑張ってい

るということです。私たちのまちも原発に依存し

ないまちづくりを目指すことを明確にすることを

強く求めて、終わりたいと思います。ありがとう

ございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で川村幸栄議員

の質問を終わります。

午後１時まで休憩いたします。
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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。

名寄市の平和行政と脱原発について外２件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 議長より御指名があ

りましたので、通告順に従い御質問を申し上げた

いと思います。

名寄市の平和行政と脱原発についてであります

が、１つに長崎、広島、そして福島から何を学ぶ

かということで御質問申し上げたいと思います。

この地球上において暴力、いじめ、差別、貧困等

が原因とする最悪で最大化は戦争であります。そ

して、さらには取り返しのきかない原発事故によ

る核燃料の制御不能、放射能被害でもあります。

思想信条、宗教の違いを超えて戦争の小さな芽を

日ごろからの活動で摘んでいかなければならない

と思いますし、全ての国民の共通する課題でもあ

ろうと思います。しかし、現政権のようにブレー

キが甘く機能が弱いときこそ、また地方自治体、

いわゆる地方六団体も市民生活をそれぞれ守る立

場からも地道な平和行政の積み重ねが必要と思う

時期でもあります。来年は、戦後７０年の大きな

節目となり、平和のとうとさ、原爆の悲惨さ、地

震大国日本における原発被害の現実を伝え続けな

ければなりません。改めて長崎、広島、そして福

島から何を学び、今後の市政に生かしていくのか

をお伺いいたします。

日本非核宣言自治体協議会加盟について。私ど

も市民連合・凛風会は去る８月の下旬に平和行政

を初め市民生活に関するテーマをもとに長崎、広

島を初め５つの自治体を訪問して視察研修を行い

ました。その折、長崎市原爆資料館において長崎

市長からということで、館長の中村さんから日本

非核宣言自治体協議会加盟要請を受け、８月７日

に加藤市長にも伝達をし、要請をしたところであ

ります。その後の対応についてお伺いをいたしま

す。

脱原発への情報発信と名寄市の平和行政につい

て。あの忌まわしい原発事故以来、被災された市

民や自治体、首長と思いを共有しながら、できる

限りの支援も行ってきたと思います。名寄市は、

災害支援協定を結ぶ南相馬市、お隣の士別は川内

村と、ことしも子供たちや職員の受け入れ、支援

を行いました。加藤市長も当然ながら南相馬市の

桜井市長を初め市民の思いを受けとめながら、支

援を通じて脱原発の立場で情報発信されていると

思いますが、具体的にお伺いをいたします。

名寄市の平和行政の取り組みは理解をしており

ますが、庁内に業務として担当する課はありなが

らも既存の取り組みに終始し、マンネリ化の声も

聞こえてきます。組織体制見直しを含め、今後の

平和行政の活性化に向けた考えをお伺いをいたし

ます。

大きな２つ目、名寄市地域分権の推進について、

ここは１、２とありますけれども、まとめてお伺

いをいたします。名寄市地域分権推進に向けた構

想について、名寄市のまちづくりの基本は市民が

主体的に参加できる権利と機会が制度的に保障さ

れなければならないとあります。具体的な構想、

そして今後の展開のあり方についてお伺いをいた

します。

最後の項ですが、市民の声、地域の声からとい

うことで、８号道路と東５号道路の改良、改善に

ついて、あえて路線名を挙げての質問になります

が、４０号線同様名寄、風連地区を結ぶ重要幹線

道路であります。現状の道路維持管理状況や今後

の計画についてお伺いをいたします。

２つ目には、手話通訳者等協力員の処遇改善に

ついて。聴覚障害者協力員派遣事業実施要綱施行

以来十数年たっているわけでありますけれども、

協力者、通訳者の実態、内容からして現行制度の

見直しが必要と思いますが、お伺いをいたします。

最後になります。文化、スポーツ施設等の命名
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権、いわゆるネーミングライツとも言われていま

すが、命名権の是非論を論じたことはこれまであ

りませんけれども、名寄市のホームページの民間

広告もそれなりに定着しつつありますが、公共施

設の命名権についての市民論議も深めながら調査

検討を要する時期にも来ているかと思います。考

え方をお伺いをして、壇上における質問を終わり

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） ただいま熊谷議員か

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、２及び大項目３のうち小項目

の３につきましては私のほうから、大項目３のう

ち小項目の１は建設水道部長から、小項目の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。

初めに、大項目の１、名寄市の平和行政と脱原

発について、小項目の１、長崎、広島、福島から

何を学ぶかについて及び小項目の３、脱原発の情

報発信と名寄市の平和行政につきましては関連を

いたしますので、あわせて申し上げたいというふ

うに思います。ただいま議員から御質問をいただ

きましたとおり、昭和２０年８月１５日、私たち

の心に大きな傷跡を残したあの戦争が終結し、来

年で７０年の節目を迎えることとなります。広島

市、長崎市は、原子爆弾の投下により一瞬にして

廃墟と化し、数多くのとうとい命が奪われました。

名寄市では、これら過去の事実を教訓として非核

３原則を堅持していくことが世界唯一の被爆国で

ある我が国の責務であり、人類共通の願いである

戦争のない世界の実現と核兵器廃絶、幸せな市民

生活を守るという決意のもと、平成１９年３月に

非核平和都市宣言を制定し、憲法記念ロードレー

スや戦没者追悼式、平和音楽大行進の実施、広島、

長崎両市が主催する平和首長会議への加盟、さら

には今年度新たな取り組みとして名寄戦没者追悼

式や全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレン

の吹鳴を行ってまいりました。今後は、戦後７０

周年を契機に宣言を再確認し、その精神にのっと

り事業を継続するとともに、調査研究を行い、民

間団体が主催する平和推進事業と協調を図る中で

核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共通の願

いとして取り組んでまいりたいと考えております。

また、福島の原発事故についてでありますが、

東日本大震災の発生から３年６カ月が経過をし、

少しずつではありますが、被災地域の復興が進ん

ではいるものの、いまだ避難生活を余儀なくされ

ている方が数多くいることに改めて原発事故によ

る被害の大きさを強く感じる次第ですが、本市に

おきましては平成２４年度から南相馬市への支援

として子供たちの受け入れ事業を継続しており、

大自然の中での体験機会など被災地における子供

たちの健全育成を通じて貢献してまいりたいと考

えております。

一方、国におきましては、福島第一原子力発電

所の事故を教訓に最新の技術的知見、国際機関の

定める安全基準を含む海外の規制動向などを踏ま

え、原子力発電所に係る新たな規制を導入し、安

全の向上を図りました。これにより全国にある１

７の原子力発電所が現在全て稼働をやめ点検作業

が進められている状況にありますが、再稼働に向

けては国の責任のもとしっかりと安全性を判断す

べきであり、またその経過を含めて広く国民に周

知するとともに、環境との適合の観点から再生可

能エネルギーの利用を一層推進する必要があると

考えているところです。また、本市におきまして

は平成２５年２月に策定をしました名寄市新エネ

ルギー・省エネルギービジョンに基づきまして本

市の地域特性を踏まえた新エネルギーの普及促進

と新たな可能性について調査研究を行い、これら

の取り組みを広めることで情報発信をしてまいり

ますので、御理解くださるようお願いいたします。

次に、小項目２の日本非核宣言自治体協議会へ

の加盟について申し上げます。日本非核宣言自治

体協議会は、世界の恒久平和の実現に寄与するた

め、非核宣言を行った自治体が互いに手を結び合
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い、努力するということが設立の趣旨であり、本

市といたしましてもこの趣旨に賛同するものであ

りますが、会員自治体数が３０３にとどまってお

り、宣言実施自治体数の２割に満たないことから、

さらには取り組まれる多くの事業が道外で実施さ

れていることなどから、引き続き当該団体の活動

内容や加入状況等を注視してまいりたいと考えて

おりますので、御理解くださるようお願いいたし

ます。

次に、大項目の２、名寄市地域分権の推進につ

いて申し上げます。旧名寄市と旧風連町におきま

しては、合併協議の中で合併に伴い地域の自治が

失われたり、寂れたりしない仕組みや制度を取り

入れ、双方の資源を有効に活用することを確認し

ておりました。このことを踏まえ、新市建設計画

において地域自治組織を導入することとしたもの

であります。この計画では、旧風連町区域に合併

の日から５年間合併特例区を置き、設置期間終了

後は地方自治法に規定されている地域自治区を置

くとともに、旧名寄市には区域を分けて地域自治

区を置くこととしており、現行の総合計画におき

ましても市民主体のまちづくりの推進の基本事業

として地域自治区の創設を目指すとしているとこ

ろでございます。

この間の経過といたしましては、地域自治区の

創設に向けて町内会などに対し説明を行いました

が、町内会未加入者の増加や役員の担い手不足な

どの課題がある中で地域自治区の創設は時期尚早

とのことから、緩やかな任意団体として地域連絡

協議会の設置に至ったところであります。この地

域連絡協議会は、地域自治区を展望する組織とし

て、単一町内会では解決できない課題に対し、連

携して対応する組織として小学校区を基本に８つ

の組織を設置しており、地域課題に応じて清掃活

動や防火活動、交流事業など町内会単位の枠を超

えて活動いただいているところであります。また、

地域連絡協議会の活動を支援する制度として地域

連絡協議会等活動交付金を創設、拡充し、また昨

年度からは代表者会議を開催し、相互に情報交換

を行っておりますが、今後は地域連絡協議会との

一層の連携はもとより庁内横断的な議論や情報共

有を通じまして各地域が抱える課題の洗い出しな

どにも取り組んでいく必要があると考えていると

ころです。地域における自治権の拡大を図るため

には、まずその担い手となる町内会や地域連絡協

議会の活性化が必要であると考えておりますこと

から、今後もそれぞれの自主性を尊重し、支援を

行うことを基本としながらも代表者会議等におけ

る情報交換や情報提供を充実させ、住民と行政が

協働して地域を支えていく仕組みづくりに努めて

まいりたいと考えております。

次に、大項目３のうち小項目の３、文化、スポ

ーツ施設等の命名権について申し上げます。施設

の命名権、いわゆるネーミングライツにつきまし

ては、この間名寄市の歳入確保の面から御質問を

いただいた経緯がございます。また、大都市部を

中心に公共施設への命名権導入を図り成功してい

る事例もありますが、一方では課題も浮かび上が

ってきているものと認識をしております。一般に

命名権を導入することにより、市にとっては新た

な自主財源の確保や民間事業者等との協働による

市民サービスの向上につながり、また命名権を持

つ民間事業者等にとってはＰＲ効果や企業のイメ

ージアップ等の効果が期待されることとなります。

しかしながら、対象となる施設及び民間事業者の

それぞれが一定の知名度、いわゆるブランド力を

有しないと制度としては成り立たず、地方都市に

おきましてはそのメリットが十分生かされないと

いうことも想定がされます。また、公共施設を広

告媒体として使うこととなりますので、その施設

に対する市民の皆さんの思いも十分考慮する必要

があります。御提案いただいた内容につきまして

は、今後とも他市の事例を参考に、名寄市では一

体どういった形で取り組むことができるのか、引

き続き研究をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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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） 私からは、大項

目の３、市民の声、地域の声の小項目１、東８号

道路と東５号道路の道路改良について答弁させて

いただきます。

東８号道路と東５号道路につきましては、合併

以前よりそれぞれの地域において幹線道路として

整備が進められてきた路線であります。東５号道

路につきましては、上川北部広域農免農道として

昭和４６年から５６年に当時の名寄市、風連町、

士別市の農村地域において自動車交通の発展に伴

い農業機械の大型化が著しくなったことから、農

業専用の農業基幹道路として整備がされ、沿線に

は名寄、風連両地区の米の集出荷施設が建設され

ました。また、東８号道路につきましても名寄市

立病院や名寄美深道路の起点であります北インタ

ーチェンジに国道４０号線からのアクセス路とし

て大変重要な幹線となっています。両路線とも一

般乗用車を初めトラックやトレーラーなど大型車

両の交通量も多いことから、舗装路面の損傷が進

んでおり、舗装版の剥がれによる穴ぼこやひび割

れ、わだち掘れが発生しやすい状況にあります。

これらの市道の路面状況は、日々のパトロールに

より点検し、危険な状況の箇所は補修工事等を行

っております。しかし、本年３月に東８号道路に

おいて交通量の多さ、さらに舗装版の凍上も重な

り、市道舗装路面の陥没によるタイヤの破損事故

が発生しました。このように整備を行ってから２

０年以上も経過をし、また東８号道路のように道

路整備時点で計画をしていた交通量を上回ること

などが原因となり、老朽化した社会資本の長寿命

化対策として舗装改修工事を本年より実施してお

ります。市内の規格改良、舗装済みである幹線道

路について、潜在的な危険箇所を把握し、適切な

維持管理、修繕を行うため、路面性状調査を行い、

調査結果を参考に老朽化した路線から工事を行う

計画としております。今年度は、同じ８号道路で

傷みが激しかった風連東風連線の起点、市道大沼

線から ４００メートルの区間の工事を実施し、

また風連２１線の国道４０号線から道道旭名寄線

までの舗装改修工事の発注を終え、工事着工した

ところでございます。

御質問の両路線の工事につきましては、次年度

国に対して事業採択要望を計画しておりますが、

道路改良事業につきましてはこれまで国の交付金

を活用し、事業を実施しております。現在同じ交

付金を利用し、事業を進めております市街地内の

防じん道路の改良舗装工事や橋梁の長寿命化事業

も進めてまいりたいともくろんでいるところです。

これらのことから、道路、橋梁の交付金事業要望

に対しての名寄市への予算配分状況によりまして

は、新規路線事業採択年度の後送りや工事延長、

事業量の縮小などを判断し、実施することとなる

ため、具体的な整備年次についてお示しをするこ

とはできませんが、早い段階で着手してまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（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の市民の声、地域の声、小項目２の手話通訳

者等協力員の処遇改善について申し上げます。

名寄市では、聴覚障害者等と健聴者との意思疎

通を円滑にするため、聴覚障害者協力員及び手話

通訳者を派遣し、聴覚障害者の福祉の増進を図る

ことを目的に平成１２年度より手話通訳の関係者

の御協力をいただき、聴覚障害者協力員派遣事業

を実施しております。この事業は名寄市社会福祉

協議会に業務委託を行っており、利用者からの申

し込みにより登録された協力員が派遣される仕組

みとなっております。昨年度１年間の利用は６５

回あり、特に通院の際に利用されることが多いた

め、大変重要な事業と考えております。

手話奉仕員を養成する手話奉仕員養成講座につ

きましては、先ほどの派遣事業と同じ平成１２年

から名寄市独自で取り組んでまいりました。この

養成講座は、手話通訳の基本を学ぶために約８カ
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月間にわたり全５４回の講義を受講するというも

ので、毎年開催しており、手話通訳の裾野を広げ

たり、スキルアップを図るための取り組みを継続

して行っているところです。平成２５年４月に施

行された障害者総合支援法では、聴覚障害者への

情報保障のため各自治体での手話奉仕員の養成が

求められるようになりました。上川北部の近隣市

町村からの要請もあり、本年度からは士別市を初

めとする近隣６市町村と合同で手話奉仕員の養成

講座を開催することといたしました。手話通訳者

等協力員の処遇の改善につきましては、その事業

開始から１４年が経過いたしましたこと、また手

話通訳には専門性が必要なことや手話通訳の業務

の大変さなども十分考慮しながら、今後他市町村

の状況も確認して処遇改善に向けて前向きに検討

させていただきたいと思います。

以上、私からの答弁させていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 順に再質問申し上げ

たいと思います。

その前に、先ほど演壇で我が会派の視察日程間

違っていまして、７月７、８、９ということで正

式に訂正させていただきます。一生懸命勉強して

きました。

最初に、市民の声、地域の声の３点について、

最後に御答弁いただきました手話通訳者の関係に

ついて、しっかり改善をしていくということでし

たけれども、たまたま私ども（仮称）手話言語条

例制定に向けた取り組みをしているものですから、

社協にお願いをいたしまして、びっちり１時間ち

ょっとぐらい通訳をお願いしました。本当に健康

福祉部長言ったように専門性と集中的にそこに気

持ちを注いでいかなければいけないということで、

その苦労というか、大変身近に感じたものですか

ら、条例問題とはまた別に早々に新年度目に見え

るような形で、関係者とも十分御意見をいただき

ながら、実施していただけるのかどうかというの

を改めて確認をしておきたいと思います。

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） 先ほども申し上

げましたが、新年度という期限を切ってというこ

とではお答えなかなか難しいところもございます

が、改善に向けて最善の努力をさせていただきた

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） お願いいたしたいと

思います。通訳者の関係者が上げないとそういう

ことにはかかわらないということを誰も言ってお

りませんし、見た目として本当に大変だなという

感じがしましたので、形をしっかり出していただ

きたいと思います。

ネーミングライツの関係については、全国のい

ろんな例も調べましたけれども、是非論も含めて

あったり、あるいは小都市、大都市の違いがあっ

たりということについても十分理解をしています

が、たまたま来年市民ホール、愛称ＥＮ―ＲＡＹ

が完成をするということなんかもありますから、

この機会に市民ニーズあるいは企業ニーズなんか

も推しはかっていただいて、理解が得られるとす

ればぜひ形になることの検討をしっかり答弁にも

ありましたけれども、やっていただきたいと思い

ます。

参考までにはもう十分御案内のとおりでしょう

けれども、例えば新しい市民ホールを○○ホテル

とか、名寄市民文化センターＦＭ○○とか、そう

いうことだとか、あるいは実際に道内であるのは

明治北海道十勝オーバル、これは帯広のスケート

場、どうぎんカーリングスタジアム、これは札幌、

ダイナックスアリーナ、これは千歳のスポーツセ

ンター、アドヴィックス常呂カーリングホールは

常呂です。それぞれ値段や契約の仕方は２年であ

ったり、７年であったり、５年であったりという

ことで、大きなところは、そこまでは望みません

でしょうけれども、単年度で １００万円もいた

だくところもあれば、四、五十万円のところもあ

れば、さまざまなのですけれども、金のこともあ
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りますけれども、話題提供としてぜひ推しはかっ

ていただいて、調査研究、市民的な合意や企業ニ

ーズなどもわかればしっかりスタートからの活用

などについて準備をいただきたいと思いますが、

これは私ども議員が聞くのはあれですけれども、

財産の売買ではないので、恐らく命名権の売買な

ので、議会での議決は必要ないものだというふう

に思いますが、どうですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 十分な調査をまだし

なければいけないと思いますけれども、基本的に

施設そのものを貸し出すとかというものではあり

ませんので、あくまでも名称という部分でありま

すので、ほかのところを見ても要綱等で整理して

いる部分もありますので、そういった手続につい

ては現段階では必要ないのかなというふうに認識

しております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いろいろ協議して総

務部長が提案をして、市長がオーケーだと言えば

議会への相談は全く必要ない課題なので、しっか

り真摯に検討して、話題提供として受けとめてい

ただきたいと思います。形になれば何よりかと思

います。

道路の話で、ふだん私もどちらかといえば生活

道路、市街地区の舗装率のアップなどを含めて、

あるいは下水、排水の整備なんかについて言って

きた一人ですけれども、今回あえてこの２路線を

言ったというのは、佐藤副議長を前にしてあれで

すけれども、あの辺の通る道路が頻繁に穴があい

て損害賠償をしているというケースがここ二、三

年続いたり、東５号道路もきのう議論がありまし

たけれども、高速関連で、名寄までにはまだしば

らくかかるわけで、多寄でおりた後ほとんどの人

が東５号道路経由で名寄に入ってくるということ

ではないかと思います。環境も大きく変わるのだ

ろうと思いますが、ある面では延長も長いので、

今から準備しっかりして来年の新たな採択事業に

上程をしていただいて、準備をいただければなと

いうふうに思っています。

これは、安全、土地管理の問題も含めてのこと

で、素人的なのですが、想定をされるのは路盤改

良というよりも舗装を意識すると、何かレベリン

グオーバーレイ工というようなことで掘削をして

やるような程度で済むのでないかという専門的な

知識も得てきたところなのですが、建設部長、も

う一度お願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時３０分

再開 午後 １時３１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。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員のほう

からどういった形で道路整備をということで、今

回考えているのは道路の路面の部分でオーバーレ

イなり舗装をもう一回打ち直すというような形の

ものを考えているということであります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 余計な質問をして大

変申しわけございませんでした。とりあえず中長

期的に見れば重要幹線でありますので、計画的に

頭出しをして、８号については既に今年度からか

かっているという状況もありますけれども、しっ

かり求めていきたいと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

大きな項目、名寄市地域分権の推進のほうにつ

いてに話を移したいと思いますが、答弁の内容は

もう今まで何回も、３回も聞いて、今現状の話も

聞かせていただいていることなので、前に進む話

を少ししっかり受けとめてほしいのですが、基本

条例の中にも明確にうたっては、特に前文では具

体的な制度としての担保をしっかりやらなければ

だめだよということを前文でうたい切っているわ

けで、それは自治法上に基づくいわゆる地域自治
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区ということでのものは当然イメージはされてい

るかと思うのですが、もう基本条例をつくって５

年目で、５年目は基本条例全体をある意味ではバ

ージョンアップしていかなければならないという

ことになっているのですが、構想として総務部長、

もう少し聞かせていただかなければ、それは受け

とめる側の例えば庁内あるいは地域協議会が対象

だということを想定してみた場合に、まだ時間が

かかるということについては何回も聞いています

けれども、市の立場として、執行者の立場として

どのような構想をイメージをされているのか、少

し突っ込んだお答えをいただきたいと思います。

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、自治基本条例

のほうで言っています市民が主体的に参加できる

権利と機会、制度的にということでありますけれ

ども、この中については市民への積極的な情報の

提供ですとか市民参加の機会も含まれているとい

うことで、そういうものについては例えばパブリ

ックコメント含めて市民の皆様から意見を聞く機

会を制度的につくっていきたい、そういった面も

含めて進めてきている部分があるということにつ

いては御理解いただきたいと思います。

もう一方で、主体となる市民という定義につい

ても、これは個人としての市民もありますし、グ

ループ、団体あるいはコミュニティーとしての町

内会、あるいは市で進めています地域連絡協議会

という、そういった団体も含めて主体となるもの

だというふうに考えております。それら含めて市

民参加に対する積極的な情報ですとか、参加をす

る機会をまずつくらなければいけないというふう

に考えているところであります。

今御質問のありました地域分権に向けてという

ところになりますと、ここについては地域自治組

織という、その展望する一つの組織としては地域

連絡協議会というのを市としては今位置づけてや

ってきているところであります。ただ、先ほども

答弁の中で言ったとおり、合併後地域との話し合

いも進めてきた部分はありますけれども、ここに

ついては新たな課題を地域のほうで受けることに

ついては難しいという議論もありまして、なかな

か制度的なものにはならなかったわけであります

けれども、そこを受けて任意の組織でありますけ

れども、地域連絡協議会というのが結成をされて

きたというところだというふうに思います。この

地域連絡協議会の今目指すところにつきましては、

各町内会が単独ではカバーをし切れない部分を複

数の町内会が連携をすることによって、地域連絡

協議会で組織をつくることによって単独の町内会

では補い切れない部分をカバーしながら地域自治

を高めていこうということで取り組んでいるとこ

ろでありますので、御理解をいただければという

ふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それは、もう耳にた

こできるぐらい何回も聞いているので、いいので

すけれども、私があえて名寄市地域分権という言

葉で質問を申し上げたのは、ただ単に基本条例に

しっかりそれを担保しなさいということを書いて

あるということだけを言っているのでなくて、現

状は議会も一生懸命変わろうということで改革を

黒井議長中心にやっていますし、市も市民との関

係でいくとお願いされる側とお願いする側の関係

から脱していないし、それでやっぱり地域にはエ

ネルギーが出てこないなと。いわゆる一般の皆さ

んが、市民の皆さんが住民主権だという雰囲気を

感じられるのは、やっぱり一歩前に出た制度とし

ての構想をしっかり市が示さなければいけない。

町内会がどうしたとか、協議会がどうしたという

話ではなくて、役所の幹部なので、やや地域にエ

ネルギーを与えていくために一番身近なコミュニ

ティー組織というのはやっぱり町内会だとか協議

会だとか町内連合会、あるいは市民運動や企業や

事業所やさまざま福祉団体もありますけれども、

とりあえず身近なところの町内会とか協議会に変

化をどう与えていく、提起をしていくということ
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についてはいま一歩答えが足りな過ぎるので、も

う一度お答えいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 一歩を踏み出すため

に具体的な方策としてどのようなことを考えてい

るかということでありますけれども、町内会につ

きましては町内会連合会もありますので、ここに

ついては町内会連合会等との話し合いを逐次させ

ていただいているところでありますし、町内会の

推進交付金についても、これはわずかではありま

すけれども、本年度から多少お金を増額をして支

援をさせていただいているところであります。た

だ、町内会そのものも非常に役員の高齢化ですと

か含めてなかなか活動が伸びていかないというと

ころもありますので、ここについてはさきにアン

ケート等もとられておりますけれども、町内会と

話し合いをする中で課題解決に向けて進めていか

なければいけないのかなというふうに思っており

ます。

それと、地域連絡協議会についてでありますけ

れども、ここについても地域連絡協議会の中で話

し合いを行っている部分もありますし、さらに活

動を推進するためには、これについても地域連絡

協議会等活動交付金というのを設けておりまして、

今年度から事業の水準を少し上げさせて、内容も

拡充させていただいておりますので、これらの交

付金を活用いただきながら活動を助長を図ってま

いり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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） どうも意図したとこ

ろは酌み取っていただいていないのですが、全国

たくさん例はありますけれども、いま一度住民主

権を体現できるようなそれぞれの方法としてやっ

ているのは、市民税の１％を担保しながら小学校

単位に、いわゆる予算の提案権ぐらいまで制度と

して担保して、１００万円でも２００万円でも自

分たちの身近なテーマ、名寄でいえば災害のテー

マはそれぞれ課題としてありますけれども、自分

たちで考えてどのようなものを優先してやってい

くかということについて、そういう制度としてや

っぱり提示をしていくという時期に来ているので

はないかと思っていますし、それこそ基本条例の

中にもそのことを明確にうたっているのです。合

併のときにどういう立場でいたかわかりませんけ

れども、建設計画つくるときに自治基本条例を明

文化しなさいということになったのは、やっぱり

いわゆる発展的に形態をイメージしている議論が

当時もあったからなので、そこはしかし庁内で市

長や副市長も含めて、地域での課題はなかなかす

ぐできないというところに逃げ込んではいけない

のではないかと思いますから、今後の姿勢につい

ても少しお答えをいただきたいと思います。

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） 今熊谷議員のほうか

ら税の１％を行っているというのは、宮崎市でそ

ういう試みをやったように聞いておりまして、市

長さんがかわられましてから若干動きが変わった

のかなというような情報も得ています。つい最近

の新聞では、北見市が北海道で高い理念を持って

合併のときに対応させてもらったと聞いておりま

すが、さまざまな御意見もあるのも事実かなと思

っています。総務省のほうでも小学校区において、

地域自治とは言わなくても地域のまちづくりを進

めるために話し合いの場を設けましょうというこ

とで、若干ながら交付税措置もされているという

ふうに聞いておりますので、そういう観点からい

いますと地域自治区に結びつくような形で一定の

話し合い経費であるとか、独自事業については額

が十分かどうかは御意見分かれますけれども、こ

の間地域連絡協議会の中で名寄市としては額は小

さいですけれども、取り組みをしたつもりをして

おりました。こういう意味からいいますと、もう

少し十分な財源を与えて地域の皆さん方に地域自

治を実践してもらうということも非常に大事だな

というふうには思っていますけれども、２年、３

年前にも議論したことあるのですけれども、具体
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的にどういう計画をお持ちなのかということも含

めていうと、やはり全額市の交付金ではなくて、

応分の負担は市民サイドのほうとしても取り組み

のときについては負担をする考えがありますよと

いうのが自治基本条例の中にうたわれております

ので、この辺の考え方も整理をしながら、地域自

治区がより進むような方向で、先進事例について

も情報を入手しておりますので、この辺も含めて

制度づくりの関係についてもう一歩踏み込んで検

討してまいりたいなというふうに考えています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いろんな形があると

思うのです。自治区というか、いわゆる住民が主

体でかかわって地域のことは地域で決めると。そ

れは、額の問題も多少あるかもしれませんけれど

も、それ以上にやっぱり制度として市が一定程度

の構想が見えるような形でもんでもらうことが重

要ではないかというふうに思っています。今名寄

市の個人市民税が１５億円ぐらいですよね。ぐら

いの前後で当初予算、ことしはそうなのですけれ

ども、１％といったら ５００万円ぐらいですね。

８つの小学校区単位で分けると１５０万円か２０

０万円までいくかいかないか、例えばですけれど

も。これ大阪の池田市でもやっていることであり

ますけれども、そこに一定の制度としての予算提

案権みたいのをして地域を創造させるというか、

そういう訓練がやっぱりこれからは必要だし、市

民からエネルギーをいただかないと行政だけでは

もたないと。それは、事前の負担が必要かどうか

という判断もこれでは足りないと、市からくれる

額に。では、少し足してでもという、財布が出て

くるかどうかを含めて、日進の構想の庁内議論も

いいですけれども、これだけでもテーマそろえて、

総務部長、しっかり構想を立ち上げるような準備

を年度内にしていただけるかどうかお聞きをいた

します。

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） 先ほどから臼田部長

も言っていますように、当初合併の議論のとおり

地域自治区をつくるということで、町内会側のほ

うともいろんなお話をさせてもらいましたけれど

も、相当突っ込んだ議論を当時の中尾副市長が先

頭になってやったのですけれども、やはり町内会

の役員不足の関係と具体的に何を私たち町内会側

のほうにしてくれと言っているのだ、このような

議論もありましたので、改めて今議員のおっしゃ

るように地域自治のあり方も含めてどういう形の

切り口をすることによって、町内会側のほうにつ

いても話として乗ってもらえるような状況づくり

についても取り組んでまいりたいと思っておりま

して、年度内という期限を区切られるとちょっと

確約できませんので、趣旨はしっかりその辺酌ん

で、日ごろから町内会の連合会のほうとも十分い

ろんな話を進めておりますので、その話題に絞っ

て少し議論させていただきたいと思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 年度内というのは、

庁内としてやっぱり構想をしっかり練るような努

力をしてくださいということで、それを前提にし

て庁内で話し合えということよりも役所から一歩

出るときも必要だというふうに感じていますから、

そういうつもりでぜひ受けとめさせていただきた

いと思いますので、御努力をお願いいたします。

名寄市の平和行政と脱原発についてのほうに移

りますが、総務部長答弁いただいているのですけ

れども、たまたま総務部長が代弁しているだけだ

ろうというふうに私は受けとめているのですが、

加藤市長、それでいいですか、答弁の内容につい

て。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総務部長のお話ししたと

おりでございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） そうだろうという理

解にはなっていましたけれども、加藤市長は平和

首長会議に加入をしておりますけれども、ことし
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平和首長会議で全国的にどういうようなことに取

り組むというようなことについては御存じだと思

いますが、お聞かせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 済みません。具体的に詳

細についてまでは承知しておりませんで、申しわ

けございません。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 平和首長会議は、

０００円程度払って、とりあえず全世界的に今

０００都市ほど加盟をして、加盟をするだけでは

なくて広島、長崎に連帯をするという、地球上の

中で核廃絶を最大限やっぱり願う立場でそれぞれ

活動、運動をしていまして、きょうは１８日です

けれども、２１日には国連の呼びかけであります

けれども、国際平和デーと定めて一日世界的にお

互い敵をつくらないのだという、そういう平和的

な行動を呼びかけをしているのですが、この関連

で首長会議が高山市から要請を受けて、平和会議

の首長会議、広島市長から世界の ０００自治体

に文書を出して、お寺の鐘を鳴らしたり、いろん

な鐘打というのですか、何かの機会をしっかりし

て世界でつながっていこうと。核廃絶を願って、

あるいは戦争はさせないのだというような取り組

みをやっているのですが、名寄市としては全然そ

のようなことは、文書来ていると思うのですが、

どのような対応になっていますか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） その都度、その都度国際

会議、国内会議やっているということを承知はし

ておりますけれども、文書でも見させていただい

ています。道外あるいは国外ということもありま

して、出席がなかなかかなわないというのが現状

だということでございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ただ加盟をするだけ

でなくて、できることを形として名寄もやってい

ますよと。そういうことだけでやっぱり広島市あ

るいはお互いに加盟している自治体同士は気持ち

が少し高揚感を持って、忘れかけたようなものを

もう一回引っ張り出してというようなことで、３

日後に、２１日に鐘を鳴らせるかどうかという時

間的な問題はありますけれども、せめて庁内だけ

黙祷をするとか、何らかの形の意思表示をしてい

ただけるならば高山市宛てに連絡欲しいというこ

とになっているのです。全ての首長さんに文書が

行っているのですけれども、総務部長、見ていま

すか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 申しわけありません。

十分内容を理解しておりませんでしたので。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 残念ですけれども、

やっぱりその辺も意識されてこの議会、私の質問

に臨んでほしかったなという感じがしていますの

で、反省してください。長崎の協議会の、長崎と

いうことではないですけれども、日本非核宣言自

治体協議会、趣旨は賛同できるけれども、入って

いる自治体が少ないので、もう少し様子を見させ

てくださいということでは、４万円加盟費かかり

ますけれども、加藤市長、その答弁のままでよろ

しいですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいまの平和首長会議

にしてもそうですし、今回の議員からお話のある

非核宣言自治体協議会もほぼ道外での実施が多い

ということも含めて、なかなかその協議会にも参

加もかなわないのでないかと、こういうことも含

めて、今のところ厳しいのでないかという判断を

しております。平和行政に関しては、これまでも

さまざま議会からも御議論をいただいて、いろん

な形で進めているわけでありますけれども、この

ことはさらに活動をどんどん、どんどん広げてい

くという趣旨もそれはそうなのかもしれませんけ

れども、一方で地道な積み重ねも必要なのだとい

うふうに思っていまして、いただいた意見も少し
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ずつ改善はしながらも、しかしベースになる今我

々が進めてきている平和行政をしっかりと年々積

み重ねていくということが何よりも大事なのでは

ないかというふうに理解はしていますので、よろ

しくどうぞお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） あえて私広島、長崎、

福島というふうに３つの都市を並べて質問してい

るという意味について理解をしてほしいのですけ

れども、私も先般社民党の全国の議員団の研修で

福島現地、第一原発から５００メーターのところ

まで調査に入りました、いろいろゲートをたくさ

んくぐって。そして、南相馬の人たちも職員がこ

ちらに来て講演をしていただいて、本当に実感も

伝わっているのです。長崎に行っても本当に改め

て、知ってはいるけれども、やっぱり時々私ども

は忘れることもあって、気持ちではあらわしても

実際に行動に移すというのはなかなか容易でない

なという感じがしているものですから、南相馬の

市長も私第一原発から５００メーター行ったとき

に、双葉町の副町長さんが同席していただいて現

地説明なんかもいただいたのです。もう １１以

降たくさん全国から支援もらったと。本当にあり

がたかったという話をして、しかし今後まだまだ

国や東電の対応の不誠実さなんかあったりして、

住民をこれからも安心にという状況にまでいって

いないと。本当にいろんな支援もらってありがた

いけれども、これから先だんだん風化をしていく

のでないかと。ぜひこれからも皆さん、東電や国

との、自治体との対応の関係で応援も欲しいけれ

ども、いつまでも忘れないでほしいという、これ

は平和、広島も長崎も同じなのです。そういう意

味からすると、遠くにいますからやれることは限

られますよね、私ども名寄市の。それなら、やれ

ることを先ほどの長崎に連帯をする立場から、協

議会に賛同はするけれども、まだまち、入ってい

る自治体が少ないから周り見渡してから考えるわ

という、そういう消極的な対応でいいのですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しの答弁になりま

すけれども、これまでも名寄市においてはさまざ

まな平和に対する取り組みを進めてきているとい

うふうに思っていますし、また議会の皆さんの御

意見も真摯に受けとめながら、毎年毎年少しずつ

変えていくものは変えていくという中で、何より

もこうした活動を積み重ねていくということが広

く長崎、広島、そうしたことにも通じていく活動

になっているというふうに思うところでありまし

て、ぜひ御理解いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 全く満足はできない

です。先ほど川村議員も少し函館、大間の話しし

ていましたけれども、北海道市長会で大間原発の

工事中止を電源開発やら国の機関に申し入れして

いるということについては御存じですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もちろん出席しておりま

したので、その市長会に。承知しております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ２年前なのですけれ

ども、出席していてもしていなくても都合で行け

なかったらやむを得ない。あるいは、誰かがかわ

りに行っているのかもしれませんけれども、あの

原発はいわゆるプルトニウムとウランの合成で、

最も技術的には難しい工事を一旦 １１で中断を

して再開を、前政権、今政権絡んでいますけれど

も、再開が始まったのは知っていますね。函館市、

３５市の中の同じ自治体の仲間として、後志、檜

山沿線はもちろんですけれども、北海道市長会が

一つの決議として電源開発や国の機関に上げてい

ることについての危機感、先ほど冒頭私質問言っ

たように、こういう問題は戦争もそうですし、原

発のもう制御不能という状況は世界的にも明らか

なわけなのですけれども、党派関係ない、イデオ

ロギー関係ない、宗教関係ない、全てを乗り越え

てやっぱりだめなものはだめという姿勢というの
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は必要だというふうに思うのですが、電力が足り

ないのでないのです、やりかけたからもう一回再

開したという話で。そして、一たびあそこで事故

が起きると、何が原因かわからないけれども、北

海道全体の問題として認識できているかどうか、

もう一回お聞かせいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 函館市の提訴と北海道市

長会がこのことに対して決議をしたということに

関しては、函館市のホームページにも載せてある

ので、皆さんも承知していると思いますけれども、

とりわけ今議員がお話ししたとおりフルＭＯＸと

いう燃料を使うと。そのことが福島の例の原発事

故以前の審査基準で建てられているのでないかと。

それ以降のことについての安全基準も含めて、明

快な地域に対する説明が全くないと。そのことに

対して地域の住民の意見にしっかりと耳を傾けて

いくべきでないかと、そういう趣旨だろうという

ふうに思います。ここにも明確に述べております

けれども、原発政策に対して特定の立場はとって

いないと。加えて少なくても３０キロ圏内の自治

体の同意をしっかりと得るべきであると、こうい

う文言も書かれていまして、そうしたことをそこ

で勘案して市長会としても決議をしたと、こうい

うことだと認識をしております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 明確に工事中止を求

めているのですよ、首長会で。そして、それは原

発、いろんな首長さんもたくさんいますけれども、

一たびそれが事故を起こすと、海を隔てて直線で

十何キロ、函館市は３０キロ、陸続きの関係でい

くと二十何キロという話をしていますけれども、

海も陸と同じですよね。日ごろの生産活動、海、

山、陸も含めて函館ばかりでなくて沿線全てが、

経済界も農業界も労働団体も、決して函館の市長

さんが革新系だという……革新系、保守系という

言葉も今ないかもしれませんけれども、全てを乗

り越えてでも中止していただきたいということの

連帯意識。広島、長崎、大間、泊の問題もそうで

すけれども、やっぱり気持ちをあらわすというこ

とは首長として自然に出てこなければいけないの

かなという感じがしているのです。改めて脱原発

問題についてお聞かせいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 函館の原発の問題、繰り

返しになりますけれども、このことは地域の住民

の声をしっかりと聞かないまま国が建築を進めて

いると。また、原発の問題とはちょっとここにも

話ししていますけれども、政策に対して特定の立

場をとっていないと。しかし、地域の住民に対し

ての自治はどうなっているのだと。このことに対

して北海道市長会も強くここは決議をしたと、こ

ういうことであります。原発の問題に関しては、

これはいろんな議論があるのも承知をしておりま

すが、基本的には原発も含めたエネルギー政策と

いうのは国がこれしっかりと担任していかなけれ

ばならない事項でありまして、ここを私としては

注意深く見守っていくと、こういうことだろうと

いうふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 桜井市長は、明確に

脱原発で国や電力会社に対する不信も含めて全世

界に情報発信をして、それは何のためかといった

ら、主義主張ではなくてやっぱり市民の命、暮ら

し、平和、健康、全てに応じてそれは尺度として

はマッチングしないという立場で明確にされてお

りますが、災害協定を結んでいる同じ自治体、仲

間、あるいは杉並区でも協議会には既に入ってい

るのですよね。平和首長会議は去年、協議会はも

っと前に。そして、具体的な子供の広島や長崎へ

の計画的な派遣だとか、そしてそれはやっぱり子

供たちの生育過程にあわせてフィードバックしな

がら、少しでも子供に平和問題に対する意識を持

ってもらいたいという、そういうのは全国至ると

ころにあるのですけれども、加藤市長はどうもそ

の辺については消極的な感じがしてならないので
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すけれども、交流はどんどんやることについては

もう別に反対もしませんし、わずかな４万円にこ

だわって入らないということでもないのでしょう

けれども、改めて協議会参加についてお伺いいた

します。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平和については、私も切

に恒久平和を願っている立場でありますし、南相

馬の問題に対しても風化をさせないためにこれか

らもしっかりと子供たちの引き受けも含めた交流

は続けていきたいというふうに思っております。

やはり足元で原発の事故が起こったということに

対しての桜井市長の思いもありましょう。一方で

地域住民をどう守っていくかという問題は、これ

はいろんな角度から議論されなければならない問

題だと。原発が今まさにとまっている状況の中で、

電気代がここまで高騰しているという議論はさき

の川村議員の議論からもありましたし、そうした

ことも含めて原発の問題というのはあくまでも国

の政策であって、そこをしっかりと注意深く見守

っていくと。加えて地域の振興施策として再生可

能エネルギーはしっかりと進めていきたいと、そ

ういう立場でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう時間で、言って

終わりかもしれませんけれども、加藤市長はそれ

ちょっと姿勢が弱いなという、やっぱり現地の事

情、広島、長崎、福島、本当の生々しい現状につ

いてもう一度検証し、あるいは行っていただくか、

南相馬にはもちろん行っているでしょうし、もう

少し見聞を広めて、改めてこの次の機会に、４定

でもやりたいと思いますが、桜井市長が怒ってい

るのは一時的な経済、金のために手を挙げたとこ

ろはたくさんあったけれども、こんなになったら

本当に大変な状態だということだとか、一番印象

的だったのは、双葉町の副町長さんの言葉は本当

に凄絶でした。役場の周辺に、今は役場の中に入

れないのです。私ども時間の制限もあったりして

戻ったのですけれども、すぐそばに、道路にテレ

ビにも映っていましたあの看板、原子力郷土の発

展、豊かなエネルギー、あえてこれを外さないの

ですよということ。そして、今までの支援にも感

謝するけれども、いつまでも私ども福島全体のこ

とを忘れないでほしいという、そういう精神的な

つながりの地元の私どもの取り組みでも構わない

のです。公共施設に核廃絶の署名用紙を置くとか、

６、 ９は学校休みですけれども、新たな市民

への呼びかけの行動もできるでしょうし、やる気

にさえなれば加藤市長の判断一つで前に進むので

す。平和運動団体はそれぞれいろんな取り組みを

やるのですけれども、十分そのことについて御認

識をいただいた上で、ぜひ脱原発、北電さんを敵

にする必要ありません、国の政策で圧倒的にやら

されたという状況もございますから。再生エネル

ギー問題についてもまた新たな視点で考えていか

なければならぬというふうに思いますので、若干

時間超過、過ぎましたけれども、お許しいただい

て、終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で熊谷吉正議員

の質問を終わります。

安心して健やかに暮らせるまちづくり外１件を、

上松直美議員。

〇８番（上松直美議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、さきの通告に従いまして、今定

例会において大項目２点について質問してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の安心して健やかに

暮らせるまちづくりについて質問いたします。総

務省の２０１４年人口推計によると、６５歳以上

の高齢者は ２９６万人で、総人口の２ ９％、

４人に１人の計算で、また７５歳以上が１ ５％、

５９０万人で、８人に１人の割合になりました。

８０歳以上は９４５万人で、今後も高齢者は増加

傾向にあり、２０３５年に６５歳以上が３人に１

人、７５歳以上が５人に１人になると国立社会保

障・人口問題研究所では予想しております。これ



－194－

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

は、平均寿命が延び、男性が８ １２歳、女性が

８ ６１歳で、男女ともに人生８０年の時代の到

来です。しかし、喜んでばかりはいられないのは

介護給付額、医療費が年々増額していき、財政を

圧迫しているところです。そこで、健康寿命、介

護を要せずに問題なく生活を営める期間の延伸が

社会保障の抑制と個人が幸せに老後を過ごせるた

めの重要な意義を持つことになります。元気で長

生きするために、運動習慣を身につけ、栄養バラ

ンスのよい食事、規則正しい生活、ストレスをた

めないことなど生活改善を通して生活習慣病予防

に心がけることが重要になっています。生活習慣

病の予防、運動機能低下の予防、認知症の予防、

定期健康診断の推進等行政の果たす役割は重要に

なっています。また、健康格差の縮小、是正など

個人では不可能な部分を企業や行政が担っていく

ことが大切になってくると考えます。

以上の観点から、まず１点目に名寄市における

健康づくりの推進についてお聞かせください。

２点目、名寄市における感染症予防の推進につ

いてお聞かせください。

３点目、名寄市における地域包括ケアの推進に

ついてお聞かせください。

次、大項目２点目、安心、安全なまちづくりに

ついて質問いたします。名寄市においても名寄市

交通安全計画第９次に基づいて地域特性に応じた

交通安全対策を、総合かつ長期的な施策を推進し

ているところですが、死亡事故ゼロの記録がリセ

ットされる残念な痛ましい事故が発生しました。

これからできる可能な交通事故防止対策をスピー

ド感を持って実行しなければなりません。名寄市

における危険箇所の再チェック、形骸化した交通

安全イベントの再構築、市民の交通安全意識の啓

発等しっかりと取り組むことと国、道、市の連携

強化による交通標識の見直し等も重要な施策と考

えます。市民が快適で安全なまちづくりを総合計

画で都市計画マスタープランとの整合性を図り、

都市環境の整備事業を推進しているところですが、

現状を見るとさまざまな問題を抱えています。一

定の維持管理指針がないものについては速やかに

作成し、円滑な業務の推進をすべきであると考え

ます。また、昨今微小粒子物質ＰＭ ５が全国的

に環境基準を超える現象をどのように対処してい

くか、市民の健康を守るために積極的な施策を実

行するべきではないでしょうか。

以上の観点から、１点目に名寄市における交通

安全の推進についてお聞かせください。

２点目、名寄市における都市環境の整備につい

てお聞かせください。

３点目、名寄市におけるＰＭ ５対策について

お聞かせください。

以上でこの場からの質問を終了させていただき

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） 上松議員からは、

大項目２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２の小項目１と３は市民部

長から、小項目２は建設水道部長から答弁させて

いただきますので、よろしくお願いします。

初めに、安心して健やかに暮らせるまちづくり

について、小項目１の健康づくりの推進状況につ

いて申し上げます。急速な高齢化や生活習慣病の

変化に伴い、生活習慣病は年々増加し、脳血管疾

患や認知症などからも介護を必要とする人がふえ

続けており、介護予防の視点、さらには医療費や

介護費用の抑制を図ることからも健康寿命の延伸

に向けた健康づくり対策は重要な課題となってお

ります。本市においては、急速な高齢化とともに、

平成２４年次の死亡統計を見ると、疾病全体に占

めるがん、心疾患、脳血管疾患の割合が５ ２％

となっており、さらに４０歳から７４歳の国保被

保険者では平成２５年度の特定健診の結果におい

て所見があるものが９割を占めておりました。こ

れらのことから、生活習慣病の発症予防や重症化

予防を図ることが重要であります。

本市における健康づくりは、平成２５年３月に
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名寄市健康増進計画健康なよろ２１第２次を策定

いたしまして、市民一人一人が自分の健康は自分

で守ることを基本に生活習慣病の発症予防と重症

化予防に重点を置き、生涯を通じた健康づくりが

できるよう事業の推進を図っております。その取

り組みの一環として、広く市民を対象とした名寄

市民健康づくりチャレンジデーやなよろ健康まつ

りなどのイベントの開催、運動習慣の定着やきっ

かけづくりを目的としたなよろ健康あるキングな

どさまざまな機会を通してスポーツの振興ととも

に健康管理の大切さや健康づくりの意識啓発に努

めてまいりました。特定健診では、市独自策で平

成２５年度から国保が対象年齢を３０歳に引き下

げたことにより、健康増進事業に基づく健診につ

いても同様に３０歳に引き下げ、若年から受診で

きることとしました。がん検診では、平成２６年

度より働く世代の女性支援のためのがん検診推進

事業により、乳がん検診や子宮がん検診の未受診

者に対し無料クーポン券を配付することにより、

検診勧奨や胃、肺、大腸、乳がんの対象年齢を３

０歳に引き下げることにより、がんの早期発見に

向けた取り組みを図っております。栄養改善では、

正しい食生活の土台づくりに向けた食育の推進や

生活習慣病予防を中心にした健康料理教室や栄養

士による個別支援を実施してきております。本年

６月には、食育の推進と連動させ、食生活の改善

に特化した健康づくり講演会を開催し、２００名

を超える市民に参加をいただき、健康食品の正し

い知識の普及とともに、生活習慣病の発症、重症

化予防には食生活改善が重要であることを全体で

認識したところであります。さらには、各地域の

中における健康教室、健康相談、冬の健康づくり

に向けた健康体操教室などさまざまな機会を利用

し、地域や健康づくり団体と連携を図りながら、

生活習慣病予防や介護予防に重点を置いた事業の

展開を進めてきております。今後も運動習慣の定

着のためのスポーツ施設の有効活用など、関係機

関や各団体と連携をしながらニーズを把握し、市

民の方と一体となって健康づくりの推進に努めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目２の感染症予防の推進について申

し上げます。感染症の発症の予防とその蔓延の防

止は、国際的動向を踏まえつつ、保健、医療を取

り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、

新感染症、その他の感染症に迅速かつ的確に対応

することができるよう感染症の患者等が置かれて

いる状況を深く認識し、これらのものの人権を尊

重しつつ、総合的かつ計画的に国や地方公共団体

がさまざまな施策を行うこととされております。

医学、医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、

多くの感染症が克服されてきましたが、新型イン

フルエンザなどの新たな感染症の出現や既知の感

染症の再考、また国際交流の進展等に伴い感染症

は新たな形で今なお人類に脅威を与えております。

予防接種は、感染症対策の中で唯一の根本的対策

であり、住民を感染症の脅威から守っていくため

に重要な要素であり、有効性、安全性が確認され

たワクチンについては住民の理解を前提とした上

でその目的に応じて接種の推進を図るものであり

ます。当市におきましては、予防接種法に基づき

対象疾病ごとに定期接種では集団予防に重点を置

き、努力義務のあるＡ類疾病としてＢＣＧほか９

種の予防接種を全面公費負担で実施しており、個

人予防に重点を置き、努力義務のないＢ類疾病と

して高齢者インフルエンザ接種を実施し、一部助

成を行っております。任意接種においては、昨年

全国累計で１万 ０００例を超える発症報告があ

りました成人の風疹につきまして、現在通常の水

準に落ちついてきておりますが、妊婦と赤ちゃん

を守る趣旨から、名寄市独自の施策として予防接

種の一部助成を行っております。また、感染症が

低いとの理由から、北海道が定期接種となってい

ない日本脳炎の予防接種につきましては、進学や

就職等により道内出身者が道外に住む機会が多く

なっていることから、北海道は再来年度をめどに

定期接種化を図ることとしております。本年１０
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月からは任意接種となっておりました水痘がＡ類

疾病に、市が独自助成しておりました高齢者の肺

炎球菌がＢ類疾病にそれぞれ定期接種化となり、

さらに感染及び重症化の予防が図られるものであ

ります。今後も感染症の流行に注視しながら、各

医療機関との連携や広報等による感染症予防に関

する正しい知識の普及啓発に努め、さらに適切な

時期に安心して予防接種が受けられる体制の推進

を図り、感染症予防に努めてまいります。

次に、小項目３の地域包括ケアの推進について

申し上げます。地域包括ケアシステムにつきまし

ては、高齢化が急速に進み、団塊の世代が７５歳

を迎え、その人数がピークとなる平成３７年を目

途に介護が必要な状態になった高齢者も住みなれ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう住まい、医療、介護、予防、

生活支援の５つのサービスが一体的に提供される

支援体制を全国的に取り組んでいるところであり

ます。本市においても平成１８年３月に策定した

名寄市第３期高齢者保健医療福祉計画、介護保険

事業計画に地域包括支援センターの設置と地域ケ

ア体制の整備について登載し、平成１９年４月に

は地域包括支援センターを開設し、総合相談支援

事業、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業、

介護予防ケアマネジメント事業、虐待防止と権利

擁護について、保健師、社会福祉士、主任ケアマ

ネージャーがチームアプローチで包括的支援事業

を実施しているところです。また、地域包括ケア

の理念規定が平成２３年６月に改正されたことを

受け、第５期計画に地域包括ケアシステム構築に

向けて重点的に取り組むべき事項として、認知症

支援策の充実、医療と介護の連携、地域生活支援

体制の整備、高齢者のニーズに応じた住まいの確

保を掲げ、認知症講演会や徘回高齢者模擬訓練、

命のカプセル事業や除雪サービスの対象者の拡大、

介護基盤緊急整備等特別対策事業による小規模ケ

アハウス、認知症グループホームと認知症デイサ

ービス、小規模多機能型居宅介護の介護や住まい

の拠点整備を行ってきたところです。現在第６期

計画策定のために名寄市保健医療福祉推進協議会

に高齢者部会と保健医療部会の合同部会を設置し、

議論をいただいているところであり、本市におい

ても７５歳以上の人口が最大値になると見込まれ

る平成３７年度を見据えた地域包括ケアシステム

の構築に向け計画策定を行っ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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、安心、安全なまちづくりの小項目１と３につ

いて、小項目２は建設水道部長から答弁させてい

ただきます。

本市における交通安全対策は、昭和４５年に制

定された交通安全対策基本法に基づき、市民の生

命、身体及び財産を保護するため、交通安全に関

して国及び道に準じた施策を踏まえ、本市の地域

特性に応じた施策を実施することを目的に平成２

３年から平成２７年までの５カ年を第９次名寄市

交通安全計画期間と位置づけ、市民と一丸となっ

て交通安全対策を図ってきているところです。ま

た、交通安全の確保に関する基本理念と施策を定

めるため、平成１８年には名寄市交通安全条例を

制定し、交通事故に対する不安のない安全で住み

よい地域社会を目指してきたところであります。

名寄市交通安全計画における数値目標は、２４

時間交通事故死者数をゼロ人とし、人身事故発生

件数を４１人以下としており、死傷者数を確実に

減少させることを目指すものです。人身事故発生

件数については、過去３年間はいずれも目標値を

達成できたものの、死亡事故についてはこの間３

名のとうとい命が犠牲となっており、先日はバイ

クの路外逸脱事故が発生し、残念ながら大阪市在

住の男性が死亡したところであります。本件の事

故も含めいずれも高齢者が犠牲となっており、今

後高齢社会の進展に伴い、増加が予想される高齢

者の事故防止に向けた対策が課題とするところで
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あります。加齢に伴う身体機能の変化が交通行動

に及ぼす影響を理解してもらうため、各町内会や

老人クラブ等を対象に交通安全協会や関係機関と

連携して交通安全教育の拡充に努めていきたいと

考えております。

また、交通安全教育に関しては、幼稚園におい

ては女性交通安全指導、教育指導員等によるこぐ

まクラブでの交通指導であったり、小学児童に対

しては自転車の正しい乗り方や歩行者としての心

得の習得、中学生、高校生に対する交通道徳の習

得など、大学生も対象とした幅広い交通指導を実

施してまいりたく、今後も交通事故死ゼロと人身

事故発生件数の抑制のため関係機関、団体等と連

携し、交通安全教育に努めてまいります。

いわゆるＰＭ ５の環境基準としましては、１

年の平均値が１５マイクログラムパー立米かつ１

日平均値が３５マイクログラムとなっております。

また、注意喚起のための暫定的な指針では１日平

均７０マイクログラムパー立米を超えた場合には

都道府県等が注意喚起を行うよう推奨されている

ところです。御質問のとおり、名寄市には測定器

は設置されてございませんので、名寄市での濃度

の詳細は把握できておりません。一番近いところ

では、旭川市の測定局の濃度の値が一番参考にな

ると考えております。議員も御存じのとおり、本

年７月２６日には北海道における数値が急上昇い

たしました。その際には、札幌市、千歳市、旭川

市の大気環境測定局においてＰＭ ５の早朝３時

間の平均値が８５マイクログラムパー立米を超過

し、日平均値が国の指針の７０マイクログラムパ

ー立米を超過するおそれがあるため、札幌市、千

歳市、旭川市で注意喚起がされました。これを受

けまして名寄市においても即日にホームページへ

の掲載やＦＭラジオＡｉｒてっしに協力を依頼し

て、市民に対しての注意喚起を行ってきたところ

でございます。８月には、上川総合振興局と注意

喚起に関する緊急連絡体制も整えており、今後と

も迅速な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（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） 私からは、大項

目２、安全、安心なまちづくり、小項目２、都市

環境の整備についてお答えいたします。

道路の街路樹の維持管理に関しては、委託業務

として木の種類により３年から４年の間隔で計画

的に剪定を行っております。また、日常の維持管

理については、定期巡回パトロールを行い、車道

や歩道に張り出した枝などの伐採、剪定を直営で

行っております。道路に設置している縁石と舗装

とのすき間から生えている雑草の管理については、

直営によりスイーパー車を稼働して年２回、春と

秋の道路清掃にあわせて処理を行っております。

また、スイーパー車による除草が困難な場合は、

ブラシカッターで作業を行っているところでござ

います。

次に、都市公園の管理については、広域公園、

総合公園、隣接公園は指定管理者あるいは管理委

託業務によって維持管理を行っております。公園

内に設置されている遊具施設及び周囲に植林され

ている樹木の管理については、定期報告による計

画的な補修や剪定などの作業、緊急報告では速や

かな故障対応や危険木の処理などの作業を市が指

定管理者あるいは受託者に依頼を対応、または直

営により対応を行っております。街区公園の維持

管理につきましては、直営により毎年雪解け後に

冬期閉鎖を行った遊具施設等の一斉点検整備を実

施し、ふぐあいや危険箇所の改修を行ってから施

設の利用を開始しております。また、定期巡回点

検により異常の早期発見に努めております。街区

公園の環境整備については、公園愛護事業として

各町内会に日常の草刈り、清掃活動の御協力をい

ただいているところであります。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 各答弁どうもありがと
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うございました。続きまして、再質問に移りたい

と思います。

まず最初に、安心して健やかに暮らせるまちづ

くりの健康づくりの促進についてお伺いいたしま

す。先ほどの答弁にもありましたとおり、名寄市

の健康増進計画の健康なよろ２１第２次計画にお

いて、生活習慣病の重篤化を予防を図って健康寿

命の延伸や健康の格差の縮小を目指して市民、地

域、行政の連携した生涯を通じた健康づくりを推

進しているところでございます。その中で健康寿

命、介護を受けずに日常生活を営む期間の延伸対

策について、先ほども生活予防対策とか、いろん

なことで説明ありましたけれども、再度名寄市に

おける健康寿命の延伸対策についてお聞かせくだ

さい。

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。

健康寿命は、健康上の問題がない状態で日常生

活を送ることができる期間でありますが、全国平

均では男性が７ １７年、女性が８ １６年で、

名寄市は男性が７ ３５年、女性が８ ５７年と

全国平均を上回っておりますが、平均寿命との差

を縮めることが重要な問題であります。本市にお

ける健康づくり、体力づくりといたしましては、

保健センターでは特定健診を受診された男性を対

象に健康運動指導士や理学療法士による集団での

運動教室や、また保健推進委員による冬期健康体

操教室を名寄、風連２会場において実施をしてお

ります。その成果といたしまして、教室前後の数

値的な改善や教室の実施期間の延長希望や、また

なよろ健康あるキングへの参加の希望などが出て

きております。地区健康相談にあわせまして実施

しております健康教室では、生活習慣病予防に関

する講話のほかにみんなの体操や身体機能低下を

防ぐロコモ体操の普及活動を行い、若い世代から

運動習慣を身につけることを推進しております。

暮らしの中に運動習慣を取り入れながら、いつま

でも元気な足腰で年代相応に移動能力を維持する

ために、毎日の食事から骨や筋肉に必要な栄養素

をとり、ロコモティブシンドロームに負けない身

体をつくっていくことが健康寿命を延ばす上で大

変重要なことでありますから、市民への積極的な

健康づくり、体力づくりへの働きかけを今後とも

続けてまいりたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 健康寿命の延伸、延ば

すということは、すごく介護保険給付の抑制や医

療費の抑制につながり、社会保障の全般的な抑制

につながるということで、一番の目的は健康寿命

の延伸による社会保障とか、いろんな経費の削減

がやっぱり一つの目的だと思います。その中で、

先ほど名寄市の健康寿命、統計出ましたけれども、

私が調べた北海道の平均値が健康寿命２０１０年

で道が男性７ ０３、女性が７ １９、これが北

海道、全国で男の人が３２位、女の人が３４位。

先ほど言われた健康寿命が著しくいいというふう

に思うのですけれども、これは本当に平均寿命と

間違っていないでしょうか。再度お聞きします。

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） このたびの健康

増進計画を策定する際に、道、詳しくは名寄保健

所が算定したこの地域の健康寿命ということでご

ざいますが、北海道では平均寿命が男７ ２６、

女８ ５７、それから健康寿命が男７ ８４、女

８ ３６で、当市の場合、先ほど申し上げました

が、平均寿命のほうが男７ ５９、女８ ４２、

それと健康寿命は先ほど申し上げた男７ ３５と

女８ ５７ということで数値をいただいておりま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） すごくびっくりしてい

るところでございます。北海道平均かなり上回っ

て、全国平均第１位の愛知県が７ ７４という数

字が出ております。それを大幅に上回った数字で

いっているということは、すごく健康寿命延伸対

策というものがしっかりとなされている結果だと
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評価いたします。

平均寿命と健康寿命というのは、本当にすごく

面倒くさいと言ったら、私もちょっと初めは何か

わけわからなくて健康寿命って何だろうというふ

うに、先ほど言われたように介護を要しないで普

通に生活できる年齢の平均値だというふうに認識

しました。その中で２０１３年の全国の介護給付

費が２０１７年度で７兆 ０００億円、医療費が

３９兆 ０００億円となっております。これを今

健康・医療戦略、この夏の閣議決定において２０

２０年までに健康寿命を１年以上延伸させるとい

う目的でスタートしました。これによって社会保

障費全般的に５兆円以上の削減がなされるという

ふうに試算されております。当名寄市においても

２０２０年度とか長いスパンで考えて、１歳以上

の延伸をなした場合にどれだけの削減が見込まれ

るかを今すぐには出てこないと思いますけれども、

しっかりとした数字でやっぱり押さえて、すごく

いいデータがありますけれども、それに甘えるこ

となくしっかりとしたデータを積んで、より一層

経費を抑制するという形の中で生活予防のほうに

力を入れてもらいたいと思います。

それで、先ほど生活予防の対策としていろいろ

挙げられましたけれども、生活予防というのは要

は生活習慣を改善することによって全てクリアで

きるというふうに私自身も考えているのですけれ

ども、規則正しい生活、睡眠と適当な運動と栄養

のバランスを考えながら、ストレスをためないで

一日過ごすということだと思うのですけれども、

その中でメタボリックシンドローム、内臓脂肪型

肥満からいわゆる生活習慣病に移行される割合が

すごく多くなっています。その中で私自身もメタ

ボリックシンドロームに一時かかっておりまして、

４月２０日に感染症、肺炎球菌で２週間ほど入院

させていただきまして、市立病院の皆様には本当

にお世話になったのですけれども、そのときにも

わかったのは、とにかくメタボリックで、ちょっ

と太り過ぎで、全然運動不足で、内臓脂肪がたま

っていて、もう肝脂肪にもなっているような状況

ですごく、そして私もＢＭＩを測定してみた結果、

ＢＭＩでは全然オーケーで、２ ９８という普通

体型になるのですけれども、メタボリックの内臓

脂肪という肥満型ということで、やっぱりひっか

かるというか、肝臓の中に脂肪があるということ

でひっかかって、生活習慣を正して１カ月半ぐら

いの間で、１週間に３回から５回、１日１時間半

を歩いて、早歩きで健康の森まで自宅から行きま

して帰ってくる生活習慣をやりました。体重は１

キロ半ぐらいしか落ちませんけれども、本当に成

果が上がったということが自分自身でわかりまし

た。その中で私自身が思うのは、健康寿命の延伸

と健康格差の是正について健康なよろ２１の中で

うたっておりますけれども、健康格差ということ

についてどういう認識をもっていらっしゃるのか

お伺いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時４１分

再開 午後 ２時４２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。

上松議員。

〇８番（上松直美議員） 健康格差の是正という

ことをうたっている以上、その言葉の意味をやっ

ぱりすぐ理解してほしいというふうに考えます。

生活習慣以外に住む地域、所得、教育を受けた

年数、自己管理とは別な要素で健康の格差が生じ

ている、それが健康格差。それを是正することに

よって平均的な皆さんの公平、平等の中で健康を

維持できるのではないかという考えなのですけれ

ども、そういうことが健康格差の是正というふう

に認識しております。

この健康づくりの推進については、延命と健康

格差の是正というものが一つの目的だと思います。

２つの目的だと思いますので、抜本的に何かこの

健康格差の是正についての対策とか具体的な対策
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をお持ちかどうかお聞きします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時４４分

再開 午後 ２時４７分

〇副議長（佐藤 勝議員） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 申しわけありま

せん。健康格差の是正のための市の取り組みとい

うことでありましたが、議員おっしゃったとおり

健康格差は地域性ですとか、貧富の格差、また年

齢等々により格差があるということでございます

ので、先ほども答弁で申し上げておりますけれど

も、健康づくり体操ですとか、健康教室ですとか、

地域に入らせていただきまして、いろんな施策を

とらさせていただいておりますので、そういった

総合的な取り組みの中で健康格差も縮小するよう

に推進してまいりたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

本当に健康格差というのが、例えば健康寿命を

延ばしたとしても健康格差を是正しなければ何も

問題が解消されないというふうに認識します。健

康格差で、都会ではお金を出してジムとかに行っ

て健康管理をする人たちが健康になって、お金の

ない人たちとか健康意識の低い人たちが健康を害

して健康寿命を低下させてしまう。それを是正し

なければ、トータルで２つで両輪となってやらな

ければならないので、私は名寄市の今までの活動

は立派な活動をしていると思いますので、今後こ

の両輪でしっかりとした活動をしていってもらい

たいと思います。ただ、私は要望として、検討事

項として１つ挙げたいのは、公共施設のスペース

の有効活用によるトレッドミルの導入、いわゆる

ランニングマシンです。ああいうのをやはり今ス

ポーツセンターとか何カ所かにはありますけれど

も、身近なところにそういうものがあれば健康を、

冬の健康促進の道具として使う機会がふえ、健康

寿命の拡大、延伸になりますので、それを検討と

してしっかりと受けとめてお願いしたいのですけ

れども、その点について答弁をお願いいたします。

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） 貴重な提案ありがと

うございます。健康づくりをするために、先ほど

田邊部長のほうから説明ありましたけれども、桜

庭市長時代にも健康の森ということで、あそこに

高齢者の皆さん方も含めて年齢を問わず楽しめる

パークゴルフ場があったり、芝生のサッカー場、

多目的グラウンドがあったりということで、この

関係につきましては過去にも後期高齢者の保険料

が全道で３５市中１カ所だけ高齢者の方々の使っ

た医療費が少なくて軽減保険料の適用を受けたこ

ともあります。これは昨年度で終わりましたけれ

ども、そういうふうに地域に体育、スポーツ施設

の適切な配置をしながらやってきたことも一定の

効果があったのかなと。今議員おっしゃるとおり、

都会ではジム等にそういう器具が置いてありまし

て、お金を一定程度払いながら使わざるを得ない

と。そういう中で公共施設、名寄市については小

中学校の学校開放ということでやっていますけれ

ども、なかなか個人の方々の健康管理の使える状

態というよりはグループで使っているのが多いの

もありますので、スポーツセンターにジョギング

マシンとかそういうものを置いたり、ほかの施設

でも合宿の一つの関連としてフォレストのほうに

そういう器具を用意したらというように、さまざ

まな御意見もありますので、改めましてそういう

器具が使える体制をどうとるかということと機械

購入と、物によっては維持管理の関係で指導員の

配置も必要なのかなと思われるものもちょっとあ

りますので、人のいる公共施設は時間帯的にどの

くらい利用できるかという検討もさせていただい

ていきたいなと思っています。

なお、ちょっと答弁には足らない部分ありまし

たら、健康福祉部長のほうから答弁させますので、
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よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） わかりました。

次の質問に移りたいと思いますので、よろしく

お願いします。感染予防の推進についてお伺いし

ます。先ほどもちょっと健康づくりのほうでも言

いましたけれども、感染、私自身がまさかかかる

と思っていなかった肺炎球菌という感染症にかか

った。その中で一番大事なのは、定期接種の予防

接種が大事だということを痛感しました。それに

よって、今回の肺炎球菌の感染症が２６年度１０

月１日から定期接種に移行されます。その接種方

法についての概略についてお知らせください。

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） 本年１０月から

の定期接種化では、国が定めた対象者は６０歳以

上６５歳未満で一定の障害を持たれる方、また６

５歳の者として、経過措置といたしまして２６年

度中に限り１００歳以上の方、それから３０歳ま

では６５歳から５歳刻みで１００歳までの年齢に

なる者とされましたので、当市といたしましては

国が定めた６０歳以上６５歳未満で一定の障害を

持たれる方と健康、６５歳以上の方に助成させて

いただいておりますので、その方たちも対象とさ

せていただき、かかりつけのお医者様と十分相談

をしていただき、体調のいい時期に予防接種をし

ていただきたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 定期予防接種になった

ということは、すごく喜ばしいことだというふう

に私も思っています。高齢者の３％から５％の方

が肺炎球菌の菌が常在していると言われておりま

す。その中でやはり重篤化になった場合には死亡

率がすごく高い。この死亡率が高いというのは、

合併症の敗血症とか、気管支炎とか、いろんな合

併症を併発した場合には死亡率がかなり高い。だ

から、しっかりと定期予防接種を徹底して周知し

てもらって、実施してもらうことを強く願います。

それと、乳幼児の肺炎球菌対策として、やはり５

歳未満でほとんどの子供たちが発症するのが肺炎

球菌、感染症は発生すると言われていますけれど

も、それ以後定期接種を行っていない場合には重

篤化に至って、または副作用による後遺症を残す。

それについても定期接種の徹底的な周知とお知ら

せによって、子供、保護者の皆様に連絡とか、そ

ういうことでしっかりとした体制を今以上にも強

くやってもらいたいと思います。

次に移ります。地域包括ケアの推進について質

問いたします。先ほどの答弁にもありましたけれ

ども、地域包括支援センターというものが地域包

括ケアシステムの構築をする上でどのような問題

と課題を抱えているのか、健康福祉部長の認識を

お伝えください。

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） まず初めに、先

ほど高齢者の方の肺炎球菌の部分で、私平成３０

年度までは６５歳から５歳刻みというところを３

０歳と間違って発言したようでございますので、

訂正をお願いしたいと思います。

地域包括支援センターの構築につきましては、

まさしく２０２５年に名寄市におきましても今の

団塊の世代の方が皆さん後期高齢者、７５歳以上

になるということでございまして、先ほど議員か

らもお話があったとおり、介護費用や医療費が増

額することは予測されるところでございます。そ

こを抑えるためには、現在行っております、先ほ

どもありました健康寿命をいかに延ばしていくか

ということが大変重要なことと考えておりますの

で、あわせて今の段階では認知症の高齢者が５年

間で２００人ふえたということもございますので、

認知症の予防の対策もあわせて実施しながら、来

たるべき２０２５年に向かって備えてまいりたい

と、そのような認識でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

今包括ケアシステムの構築に当たっては、やは
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り一つの問題は、介護保険サービスの中ではでき

ない制度外のインフォーマルケアというものが注

目されています。それをどうやって、家族の支援

とか、見守りとか、制度の中でできないことをし

っかりとそういった地域のボランティア、有料で

あったり、無料であったりしますけれども、先進

地を見習って、名寄市独自のインフォーマルサー

ビスの促進をやられてはどうでしょうか。

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） このたびの介護

保険法の改正によりまして、まさしく要支援１、

２の方が市町村が行う地域支援事業に移行される

ということで、訪問介護と、そして通所介護につ

いては市町村が行いなさいということになってお

ります。その部分を当市といたしましては、来年

４月からの法施行ではございますが、２年間の猶

予期間がございますので、その２年間の間で皆さ

んと十分議論をさせていただきながら、ボランテ

ィアの部分も含めまして対応を考えてまいりたい

と考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） すごくいい先進地のケ

ースがいっぱいありますので、それを見習ったり、

いろんな情報収集してこの事業をしっかりと実行

していってもらいたいと思います。

次に、質問をかえます。第２項目めの安心、安

全のまちづくりについてお伺いします。交通安全

の推進についてでございますけれども、答弁のと

おり名寄市交通安全計画、第９次計画に基づいて

名寄市交通安全条例の交通理念、基本理念をもと

に交通安全の施策を実施しているところでありま

す。人命の尊重の理念と人優先の交通思想と人、

車両、交通、３つの要素の相互関係の考慮から、

官民一体となっての推進、そして最終的には交通

事故ゼロを目指す、これがまさしく名寄市が目指

していることだと思います。この安全計画、立派

な安全計画があります。これを一つの絵に描いた

餅ではなくて、しっかりと実効性のあるものに変

えていくべきだと思います。その一つの方向性と

しては、基本ベースは交通安全というのは基本的

にはもう昔から同じことで、安全意識の高揚とか、

危険箇所を周知して、みんなに挙げてもらうよう

なことなのですけれども、それだけではできない

ので、効果的な対策への改善、新しい取り組みを

やっぱりするべきではないかというふうに思いま

す。自転車の利用者の交通ルール、マナー等交通

安全教育の充実によって自転車同士の事故をどの

ように防ぐかという前向きな取り組み、そしてま

さに自転車のことについては先般旭川での自転車

同士の事故がありました。それについてもただの

事故ではなく、無灯火同士で事故を起こして、そ

して一人の方は死亡したという重大事故です。そ

のときにも緊急対策として市民の皆様に周知する、

連絡する方法というか、広報とか、いろんな方法

でこういう無灯火は危ないと。そして、交通事故

は車だけではないと。自転車同士、自転車対人で

もあるという、そういう緊急対策的な連絡とか、

広報活動を強くしていくべきではないかと思いま

す。そしてまた、安全、道路環境の整備につきま

しても危険箇所を周知するということは、パトロ

ールの徹底によって危ない箇所を再チェックして

おく、または夜間の、これから秋になってきまし

て、薄暮のときに自転車とか自動車についてもデ

イライトというか、自動車についてはデイライト

運動、自転車につきましては反射灯のいわゆる推

進運動とか、新たな取り組みを交通安全施策の中

でやっていただきたいと思いますけれども、その

点についてどうでしょうか。

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） どうしても交通安全

運動といいますと毎年同じことをやっているとい

う印象があると思いますけれども、私は継続は力

なりということで、毎年同じことを紋切り型で同

じようにやるというのはそれなりに意味があるな

というふうには考えておりますが、何点か新しい

取り組みもやってございますので、この場で紹介
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をさせていただきたいと思いますが、まず１つに

は、全国的に先ほどもお話ありましたけれども、

自転車を取り巻く事故が年々増加をしてございま

して、最近では歩行者と自転車の事故で加害者側

に数千万円の高額賠償を命じる、そういう判決も

相次いでいることから、自転車の交通ルールのパ

ンフレット、これ作成いたしまして、市内の中学

校、高校全生徒、部数的には ５００部ほどにな

りますけれども、これを生徒全員に配布したとこ

ろでございます。また、６月から１０月までの５

カ月間のロングランになるのですけれども、交通

事故死ゼロ ０００日を超える、これは更新日数

が全道一の興部町から本市を経由して苫前に至る

国道２３９号線の７市町村において交通安全を呼

びかける旗の波運動を毎月同じ日に実施してござ

います。

以上、新たな取り組みもやっているということ

で御理解を賜りたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 新しい取り組みをやっ

ぱり率先垂範というか、積極的な形の中で、今ま

でやったことをずっと続けるのもいいのですけれ

ども、それをいわゆる効果的な対策として改善す

る政策を望みます。

次に移ります。都市環境整備についてお伺いし

ます。先ほど答弁ありましたように、雑草につい

てはスイーパー車で月２回、街路樹につきまして

も直営でパトロールしながらやっているというふ

うに理解しました。その中で私はちょっと気にか

かるところがありました。それはノースタウンの

西側の大通側の街路樹につきまして、送電線、電

力ケーブルに接触している箇所がたくさんありま

す。南側については、埋設工事とか危険回避して

いろんな対策を練っておりますけれども、大通側

につきましてはやはり電力ケーブルに接触してい

る。まさにもう接触しております。早急に北電か

ら連絡があってやるとかでなくて、やはり管理責

任者である市がしっかりと一定の維持管理指針を

持ってやるべきではないかと思います。それにつ

いてどう考えますか。建設水道部長、お願いしま

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） 議員御指摘のノ

ースタウンの西側ということでございますが、そ

この送電線については市が北電から貸してほしい

ということで貸していることになります。したが

いまして、市としては木が腐食をして倒れて何か

被害を及ぼすとかということであればうちのほう

で対応しますけれども、通常は北電のほうで枝な

どにさわるような場合についてはケーブルのカバ

ーをつけていただくとか、あるいは市のほうに北

電として切ると。切らせてもらうというようなこ

とであれば、うちのほうはそれについては承諾を

していきたいというふうに考えているところです。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） だから、逆に言ったら

北電側にもそういう瑕疵というか、やはり安全管

理に対する徹底というか、電力ケーブルに接触し

ている中でやっている。名寄市についてはそうい

う見解であるということは理解しました。

次に、管理する場合には、街路樹についてはい

ろんなところにあります。それをいろんな臨時職

員の方がかわったり、管理職員の人がかわったり、

そのやり方が一定のやり方ではないのではないか。

だから、一定の管理指針をつくるべきではないか

というふうに思っていますので、これを検討事項

としてしっかりと受けとめてお願いしたいと思い

ます。これは答弁要りません。

最後に、ＰＭ ５についてお伺いします。ＰＭ

５対策について、微小粒子物質、ＰＭ ５です

けれども、７月の末にロシアのシベリアの森林火

災が原因で環境基準を超える７０マイクログラム

パー平方メートル、１日平均ということで、超え

る濃度が観測されました。その中で従来は中国か

らの越境大気汚染ということの認識がありました

けれども、これは全然違うロシアからの森林火災
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の影響を受けたという。ただし、私が思うのは、

偏西風に乗ってＰＭ ５はかなり遠い距離を飛来

してくると。そういう認識を持って呼吸器疾患、

児童、高齢者の抵抗力のない市民に対してしっか

りとした緊急通報や情報提供をホームページやい

ろいろな手段を使ってやっているということでお

伺いしましたけれども、より一層の周知徹底手段

をお願いしたいと思います。１つには、北海道防

災情報システムによるメールによる通信とか、さ

まざまな手段があると思います。そして、北海道

においてもＰＭセンサー実証試験もやっておりま

して、快適なキットでより安くできるというふう

な情報もつかんでおりますので、将来を見据える

よりもより早い情報を見据えてしっかりとした危

機管理対策をお願いいたします。その点について

答弁をお願いします。

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） 議員の御指摘のとお

り、道北地域には旭川市にしか観測局が設置され

ておりません。北海道のほうでも実証試験、これ

はされていらっしゃるようなのですけれども、北

海道の方針では測定体制の空白地域における測定

局の整備ということを考えていらっしゃるようで

ありまして、ただこれが名寄市に造成されるかは

未定であります。御質問にあります観測機器の導

入でありますけれども、名寄市に北海道の観測局

が設置されることが一番望ましいというふうに考

えておりますが、手を挙げる機会があれば積極的

に取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。ただ、市独自での測定機器の設置となりま

すと、性能ですとか予算の関係もございます。ま

だまだ勉強が必要となってまいりますので、この

部分につきましては今後に向けての研究とさせて

いただきたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。いずれにいたしましても、

ＰＭ ５の影響につきましては呼吸器や循環器系

疾患のある方、子供や高齢者など感受性の高い方

に配慮した迅速な情報提供が求められております

ので、これまで同様にホームページやＦＭラジオ

での発信に努めていきたいと考えております。ま

た、このほかにもメールの配信などほかの手法に

ついても対応できるものがございましたら、随時

対応に向けて検討し、速やかな情報発信に努めて

まいりたいと考えております。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で上松直美議員

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第３ 報告第１

号 平成２５年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について、報告第２号 平成２５年度決算に

基づく資金不足比率の報告について、以上２件を

一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２５年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第２号 平成２５年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第１号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第２号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２５年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告申し上げるもので、細

部につきましては総務部長から説明させますので、

よろしく御審議くださいますようお願いを申し上

げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 補足説明を臼田総務

部長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から報告第１号 平成２５年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第２号 平成

２５年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して補足説明させていただきます。
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配付をいたしました資料の１ページをお開きく

ださい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状

況についてでありますが、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率につきましては赤字が発生していな

いことからなしとし、バー表示をさせていただい

ているところであります。実質公債費比率につき

ましては前年度より ５ポイント下がって１ ６

％、将来負担比率につきましては１ ２ポイント

下がって４ ３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況についてでございます。

初めに、表の左上の欄は一般会計の赤字割合を示

す実質赤字比率積算の内訳を記載してございます。

一般会計の実質収支は４億 ４９５万 ０００円

の黒字となっていることから、分母であります標

準財政規模に対する割合はマイナス ４９％で、

実質的な赤字が発生していないことから同じくな

しとなります。次に、一般会計に特別会計、企業

会計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比

率につきましては、全ての会計の実質収支を合計

すると表の右下のとおり２１億 ３１０万 ００

０円の黒字となりました。この額が標準財政規模

に占める割合はマイナス１ ５３％になり、実質

的な赤字が発生していないことから同じくなしと

なります。なお、企業会計につきましては、実質

収支を計算する際の数値につきましては純利益、

または純損失ではなく、資金不足、剰余額となり、

水道事業会計及び病院事業会計のいずれの決算も

流動資産の額が流動負債の額を上回っていますこ

とから、上回っている金額が資金剰余額として計

算されることになります。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況についてであります。実質

公債費比率とは、一般会計の公債費に加え特別会

計や企業会計、一部事務組合などへの公債費に準

じた繰出金や負担金などの合計額が標準財政規模

に占める割合をいい、直近の決算の３年平均を用

います。平成２５年度決算では、前年度より ５

ポイント下がって１ ６％となりました。実質公

債費比率が下がった主な要因は、起債の償還終了

に伴い元利償還金が減少したこと、公債費に準じ

る債務負担行為の減少、普通交付税の増に伴う標

準財政規模の増加などが挙げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況についてであります。将来負担比率

とは、地方債残高など一般会計が将来にわたって

負担すべき金額が標準財政規模に占める割合をい

います。平成２５年度決算では、前年度より１

２ポイント下がって４ ３％となりました。上段

の将来負担額は、地方債の現在高、債務負担行為

に基づく支出予定額、公営企業債等繰り入れ見込

み額、職員の退職手当負担見込み額など将来にわ

たって負担すべき金額を記載してございます。ま

た、中段の充当可能財源等は、充当可能な基金や

特定歳入、将来にわたって地方交付税で措置され

る基準財政需要額算入見込み額などを記載をして

ございます。将来負担比率が下がった主な要因は、

組合等を含む地方債の現在高、職員の退職手当負

担見込み額などが減少したこと、充当可能財源で

ある基金の残高、基準財政需要額算入見込み額の

増加などが挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当額の欄は貸借対照表における流動負債の

金額を、また歳入相当額については流動資産の金

額をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足

額となります。両会計とも資産の金額が負債の金

額を上回っているため資金不足額はマイナスとな

っており、資金不足比率はございません。

また、簡易水道事業特別会計ほか４特別会計に

つきましては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支はゼロで、資金不足は生

じておりません。

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） これより、報告第１

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号外１件を終結いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１９日から９月２

５日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１９日から９月２５日までの

７日間を休会とすることに決定いたしました。

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 ３時１９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 竹 中 憲 之

署名議員 山 口 祐 司


