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平成２６年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年６月１８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（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

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（１名）

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

環境生活課長 伊 賀 和 彦 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 次 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

農業委員会会長 柴 崎 富 雄 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 奥 村 英 俊 議員

９番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

クラウドファンディングによる資金調達を外４

件を、高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、順次質問してま

いりたいというふうに思います。

まず、大きい項目１番目、クラウドファンディ

ングによる資金調達をということでお伺いいたし

ます。クラウドファンディングとは、賛同するア

イデアやプロジェクトに対して誰でも簡単に寄附

や少額のお金を支払うことができるネット上での

仕組みであります。神奈川県鎌倉市観光商工課は、

昨年１１月、クラウドファンディングを通じて観

光施設整備事業、かまくら想いプロジェクトを開

始いたしました。地方自治体が主体となり、観光

施設整備事業のためにクラウドファンディングの

手法を使って資金調達を試みるためのものであり

ます。注目を集めております。夕張市が財政破綻

の際、２００７年に地域活性化をしたい市民の声

や夕張市を応援したいという、協力をしたいとい

う声を活用し、夕張市活性化のプロジェクトを応

援する取り組みを開始いたしました。今後税金に

頼らない施策としての一つであります。インター

ネットで不特定多数の人々から小口の資金を募り、

地域振興に生かそうとする取り組みが広がりつつ

あります。クラウドファンディングとは少し違い

ますが、名寄を愛し、名寄のためにふるさと納税

という取り組みを行っておりますが、ふるさと納

税は名寄に住んでいた人や名寄に縁のある人が高

額の寄附により名寄の資産を運用する部分でもあ

ります。近年のふるさと納税の状況をお知らせい

ただきたいというふうに思います。

ふるさと納税と違い、先ほどのかまくら想いプ

ロジェクト、鎌倉が好き、鎌倉を応援したいと思

ってくださる鎌倉のファンによって寄附を募り、

１０カ所の観光看板を新設するプロジェクトがス

タートをされました。ルート板を設置するには１

基につき約１０万円であります。１口１万円の寄

附を募り、寄附をいただいた方のお名前を新設の

ルート看板に刻むという取り組みであります。自

治体の予算確保のために新たな手法としてクラウ

ドファンディングの活用の考えの理事者の御見解

をお願いをいたします。

大きい項目２番目、ピロリ菌除菌検査、治療の

助成についてをお伺いいたします。ピロリ菌は、

胃の粘膜にすみつき、胃がんや胃腸炎などの発生

原因となる細菌であります。胃がんは、日本人に

多く、年間約５万人が亡くなると言われておりま

す。日本人の２人に１人はピロリ菌に感染して、

５０代以上の約７０から８０％が感染されている

というふうに言われております。ピロリ菌を除去

すれば胃がんの発生が抑制できることはわかって

おりますが、ピロリ菌の除去治療は胃腸炎、十二

指腸潰瘍、早期胃がんの治療後など症状が進んだ

状態でなければ保険適用されませんでしたが、こ

とし２月からはピロリ菌による慢性胃炎でも保険

が適用されるようになりました。代表的なものは、

胃がんとの関連性が指摘されておりますが、ピロ

リ菌に感染している人と感染していない人に対し

て１０年間調査を行ったところ、感染している人
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では２９％の人に胃がんが発生したそうでありま

す。感染していない人では、胃がんの発生はしな

かったという研究報告が出されております。たば

こ、塩分の過剰摂取など日ごろの生活習慣も胃が

んのリスクを高める大きな要因でありますが、ピ

ロリ菌を除去することによって胃がんのリスク減

少効果が期待をされることは確かであります。ピ

ロリ菌保菌者率の高い高齢者の方々はもとより、

がんになった場合、進行の早い若者にも注意し、

この予防が大事と言われております。そのために

も予防と検診が重要であり、医療費の抑制を進め

るためにもピロリ菌の除菌の検査の助成の理事者

の御見解をお願いをいたします。

続きまして、ＬＥＤ照明設備の購入の補助につ

いてをお尋ねいたします。名寄の地球温暖化防止

実行計画、電気使用量に伴うＣＯ２削減の目標が名

寄市も進められ、また街灯も名寄市が徐々に今交

換をしているところであります。名寄市は、住宅

用太陽光発電システム設置補助金、エコチャレン

ジ２０１４、省エネルギー展、ＬＥＤランタン製

作講習等々の活動を進め、地球温暖化、節電対策

を行政としても行っておりますが、旭川市の政策

ではＬＥＤ照明設備の購入の助成を行い、市民へ

の地球温暖化やエコへの取り組みを行っておりま

す。本市も市民へのＣＯ２削減を市民とともに取り

組む意味でもＬＥＤ照明設備の購入の助成の取り

組みの理事者の御見解をお願いをいたします。

次に、市民からの要望を数点質問させていただ

きます。交通安全対策についてお尋ねをいたしま

す。名寄市立病院の手押し信号のあり方について

でありますが、警視庁の調べで歩行者の交通事故

の死亡者の一番の死亡原因が横断歩道での死亡と

されております。ある障害団体の方々から名寄市

立病院で診察して、帰り薬局または駐車場に行く、

家に帰るとき、手押し信号を使用されたとき、青

になり渡ると途中で赤になり、障害者や高齢者、

病気治療者や子供たちの歩行者が危ないと言われ

ました。このことについて私も先日現場に行き調

査をさせていただきました。４回障害のボタンを

押させていただき、障害者が１名、婦人の高齢者、

つえを持った方が１名、子供が１名渡りました。

この３名の方々は、横断歩道 ５メーター前で赤

に信号が変わってしまいました。公安委員会に申

し入れて改善策はないのでしょうか。

また、名寄中学校の手押し信号がほかの手押し

信号と違い、押すと信号がすぐ変わり、冬期には

運転者の対応が大変に危ないというお話をお聞き

いたしました。この点も公安委員会の申し入れ、

改善ができないのでしょうか。理事者の御見解を

お願いいたします。

次に、南広場の活用についてお尋ねをいたしま

す。夜間照明の活用についてお尋ねをいたします。

南広場の照明設備は、あるクラブが周年事業で寄

附として贈呈されたものであります。昔はソフト

ボール、またはクラブ活動、または１００円を入

れて夜間照明をつけ、たくさんの団体が使用され

ておりました。今や幼稚園の運動会、盆踊り、祭

りの駐車場等と余り使用はされておられないのが

現状であります。今回ある女子高校生を持つ御婦

人が名寄公園のバスケットのゴールを使用するた

めにあの暗闇で夜練習をしている。昔は、南広場

は１００円入れて各クラブ活動をしていたと思う

けれども、今壊れているので、使用ができない。

昔のように９時ぐらいまでは防犯、安全のために

使用してもよろしいのではないかというお話をい

ただきました。照明器具のあり方の活用について

理事者の御見解を求め、この場での質問を終わら

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

高橋議員からは、大項目で５点にわたり御質問を

いただきました。大項目の１及び３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４につきましては環境生活

課長から、大項目５につきましては建設水道部長

からそれぞれ答弁とさせていただきますので、よ
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ろしくお願いいたします。

初めに、大項目の１、クラウドファンディング

による資金調達について申し上げます。まず、近

年のふるさと納税の状況についてでありますが、

ふるさと納税はふるさとを応援したい、ふるさと

に貢献したいという納税者の思いを具現化する手

法として制度化をされておりまして、本市では平

成２０年度から取り組みを始めているところでご

ざいます。これまでの寄附者数と寄附金額につき

ましては、平成２０年度が２０人で１７２万 ０

００円、平成２１年度が２２人で１０３万 ００

０円、平成２２年度が１８人で１０９万 ０００

円、平成２３年度が９人で６１万円、平成２４年

度が１４人で７６万円、平成２５年度が３１人で

１５５万８００円となってございます。

一方、他の市の状況等につきましては、寄附者

に対し特産品を贈呈することによりまして寄附額

を伸ばすという、そういう状況にあるということ

でございます。このことを踏まえまして、本市に

おきましてもふるさと納税の推進とあわせて地場

産品の育成を目的に今年度から名寄市ふるさと応

援寄附記念品贈呈事業を実施しているところでご

ざいます。具体的には、なよろ観光まちづくり協

会とタイアップをしまして１０セットの特産品を

選定、その中から寄附者に選択をいただき、特産

品を贈呈するというものでございます。実質的に

は５月下旬からスタートをさせていただいており

まして、大変好評をいただいているところでござ

います。また、今月からはクレジットカード決済

による納入システムも導入しておりまして、より

利用しやすい環境づくりを図ってきているところ

でございます。今後は、ホームページやふるさと

会、杉並区、さらにはふるさと納税に係るさまざ

まなサイトを活用しまして周知に努めてまいりた

いと考えているところでございます。

次に、クラウドファンディングの活用について

の見解についてでございますが、クラウドファン

ディングにつきましては不特定多数の方からイン

ターネットなどを使って小口の資金を集める仕組

みでございます。近年では、先ほど議員からお話

があったとおり、地方自治体でもインフラ整備で

すとか団体支援などを目的に活用している実態に

ございます。本市のこの手法の活用に係る考え方

といたしましては、人口が減少し、税収が伸び悩

む状況下におきましては税金に頼らず資金を集め

ることが可能でありますことから、必要な施策の

実施のために有効な手法の一つだと、このように

考えているところでございます。広く賛同を得る、

また共感を得られるようなプロジェクトでないと

成功しない仕組みでもありますので、まずはクラ

ウドファンディングの手法に近いふるさと納税に

係る寄附者への記念品贈呈事業の推進を図ってま

いりたいと考えています。また、あわせてクラウ

ドファンディングにつきましては当該記念品贈呈

事業の検証を行う中で活用や成功事例などについ

て研究してまいり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。

次に、大項目の３、ＬＥＤ照明設備の購入助成

について申し上げます。国におきましては、本年

４月にエネルギー基本計画を定め、現在の家庭に

おけるＬＥＤ照明等の高効率照明の普及状況を踏

まえまして２０２０年までに１００％の普及を目

指すこととしております。また、照明市場におき

ましても間接補助照明のほか主照明としての住宅

用シーリングライトなどのＬＥＤ化が進み、現在

その比率は年々高まっているなど全国的に普及促

進が図られてきている状況にあります。本市では、

平成２４年度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おきまして高効率照

明器具については外断熱工法やヒートポンプ、高

効率型給湯器などとともに省エネルギーに関する

技術の一つとしてその経済性や環境性に着目をし、

市民への啓発と省エネモニター事業におけるイン

センティブとして配付をしているところでござい

ます。機器への導入の支援としましては、現在住

宅用太陽光発電設備への設置補助を実施している

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号



－119－

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

ところであります。議員から御質問いただきまし

たＬＥＤ照明設備への購入補助についてでござい

ますが、少額経費での順次交換が可能であります

ことから、現在は支援策を講じておりませんが、

他の機器への補助等も含めまして普及状況なども

注視しつつ、その有効性を見きわめながら今後ま

た調査してまいりたいと思いますので、御理解を

いただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２のピロリ菌の助成について申し上げます。

近年ピロリ菌は、慢性胃炎、胃、十二指腸潰瘍、

胃がんなどの原因とされ、日本でピロリ菌に感染

している人は少なくても ０００万人以上と言わ

れており、一説では日本人の半数以上が感染して

いると言われております。ピロリ菌の感染経路は

まだはっきりと解明されておりませんが、主に口

から感染すると考えられ、特に５０歳以上の人で

感染している割合が高いとされておりますが、衛

生環境が整ったことにより感染している割合は年

々減少し、若い世代では低くなっております。平

成２５年２月より内視鏡検査でヘリコバクターピ

ロリ感染胃炎と診断された方については、健康保

険を使ってピロリ菌の検査、治療を受けることが

できるようになり、費用も従来に比べて安価とな

ってきております。厚生労働省の研究班による報

告では、胃がん検診の一環としてピロリ菌感染の

有無と胃粘膜の萎縮度を見る胃がんリスク検診、

ＡＢＣ検診を行い、将来にわたってリスクに応じ

た内視鏡検査を実施していくことで胃がんを早期

に発見していこうという提唱もされております。

日本消化器病学会によると、除菌が成功した場合、

潰瘍の再発は極めて少なくなると言われておりま

すが、除菌後に逆流性食道炎が新たに発生、また

増悪したり、肥満やコレステロール上昇など生活

習慣病の出現が危惧される病態の発生も報告をさ

れております。ピロリ菌検査では、胃がんに罹患

しているかどうかの判定はできず、仮にピロリ菌

抗体が一定数以上でなかった場合でも胃がんにな

る危険性が皆無ではないとされております。現在

当市が行っております胃がん検診は、エックス線

の機器の精度向上により高い診断能力があり、ピ

ロリ菌感染も想定した診断も行われ、早期発見の

ための定期的ながん検診受診は有効と考えており

ます。日本消化器病学会では、ピロリ菌の除菌が

成功した後でも胃がんが発見されることがありま

すので、定期的な内視鏡検査や胃がん検診を継続

して実施することが極めて重要であるとしており

ます。今後も胃がん検診の受診率の一層の向上に

向けた検診勧奨や受診しやすい体制づくりを目指

すとともに、胃がん発症リスクの抑制のための手

段の一つとしてピロリ菌検査及び除菌の有効性に

ついて研究してまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 伊賀環境生活課長。

〇環境生活課長（伊賀和彦君） 私のほうからは、

大項目の４、交通安全対策について答弁させてい

ただきます。

まず、小項目の１、市立総合病院前の信号機の

あり方でございます。御指摘の押しボタン式信号

機につきましては、同じく市立総合病院前の十字

路交差点にある信号機と車両走行のスムーズな流

れを促すため連動を持たせた表示設定がされてい

ます。この押しボタン式信号機は、昼間は通常の

信号機として動作し、交通量の少ない夜間２０時

から翌朝７時までは交通量に合わせ常時赤の設定

になっており、夜間専用の押しボタンがついてい

ます。さらに、病院への来院者の中には高齢者や

身障者など横断に時間のかかる方のために交通弱

者用押しボタンがあり、歩行者用信号機が青の表

示中は音響を鳴らす機能を備えております。交通

弱者用押しボタンを押されても高齢者や身障者な

どが青信号のうちに横断歩道を渡り切れなかった

ということにつきましては、交通弱者と言われる

方々が交通事故に巻き込まれないために、可能な

対応を図る必要があると認識しています。当市に
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おいて交差点で歩行者が事故に遭うケースでは、

特に高齢者が犠牲となっております。こうした現

状を踏まえ、本交差点における通行状況の実態を

調査した上で、信号機の適正な表示時間の設定に

ついて公安委員会に要請をしていきたく、歩行者

の安全確保に努めてまいります。

次に、名寄中学校の手押し信号機について答弁

させていただきます。名寄中学校前に設置されて

いる押しボタン式信号機は、歩行者がボタンを押

すと瞬時に車道側の信号が黄色になり、その約３

秒後に赤の表示に変わるよう設定がされています。

表示時間の設定については、一般的な信号機では

信号制御器の箱がついており、その中に入ってい

るコンピューターでコントロールをしています。

この信号機は、ボタンが押され黄色に変わる際、

タイムラグがないため、事故につながる危険性が

あるのではという御指摘でありますが、現在公安

委員会では押しボタン式信号機の動作設定につい

て他の信号機と関連がない制限速度が４０キロ道

路の単独の信号機では歩行者がボタンを押し、直

ちに黄色に変わるよう、その間のタイムラグは設

けないとしています。他の地域で過去にタイムラ

グの設定により信号が青に変わるのを待ち切れず、

歩行者が飛び出し、死亡事故が起きています。ま

た、信号無視をして事故に遭うケースもあるとの

ことです。こうしたことから、通常はタイムラグ

を設けませんが、本交差点については豊栄川に係

る箭原橋と交差点が近接しており、市内から徳田

方面へ走行の際、橋が手前道路より高い位置にあ

るため、ドライバーからは見通しが悪く、場合に

よっては危険の察知がおくれるというようなこと

も心配され、前方の状況について細心の注意を払

う必要があります。したがいまして、本信号機に

ついても前項の病院前信号機と同様、公安委員会

に適正な動作時間の設定について要請をしてまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の５、南広場の活用について、照明機器のあり

方と活用についてお答えをいたします。

現在南広場には、夜間利用のための照明灯４基

３２灯を設置をしております。この照明灯につき

ましては、名寄ライオンズクラブに設置をいただ

き、市に寄贈をいただいた施設となっております。

夜間の利用状況は、設置当時におきましてはソフ

トボールやサッカーの練習等にも利用されており

ましたが、近年におきましては夏季の盆踊りやな

よろ雪質日本一フェスティバルなどの利用があり

ますが、その利用頻度も年々減少をしてきており

ます。また、本年１月に照明灯の硬貨投入式によ

る通電式装置が経年劣化により破損したことから、

現在その補修工事を行っております。この補修に

つきましては、現状での硬貨投入式の復旧は高価

であったこと、夜間における利用頻度も低いこと

から、通電についてはブレーカーの上げ下げによ

って行い、電気メーターにより電気使用料の実費

負担をいただく方式とさせていただきました。こ

のため夜間照明の利用については、個人の利用と

することが難しいため、団体利用についての許可

とさせていただいておりますので、御理解をいた

だきたいというふうに考えます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問を行わさせていただきます。

まず、クラウドファンディングの部分を質問さ

せていただきます。ふるさと納税というのは、本

当に私も前言わさせていただいて、よそは牛肉の

霜降りのものを１万円や２万円で送ってくれると

ころがあるから、こういう部分をやったほうがい

いということで、今回すばらしい１０セットの部

分を１万円以上だとか３万円以上は２点だとかと

いうふうにしていただいて、これで少し名寄の特

産品のよさが全国に知れ渡ることを祈るばかりで

ありますけれども、もう一つがクラウドファンデ

ィング、鎌倉、また夕張で今進められて大変好評
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だという。少額だということもあって好評だとい

う部分だと思うのですけれども、またそういう鎌

倉が好きだ、また夕張を応援したいという部分で

なっていると思うのです。今回クラウドファンデ

ィングに似た形式で、（仮称）市民ホールが備品

購入に約１億円ぐらいかかりそうですので、 ０

００万円某信金からいただいて、すばらしい二千

何百万円のピアノを購入するということで、予算

が足りないので、エフエムなよろの社長またはピ

アノの先生を中心にクラウドファンディング形式

でこの資金を募るということでプロジェクトを何

か推進したような寄附の状況の部分が新聞に載っ

ていましたけれども、私はこれはすばらしいこと

だと思うのです。だから、ちょっと話がずれてし

まいますけれども、すばらしい（仮称）市民ホー

ルを建てるために全部名寄市がつけるのでなくて、

ピアノの先生たちが自分たちが本当は ０００万

円でいいものを最高級のピアノを入れてほしい。

二千何百万円だと。そうしたら ０００万円のう

ち、 ５００万円、 ５００万円足りないから、

私たち、市民のみんな、または（仮称）市民ホー

ルを本当によくしたいという人たちが集まってこ

の寄附金を集めてすばらしいものをつけようとい

う意向だと思うのですけれども、その状況という

のがわかればちょっと教えていただきたいなとい

うふうに思うのですけれども、今どういう状況に

なっているのか、こういう形でこういうふうに進

めているという状況があれば。１回目の会議でま

だ進んでいないのか、ただ話し合いだけで今はと

どまっているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 突然振られまして、

正直詳細な部分でちょっと押さえていない部分は

ありますけれども、新聞報道でされていますよう

にピアノ教室の先生方を中心に立ち上げをされて

いて、今の個人的なそういった寄附も含めて取り

組みを進めていて、今後もう少し大きな形で商工

会議所も含めて、事業者も含めて取り組みを進め

ていくような、そういうところにもだんだん発展

をさせていきたいというふうに思っていますので、

詳細については承知していない部分がありますの

で、御理解をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

私は、そういう手法があって、市民も、また企

業も名寄市のために何とか本当に（仮称）市民ホ

ールだけでないですけれども、このすばらしい

（仮称）市民ホールが建って、その中にすばらし

いピアノがあり、すばらしいスピーカーがあり、

すばらしい何かこういうものがあるために、各団

体がうちらはそれに賛同して募りたいというのが

クラウドファンディング形式だと思うのです。だ

から、その金額に到達しなくてもいろんな手法を

使って、プロジェクトを使ってやれる部分という

のは可能性があるというふうに思うのです。そし

て、これからは合併特例債の合併算定がえ等々含

めて、また地方交付税も含めてきのう代表質問で

言っていましたけれども、九千何百億円の削減等

々がされるという部分が言われております。各市

町村も４０％、５０％の地方交付税でこれからど

う地元の健全な市民の本当に住みやすい市を保っ

ていけるのかというのが福祉、教育等々を含めて

考えがあると思います。その部分でそういう（仮

称）市民ホールも含めてなのですけれども、今名

寄市は観光または農業で名寄の一村一品をつくっ

て全国に売り出そうという部分があります。私は、

そういう部分でこういうプロジェクトをつくり、

少額でもいいから名寄市のために何とか私もかか

わっていきたいという部分が、いろんな部分をつ

くっていいのではないかな、１つではなくて。１

つに絞って募るというのもいいのですけれども、

いろんな部分をつくり、やっていくのも必要では

ないかなと。観光であれば先ほど鎌倉でかまくら

想いということで１１７個の看板がもう設置され

てはいるのです。でも、それだけでは少ないから

１０個プラスしようということでこのプロジェク
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トを開始された。名寄で（仮称）市民ホールがで

きる。天文台ができる。看板をつくるために、そ

れならこれだけ必要だからみんなで何とかしよう

という部分だとか、地方交付税で立てられればい

いですけれども、そういう部分も大事かなと思う

のですけれども、そういう部分のお考えというか、

検討をされたことがあるのかどうか、あればちょ

っとお聞かせをいただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今クラウドファンデ

ィングの関係について具体的な例を示していただ

きながら御質問をいただいたというふうに思って

います。これ調べてみますと、先ほどは市民ホー

ルの備品に係るところの、あるいは鎌倉の看板に

係るところについて広くかかわっていただいてい

る事例を紹介いただきましたけれども、ほかにも

文化のイベントですとか、スポーツイベントです

とか、先ほど少し言われた観光なんかも含めてい

ろんなプロジェクトで活用している事例があると

いうのも私どもも一定程度調査をさせていただい

て認識はしているところでございます。これらに

ついては、今現在どういうところに充ててという

具体的なプロジェクトはありませんけれども、他

市の事例なんかも参考にしながら、ぜひ調査を進

めて、活用できるところがあるかないか、一層調

査をしてまいりたいと思います。特にこの取り組

みに私個人でいいなと思うのは、１つはお金が集

まるということは当然ありますけれども、それを

通じて全国にやはり情報発信ができる。こういう

プロジェクトがあるのだよという情報発信ができ

るところもありますし、またお金を出していただ

くということは関心を高めていただくということ

についても非常に効果があるというふうに思って

おりますので、これについてはぜひ具体的に調査

をさせていただきたいと思います。

なお、今取り組んでいるふるさと納税、こうい

う特産品を渡して、これも言う方に言わせるとク

ラウドファンディングの一つの類型だという方も

おられますので、当面についてはここを推進しな

がら、ここでちょっと御質問ありませんでしたけ

れども、実は大変好評というのは今現在直近のデ

ータでいうと既に１３０件応募がありまして、金

額的にも４６０万円程度となっておりますので、

まずはここを突破口に進めていきたいと思ってい

ますし、さらにここを工夫をしながら、議員が言

われますようにいろんな場面に幅を広げてクラウ

ドファンディング調査してまいりたいと思います。

御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。すば

らしいですね。１３０件４６０万円、本当にもう

このふるさと納税が成功することをお祈りします。

クラウドファンディングの部分で、岩見沢駅で

したか、れんがの駅をつくるのに市民に募ったの

です。歴史ある岩見沢駅を市民の力で何とかしま

しょうということで、外のれんがにその人のお名

前を打って、そしてれんがを積んで建てたという

のもありますし、本当にいろんな方式がつくれる

かなという部分もあります。本当に名寄南小学校

の卒業生は、もう１万人ぐらい超えているのです

か、亡くなった方もいますけれども。もうこれか

ら名寄南小学校を建てるよといったときに、壁に

れんがを募って、皆さんのお名前を書きますと。

１個 ０００円ですと。れんがなんて１００円ぐ

らいですから、掘るのに ０００円ぐらいで残り

５００円ぐらいは浮くのかなだとか、そういう

方式もあるのかなという部分もありますし、本当

いろんな部分で少ない税金を、また寄附を有効に

使う努力をお願い申し上げ、この部分の質問を終

わらせていただきます。

次に、ピロリ菌の部分をお尋ねをいたします。

まず、先ほど日本で ０００万人の方々がこのピ

ロリにかかっていると、すまれているという部分。

私も去年健康診断で旭川のがんセンターで先生か

らピロリ菌の検査もしたほうがいいですよと言っ

て、それならお願いしますと。袋にこうやってふ
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うっとやって、ピロリ菌がいますと言われまして、

２週間薬を飲んで、いろんなヨーグルトも食べら

れず、すまわれたことが。家出をされまして、ピ

ロリ菌がいなくなってしまいました。そんな中で、

先ほども言ったようにがんの発症率がまずこのピ

ロリ菌いることによって２９％、また感染が昔の

人は井戸の水だとか、そういう部分を飲んで、そ

して小さいころに親が乾物をかじって小さい子供

に上げただとか、そういう部分の感染が多いとい

うふうに言われている状況であります。５０代も

おりますので、その５０代というのは今ちょうど

高校だとか中学だとか小学校の子供がいるという

部分もありますし、名寄ではこの近年胃がんで亡

くなられた状況だとか、名寄でもがん検診、胃が

ん検診が行われていると思うのですけれども、そ

の状況というのはどのような、国保の部分でわか

ればお伝えをいただきたいなというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

まず、胃がんで死亡されている方の状況でござ

いますが、本市における死亡者数は平成２３年度

でありますけれども、３５３人となっておりまし

て、悪性新生物、いわゆるがんで死亡された方が

９７人ということでございます。死亡者の２ ５

％を占めております。また、死因第１位でありま

す悪性新生物の部位別で見ますと、２３年度では

まず大腸がんが１位、それから第２位としては気

管支、肺がんが第２位、第３位に胃がんが入って

おります。胃がんについては、平成１６年からの

調べでは常に３位以内に入っているというような

状況あり、大変死亡率の高いがんと考えておりま

す。

また、検診の関係でございますけれども、当市

ではがん検診行っておりますが、平成２３年度の

状況で申し上げますと、全道の比較と全国の比較

で申し上げますが、胃がん検診として全国では

２％の受診率、全道では１ ８％の受診率、名寄

市は１ ５％ということであります。また、２４

年度につきましては全国では ０、北海道では

９、名寄が１ ０ということで、いずれも名寄市

は全道で４番目の受診率の高さということであり

ますが、まだまだ低い受診率とは考えております

ので、今後とも受診勧奨を行ってまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

がんで亡くなる方が約２ ５％いるという、そ

の中でもベストスリーに毎年胃がんは入っている

状況でもありますし、きのうの代表質問のほうで

も国保、６０歳から７４歳の方々の年収が１００

万円、または１００万円から３００万円が８ １

％おられて、そういう中でこの方々を含め、そう

いう病気になったり、入院をされるということが

やはり国保の被保険者の金額がふえるということ

になると思う。被保険者も減ったという部分もあ

りますし、後期高齢に移ったという部分もありま

すし、人口も減ったという部分もありますけれど

も、何年か前は国保の基金が３億何千万円あった

ものが今は来年度には ０００万円ぐらいしか残

らないという状況でありますから、他市のように

国保が一般会計から繰り出すような状況になった

ら大変苦しいのかなという部分もありますので、

やはり検診率を高め、また病気にならないような

部分をつくっていかなければいけないというふう

に思うのです。

稚内では、本年度かと思うのですけれども、中

学生のピロリ菌の検査ができるようになったみた

いなのです。やはり先ほど私言いましたけれども、

今私の子供は大体中学、高校、大学。そして、孫

もいますので、孫にも最近はピロリ菌がいたら困

るので、乾物をやらないようにはしていますけれ

ども、そういう子供たちがやっぱり影響を受ける

状況だと思うのです。女性も大事ですけれども、

やはり子供たちの検査というのも必要かなという

ように思うのですけれども、名寄では中学校のそ
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ういうピロリ菌の検査の考えというのは、可能性

というのはないのかなというのをちょっとお聞か

せいただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員から御紹

介がありました稚内の助成の関係なのですが、こ

れ平成２５年に北大のピロリ菌研究事業といたし

まして道立稚内高校の看護学科の希望される８０

名の方に対してピロリ菌の検査を実施したところ、

６名の方がピロリ菌に感染していたということが

判明いたしまして、若い世代に対しても除菌する

という政策が稚内市でとられたところでありまし

て、平成２６年度から稚内市におきましては高校

３年生を対象にピロリ菌の検査を実施するという

ことになりまして、対象人数としては６００人程

度ということで、事業費も２４０万円程度でやら

れているような形であります。当市といたしまし

ては、先ほども申し上げましたが、子供たちに口

移しでという部分もありますけれども、衛生環境

状況、水道水等の環境も当市としては整っており

ますし、また子供たちのデータがちょっとないの

ですが、若い世代についてはピロリ菌の感染が少

ないということもありますので、特に子供たちに

対してそのようなピロリ菌の検査、助成を行うと

いう考えは今のところ持ち合わせておりませんの

で、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。やは

り高額の費用がかかるので、今のところ考えはな

いという部分だというふうに私自身思います。今

回子供の医療費も発生をいたしますし、いろんな

部分で若いうちからそういう検査ができる体制、

またはそういう無料の検査ができない場合は名寄

市としてやはり親にこういう部分でがん発生率を

抑制するために子供たちにピロリ菌の検査をお願

いしますという情報を与えるのも必要ではないか

なというふうに思いますので、ぜひ親への情報発

信を保健センター等々から進めていただくことを

お願いいたします。

次に、ＬＥＤ照明の関係に移ります。先ほど言

われたようにエネルギー基本計画、２０２０年ま

でに１００％のＬＥＤ化を進めていくという部分

を言われまして、本当に住宅機器、または名寄市

では新エネ、省エネで先ほど言ったように太陽光

またはエコチャレンジ、ランタンだとか、いろん

な部分を進めておられてあれなのですけれども、

ＬＥＤに変えることによって、街灯は今回何千万

円もかけて変えるような形で電気料も削減できる

と思いますし、名寄市としての使用と削減の考え

方からいえば、できれば本当は年収を制限しまし

て、先ほど国保でもないですけれども、１００万

円以下の方が６ ５％、３００万円以下の方が２

６％おられる中で、やはり生活だけで精いっぱ

いの方というのはたくさんおられます。そういう

部分にお金が回せないのです、１００万円ぐらい

の方というのは。わかるように、食費、電気また

は水道、光熱費を含めて月最低でも８万円だとか

９万円かかります。それを本当のぎりぎりで生活

されている方です、１００万円以下ということは。

そういう中でやはり電気代は高いかもしれないけ

れども、ＬＥＤに変えられないという方もおられ

ると思うものですから、２０年までにそういう状

況をつくらなければ、これは義務ではないですか

らあれなのですけれども、こういう状況をつくる

ために名寄市としてもある程度の検討材料として

年収の所得制限を含めて取り入れるべきかなとい

うふうに私は思うのですけれども、再度お考えが

あればお聞かせをいただきたいなというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 新エネ、省エネにつ

いては、どちらかというと国が本来的にはエネル

ギー政策として進めるべきところかと思いますけ

れども、やはり地方自治体も環境に配慮してとい

うこともありますので、地方自治体としてできる

ことを今取り組んでいるということだと思います。
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今回太陽光を実施しているのについては、これは

関係する建設業界等々の御意見もいただながら進

めさせていただいているということで、ビジョン

達成にはいろんな手法があると思いますけれども、

まずはそういった関係者の御意見など含めて新エ

ネというところに着目をしながら、太陽光に取り

組んでいるということであります。

今議員のほうから出たＬＥＤについてですけれ

ども、ここについては今の所得に応じてというと

ころがありましたけれども、全般的に見渡すと例

えば電気屋さんの商品の並びなんかを見ると随分

ＬＥＤの商品が主流になって出てきていると。さ

らには、価格についても出始めから見ると随分格

安と言ったらあれですけれども、価格も下がって、

店からいうとお求めやすい価格というのでしょう

か、そういう価格になっているということで、広

く言うと行政が誘導する必要があるかないかにつ

いては比較的その必要性については下がってきて

いるのかなと思いますけれども、今言われました

ような低所得者等もありますので、これにつきま

しては限られた予算の中での実施となりますので、

ＬＥＤも含めて、あるいはほかの省エネ機器設備

もありますので、これらも含めた中でどれが施策

として有効なのかを十分検討させていただきまし

て、またローリング等の中でも検討させていただ

きたいと思いますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

検討をお願いをいたします。

次に、交通安全の部分をお尋ねをいたします。

市立病院の手押し信号行ってきて、私も交通弱者

用の手押しのところを押しました。４回押しまし

て、本当に先ほど言ったように高齢者、障害者の

方です、１人は。片方足すって歩いている方でし

た。もう一人がやはり女性の方でつえをついてい

る方、そしてもう一人がお子様をお母さんが引っ

張っている方だったのです。交通弱者用のもので

すから、音が鳴ります、先ほど言ったように。そ

して、音が変わるとやっぱり人間の心理として急

がなければならないという心理になるみたいなの

です、あれは。よく東京等で電車にひかれたとい

う部分もそうですけれども、最後のほうになって

音が速くなると、もう信号が変わるからと子供を

引っ張ったお母さんは急ぎなさいと何かこんなふ

うにして引っ張っていましたけれども、そんな中

で秒数をはかりました。そして、ちょうど１９秒。

それを押して時計を持っていって１９秒だったの

です、青から赤に変わるまで。そして、人間の歩

行速度というのは国土交通省で５キロ毎時間とい

うことで、１４秒なのです、あそこの距離感で。

不動産の ８キロで１５秒、十分もう到達して渡

れる部分。でも、子供というのは ６キロですか

ら２０秒かかって、横断歩道渡れないのです。そ

して、障害者や何かもやはりそのような形なので

す。そして、先ほど他の信号を含めて４０キロの

地点は歩行者が押したら待っている時間が長いと

渡ってしまって交通事故に遭ったからと言ったの

ですけれども、名中のところはそうなのですけれ

ども、南小学校のスポーツセンターのところは押

して５秒から１０秒までいかないですけれども、

それで変わるのです。そのタイムラグというのは

なぜそういうタイムラグが。名中のところが交通

事故があって、死亡事故があったからそうなった

のか、南小学校のところはタイムラグがあるけれ

ども、先ほど言ったように４０キロで歩行者が急

いで事故等があったので、そういうところができ

たというのはどういう関係なのでしょうか。ちょ

っとわかれば教えていただきたいなというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 伊賀環境生活課長。

〇環境生活課長（伊賀和彦君） 今押しボタンを

押した際にタイムラグが中学校前とスポーツセン

ターの前の通りの交差点と差があるのはなぜかと

いうことなのですが、中学校前は通常の十字路の

交差点の形状になっておりまして、南１１丁目に

ついては東側からの道路と西側からの道路が直線
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的に交差をしていない変則的な交差点という形状

になっておりまして、車両の通行を勘案した形が

あるものですから、若干のタイムラグを設けてい

るというふうに公安委員会のほうからは伺ってお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ちょっとわからない

のですけれども、とりあえず公安委員会ではそう

いう言い方なのですからあれだと思います。でも、

先ほど言われたように、公安委員会が調べて対処

をされるということを言われましたので、ぜひ早

目に対処していただきたいなというふうに思いま

す。名中はともかくとして、市立病院の前の手押

し信号は、やはり私はもうあの状況を見て危険だ

というふうに感じました。そして、事故が起きて、

死亡事故が起きてから改善をするのではなく、や

はりああいう歩行者が渡り切れない状況はもう確

実でありますので、それを改善しない限り交通安

全とは言えないというふうに思いますし、それが

正しいのだという公安の言い方であれば、あれで

行って事故が起きて、死亡事故が起きたら警察は

何をやっているのだと私はどなりつけると思うの

ですけれども、その改善をしっかり名寄市も含め

てやっていただくことをお願いをいたします。

時間がもうありませんので、最後に南広場の部

分。南広場は中村部長に、もう少しゆっくりやり

たかったのですけれども、時間がなくなってしま

いました。先ほど言ったようにお金ではできなく

なってしまったのですか。それで、団体というの

はどこまでの団体を団体というのか。４人で団体

なのか、どういうのが団体という部分で団体と言

われて、どういう方式でお借りをしに行けばいい

のか、ちょっと具体的にわかれば教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

ら御質問がありました団体の人数については、実

は内部的にそういう規定を持ってございません。

ですから、ここで先ほど答弁させていただいたの

は、余り少人数であの照明を使うというのは利用

状況に合わないということでちょっとお話をさせ

ていただいたということで、どうしてもあの広い

広場１灯つけて何かやりたいというのであれば、

それは申請については私ども建設水道部の都市整

備課の管理係のほうに申し出ていただければいい

のですが、状況的にはまだその辺の利用状況につ

いてはしっかりと規定を持ってございません。少

しその辺は整備をさせていただきたいというふう

に思っています。あわせて利用状況も近年減って

いるということで、実は私ども広く市民の皆さん

にＰＲをしているということでもございませんの

で、その辺もあわせて内部でしっかりとやってい

きたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。私は、

もう２人でも団体でいいと思うのです。そして、

使っていただいて、電気料いただければ幸いかな

というふうに思いますので、ぜひ２名でも団体と

いう検討をいただきたいなというふうに思います。

最後に、今中村部長が言われたように利用頻度

が大変少ない状況であります。今後の南広場のあ

り方がこういうふうにしたいというのがあれば、

私は駐車場ではもったいないと思うのです、祭り

の駐車場だとか雪祭りだけでは。何かそれがあれ

ば教えていただき、その回答をいただいて終わら

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 南広場の活用に

つきましては、先ほども御答弁させていただきま

したけれども、夏場は盆踊りですとか、冬場はフ

ェスティバル等々の利用もありますし、あわせて

神社祭りの際には駐車場等の利用もございます。

ただ、先ほど言いましたように利用状況が大変減

少しているということでありますので、私どもと

しては今後の利活用については先ほどの利用団体
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に関する取り扱いも含めて今後協議をさせていた

だきたいというふうに思っています。あわせてあ

そこの南広場がございます７区町内会のほうから

も景観も含めた利用についての御意見もいただい

ているところでありますので、町内会の皆さんあ

るいは市の内部でも今後協議をさせていただきた

いというふうに考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

母子家庭へのさらなる支援の取り組みを外３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、

質問をさせていただきます。

まず、１つ目、母子家庭へのさらなる支援の取

り組みを。働く女性の半数以上が非正規、賃金は

男性の半分。特に若い世代に非正規が広がり、結

婚も出産もできない貧困の広がりが問題になって

います。アベノミクスは、女性が輝く社会にとい

いながら、解雇しやすい限定正社員や派遣法など

女性をさらに安い労働力として使おうとしていま

す。これではますます女性の貧困は広がるばかり

です。このまま少子化が進めば５０年後には人口

が３分の２に減少し、３０年後には半数の自治体

で２０歳、３０歳代女性が半減するというショッ

キングな報道もされているところであります。執

行方針の中でも今後３０年間で２０歳、３０歳代

の女性が半減する自治体が道内でも１４７市町村

区に達するとあり、本市においても １２７人、

３ ５％が減少すると試算されていると述べられ

ています。加藤市長は、１０年先、２０年先を見

据えて市政運営に努めると述べられていますけれ

ども、特に母子家庭への支援にどのように取り組

まれようとしているのかお伺いをいたします。

母親が働いて子供を育てていかなければならな

いにもかからわず、パートなど非正規雇用が多く、

極めて低い賃金で働いています。ダブルワークな

どかけ持ちして働いているけれども、暮らしは非

常に厳しい状況です。貧困の連鎖を断ち切ること

が重要として、２０１３年、子どもの貧困対策法

が制定され、子どもの貧困対策推進法がことし１

月に施行されたところであります。名寄市として

特に学童保育所の充実、就学援助や生活保護、就

労支援、職業訓練を含めた就労支援の充実などが

必要と思いますが、お考えをお聞かせください。

就学援助については、生活扶助基準の見直しによ

る影響を受けないようにすると述べられ、また文

科省では消費税増税等を踏まえて学用品等の単価

を増額することとしております。この点について

名寄市の取り組みをお聞かせいただきたいと思い

ます。

２つ目に、医療介護総合法案から介護を必要と

する高齢者とその家族を守る取り組みを。要支援

１、２と認定され、介護サービスを受ける人の８

割以上は、ヘルパーによる訪問介護、デイサービ

スなどの通所介護を利用しています。この２つの

要支援者向けサービスを廃止するというのが法案

の第１の改悪です。市町村が実施している地域支

援事業に新たなメニューを設け、要支援者には見

守り、配食、緊急時対応などの代替サービスを提

供するといいます。サービスの後退、サービス内

容の貧弱化は避けられません。そして、特養入所

を要介護３以上に限定します。特例入所として虐

待や認知症、精神障害などの困難な状況にある場

合といいますが、原則入所させないという方針で

あります。さらには、利用料の２割負担の導入で

す。対象とされているのは、所得が１６０万円以

上の層です。これらの層は、高齢者全体の２０％

を占め、一部の高所得者とは言えません。さらに、

食費、居住費の負担を軽減するなど救済措置であ

る補足給付の要件見直しがあります。預貯金が一

定額を超える場合や世帯分離をしている配偶者が

住民税課税である場合、補足給付を打ち切るとし

ています。また、医療の分野では２０１４年度の

診療報酬改定で急性期患者の入院日数の制限、在

宅化の実績が低い病院に対する報酬削減など入院
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の短期化に向けた制度改革を盛り込んでいます。

患者追い出しと言わなければなりません。医療介

護総合法案は、入院患者を強引に在宅に押し戻す

一方、要支援者、軽度者への在宅サービスを後退

させ、施設にも入所させないというものと言わな

ければなりません。今、年金生活者は厳しい状況

になっています。特に女性の年金は非常に低く、

国民年金平均受給額は月４万 ０００円、厚生年

金の女性の平均受給額月１１万円です。厚労省の

年金制度基礎調査、２０１１年度ですが、でも年

金受給者の４８％は年金額１００万円以下の低年

金者であると言われています。低年金で最後まで

入居できる施設は、特養ホームしかありません。

しかし、待機者が多いことから、介護難民、漂流

患者、こんなふうにも呼ばれています。さらに、

働きながら介護している人２９１万人余になると

言われています。総務省の２０１２年就業構造基

本調査によると、介護や看護のために離職した人

はこの５年間で４８万 ０００人、年間約１０万

人に上っています。このうち女性は８割を占めて

います。そして、残念なことに介護心中や殺人、

こういったことが制度がスタートしてからこの１

５年間で５５０件を超えると言われています。市

長が言う１０年後、２０年後を見据えた行政運営

を行うのであれば、地域包括センターの体制強化

や特養への支援の拡充、自治体が救済していく体

制を強化していくことが必要ではないでしょうか。

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

２つ目に、ブラックバイトから学生生活を守る

取り組みを。大学生の生活では、親からの仕送り

が減り続けていると言われてます。また、公的な

奨学金は全て貸与制で、７割が有利子です。卒業

時に大きな借金を抱えることになります。就職難

で将来安定した職業につけるか不安もある中で、

借りることをちゅうちょしていると言われます。

多くの学生が学生生活を維持するためには、バイ

トからの収入を途絶えさせられない状況にあるの

ではないでしょうか。しかし、学生アルバイトに

も若者を使い潰すブラック企業のような違法、無

法な働かせ方が広がっていると言われます。低賃

金、低処遇にもかかわらず正社員並みの過度な責

任やノルマを課せられる例が多くあると言われて

います。こうしたことに対応できる大学として相

談窓口の充実が求められると考えています。名寄

大学は、約７００人の学生、そして今度児童科が

４年制になるとすれば、１００人の学生増となり

ます。労働力の面でも消費者としても地域経済の

発展に大きく寄与していることは間違いありませ

ん。商工団体や自治体として、学生の生活を守る

取り組みが求められるところですが、お考えを伺

いたいと思います。

４つ目です。南相馬市への支援事業、なよろ夏

季林間学校について伺います。震災、原発事故か

ら３年がたちました。被災された皆さんは、いま

だに住むところが定まらないなど暮らしやなりわ

いが取り戻せていません。先の展望が見えないな

ど、自殺者が多くなっていることが内閣府の調査

で明らかになっています。子供たちも避難先の移

動など２回、３回と転校しているといいます。ま

た、健康面の不安は大きなものがあります。福島

県の健康管理検討委員会の発表によれば、３３人

の甲状腺がん、４１人の疑いありという結果が出

されています。被曝との因果関係はわかりません

が、不安は募ります。こうした中、子供たちに北

海道の大きな自然に触れ、心も体もリフレッシュ

してもらう取り組みは有意義だと考えています。

心も体も安まるプログラムが必要です。今年度の

南相馬市への支援事業、なよろ夏季林間学校の取

り組み内容についてお知らせをいただきたいと思

います。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員から大項目４点

の質問をいただきました。それぞれ私から答弁を

させていただきます。

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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まず、大項目１、母子家庭へのさらなる支援の

取り組みについてであります。子供、女性の貧困

は、大きな社会問題となっておりまして、本年１

月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行

されました。同法は、子供の将来がその生まれ育

った環境によって左右されることのないように、

貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境

を整備をするとともに、教育の機会均等を図るた

め、子供の貧困対策を総合的に推進をするために

講ずべき施策の基本となる事項等を定めておりま

す。現在国においては、４月に子どもの貧困対策

会議を設置をし、子供の貧困対策を総合的に推進

するための大綱案を作成するための検討会を開催

をしているところです。本市といたしましても今

後示される大綱案について情報収集に努め、基本

的施策の遂行におくれることのないように対応に

努めてまいりたいと考えております。

本市の母子家庭への支援の取り組みといたしま

しては、こども未来課に母子自立支援員を配置を

して多くの母子家庭のさまざまな相談窓口として

御利用をいただいております。相談内容としては、

生活面での不安や子供の進学への不安、あるいは

配偶者からのＤＶに対する相談等多岐にわたって

おります。金銭的な相談で貸し付けを希望する方

には、北海道が行っている無利子の貸付業務の相

談窓口にもなっておりまして、申請希望者には手

続を丁寧に説明をさせていただいております。ま

た、研修等に積極的に参加をし、相談員としての

スキルアップを図っており、児童扶養手当等各手

当や医療費の助成等各制度にも精通をしており、

総合的な相談に対応しております。児童扶養手当

の状況でありますけれども、平成２５年１１月分、

受給人数が４１９人、平成２５年度の支給額とい

たしましては約１億 ２００万円となっておりま

して、今後とも制度の周知等を徹底をし、対象と

なる方々へ支給業務を適正に行ってまいります。

母子家庭の悩みの一つでもあります保護者の就

労形態につきまして一部非正規雇用での就労を余

儀なくされているという方もおりますが、御本人

が希望する場合には母子家庭高等技能訓練促進事

業補助金、これを活用いただいて、資格取得後正

規職員として御活躍をいただけるような支援も行

っております。現在市内で昨年からのこの補助金

の継続が１名、新規が３名となる見込みでありま

して、看護師を目指し努力していただいたところ

でございます。保護者が就労するに当たりまして

必要となるお子さんの保育については、現在ニー

ズ量がふえてきておりますけれども、若干の調整

期日をいただき、待機児童が出ないように対応も

しております。また、学童保育ですけれども、保

護者の就労などにより放課後などの時間帯に家庭

が留守になる環境にある児童の安心、安全な居場

所の確保と健全育成といったことを目的に、市内

で公設２カ所、民間２カ所の４カ所において実施

をしております。現在市内全体では、待機児童が

発生していないということもあり、ひとり親家庭

であるかどうかを問わず、利用を希望する留守家

庭の児童を受け入れている状況でございます。ま

た、障害児の受け入れについても民間施設の御努

力もいただいて、重度の場合を除いて全ての施設

で受け入れが可能となっております。保護者負担

ですけれども、低所得世帯や兄弟での利用に対し

手の援助を行っています。基準としては、就学援

助の要保護世帯に月額 ０００円、準要保護世帯

に月額 ０００円、兄弟２人目以降それぞれ月額

０００円としまして、公設児童クラブは減免、

民間の学童保育の利用者には直接補助といった形

で行っております。学童保育所は、保護者にとっ

て安心できる場所であること、また児童にとって

安全な居場所であること、一方では女性の社会参

加を含めた就労支援のための役割を果たしている

と考えております。さまざまな社会情勢の変化か

ら共働きの増加や働き方の変化によりこの学童保

育のニーズがふえてくることも予想され、現在は

学校区ごとの設置など施設の適正な配置、開設時

間などのサービス内容の検討なども進めておりま
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す。今後も環境整備及び運営面の充実に努め、ひ

とり親世帯を含めて就労支援を側面から支えてい

きたいと考えております。

次に、就学援助制度による支援についてであり

ます。就学援助費の給付金額は、各市町村で独自

に設定をすることとなっていることから、本市に

おいても就学援助費給付要領を定め、対象者に給

付をしているところであります。近年では、クラ

ブ活動費や生徒会、ＰＴＡ会費などを給付対象に

追加をするなどニーズに応えた見直しも行ってき

ているところです。消費税率の変更による影響に

ついては、給食費や修学旅行費など実費支給をし

いる項目について影響は出ませんけれども、学用

品費、これらについては影響が出ることから、今

年度中に給付金額の見直しを行い、対象者に影響

が出ないように取り進めていきたいというふうに

考えております。

なお、平成２６年度の当初予算額が前年度を下

回っているのは、対象見込み者の減少のためであ

りまして、支給基準を下げたものではありません

ので、御理解をいただきたいと思います。

最後に、生活保護を受給している母子世帯につ

いての状況を申し上げます。生活保護受給世帯の

うち、母子世帯は１０世帯、子供の人数は１６人

となっておりまして、母子世帯に支給をされる母

子加算の金額で申し上げますと、児童１人目は１

万 ９４０円、２人目は ６００円、３人目以降

は８００円であり、１０世帯の平均では１世帯当

たり２万６６０円の加算となっております。家庭

訪問時の母子世帯から受ける相談内容では、子供

の成長に伴い被服の支出が多い、子供とのコミュ

ニケーションのとり方が難しいなどさまざまであ

りまして、費用的な部分は教育扶助や生業扶助の

範囲内で対応をしており、子供の健全育成に関す

る部分では個々のケースに応じて学校や母子自立

支援員、家庭児童相談員と連携をとりながら、課

題の解決をしているところであります。母子世帯

のうち常に稼働している世帯は４世帯でありまし

て、母子世帯の就労については個々の就労阻害要

因を的確に把握をし、保育所や学童保育の利用情

報の提供やケースワーカーがハローワークに同行

をし、自立に向けた支援を実施もしております。

保護世帯の高校の進学の状況では、被保護者４名

の中学卒業者ではその全員が高校に進学をしてお

りますので、今後とも適切な支援に努めてまいり

たいと考えております。

大項目２、医療介護総合法案から介護を必要と

する高齢者とその家族を守る取り組みについて申

し上げます。地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律案、衆議院の議決を経て６月２日には参議

院において厚生労働委員会に付託をされ、御案内

のとおり昨日賛成多数で委員会で可決をされ、本

日恐らく１０時から本会議が開催をされて、可決

される見通しとなっているというふうに承知をし

ています。この法律案の介護保険法の改正の概要

については、１点目が予防給付のうち訪問介護と

通所介護を地域支援事業に移行して多様化をする

ということ。２点目が議員おっしゃったとおり特

別養護老人ホームについて新規入所を原則要介護

３以上とすると。３点目、低所得者の保険料の軽

減を拡充する。４点には、一定以上の所得のある

利用者の自己負担を２割に引き上げる。５点目に

は、低所得者施設利用者の補足給付についての要

件に資産等の要件を加えるといったことでござい

ます。この間５月２８日に国に対して広域分散、

積雪寒冷地である北海道の事情を勘案しつつ、ガ

イドライン等を示すように北海道、北海道市長会、

町村会と共同で要望書を提出をしてきているとこ

ろであります。法案が原案どおりに可決をされた

場合には、地域支援事業については相当な準備が

必要とされることから、予防給付の見直しについ

ては平成２９年度から、生活支援サービスの充実、

在宅医療、介護連携については平成３０年度から

の実施とし、十分な準備と市民周知を行ってまい

りたいと考えております。
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執行方針にも述べさせていただきましたように、

国立社会保障・人口問題研究所の推計によります

と名寄市では平成３７年に後期高齢者人口が最大

値となることから、健康づくり、介護予防等に取

り組んでいくということはもとより、高齢者の皆

様が住みなれた身近な地域で医療、介護、予防、

住まい、生活支援、これらが一体的に提供をされ

る地域包括ケアシステムの構築に向けて全庁的に

取り組んでまいりたいと考えております。現在名

寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、介護保険事

業計画の策定に向けて市民ニーズのアンケート調

査を実施をしているところでございますが、市民

の皆様の声に耳を傾けて策定に努めてまいりたい

と考えております。

介護サービスの利用料等の軽減化につきまして

は、市において設置をしている特別養護老人ホー

ムや短期入所生活介護、通所介護を初め市内の社

会福祉法人で運営をしている事業所につきまして

は、低所得者の方々に対して軽減措置を実施をし

ており、本市も法人等が軽減をした額について北

海道の制度を活用しながら一部補助を行っており、

今後も継続をしてまいります。

なお、本市においてはいわゆるお泊まりデイな

どの施設はないものと承知をしておりますし、高

齢者に食事等や生活相談等を実施している下宿等

に関しても有料老人ホームの設置届の監視を行い、

法令遵守に努めております。

また、介護をされている方々への施策につきま

しては、家庭介護用品支給事業を平成２４年度よ

り支給限度額の変更を行ったほか、介護を行って

いる方同士の体験や情報交換、リフレッシュを目

的に家族介護者交流事業を実施をしております。

本事業を継続していくとともに、介護に関する痛

ましい事故の防止の一助としてまいりたいと考え

ております。

最後に、地域包括支援センターの体制強化等に

ついてでございますが、今後地域ケア会議の実施

などが法制化をされるといったことと高齢化の進

展、さらにはそれに伴う相談件数の増加等を勘案

をし、センターに対する人員体制を業務量に応じ

て適切に配置をし、機能強化に努めてまいります。

大項目３、ブラックバイトから学生生活を守る

取り組みについて申し上げます。首都圏の私立大

学に通う下宿生の平均仕送り額は２０１３年度に

過去最低の８万 ０００円に落ち込んだとの東京

私大教連の調査結果から見ますと、アルバイトは

学生の学業を続けていくための貴重な収入源であ

ると思われます。２００９年に名寄市立大学が行

った学生生活実態調査では、学生の７２％がアル

バイトを経験をしているという結果が出ておりま

して、その後の経済状況を鑑みると多くの学生が

アルバイトの収入を学業を続けていくための費用

に充てていると思われます。大学では、学業に支

障を来さない、また不法就労につかせないことを

基本に、学生支援の一環としてアルバイト求人情

報を提供をしております。その際には、違法性の

あるものや学生に適さないと思われるアルバイト

を排除する基準を定め、求人を希望する雇用主の

理解と協力を得て情報を提供しております。そう

した中でもこれまで学生アルバイトに関するトラ

ブルがなかったとは言えず、学生からの相談を受

けていることも事実であります。大学の取り組み

としては、入学時に配付をする学生生活に関する

ガイドブックにアルバイトに関する諸注意を明記

をし、ガイダンスの際にも指導し、相談窓口を開

設をしておりますが、なお一層アルバイトに限ら

ず学生生活に関する相談窓口の活用をＰＲをし、

トラブル解決、学生生活の不安解消に向けてサポ

ートを行っています。

大項目４、南相馬市への支援事業、なよろ夏季

林間学校について申し上げます。東日本大震災で

被災をした南相馬市への支援事業、なよろ夏季林

間学校については、平成２４年度から実施をし、

今年度は３度目の実施となります。本年度の日程

につきましては、８月５日から１１日までの６泊

７日で小学校５年生、６年生を中心に定員２０名
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として５月中旬から南相馬市の生涯学習センター

及びこどものつばさを実施をする民間団体の協力

を得て参加者の募集を開始をしており、目下受け

入れ実施に向けて準備中でございます。受け入れ

の内容につきましては、昨年度まで実施をしたプ

ログラムをもとに南相馬市から実際に随行された

職員及び担当責任者の意見を伺い、準備を進めて

いるところであり、今年度の受け入れの基本的な

考え方といたしましては、福島第一原発の事故に

より南相馬市での低線量の放射能汚染による外遊

びの制限や周辺の緑地帯における放射能汚染の影

響を考慮し、自然との触れ合いを主軸とすること

といたしました。また、日々の生活でストレスを

受けている子供たちに対し気持ちにゆとりを持た

せるといった観点から、自由時間を活用してサン

ピラーパーク内で自由研究を行わせたいといった

要望もあることから、これら参加する側の意見を

最大限尊重し、受け入れ態勢を準備しているとこ

ろであります。

また、受け入れ事業を通して名寄の方々と触れ

合う機会もあり、特に最終日には有森裕子なよろ

ひまわりリレーランに参加をし、幅広い年齢層の

方々と交流の機会も設け、帰路についていただく

予定で考えており、万全な体制で南相馬市の子供

たちを迎え入れたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 市長から御丁寧な御答

弁をいただきました。ありがとうございます。随

時再質問、また要望等をさせていただきたいと思

います。

まず最初に、母子家庭へのさらなる支援の取り

組みというところからお話をしたいというふうに

思うのですが、先ほどもお話ししましたように母

子家庭に限らず不況が続く中、夫婦とも非正規で

働いているというケースも多くありますし、また

ひとり親で父子家庭というところもありますが、

私生活を顧みる余裕もないほどの長時間労働を強

いられているという厳しい状況にはあるのですが、

今回は母子家庭に特化して取り上げさせていただ

いたというところであります。勤労世帯の単身女

性３人に１人が貧困状態だと言われていますし、

若年女性の貧困、これも最近ではテレビ等で本当

にショッキングな映像も流れたかなというふうに

思っています。女性の半数以上が非正規労働者で

ある。２００万人を超える非正規労働者の７割が

女性だという状況になっています。女性の非正規

労働者の時給、男性の正規労働者の給料を時間に

換算したものと比べてもほぼ半分にしかならない

と、こういった状況にあります。これは、全国ど

こに行っても大体そうかなというふうに思ってい

ます。先ほど御答弁いただいた中にそれぞれ支援

内容等出していただきましたけれども、これはや

はりもっと徹底していただき、広く知っていただ

いて、相談に行けずに悩んでいる方もいるわけで

すので、そういった方々へも支援の手を広げると

いうところら辺が私は必要かなというふうに思っ

ているのですが、その点についてまずお考えをも

う一度お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 母子家庭の支援の取り組

み、さまざま御紹介をさせていただきました。お

話をさせていただいたとおり、母子自立支援員を

配置をして、さまざまな制度を活用し、御期待に

応えているというふうに認識をしておりますけれ

ども、議員がおっしゃるとおりもう少し周知をし

っかりとすることで、もっと埋もれている方を救

える可能性もあるのでないかという御意見だとい

うふうに思います。貴重な御意見として受けとめ

させていただいて、今後さらなる周知をあらゆる

媒体、機会を通じてしっかりとさせていただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほど支援員、相談の

ところでも出てきましたＤＶの問題、ＤＶや、ま

た働く場でのセクハラというようなことで、いろ



－133－

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

んなそういう暴力から守る支援も必要だというふ

うに思っています。そういった暴力は、身体的な

暴力ばかりではなくて精神的な暴力というふうに

私は思っていて、精神的なダメージが非常に大き

い。何らかの精神疾患も患っている人も多くいる

のではないかというふうに思います。やっぱり時

間をかけた支援が必要だというふうに思いますし、

また見た目は健康そうであってもすぐに働ける状

況ではないということが多いのではないかという

ふうに思うのです。相談に行ける状況までいかな

いとか、そういったこともありますので、こうい

った部分への非常に難しいとは思うのですけれど

も、情報を徹底していただけることで、目に触れ、

行ってみようかなというふうになるのかというふ

うに思っていますし、もし相談に来られた方に対

してはやっぱり時間をかけた支援、対応が必要だ

というふうに思うのですが、その辺についての見

解をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ＤＶ、セクハラ、パワハ

ラ被害者等への支援体制ということでお尋ねがあ

りました。名寄市においては、警察署及び児童相

談所等の関係機関との連携を図っておりまして、

相談窓口を一元化をしております。セクハラ、パ

ワハラについて相談実績はありませんけれども、

ＤＶの相談についてはおおむね母子自立支援員が

対応しております。緊急を要する場合には、２４

時間の相談の受け付け体制もとっておりまして、

直接警察署へ通報をされることもありますので、

その場合には警察署から順次連絡が入るようにな

っております。名寄市と警察署で対応を相談させ

ていただいて、被害者が希望する場合には一時保

護施設の入所サポートも行っております。入所サ

ポートについては、北海道立女性相談援助センタ

ー、ここが北海道の総合窓口になっておりますの

で、母子自立支援員が調整を行って被害者の不安

の軽減に努めておりまして、一時保護施設退所後

の相談、警察署と連携をした見守りも行っている

ところでございます。また、被害者にお子様がい

らっしゃる場合もございます。暴力を見てしまう

ことによって、そうしたお子様たちが精神的な虐

待ということにもなります。こども未来課の所属

の家庭児童相談員とも相談をして連携をし、児童

相談所を含めてこれらは総合的に対応をしている

ところであります。この制度の周知徹底、改めて

させていただきたいというふうに思いますし、被

害者が女性ということもありまして、今現在検討

を始めている男女共同参画の推進に関する条例に

もこうした被害者を守るための内容を織り込んだ

提案も考えていけるのではないかというふうに思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ＤＶに対する対応は細

やかにお願いしたいと思いますし、また今私はも

う一つこのＤＶやセクハラなどで被害を受けた方

々への支援、生活の支援ですね。生活保護、そう

いった部分で、例えば相談に行かれたときにやっ

ぱりＤＶを受けていた、セクハラを受けたという

ことが言えずに困っている場合もあるかなという

ふうに思っているのです。そういう方が見た目は

健康そうに見えていてもすぐに働くことができな

いときに、やっぱり生活保護への相談に伺うわけ

です。そのときにやはり先ほどもお話ししていま

したように、時間をかけた支援が本当に求められ

るというふうに思います。生活保護費の受給額も

名寄市の場合余りふえていませんけれども、全国

的には非常にふえている。こういった部分も含め

てふえているのだというふうに思うのですが、そ

ういったところでの先ほど保護を受けている方々

の内容もお話しいただきましたけれども、受ける

までの入り口のところの親切な、丁寧な対応が必

要かと思いますが、その部分についてお聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 以前も議員から

御指摘がございましたけれども、日本の場合、生
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活保護の捕捉率は３ １％前後ということで、大

変低い状況ということになっております。当市に

おきましては、生活保護の総合相談窓口というこ

とで専門相談員を配置いたしまして、そのような

方がいらっしゃった場合にはきめ細かな対応をさ

せていただきながら、その方の困っている状況を

親切丁寧にお聞きし、そしてその方が保護が必要

な場合には適切に対応させていただくという体制

をとらせていただいておりますので、今後とも適

切に対応させてまいりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） そのように進めていっ

ていただきたいと思います。

あと、今市長からも男女共同参画の推進に関す

る条例の制定に向けて取り組みを進めていると。

市政執行方針でもありました。これ私も期待をし

たいというふうに思っています。そのためには、

やっぱり女性の人権問題としてしっかり人権の理

念に立った支援、そういった中身でお願いしたい

と思っています。ジェンダーの視点を持って取り

組みを進めていただきたい、このことを強く求め

て次に移りたいと思います。

医療介護総合法案についてであります。今お話

がありましたように、きのうの参議院厚生労働委

員会で自民、公明の賛成で可決されました。やは

り私の周りの高齢者といいますか、年金生活者の

方々からの声は、４月から消費税が８％に増税さ

れました。社会保障のためといって消費税を増税

しておきながら、介護や医療の負担が大きくなる

のは納得がいかないということで、怒りと不安と

ともにそれが非常に大きくなっているところであ

ります。自己責任と家族の支え、そして地域の助

け合いで補うと。自助、共助、それで公助はどこ

に行ってしまうのかというふうに私は思っていま

す。介護の社会化という理念を掲げて介護保険制

度をスタートしましたけれども、公的給付を削っ

て介護の責任を再び家族や地域に押しつけていく、

介護の自己責任化というべき方向が徹底されてい

くという内容になっているかというふうに思って

います。要支援１、２の方たち、予防プランによ

って在宅生活を続けることができています。在宅

生活を困難にして、病状や要介護度の悪化、家族

の介護負担の増大ももたらせていきます。不安は

募るのは当然だというふうに思っています。また、

最近でもマスコミで取り上げられていますけれど

も、認知症の問題、私もさきの一般質問でも取り

上げさせていただきましたけれども、早期発見、

早期対応が強く求められているところです。予防

給付が非常に重要というふうに考えていますが、

この部分を市としてはどのようにしていこうとい

う、市民の皆さんがそれだったら安心だというふ

うに思えるような内容をお示しをいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 要支援１、２の

方の地域支援事業への移行ということでございま

すけれども、訪問介護、それから通所介護の予防

給付の見直しにつきましては、受け皿となる当市

の日常生活支援総合事業の実施時期を少し延長さ

せていただきたいと先ほど市長からも答弁させて

いただきましたが、そのように今考えております。

新たな事業の枠組みづくりの内容を充実させて実

施していくためには、体制の整備等準備に時間が

必要と考えておりますし、１５年４月からの事業

をスタートさせるにはさすがに厳しいと考えてお

ります。また、今回の見直しを踏まえた第６期の

計画では、市町村が実施しなければならないとい

う事業が非常に多いものですから、なかなかその

準備も、今後策定会議の中で検討してまいります

が、準備を整えていきたいというふうに考えてお

ります。課題も多いものと考えております。厚労

省は、予防給付の今回の見直しに際して１５年４

月施行を予定しておりましたけれども、当初から

実施が困難な市町村は条例で１７年４月まで実施

を延長してもよろしいというようなことも出てお

りますので、そこら辺は柔軟に対応させていただ
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きたいと考えております。

また、同省からガイドラインも一応示されると

いうこともお伺いしているのですが、なかなか示

されず、７月ごろには一定出るのではないかとい

う情報も得ておりますので、それらを勘案しなが

ら、今後とも適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 本当に課題も多い。介

護を受けたいと思う人たちも大変ですけれども、

地方自治体も非常に苦慮しているということだと

いうふうに思っています。先ほど市長から道の市

町村長会でも要望を出されたということでしたの

で、また引き続き要望を出していっていただきた

いと思っていますし、また６期計画へ向けてアン

ケートも実施中ということでしたので、市民の皆

さんの声をしっかり受けとめていただきたいなと

いうふうに思っています。例えば要介護３以上で

ないと特養に入れない。先ほど介護予防、住まい

をきちっと確保するのだというふうに言われてい

ました。この住まいのところが大変になっていま

す。サービスつき高齢者住宅や有料老人ホームを

受け皿にすると言っていますけれども、部屋代や

食費、介護サービスの利用料などで月１５万円か

ら２５万円の負担が必要と。先ほども言ったよう

に女性の年金生活者でいえば本当に少ない中で、

こういったところに入れないわけです、施設で。

そういった方々の対応、また生活保護受給者が一

番高い層が高齢の女性だというふうに言われてい

ます。年金が下げられる中でひとり暮らしの女性

が厳しい生活を強いられていくというところであ

りますので、こういった方々への支援、さらに強

めていただきたいというふうに思っています。

先ほども言ったように、医療介護総合法案がき

ょう今もう通ったかもしれません。しかし、引き

続き要支援者の追い出しを初めとするサービスの

取り上げの改悪はやめさせ、機械的な利用制限の

仕組みを撤廃していくこと、低所得者の利用料の

無料化や国による保険料の減免制度の創設など負

担軽減も急がれるところであります。全ての要支

援者、要介護者、そしてその方々を介護する家族

の皆さん方にもきちっと手が差し伸べられるよう

な、そういう制度にするための改革、これが求め

られていますので、ぜひこの地方からも国に対し

てしっかりと声を出していただきたいと。そのこ

とを強く求めていきたいと思います。

次に行きたいと思います。ブラックバイトから、

アルバイトですね。学生生活を守る取り組みにつ

いてであります。かつて昔は、学生アルバイトと

いえばあくまでも正規雇用の補助という形で、低

賃金だったけれども、責任は軽く、テスト前には

ここの期間はテストですのでということでアルバ

イト先も認めて休むことができたと。そんな一般

的なイメージがあったのかなというふうに思うの

ですけれども、しかし最近はそういったイメージ

が通用しないというようなことになっているよう

です。それで、きのう代表質問をされた中で、地

元企業経営等の現状の中で労働実態調査も行うと

いう御答弁があったかというふうに思うのですが、

労働実態調査、アルバイトの状況についても調査

を行ってほしいというふうに思っています。最初

の約束の賃金が支払われなかったとか、責任を押

しつけられたと、こういった相談もあったところ

ですので、実態調査を行うというところら辺でお

考えをお聞かせをいただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４９分

再開 午前１１時５１分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） ブラックバイトの状況

ということで、大変学生生活自体に大きな影響が

あるということで御指摘がございました。庁舎内

部で、今即答できませんが、どういう調査がいい

のかということについては保留させていただいて、
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いずれにしても学生生活をブラックバイトから守

るという観点でちょっと調整をさせていただきた

いと思います。いずれにしても、調査をさせてい

ただく方向で考えてまいりたいと思っていますの

で、この点については御理解をいただきたいと思

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） お願いしたいと思って

います。先ほど御答弁いただいた中で２００９年

に７２％の学生がアルバイトをしているというよ

うなことがあったという御報告でしたので、この

ように例えばアンケートであったり、またピック

アップして聞いてみたりといろんな方法があるか

というふうに思っていますので、ぜひ今久保副市

長がおっしゃったような学生を守るという立場で

調査を行ってほしいなというふうに思います。今

学生の実情も、そして働く人間としての権利も無

視したような働かせ方、ただ働きであったり、罰

金などの違法な行為が学生アルバイトにも広がっ

ていると言われています。こういったことがない

ように、しっかりと調査をしていただきたいなと

いうふうに思います。

もう一つちょっと気になることがあります。名

寄大学は、専門性の高い学科ということもあって

実習も多い。そして、国家試験への準備もあると。

本当に学業に専念してほしいというふうに、学生

本人もそういうふうに思っているというふうに思

うのですが、しかし生活面のことを考えるととい

うことです。名寄は家賃が高いのではないかと、

こんな声も非常に多く聞かれます。こういったこ

とから、生活費の負担が大きく、やはり親にも負

担かけられないというようなこともあって、アル

バイトせざるを得ない、こんな状況にあるのかな

というふうに思うのですが、この点について何か

お考えがあればお聞かせをいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 学生生活の

中で実際に居住の関係でお家賃の問題がどうなっ

ているのかという御質問でございますが、本学で

ございますけれども、約７００名弱の学生のうち、

その大体９０％程度が市外からの通学生でござい

まして、現実的には市内でのアパート、下宿等に

居住しているというふうに思っております。大学

では、合格発表のときに合格をされた皆様に、受

験生の皆さんに市内の下宿、アパート情報という

ことで、これは市内のアパートや下宿の管理者、

経営者の皆さんから御了解を得た上で合格者に対

して物件の情報を提供しております。その情報提

供に当たりましては、年に１度ですが、いわゆる

オーナー、経営者、管理者の皆様方と大学が直接

話し合いをさせていただきまして、御相談をさせ

ていただきまして、物件情報としてどの程度の情

報を登録していくのかとか、そういう細かい内容

について協議をしていただきまして、その上で合

格者の皆さんに情報を提供しているということで

ございます。入学に当たって、いわゆる下宿探し、

アパート探しに役立てていただきたいという考え

方からでございます。この年に１度アパート経営

の方々、下宿経営の方々と協議をさせていただく

ときに、実際に学生の日常生活の場所でございま

すので、さまざまな面で学生の生活に御支援をい

ただいているということで、改めてそこでお願い

とお礼もさせていただきながら、あわせて日ごろ

から気づいていらっしゃる学生のいろんな生活面

での情報をお互い大学と経営者の皆様方との情報

交換の場ということにも使わせていただいており

ます。より適切な学生の支援のあり方の参考にさ

せていただきたいという思いからでございます。

今年度は、約１１２件程度の物件情報について

新入学生について紹介をさせていただいておりま

す。今後も大学といたしましては、学生支援につ

ながるさまざまな情報を市民の皆様から御提供い

ただいて、学生の生活支援に対して役立ててまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解
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をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） アパート等経営者の方

々、営業というか、経営をしているわけですから、

そういった方々に１件１件どうだいということに

はならないというふうには思うのですが、しかし

まち全体として、名寄市全体として家賃の検討も

必要ではないかなというふうに私は思っています。

学生寮も少ないですから、そういうふうになると

学生寮に入った、本当に数名ですね。３９人でし

たか。ということになると、本当に大きな差も出

てくるかなというふうに思っているところであり

ます。やっぱり名寄は暮らしやすかったと、大切

にされたのだよというふうな感じを持って学生さ

んには卒業してもらいたいと。皆さん同じように

思っていらっしゃると思うのですけれども、そう

思っています。そうした取り組みが非常に強く求

められるというふうに考えるのですが、重ねてそ

の部分についてお考えをお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） はっきりと

した統計ということではございませんけれども、

大学が一般に大学案内というのを出して受験生の

皆様に名寄の状況、それから学生生活の状況を知

っていただくということで、大体本市のワンルー

ムでのアパートでお家賃の情報としましては２万

円から３万 ０００円程度、それから１ＬＤＫで

いきますと３万 ０００円から４万 ０００円程

度、下宿でありますと５万円から５万 ０００円

程度というような情報提供をさせていただいてお

ります。また、一月の平均的な生活費として約１

０万円弱程度と。これは、住居費ですとか、それ

から食費、保健衛生費、娯楽費、そういう費目別

に、ちょっと古い資料なのですが、２００９年の

資料をもとにそういう学生生活の実態から見まし

た平均的な学生生活の必要経費ということで御紹

介をさせていただいております。お家賃につきま

しては、本学は学生寮も持っておりますけれども、

収容定員が３９名と非常に少なくて、それに女子

寮ということでございまして、男子学生について

は入居ができないという状況にもあります。これ

は、家賃の問題でございますので、学生生活をい

ろんな形で市民の皆様から御支援いただくという

ことで、年１回の協議の場ではございますけれど

も、こういう学生生活への直接的ではないけれど

も、間接的な支援ということでも今後大学としま

してはそういう協議の場を設けてオーナーや経営

者の方々と御相談をさせていただきたいというふ

うに考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ぜひとも多くの学生さ

んたちが名寄に来てよかったというふうに思って

帰っていただけるような支援を市ぐるみで行って

いければというふうに思っていますので、よろし

くお願いしたい思います。

最後に、南相馬市への支援事業、なよろ夏季林

間学校についてですけれども、南相馬の方々と連

絡をとり合いながら、今回の林間学校のプログラ

ムもつくられていったというふうなお話でした。

自然に触れ合い、そして気持ちのゆとりもという

ことで、ゆったりとして自然に触れ合ってリフレ

ッシュして帰ってもらうという内容ということで

したので、さらに支援もしていきたいというふう

に思うのですが、震災、原発事故の被災地の日本

共産党の地方議員からの報告では、相談が一番多

いのがなかなか進まない住宅再建のことだという

ふうに言われています。また、汚染水の問題等で

放射能の数値が高くなっていて、帰りたいけれど

も、怖くて帰れないと。諦めざるを得ないという

心情も語られているというふうに言われています。

いろんな我慢せざるを得ない状況の中で、心身と

もに疲れが限界に来ているということを感じると

いうふうな報告であります。心の負担の問題、こ

れを踏まえた対応が求められているところであり
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ます。ですから、今回子供たちにとってもこうい

うゆったりした時間が持てるということは非常に

いいかなというふうに思っています。先ほど御紹

介あったようにひまわりリレーランだとか、そう

いったところ、去年はパークゴルフの体験もあっ

て、一緒にパークゴルフを体験された地域の中高

年の方々が楽しかったと。子供たちも楽しかった

けれども、私たちも楽しかったというような声も

聞いています。ですから、お互いによかったなと

思える、そういうプログラムが必要だというふう

に思って今回これを取り上げさせていただきまし

た。歓迎したいと思っています。先ほどお話しし

たように、地元の方からの報告では、何よりも震

災や原発事故を忘れられることが一番不安なのだ

というふうにおっしゃっています。ですから、こ

れからも私たちができる支援、引き続き行ってい

きたい、そういうふうに私も思っているところで

あります。このことを申し上げて、終わりたいと

思います。ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時０１分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

災害時の援護体制について外１件を、山口祐司

議員。

〇１７番（山口祐司議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、一般質問

をさせていただきます。

初めに、大項目の１番目、災害時の援護体制に

ついてですが、近年の異常気象によりいつどこで

災害が起きてもおかしくないわけでございますが、

名寄市では平成２４年１０月から災害時要援護者

登録を受け付けて、昨年末で当初想定した対象者

のうち約３割強の登録申請があったとのことであ

りますが、その後約６カ月が過ぎました。その後

の経過と今後の進め方についてお伺いをいたしま

す。

２つ目に、自主的活動についてでありますが、

災害時要援護者への避難支援にはマンパワー等の

支援する力が不可欠になると思われますが、地域

に根差した幅広い団体の中から地域の実情により

避難支援者を決めていく必要があると思います。

避難支援関係者になっていただける方をふやして

いくためには、年齢要件にとらわれず地域住民の

自主的で幅広い協力を得ることだと思いますが、

そのことを少しでも前に進めるためには、やはり

行政としてのバックアップが必要と考えますが、

お伺いをいたします。

大項目の２番目、地域を支え合う高齢者福祉に

ついてでありますが、今後の認知症対策について

近年高齢化に伴って各自治体内で認知症に悩む家

庭が増加傾向にあり、日常生活に支障を来してい

るとの事例に接することが多くなっております。

厚生労働省研究班の推計によりますと、日本の認

知症高齢者は平成２４年時点で４６２万人に上り、

認知症の予備軍とされる軽度の認知障害の約４０

０万人を加えると６５歳以上の高齢者の４人に１

人が認知症とその予備軍となります。誰もが当事

者になる可能性がある認知症については、今後最

重要課題として取り組んでいくことが大切と考え

ますが、名寄市における今後の課題と対策につい

てお伺いをいたします。

２つ目に、認知症のサポート体制についてです

が、急速な高齢化が進む中で身近な地域に認知症

の方がいる時代にどう向き合うかが切実な課題と

なっております。認知症高齢者は、高齢化に伴う

身体機能の低下に加え、記憶障害など認知機能も

低下し、日常生活にさまざまな支障が生じます。

医療機関や介護サービス、地域住民などが連携を

密にしてサポートしていくことが不可欠と考えま

すが、サポート体制の現状と体制のあり方につい

てお伺いをいたします。
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大項目の３点目、規制改革会議がまとめた農業

改革案についてでありますが、６月１３日政府の

規制改革会議は規制改革に関する第２次答申をま

とめ、安倍総理に提出をしました。農業分野の規

制改革は、農業委員会、農業生産法人、農協の３

本の柱から成り、答申の内容は今月下旬に閣議決

定される規制改革実施計画や成長戦略に反映する

ものとしています。規制改革会議が先月まとめた

提言にあった急進的な内容は文言上は影を潜め、

現場の意向を酌んだ与党案におおむね沿った内容

に落ちついたようですが、農業委員会については

農業委員の公選制を廃止し、市町村議会の同意を

要件とする市町村長の選任制に変更するとし、農

地を所有できる農業生産法人については２５％以

下に制限している一般企業による出資制限も５０

％未満に緩めるとしています。これら農業委員会、

農業生産法人の見直しについて、名寄市の現状と

影響、今後の見通しをどのように捉えておられる

のか、農業委員会会長の御見解をお伺いいたしま

す。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） ここで議長コールを訂

正させていただきます。

災害時の援護体制について外１件と申し上げま

したけれども、外２件でございますので、訂正さ

せていただきます。大変済みませんでした。

臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま山口議員か

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、

大項目の２につきましては健康福祉部長から、大

項目３につきましては農業委員会会長からそれぞ

れ答弁をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、大項目の１、災害時の援護体制につい

て申し上げます。まず、小項目の１、災害時要援

護者の登録についてでございますが、平成１８年

３月に国が災害時要援護者の避難支援ガイドライ

ンを示してから、私たちは未曽有の東日本大震災

を経験し、防災、減災の意識及び災害時の避難に

ついて関心を高めることとなりました。本市にお

きましても平成２４年１０月から町内会を通じて

の手挙げ方式によりまして災害時要援護者登録の

取り組みを進めてきたところであり、平成２６年

６月時点の登録者数につきましては４５町内会１

７８人となってございます。平成２５年５月には、

災害対策基本法の一部改正が行われ、この間取り

組みを進めてまいりました災害時要援護者と対象

を同じくする避難行動要支援者という新たな規定

がうたわれ、避難行動要支援者名簿の作成が市町

村に義務づけられたこととあわせて災害の発生に

備え、避難支援等を実施する町内会、各関係機関、

自主防災組織等が地域の要援護者の所在を把握し、

コミュニケーションをとっていくことが必要とさ

れ、さらには平成２５年８月には国の災害時要援

護者の避難支援ガイドラインが全面改正されたと

ころでございます。今後本市の取り組みにつきま

しては、昨年の法改正との整合性を検証し、ふだ

んから地域の要援護者の方々を把握していくには

どうあるべきか、さらに研究を進めてまいりたい

と考えているところでございます。

次に、小項目の２、自主的活動について申し上

げます。災害時要援護者登録の際には、個別計画

を提出いただくこととしてございます。個別計画

を作成するに当たりましては、各町内会におきま

しては独自の主体性を持った取り組みがなされて

いるところであります。自主的な活動の先進的な

事例を例として挙げさせていただきたいというふ

うに思いますが、名寄市東地区地域連絡協議会の

高見区と旭栄町内会で、平成２５年９月に水害を

想定した訓練を独自に行っておりまして、本年６

月末には２回目の訓練を予定していると伺ってい

るところでございます。この訓練に参加される方

々は、災害時要援護者の方も多く含まれていると

伺っておりまして、このような災害を想定した防

災訓練が積極的に取り組まれるという事例が今後
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もふえていくよう市としても自助、共助の考えを

軸に関係機関の協力を得ながら各種情報提供等を

進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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の地域で支え合う高齢者福祉について申し上

げます。

初めに、小項目１の今後の認知症対策について

申し上げます。厚生労働省によりますと、平成２

２年における全国の６５歳以上の認知症有病率推

定値は１５％、認知症高齢者数は約４４０万人と

推計されております。認知症を引き起こす要因と

して一番高いリスクは加齢であると言われ、高齢

者の増加、平均寿命の延伸に伴い、今後認知症は

ますます増加し、ごく一般的な病気となっていく

のは避けられない状況であると言えます。国の施

策では、在宅医療、介護の推進により認知症対策

はこれまでの施設入所や医療機関への入院から、

地域での生活継続を可能とする施策へ転換する地

域包括ケアシステムを構築する一つの手法とされ

ております。名寄市の現状ですが、ここ３年間の

要介護認定者等のうち認知症自立度２以上の方は

半数以上のおよそ５６％を占めております。また、

認知症高齢者について平成２１年３月末と平成２

６年３月末とを比較いたしますと、要介護認定者

等に占める認知症自立度２以上の方の割合は３％

の増加にとどまっておりますが、人数では６２０

人が８３０人へと２１０人ほど増加しており、当

市においても認知症高齢者は増加している状況に

あります。本市では、認知症の人ができる限り住

みなれたよい環境で暮らし続けることができるよ

う必要に応じて医療機関や介護サービス事業所、

地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人や

その家族を支援する相談業務等を行う認知症地域

支援推進員を地域包括支援センターに配置する事

業、さらには認知症の方のケアに携わる医療、介

護従事者を対象とした多職種共同研修を開催する

等の事業を今年度から開始することとして事業の

計画を進めております。また、そのほかにも認知

症の対策として地域からの課題を抽出し、名寄市

として認知症の課題や地域での真に必要としてい

るサポートやサービスについて把握するため、地

域ケア会議を開始してまいります。認知症は、本

人はもとより介護をする家族への支援が重要であ

ることが特徴である病気です。認知症になっても

地域で支え合って暮らしていけるよう、またでき

るだけ早期のうちに必要な対応が行えるよう医療

機関や関係機関、地域の皆さんとも連携体制を構

築し、御協力をいただきながら、認知症対策の事

業を推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目２の認知症サポート体制について

申し上げます。認知症のある方やその家族の方た

ちができるだけ安心して住みなれた地域で暮らし

ていけるよう社会全体で認知症の人々を支えるた

めの介護サービスだけではなく、地域の自助、互

助を最大限に活用することは重要だと言われてお

ります。認知症は、誰にでも起こり得る脳の病気

によるもので、８５歳以上では ５人から３人に

１人その症状があると言われております。また、

認知症のおよそ半数はアルツハイマー型認知症で

あると言われ、加齢による単なる物忘れは例えば

きのうの夕飯のおかずを忘れるという体験の一部

を忘れるというものとは違い、夕飯を食べたこと

自体の体験そのものを忘れてしまう物忘れであり、

その物忘れがもとになってさまざまな行動や心理

状況を引き起こしてしまうものです。認知症の方

自身も体験したことの記憶が抜けてしまうことは

不安が強いのですが、介護を担う御家族の身体的、

精神的負担も強くなっていくことになります。身

近な地域の方々が特別なことをするというのでは

ないのですが、認知症を正しく理解し、見守る、

もしも道に迷っているような方を見かけたら優し

く声をかけるといった適切な対応を行っていくこ

とが認知症の方やその家族を支えることにつなが

り、このような地域づくりが大切であると考えて
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おります。

本市では、一人でも多くの市民の皆さんが認知

症を学び、地域で支え合うことができるようキャ

ラバン・メイトによる講座を平成２０年度から開

催し、認知症サポーターを養成してまいりました。

平成２６年３月３１日における市内のサポーター

数は４４６名となっております。今後ますます認

知症の方がふえていくことが予測されております。

より地域で支え合えるよう一人でも多くの方に認

知症サポーターになっていただくため、認知症サ

ポーター養成講座の開催回数をふやしながら、た

くさんの方々がサポーターとなっていただけるよ

う推進してまいります。

また、先日本州におきまして認知症により行方

不明になって保護されていた方が数年ぶりに身元

が判明し、家族のもとに帰ることができたという

事例が相次いで報道されました。５月に北海道に

おいては、全市町村を対象に身元不明者の保護に

ついての調査が実施され、幸いにも該当者がいな

かったとの結果報告を受けております。名寄市に

おいては、認知症によって行方がわからなくなっ

たり、行き先に困っている高齢者の安全確保を地

域や行政、警察署が協力して行い、できるだけ早

く家族のもとに帰っていただくことを目的とした

システムである名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワ

ークの事業を実施しております。徘回の心配のあ

る方を市役所へ事前に登録していただき、万が一

行方不明になられた場合、素早く対応しようとす

るものです。平成２６年６月の登録者数は３８人

となっており、年々増加しております。実際に年

間２件ほど警察署から行方不明の連絡がございま

すが、この３年間は全件ネットワークを稼働させ

る前に無事発見、保護されております。また、平

成２４年度からこの事業の一環として対象地域を

限ってではありますが、町内会やグループホーム

に御協力をいただいて、模擬捜索訓練事業も開催

してまいりました。このほかに平成２４年１１月

に立ち上げました生活関連事業者と協力協定を結

んでいただいております地域見守りネットワーク

事業がありますが、認知症の方に限らず、日常の

業務において何か異変に気づいた場合は地域包括

支援センターへ相談を寄せていただき、市が必要

な対応に当たるという事業であります。現在協定

締結及び協力依頼を行っている事業所や公的機関、

その他の団体数は３８団体ですが、さらに今年度

は協力事業所を拡充し、見守り体制をより強化し

てまいりたいと考えております。認知症サポータ

ー、徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク、地域見守り

ネットワークは相互に関連した事業となっており、

今年度からはより強化されたネットワークを構築

していくために、各事業の連携と拡充の実施に向

け推進し、認知症の方や御家族を初め、高齢者が

できる限り安心して暮らしていくことのできるま

ちづくりを目指してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 柴崎農業委員会会長。

〇農業委員会会長（柴崎富雄君） 大項目の３、

規制改革会議がまとめた農業改革案について、小

項目の１、農業委員会選任制度について申し上げ

ます。

政府の規制改革会議は、農業分野に関する答申

を取りまとめ、その中で農業委員会制度の見直し

を提言しました。具体的には、農業委員の公選制

を廃止して首長の選任制とし、あわせて推薦制度

を廃止し、委員の数を現行の半分程度に縮小する

ものとなってございます。農業委員は、公選制の

もと農業者の代表として地域の信任を得て農地の

堅持、調整に関与し、農地を守る視点から課題の

解決を進めてきました。現在全国的には互選委員

の９割が無投票で決まると言われておりますが、

無投票であっても地域の農業者の代表として選ば

れたものであり、公選制を廃止した場合には同様

な公平性、公正性、透明性を確保することが必要

と考えてございます。本市の場合、農業委員は公

選による委員が２０名、農業団体及び市議会の推

薦による委員が７名の合わせて２７名となってお

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号



－142－

平成２６年６月１８日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

ります。それぞれが地域の代表としてさまざまな

地域の実態を足で稼いで把握している中にあって

も、農地のあっせん等において名寄地区は農地流

動化推進委員、風連地区においては農用地利用改

善事業実施組合の御協力をいただいているから、

円滑な農地の流動化が可能となっております。委

員数の縮小は、このような地域におけるきめ細か

な活動、事業の実施に大きな影響を及ぼすものと

考えます。

次に、小項目の２、農業生産法人の見直し案に

ついて申し上げます。規制改革会議が検討してい

る農業生産法人の見直し内容については、農地を

所有できる法人が農業生産法人に限定されている

ことから、農業生産法人の要件を見直すことによ

り多様な経営や技術革新を推進するものとされま

す。具体的には、役員の過半数が農業の常時従事

者であることとされている役員要件を役員の１人

以上は農業従事者であることに緩和すること、議

決権を有する出資者の７５％以上を農業関係者と

して一般企業は２５％未満としている構成員要件

をそれぞれ５０％に引き下げ、また引き上げる等

の点が中心になっています。これらの見直しを通

じて、実質的には一般企業による農地取得に道を

開くこととなり、持続的な農業の発展とそれを支

える農地を守る観点からも農業者により設立され

る法人という農業生産法人制度の根幹が守られる

ことが重要であると考えてございます。私は、名

寄市の農業委員会会長として、今後とも北海道農

業会議、全国農業会議所など上部団体と連携をし

ながら、農業者と農地を守る視点に立った取り組

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。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、大変どうもありがとうございまし

た。

まず、一、二点再質問させていただきたいとい

うふうに思いますけれども、まず初めに１点目の

災害時の要援護者登録についてお聞きをしたいと

いうふうに思いますけれども、要援護者登録とい

いますとやっぱり名簿の作成という部分があるわ

けでございますけれども、今回名簿を要支援者に

も見せることができるといいますか、そういうよ

うな形になろうかというふうに思うわけですけれ

ども、地域の一般の方々にも名簿というものを見

せなければ円滑な支援体制という部分ができない

というふうには当然思うわけですけれども、その

反面個人情報の漏えいといいますか、そういう部

分も懸念されるわけでございますけれども、その

辺のところを再度質問させていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 制度改正後の名簿が

支援者の主体となるというか、地域のほうに見せ

られるかということかというふうに思いますけれ

ども、今回の法改正で前に前進をしたなと思うの

は、個人情報の制約を受けずに名簿が作成できる

というふうになったということが１つ前に進んだ

のかなという、そんな受けとめ方をしています。

しかしながら、もう一方では課題が残っていると

いうふうに私ども受けとめているのは、災害があ

ったときについてはこの名簿については外部に出

せるということになっているのですが、災害時で

ないときですからその前、ですから通常時、平常

時においてはこれやはり個人情報の制約が生きて

いるということで、これが出せないということに

ついてはやはり変わっていないということなので

す。ですから、法改正に伴ってそこのところにつ

いては変わっていないという状況にあります。た

だ、この間名寄市が進めてきた災害時要援護者の

この制度については、町内会等の地域にも御協力

いただきながら、本人に同意をいただきながら、

災害が起きない前も含めて地域に情報が共有でき

ると、そういう合意をいただいて進めてきている

ところでございますので、法改正はありますけれ

ども、現在の考え方としては基本的にはやはり本
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人の合意をいただかなければこの制度はなかなか

うまく進まないのではないかなというふうに思っ

ておりますので、内容については今後さらに詰め

ていかなければいけませんけれども、今現在そう

いった方向で整理している途中だということで御

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ただいま答弁いただ

いた内容によりますと、平常時に関しては名簿は

実際は公表できないということでよろしいのでし

ょうか。そうしますと、やはり訓練といいますか、

そういう実際の訓練のときには実際の要援護者の

方々というのは出てこられないという形になるの

でしょうか。そうとも限らないのかな。町内会ご

との災害のための訓練あるわけですけれども、そ

れはこの人は要援護者ですよとか、そういう部分

の振り分けみたいなものはわからないような形で

やるということなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） そこの呼びかけ等を

含めて今後名簿の整理はできますけれども、それ

を使ってどう活動できるのか、ここについてはこ

れからまさに検討を進めなければいけないのかな

と思っています。ただ、法の改正の中でいうと災

害時にしか使えないということですので、基本的

には先ほど申し上げましたようにこの間御本人に

も同意をいただきながら進めてきた災害時の要援

護者の制度を引き続き進めるような形を今考えて

いるということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） わかりました。

そうすると、今回どうしても個人情報の保護と

いう部分で名簿の提供を受ける地域ですとか、団

体の守秘義務という部分が出てくるということに

なると思うのですけれども、その辺の適正な管理

という部分はどういうふうに考えておられるので

しょうか。守秘義務を課すべきだというふうに思

うわけですけれども、その辺はいかがか、どうい

うふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回の法改正で災害

時等については出せるというふうになりますけれ

ども、出した情報については当然受けた方につい

ては守秘義務が課せられるということになります。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） わかりました。

ちょっと難しいといいますか、私どもが一般的

にイメージしている部分と行政としての捉え方の

部分というのはなかなかちょっと違うといいます

か、難しい部分があるのかなというふうに思いま

すけれども、やはり最終的には地域の協力のもと、

そういう援護者を助けていかなければならないな

というふうに思うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほども申し上げて

いましたけれども、法改正の具体的な詳細につい

てはまだこれから担当者説明会なんかも開かれる

と思いますので、先ほど現状の中では災害時でな

いと情報が出せないという話をしましたけれども、

今後の制度の運用の中でどのような形がとれるか

についても、あるいは他の自治体の中で何らかの

方策があるのかないのかを含めて、その辺につい

ては今後また調査をして、もし工夫ができるので

あれば工夫をしてまいりたいと思いますので、お

含みをいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 先ほども申しました

ように、災害というのはこういう異常気象の時代

でございますので、いつ起こるかわからないよう

な部分もありますので、名寄市においても４年近

くになりますか、水害といいますか、川の氾濫が

あったわけでございますけれども、災害は忘れた

ころにやってくるとよく言いますけれども、そう

いう体制づくりというのはやはり早急に確実なも

のをつくっていかなければならないなというふう

に思っていますので、よろしくどうぞお願いをい
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たします。

２つ目といいますか、２項目めの認知症につい

てお尋ねをしたいというふうに思います。大変細

かい御答弁をいただきました。大変どうもありが

とうございます。非常に認知症に、我々も先ほど

言いましたように年を重ねるごとに物忘れが激し

くなって、自分もそろそろ認知症が近くなってき

たのかなというようにも感じる部分があるわけで

ありますけれども、認知症というのは先ほども言

いましたように早期に発見して早期に診療して対

応していくことが川村議員の先ほどの質問にもあ

りましたけれども、大事なのだということでござ

いますけれども、認知症に家族が気づくまでに約

２年ぐらいかかるという話を聞いたことがあるの

ですが、家族が実感として、おやじは、おふくろ

は認知にかかっているのだなという、気づいたと

きにはもう２年たっているということらしいので

すが、認知症に早く気づいて治療をすればやはり

抑えることができる部分というのはあるわけでし

て、早く気づかせるために各戸に認知症のチェッ

クリストですとか、予防対策を記載したマニュア

ル本みたいなものを配布するとか、そういう形の

対応というのは可能なのかどうなのか、ちょっと

お聞きをしたいなというふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおり、最初、認知症の初期は認知症ということ

が御本人はもちろん、御家族もなかなか気づきに

くいところがあるのではないかと考えております。

認知症を予防するということがまず大事でありま

して、認知症の発症を完全に防ぐことは困難では

ありますけれども、生活習慣の改善ですとか、定

期的な運動、趣味活動を楽しむとか、そういった

ことで発症の進行をおくらせたり、また予防する

ということが可能と考えております。今御質問の

ございました認知症のチェックリスト的なことも

大変有効な手段かもしれませんので、そこはちょ

っと今後検討させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 今何か後ろのほうで

包括でやっているという話でしたが、各戸に配布

はされているのでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１７番（山口祐司議員） ぜひそういうような

形で軽度に、事前に認知症を把握できるような形

というのが必要かなというふうに思いますので、

よろしくどうぞお願いをいたします。

先ほど徘回のお話もありましたけれども、名寄

市の場合はかなりＳＯＳのネットワークも機能し

ているようでございますし、非常に心強い部分が

あるわけでありますけれども、九州のある県なの

ですけれども、子供たちにも認知症のサポートの

講習を受けてもらっているという事例があるわけ

なのですけれども、そういう部分で小さいときか

らそういう認知症に対して地域で、先ほども地域

全体で見守っていくという部分ではやはり子供た

ち、子供のときから認知症のお年寄りを見守って

いくという、そういう体制を整えるという部分も

必要かなというふうに思いますけれども、名寄市

の場合、子供たちにも認知症のサポートの養成講

座みたいなものを開けるのかどうなのか、ちょっ

とお聞きをしたいと思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 剣淵だか和寒だ

かちょっと定かでありませんけれども、子供たち

に介護保険といいますか、高齢者に対する接し方

等のパンフレットをつくって配られたという、最

近そういうようなニュースにも接しまして、大変

いいことだなとは考えておりました。認知症のサ

ポートについては、低学年の小学生等に講習を行

えるかというところについては今ちょっと定かで

はありませんが、もし可能でしたら学校等にも入

ってそのようなお話はさせていただきたいと思い

ますが、それがサポーターという資格につながる

かどうかというところは確認はさせていただきた

いと思いますが、子供たちに対しても認知症につ
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いての知識を広く教えて、高齢者に接する態度を

養ってまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ぜひお願いしたいと

思います。大人は子供に声をかけますと異常者に

見られるわけですけれども、子供からお年寄りに

声をかけるという部分では問題はないのかなとい

うふうに思いますし、子供たちにまたそういう現

状を知っていただくというのもいいのかなという

ふうに思うところでございます。

認知症の部分に関しましては再質問のほうこれ

で終わらせていただきたいと思いますけれども、

農業委員の関係でありますけれども、今回柴崎農

業委員会長には大変お忙しいところ、議会の答弁

のために出席をいただきましてどうもありがとう

ございました。私も過去に農業委員をさせていた

だいたことがありまして、１０年ほどさせていた

だいたわけでございますけれども、農業委員の役

割といいますのはなかなか一般の方々には理解さ

れない部分というのは、見えない部分というのが

あろうかなというふうに思いますけれども、よく

農地の番人と言われていますけれども、やはり名

寄市の農地、農業を農業委員さんに頑張っていた

だかなければならないなというふうに思ってござ

いますので、どうぞそういう部分で今後とも名寄

市の農業委員さんには御活躍をいただきますよう

にお願いをいたしまして、かなり早い時間でござ

いますけれども、私の質問を終わらせていただき

たいと思います。大変どうもありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山口祐司議員の

質問を終わります。

なお、柴崎農業委員会会長様には御退席いただ

いて結構でございます。

名寄市における雇用状況について外２件を、高

野美枝子議員。

〇２番（高野美枝子議員） 議長の御指名がござ

いましたので、これより通告に従い大項目３件、

小項目１２件について質問を行います。

今日本は、急激な少子高齢化時代を迎えていま

す。それは、名寄市も例外ではなく、高齢者がふ

え続けています。このことは、国に対しても抜本

的な対策を求めつつ、名寄市に住む私たちが若者

の雇用を守り、子育て世代が名寄に住み、男女が

ともに働きやすいまちにつくり上げていかなけれ

ばならないと考えています。高齢者や若者が安心

して暮らせるまちのために、大項目の１、名寄市

における雇用状況についてお尋ねいたします。６

月６日の市長執行方針の中でも触れられていまし

たが、景気もよくなった、求人倍率もよくなった

との報告ですが、現状の確認をしていただきたい

と思います。最近のマスコミ報道によりますと、

景気は上向いている、求人倍率も伸びているとの

明るい報告ばかりですが、果たしてその内容につ

きましてはどうなのかと首をかしげているのは私

ばかりではないと考えます。若者の非正規雇用は

増加傾向にあります。就職しても早期に退職しな

ければならない若者、またブラック企業などと言

われ、長時間一生懸命働いてもメンタルヘルスが

ふえたり、働き続けられない若者がふえています。

そんな就職後の離職状況の把握についてお伺いい

たします。

高校、大学、短期大学、新卒者の各学校の就職

先、名寄市内で就職できた人数についてお伺いい

たします。やはり地元で就職して安心して働くこ

とができることが何よりも大切だと考えます。市

内に子供が少なくなってきました。また、高齢化

に向けては急速に進んでいます。あと何十年か後

には名寄市には働く人がいなくなるのではないか、

そんなことも危惧される状況です。そこを見据え

た上で非正規労働者、ワーキングプアの状況につ

いて、そして行政で今取り組んでいることについ

て、また名寄市に若者、労働者が定着するための

施策をお伺いいたします。

大項目の２、男女共同参画についてお伺いいた

します。６月２３日から２９日は男女共同参画週
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間です。厚生労働省は、職場における男女の均等

な取り扱いや女性が活躍する社会の実現を目指し

て男女雇用機会均等法の認識、理解を深める各種

活動を実施しています。男性と女性が職場で、家

庭で、地域で、それぞれの個性と能力を発揮でき

る男女共同参画社会を実現するためには、国や地

方公共団体だけではなく、名寄市民である私たち

一人一人の取り組みが必要かつ重要です。男女の

垣根を超えた取り組みが今まさに必要とされてい

ます。このまちで就職して、結婚して、子育てし

ながら親の介護もできる、そのために男女共同参

画推進計画について、進捗状況についてお伺いい

たします。

また、条例化に向けて今現在どういう取り組み

をされているのかお尋ねいたします。

より市民に理解、周知、定着される取り組みに

ついて重ねてお伺いいたします。

次に、大項目の３、子供、子育て支援の立案に

向けてお伺いいたします。市民一人一人がこの計

画とそれに基づく取り組みの内容を理解し、身近

な職場や地域単位でお互いが助け合いながら、子

育てと仕事、生活の調和を図り、より子育てしや

すい環境づくりに向けて取り組む必要があります。

平成２７年からの子育て支援計画である名寄市子

ども・子育て支援事業計画の策定についても昨日

国の動向が決まらず、現場が困っているとの答弁

でございましたが、徐々にでき上がりつつあるも

のとお聞きしております。昨日も何度か話に上が

りましたけれども、さきに新聞をにぎわせた民間

有識者でつくる日本創成会議がまとめた将来推計

人口が道北、道内自治体など各方面に驚きをもた

らせています。２０４０年までに全国の半数近い

自治体で子供を産む若い女性が半数以下になり、

地域消滅の可能性があると伝えられました。ぜひ

東洋経済新報社２０１３年度住みやすさ北海道ナ

ンバーワンにランキングされている名寄市で子供

を産み育て、ひまわりプランにうたわれているよ

うに、このまちで子育てをして幸せだった、そし

てこのまちにずっと住み続けたいと思ってもらえ

るような子供、子育てプランにしていく必要があ

ると考えます。そのためには、地域で子育てがで

きる支援体制が必要だと考えますが、いかがでし

ょうか。まずは、子ども・子育て会議開催の状況

を含む現状の確認をお伺いいたします。

また、子供の権利条例制定に向けてどのように

お考えでしょうか。

町中に子供が集える居場所づくりについてお伺

いいたします。日進にあるなよろ健康の森やサン

ピラーパークには、たくさんの親子連れが訪れ、

子供たちが野山を駆け回って楽しそうな笑い声に

包まれています。保護者の方は、夏の間はいいの

だけれども、冬期間の行き場がないと口々におっ

しゃっています。ぜひ町中に子供が集える居場所

づくりについて計画をお伺いいたします。

以上、３項目発言いたしまして、壇上からの質

問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 高野議員からは、

大きな項目で３点にわたり御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２は総務部長から、

大項目３は健康福祉部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

大項目１、名寄市における雇用状況について、

小項目１、現状の確認について、小項目２、新卒

者、各学校での就職先について、小項目３、名寄

市内で就職できた人数について、小項目４、非正

規労働者、ワーキングプアについて一括してお答

えをいたします。まず、現状の確認ということで

名寄市における雇用状況につきましては、ハロー

ワークなよろが毎月公表しております雇用情勢な

よろによりますと、平成２６年４月末の状況とし

て月間有効求人倍率が ９２倍で前年同月を １

９ポイント上回っており、３１カ月連続で前年同

月を上回っています。このことは、職を求めてい

る人の数より人を求めている企業の数が多い状況

で、雇用状況としてはよい状況のように見えます
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が、職種別の状況を見ますと事務職及び軽作業は

逆転現象となっており、求職者数が求人数を大幅

に上回っているため、働きたくても職がない状況

となっていますので、職を求めている人から見た

雇用情勢は決してよい状況とは言えません。また、

新卒者の過去３カ年の在職期間別離職状況につき

ましては、ハローワークなよろ管内の調査を今年

度から実施することになっておりまして、具体的

な数値については把握できない状況となっており

ますが、平成２２年３月に卒業された北海道の新

規学卒者の状況として、１年目で約２ ７％、２

年目で１ ７％、３年目で ６％と３年間で約５

１％の高卒者が離職しており、全国平均の３ ２

％と比較して大きく上回っております。

次に、新卒者、各学校での就職先の状況として、

ハローワークなよろ管内の新規高卒者の管内での

就職先については、産業別での上位として医療、

福祉関係が２０名、卸売、小売業が１３名、建設

業が１０名、金融業、保険業が１０名となってい

ます。また、職業別ではサービス職が２３名、事

務職が２３名、販売及び生産工程職がそれぞれ１

０名となっています。

次に、名寄市内で就職できた人数として、ハロ

ーワークなよろ管内の新規高卒者の就職希望者に

ついては１４９名で、その約６割の８７名の生徒

が地元での就職を希望しておりました。しかし、

就職状況としては、就職希望者全員が就職するこ

とができましたが、地元での就職者数は希望者の

約６割にとどまっている状況であります。名寄市

立大学及び短期大学の就職状況につきましては、

１７９名の学生が就職し、うち地元での就職者数

は７名となっております。

次に、非正規労働者、ワーキングプアについて

お答えいたします。平成２５年度におけるハロー

ワークなよろ管内での昨年の求人件数のうち、フ

ルタイム勤務である一般求人については ２０９

件のうち約半数の４ ８％の５７８件が正規労働

者でありましたが、パート等を含めた全求人件数

に占める正規労働者の割合については３ １％と

求人全体の３分の２が非正規労働者の求人という

状況になっております。長い労働時間と低い賃金

で生活保護以下の収入で暮らしている働く貧困層

と言われておりますワーキングプアについては、

具体的な調査は行っておりませんが、ハローワー

クで行っている各種相談の中でフルタイムで働い

ている方からの不当に低い賃金での労働に係る相

談は特にないとお聞きをしているところでありま

す。

続いて、小項目５、行政でできることについて、

小項目６、名寄市に若者、労働者が定着するため

にはについて一括してお答えをいたします。市内

の建設業関係者からは、特殊技能労務者の高齢化

や若年後継者の不足が深刻化しており、福祉や介

護の職場では慢性的な人材不足による既存従事者

の労働負担の増加などについての対策に係る要望

の声をいただいております。今年度人材開発セン

ターと連携を図り、市内事業所に就職した若年技

能者の育成に係る支援として、地域人材確保事業

補助金を新たに予算計上いたしました。また、一

昨年から市内の介護福祉職の人材確保に向けて各

介護福祉事務所並びに労働関係機関と相互連携を

図り、雇用における現状や問題点、課題を協議し、

介護福祉事業者の人材確保に努めるため、名寄市

介護・福祉人材確保推進懇談会を設置をいたして

おります。市内に若者が定着するための取り組み

といたしましては、ハローワークなよろを初め関

係機関の連携により求人予定の事業所が参集し、

企業説明会を実施しているとともに、ハローワー

クなよろでは新規学卒者に対し「入社１カ月目の

言葉」としてアンケート調査を実施をし、各高校

の進路指導や地元企業に対しどのような職場環境

が必要であるかなどについての参考としてもらう

などの取り組みも行っております。また、先ほど

も申し上げましたが、今年度から市内の事業所に

おける新規学卒者が就職してから３カ年における

離職率の調査も実施されることから、今後具体的
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な問題点が見えてくるのではないかというふうに

思っております。今年度は、隔年ごとに実施をし

ております市内企業の振興と安定、労働条件の改

善、労働力の確保、定着を図るための実態を把握

するため労働実態調査も行いますので、これをも

とに市内各事業所が抱えている労働に関係する課

題の状況等について分析することができるという

ふうに考えておりますので、より具体的な対策を

講じることができますようハローワークなよろを

初め、関係機関との連携により検討を進めてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、男女共同参画推進計画について申し上げます。

初めに、小項目の１、進捗状況についてですが、

本市におきましては男女共同参画社会づくりを推

進するため、平成２０年３月に基本目標や方針、

施策を定めた名寄市男女共同参画推進計画とその

施策を具体的に実施する事業を定めた名寄市男女

共同参画実施計画書を策定し、これらの計画に基

づき啓発活動の充実や女性委員の参画促進など９

４事業の推進に取り組んできているところでござ

います。また、事業の目標達成度や課題を明らか

にするため、本市がみずから実施する自己評価は

もとより、学識経験者や公募により選出した方で

構成します名寄市男女共同参画推進委員会、この

委員会によります外部評価を実施しておりまして、

この評価結果を踏まえ事業の必要な見直しを行う

とともに、推進委員からいただきました御提言も

参考としながら、施策の推進に努めてきていると

ころでございます。

昨年度の評価結果について申し上げますと、順

調及びおおむね取り組まれているを合わせました

肯定的な評価が８６事業で９ ５％でございます。

より積極的な取り組みが必要が８事業で ５％、

早期に取り組む必要があるはゼロとなっているこ

とから、おおむね着実に各事業が推進されてきて

いると認識をしているところでございます。加え

て推進計画におきましては、平成２８年度までに

５０％を目指すとしています委員会、審議会等に

おける女性委員数につきましては平成２５年４月

１日現在で１２０人、２ １％となっておりまし

て、目標達成には至っておりませんけれども、全

道平均でございます２ １％、これを上回ってい

ること、また本市の一般行政管理職７０名がいま

すが、女性職員は１３名、１ ６％になっており

まして、全道の市町村の平均が１ ３％でありま

すことから、これまでの取り組みに一定の成果が

あったものと考えているところでございます。今

後も計画に基づきまして男女共同参画社会の実現

に向けた取り組みを着実に推進するとともに、推

進計画をより実効性のあるものにするため、男女

共同参画の推進に関する条例の制定について取り

組んでまいります。

次に、小項目の２、条例化に向けてについて申

し上げます。平成２５年４月１日現在で道内１８

の市町村が男女共同参画の推進に関する条例を制

定しており、当上川管内について申し上げますと、

旭川市が平成１５年、士別市が平成２３年にそれ

ぞれ条例を制定している状況にあります。本市に

おきましては、総合計画後期基本計画を策定する

際に条例につきましてはまず推進計画を着実に推

進し、市民の意識を一定程度高めた段階で制定す

べきであるとの御意見をいただいた経緯から、こ

れまで市民意識の高揚に努めながら条例の制定を

目指すとしていたところでございます。しかしな

がら、その後の市議会における御議論や、あるい

は男女共同参画推進委員会から条例制定の過程を

通じて市民啓発を行うことが可能であると、条例

制定を進めるべきとの御意見をいただいたことか

ら、今年度から条例制定の検討を進めるため、推

進委員会の委員を１２名から２０名に拡大をしま

して、今年度の評価に係る提言等を取りまとめて

いただいた後に条例に関する議論を行っていただ

きたいという、そういった考え方を持ってござい
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ます。本市としましては、他自治体の条例や推進

委員会での議論を踏まえた上で、来年の夏ごろに

は条例の素案を取りまとめまして、広く市民の御

意見を伺うことはもとよりですが、市議会におい

ても御議論をいただきまして、平成２８年４月１

日の施行を目指し、条例制定の作業を進めてまい

りたいと考えてございます。

次に、小項目の３、より市民に理解、周知、定

着される取り組みについて申し上げます。男性は

仕事、女性は家庭というようなこれまでの慣行や

社会制度からの性別役割分担意識は、女性や男性

の多様な生き方を阻害する要因となっております

が、このような考え方を変えていくことは一朝一

夕に進められるものではないと考えてございます。

本市としては、男女共同参画社会の実現に向けて

今後も市の広報紙やホームページなどによります

周知、啓発用パンフレットの作成、配布、後援会

や意見交換会、各種イベント等の開催などさまざ

まな取り組みを粘り強く継続して実施するととも

に、条例の制定を絶好の機会と捉え、その制定の

過程を情報発信するほか、セミナー等を開催する

などしまして市民一人一人の意識の向上に取り組

んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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の子供、子育て支援の充実に向けて申し上げ

ます。

初めに、小項目１の現状の確認、子ども・子育

て会議開催の状況について申し上げます。本市の

子供、子育て支援の取り組みといたしましては、

妊婦一般健診費用助成を実施し、安心、安全な出

産ができるよう支援体制の強化を図るとともに、

出産後の母子にはできるだけ早期から支援が開始

できるよう生後４カ月までの赤ちゃんがいる全世

帯を対象としたこんにちは赤ちゃん訪問を実施し、

子育ての情報提供や相談の充実を図り、必要な支

援を行っております。また、子供が健やかに育つ

ために市立総合病院には産婦人科や小児科の診療

科を確保して、特に母体、胎児、新生児にかかわ

る周産期医療の受け入れ態勢や２４時間体制で小

児科救急外来の診療を実施しております。さらに、

子供の医療費の軽減対策として、乳幼児等医療費

助成事業を北海道基準に準拠して実施しておりま

す。また、昨年度から始めました誕生餅助成事業

では、名寄市民として１歳の誕生日を迎えるお子

さんの保護者へ誕生餅の引きかえ券を送らせてい

ただき、御家族で誕生日を祝っていただいている

ところであります。

保育サービスの状況では、待機児童をつくらな

いとの考えから、市内公立、私立保育所において

は工夫をしながら入所、入園につなげてきており、

さらには低年齢児保育、延長保育、障害児保育、

一時保育、病後児保育を実施するなど子育ての充

実を図ってきております。保育料では、保護者の

所得により区分される国の階層表を名寄市独自に

細分化しており、保護者の負担軽減に努めており

ます。また、多子世帯への支援として、第２子は

半額、第３子は無料となっており、今後も引き続

き支援してまいりたいと考えております。幼稚園

では、国の基準に準拠し、幼稚園就園奨励費助成

を行っております。この制度は、保護者の所得に

より幼稚園へ支払う保育料を補助金により保護者

へ還元する事業となっており、就学前の子供たち

が安心して幼児教育、保育を受けることのできる

環境を提供してきております。また、昨年度より

遠距離通園通所費助成事業を風連地区から名寄市

全域へ拡大し、遠距離の送迎を行う保護者の経済

的支援を実施しております。

次に、名寄市子ども・子育て会議について申し

上げます。平成２７年４月からは、子ども・子育

て支援法に基づく子ども・子育て支援新制度の実

施が予定されており、新たな名寄市子ども・子育

て支援事業計画を作成するため、昨年１１月１日

に名寄市子ども・子育て会議を設置し、ニーズ調

査を実施しながら、計画作成に向け議論をいただ
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いているところです。現在まで２回の会議を開催

してきておりますが、市のホームページで会議て

んまつを公開してきております。現在国のスケジ

ュールが２カ月ほど当初スケジュールよりおくれ

てきておりますが、今月新制度での保育単価及び

保育料の基準が示されましたので、今後速やかに

第３回目の会議を開催し、名寄市子ども・子育て

会議の委員の皆様に各施設の入所定員や本市に必

要な地域子ども・子育て支援事業の議論をいただ

く予定としております。

次に、小項目２の子供の権利条例制定に向けて

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

と捉え、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年に批准をいた

しました。現在道内では、札幌市を初め４市３町

が関係条例を制定しております。子育てを社会全

体で担うべく家庭、地域、行政の連携が強く求め

られている状況であり、本市におきましては平成

２２年３月に５年間の次世代育成支援後期行動計

画を策定し、取り組みを進めているところであり

ます。本年は、同計画の最終年となりますので、

計画の進捗状況や事業の評価を実施してまいりま

す。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。この基本指針を踏まえ

ながら、名寄市子ども・子育て会議において平成

２７年度から始まる名寄市子ども・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。

なお、子供の権利条例につきましては、その実

効性を高めることが求められますので、内部で研

究を重ねながら検討してまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目３の町中に子供や親が集える居場

所づくりについて申し上げます。本市の就学前児

童数約 ５００人のうち半数近い７００人が保育

所や幼稚園を活用していない子供となっておりま

す。保護者の中には、子育てストレスを感じ、養

育に悩んでいる方もおり、気軽に活用できる施設

等が必要なため、民間保育所の御協力もいただき、

公立保育所を含めた市内３保育所に子育て支援セ

ンターを開設しております。利用実績につきまし

ては、３施設合わせての延べ利用人数は年間１万

０００人を超え、まさに多くの親子の皆さんに

御利用をいただいているところです。平成２４年

度よりさらなる支援策として、月に１度親子お出

かけバスツアーを企画し、親子でお弁当を持参し、

風連日進地区へバスで出向き、同地区のお年寄り

との交流を行っております。事業開始当初から好

評を得ており、年間 ０００人程度の参加をいた

だいております。また、平成２４年度よりスター

トした青空保育事業では、市内公立保育所の所長

が集まり、市内の公園でお日様の下で保育を行う

もので、保育所給食の担当栄養士も同行して栄養

相談やお勧めレシピ等の紹介も行っており、大変

好評をいただいております。今後もさまざまな親

子の居場所づくりについて研究をさせていただき、

子育て世代に喜ばれる事業を継続し、子育てに悩

む保護者へ寄り添っていけるような事業を行って

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。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 名寄市における雇用

状況について再質問いたします。

若者の就職率は上がっていますけれども、早期

離職が多いと。また、現在ではブラック企業など

大量に採用して大量にやめさせる、そのような企

業もふえています。名寄市内においても若者の早
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期離職、非正規化が進んでいるように考えられま

す。今年度から市内の事業所における新規学卒者

の就職から３年間の就職率の調査が実施されるそ

うですが、ぜひともきめの細かい調査をしていた

だき、問題の解決に向けて取り組んでいただきた

いと考えます。

大学があり、高校が２校で、市内に就職５６名

という人数です。これがこのまちにとって多いの

か、少ないのかと。少ないと思うのです。高校生

につきましては、大学や専門学校に進学する方が

多いのでしょうけれども、やはり市内では慢性的

に名寄市立総合病院、介護福祉職場の職員が不足

している状況にございます。答弁の中では、市内

建設業者関係で特殊技能労務者の不足が深刻化し

ているということでもございます。何とか卒業後

の就職先に名寄を選んでいただく工夫はできない

ものかと考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま質問い

ただきました就職先として名寄に残ってもらえる

工夫がないかということでありますけれども、こ

の問題については建設業界からも市内の各関係機

関からも切実な問題として要望をいただいている

ところでございます。地域経済に深刻な影響を及

ぼす課題であるというふうには認識をしておりま

すので、工夫ということにはなるかどうかわかり

ませんけれども、ハローワークなよろを初めとい

たしました関係機関、さらには学校の関係者も含

めて意見交換をできる場を今後設定してまいりた

い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。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） どうぞよろしくお願

いいたします。

あと、名寄市立の大学と短期大学で卒業生が１

７９名中７名が地元就職ということでございまし

た。先ほども申しましたように、名寄市立総合病

院ですか、あと介護職、慢性的に人材不足ですし、

またせっかく名寄の大学に看護科、社会福祉学科

があるのに就職先として人気のない理由というの

があるのだというふうに思いますけれども、それ

についてはどのように考えておられますでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 名寄市立大

学は、保健、医療、福祉にかかわる専門職の養成

ということで、これは大学教育、短期大学では短

期大学教育ということで、キャリア形成、いわゆ

る社会人としての基本的な基礎力とそれのプラス

その上に専門職としての技能を授けているという

ことでございます。地域への就職状況ということ

で、少ないのではないかという御質問でございま

すが、いわゆる大学学士教育の中ではキャリア形

成をしてみずから自分の進路選択ができるように

ということを教育の基本にしております。そうい

った意味で平成２４年度から学内に、これは大学

設置基準が改正されましたのを受けまして、学内

組織としてキャリア支援センターを設置いたしま

して、専任の教員、それから相談員、それから事

務職員も配置しまして就職支援に結びつくような

キャリア形成も含めた指導をしております。この

中で学生がみずからきちっと自分の将来にわたっ

て考え方を持って職業選択ができるようにという

ことでございます。具体的には、学生自身はさま

ざまな方法でもって就職状況を手に入れておりま

す。御存じかと思いますが、リクナビ、マイナビ

というインターネットを活用したものから大学に

直接送られてきます求人票、そういった中で職業

選択の資料としているわけでございますが、大学

が行います進路指導といいますか、就職、キャリ

ア形成の指導の中で、いわゆる専門職としての力

量を高めていただくということと専門職として就

業していただくと。そこで地域に関するような、

いわゆる地域に役立つといいますか、地域で就業

していくようなキャリア形成のキャリア支援とい

いますか、そういったものについては今後大学の
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取り組みの課題ということで毎年度キャリア支援

センターの先生方の中では議論をしていただきま

して、反省点といいますか、次年度の課題という

ことで挙げられております。その中で１つはいわ

ゆる就業後の、卒業後の卒業生の追跡調査という

のも１つ大きな資料になってくるだろうと思いま

す。こちらにつきましては、以前竹中議員から御

質問があって、キャリア支援センターで取り組み

ということで、現実的にはまだちょっと取り組め

ない状況でございますけれども、１４年度、本年

度でこちらの追跡調査にも取り組んでより詳しい

データを収集した上で、いわゆる地元定着化に向

けての方策を考えていこうということでございま

す。７名という数字は、それが多いか、少ないか

ということはなかなか評価ができませんけれども、

地元定着化に向けて大学としてはキャリア形成支

援に取り組んでいっているというやさきでござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） せっかく名寄市にあ

る看護大学、また短期大学でございますので、大

学があるから看護師さんは大丈夫なのかなという

ふうにも安易に私は考えていたものですから、や

はり大学生のキャリアに応え得る名寄市立病院の

雇用形態だとか給料だとか、そういうところに持

っていかないといけないような、そんなことにな

っているのかなというふうに思っております。

今年度市立病院では、給料表の改正だとか夜間

の保育の取り組みなどとかというふうに変わって

きたことがございますけれども、早期に問題解決

が図られるかというのは疑問なのですけれども、

名寄市介護・福祉人材確保推進懇談会というのも

立ち上げて協議しているということなのですけれ

ども、その名寄市介護・福祉人材確保推進懇談会

ではどういうことをなさっているのかお聞きした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 名寄市介護・福

祉人材確保推進懇談会につきましては、ハローワ

ークなよろの支援をいただきながら、市内の介護

福祉関係事業所、そして障害者支援施設等の方々、

さらには経済団体等関係機関によりまして構成を

されております。平成２４年１０月に初めて懇談

会を開催をいたしまして、毎年開催をしておりま

す。急速に進みます少子高齢化社会を迎えまして、

医療、福祉事業分野における雇用の需要が大きく

増加をしていると。そんな中でそれぞれの立場か

ら雇用における現状や課題等を出し合いながら、

相互連携を図りながらの介護、福祉事業者の人材

確保を目的としてございます。会議の中身として

は、情報交換が中心の内容となるというふうに思

っておりますけれども、構成員の意思によりまし

て、特に人材確保の推進に必要があれば協議会等

の組織として具体的な取り組みをすることができ

るというふうになっておりますので、今後懇談会

を開催をする中で御意見を伺ってまいりたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひそういうところ

から市に提言していただくとか、経済界に提言し

ていただくとか、そういうことで名寄市一丸とな

って取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

あと、名寄市の正規職員削減計画が進んでいる

ところでございますが、現在の財政状況を考慮し

たとき、臨時、嘱託の職員数は増加していかなけ

ればやっていけないのだというふうにおっしゃっ

ています。地域の指導的立場である名寄市がこの

まま賃金、労働条件の低い非正規職員をふやし続

けていていいのかと思いますし、また結果的に正

規の職員がメンタルになるなど過重労働に陥り、

２０年、２２年度各６名、２５年２名、２６年１

名の方がメンタルヘルスの治療を受け、療養され

ているとのことですが、このことについて非正規

化が進んだ結果、職員に過重な労働を強いている

という、そういう現状はありませんでしょうか、
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お尋ねしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員の御質問にあり

ましたように、今現在職員の適性化計画を策定し

て、職員の組織のスリム化を進めているところで

あります。ただ、これにつきましては本市は合併

市ということがありまして、合併時に旧市、旧町

の職員があわさりましたので、そういった意味で

は合併時に職員が一定程度増加したということで

ありますので、スリム化という言葉もありますけ

れども、一方では適正化という言葉もあるのかな

というふうに思っているところでございます。

一方で、この間非正規職員が増加しているとい

うことでありますけれども、これについては確か

に一程度増加をしているということであります。

ただ、その主要な要因についてでありますけれど

も、これにつきましては臨時的な事業実施に当た

っての補助的な事業に当たっていただくというこ

とですとか、あるいは一般職員の処遇改善ではあ

りませんけれども、育児休業等の取得に対して一

定程度代替での配置をしていくということもあり

ますし、あるいは市民サービスの向上を目指して

の総合窓口なんかも設けてございますけれども、

そういった新たなサービスについての配置などに

充てているということでございまして、スリム化

に対しての穴埋めという言葉は変かもしれません

けれども、そこについてはそんなに多い人数では

ないというのをまず御理解いただきたいと思いま

す。そういったものを踏まえながら、業務の内容

ですとか、あるいは雇用の体系、期間とかありま

すので、そういった区分に応じて非正規で対応す

るということでございますので、ぜひ御理解をい

ただければと思います。それとまた、先ほど雇用

の関係もありましたけれども、非正規ではありま

すけれども、こういった雇用が地元の雇用の確保

の地元の受け皿となるというのでしょうか、そう

いったところにも貢献している一面はあるという

ことで、ぜひあわせて御理解をいただければと思

います。

次に、過重労働とメンタルの因果関係について

ということになるかと思うのですけれども、これ

につきましては休職者に対しては聞き取りを実施

してございます。その中では、一概に断定はでき

ないのかもしれませんけれども、この間組織のス

リム化に伴って業務量が過剰になって、言葉は悪

いですけれども、病んでしまったという、そうい

った事例についてはないということでありますし、

またそういった事象が起きたところの職場の聞き

取りを実施したりだとか、あるいはそれが発生す

る前後の職場の人員配置の関係、これらも調査を

してございますけれども、それらから総合的に判

断をしますと、必ずしも組織のスリム化に伴う過

剰労働が職員のメンタルに影響を及ぼしたという

ことではないのではないかなというふうに私ども

は受けとめているところでございます。

なお、職場におけるメンタルの対策については、

平成２１年に名寄市職員の心の健康の保持増進の

ための指針というのを策定してございまして、こ

れに基づきましてそれぞれ取り組みを進めてござ

います。議員が言われましたように、いっとき片

手を超えるような職員がおりましたけれども、現

在は一、二名というふうになりまして、それらの

取り組みの成果もあらわれてきているのではない

かと思いますけれども、御理解をいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） このことについては、

私も今後よく見守っていきたいと思いますので、

引き続き職員に過重な労働にならないようにして

いただきたいというふうに思います。

今回は、新規卒業者の雇用で質問を終わります

が、都会で離職し、名寄に帰る方、また農業や林

業、自営業を志す方、母子家庭の方、そういう方

の雇用も問題が山積していると先ほどの川村議員

の質問の中でも、思っております。ぜひ積極的に

取り組んでいっていただきたいと考えます。
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また、若者が住み続けたいと思わせるためには、

やっぱり地域の魅力をアップし、自信と誇りの感

じられるまちづくりを推進し、地域コミュニティ

ーの強化、また商工会議所、経済各団体など各分

野と積極的に取り組んでいく必要があると考えま

すが、これについてはいかがお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 地元に残っても

らう取り組みということでいけば、当然ハローワ

ークなど関係機関と連携をして取り組みをしてい

かなければならないというふうに考えております。

毎年ハローワークですとか北海道、北海道教育局、

さらには士別市とも共催をいたしまして、高校生

向けの企業説明会を開催をさせていただいており

ます。これは、ハローワークなよろ管内の各高校

からの就職を希望する生徒さんにお集まりをいた

だいて開催をしているものでございます。ここに

は、生徒さんとその保護者の方も参加対象とさせ

ていただいておりまして、直接市内を初めとした

近隣企業からの企業の考え方ですとか、求めてい

る人材などについて説明をお聞きをいただいて、

就職活動に参考にしていただくというようなもの

でございます。また、逆に企業側としてもその場

で企業のことをＰＲできる機会にもなるのではな

いかというふうに考えておりますので、こういっ

たこととあわせて先ほどもお答えいたしましたと

おりハローワークなよろを中心とした関係機関、

そして学校関係とも意見交換をできる場を設定を

しながら、そういった部分に対応していきたいと

考えております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ積極的に取り組

んでいただいて、帰りたい、地元で就職をしたい

という若者のために、私たち汗を流していかなけ

ればならないというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

次に、大項目２番目の男女共同参画推進計画に

ついて再質問させていただきます。先ほどもお話

がありましたけれども、市民に理解、周知、定着

することがやはりかなり難しいのではないかとい

うことで、条例化させて、それからそこを出発点

にして市民に周知していかなければならないとい

う今までの経過だったというふうに思っておりま

す。実際北海道は策定が余り進んでいないという

ふうに思いますし、都会ではかなり札幌とか旭川

とか進んでおりますけれども、町村部においては

やはり大変低い状況であると私も思っております。

何とか、女性が働きやすい職場はやっぱり男性も

働きやすい職場であると考えますし、これから少

子高齢化時代に向けまして、お互いに子供を育て、

親の介護もしていくということについて、男性も

そのほうが豊かな人生を送れるのではないかとい

うふうに思いまして、ずっと名寄市時代から興味

を持って推移を見てきたわけなのですけれども、

その取り組みが先ほどの２４年度の評価項目の事

業ナンバーの中の８項目ですか、についてはこれ

から頑張らなくてはいけないみたいなことだった

と思いますけれども、そのことについて重点的に

取り組んでいただきたいと思いますけれども、こ

の点についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われるよう

に、男女共同参画については条例をつくればそれ

で終わりということではなくて、逆に言うとつく

ったところからいかに広げていくのかが課題なの

だろうなというふうに思っておりまして、実は先

ほどの答弁の中でも少し触れたかと思うのですけ

れども、条例を策定する中でも啓発を進めたいと

いうことで考えておりまして、条例の制定作業と

あわせて、セミナーになるのか、形はちょっとま

だわかりませんけれども、そういったものを含め

て広げていきたいという考え方を持っていますし、

今回委員の人数を１２名から２０名に拡大してご

ざいまして、女性のかかわる団体についても拡大

をして委員さんになっていただいているというの

は、実は各団体の広がりも含めて人数をふやして
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いっているということで、そこを目的にふやして

ございますので、そういった取り組みも既に進め

ているということでまず御理解いただければと思

います。

次に、推進計画の８つの項目、より積極的な取

り組みが必要だというところについてであります。

これについて何点かピックアップをして御紹介を

させていただきたいと思いますけれども、１つに

ついては啓発活動の項目の中で男女共同参画に関

する図書資料の充実という項目がございます。こ

れは、昨年の評価の中では図書館の風連分館がご

ざいますけれども、ここにぜひ専門のコーナーを

設置してほしいのだという要望がございました。

これについては、現在専門コーナーを設置する方

向で作業を進めているということで、改善に向け

て取り組んでいるということであります。

さらには、暴力対策の推進というところでＤＶ

被害者の早期発見というのがありまして、委員さ

んからは民生委員との連携をさらに深めるべきで

あろうという御指摘をいただいてございまして、

これについても民生委員の総会に参加をしながら、

連携強化について呼びかけているということで、

取り組みを進めているということでぜひ理解いた

だければと思います。

最大の課題については、女性委員の参画推進と

いうことで、女性委員の５０％という目標の達成

かと思います。先ほどのところの答弁でも触れま

したけれども、全道的なレベルから見ると名寄市

は上にあるのですけれども、５０％という目標か

ら見るとまだ達成していないという状況でありま

すけれども、ここについてもぜひ積極的に推進し

ていただきたいというのがありまして、これにつ

いても庁内の各級の会議ありますけれども、この

中で委員の選定に当たっては女性委員を拡大する

ようにというような指示も出しておりますし、毎

年町内会連合会の総会ございますけれども、この

席などでも女性役員の拡大などについて呼びかけ

ているということでありますので、各８項目あり

ましたけれども、それぞれ温度差はあるかもしれ

ませんけれども、前向きに進めているということ

で御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 名寄市内にも未就職

者、仕事をしたくてもできない女性がたくさんい

ると思われます。名寄市男女共同参画の推進に係

る条例で長時間労働の解消や働き方の柔軟性など

が解消されれば、もっと働く女性が出てきて、男

女がともに働きやすい男女平等参画の推進に向け

てお互いに努力していけるのではないかと期待し

ているところでございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

次に、名寄市子供、子育て支援の立案に向けて

お伺いいたします。つい先日も神奈川県で居所不

明の男児が部屋に閉じ込められたまま食事も与え

られず白骨死体となって見つかるという痛ましい

事故が起こっています。今まであり得ないと思っ

ていたことが覆される最近の状況です。名寄市に

おいては、不明児童はいないとお聞きしておりま

すが、名寄市での虐待やいわゆるネグレクトと言

われる育児放棄の状況がございましたら、お尋ね

いたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 児童虐待につい

て御質問いただきました。平成１２年に施行され

ました児童虐待防止法では、児童虐待には今おっ

しゃったネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心

理的虐待の４分類が定義をされております。最近

テレビや新聞等で日々児童虐待に対するニュース

や記事を目にするところでありますが、北海道警

察が、これも新聞情報ですが、昨年１年間に行っ

た児童虐待の通告は道内で過去最多の ４７３人

ということであります。配偶者間のＤＶの通報で

家庭に入った警察官が子供の虐待も一緒に発見す

るというような状況だそうです。本市でも大きな

事件には至っておりませんが、児童虐待の相談件

数は平成２３年は１２２件、２４年は１４４件、
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２５年は２７９件と年々増加をしております。虐

待件数自体は、平成２３年の３０件、２４年は３

８件、２５年が７３件というふうになっておりま

す。

本市においては、児童虐待の未然防止、早期発

見のため、保育所、幼稚園、学校、教育委員会、

保健センター、民生児童委員の方、警察、医療機

関、保健所、法務局、児童相談所など地域の関係

機関、団体の関係者が連携を図り、協力して取り

組んでおります。平成２０年に名寄市要保護児童

対策地域協議会を設置をいたしまして、代表者会

議、実務担当者会議を開催し、定期的な情報交換

を行い、また個別のケースがある場合には個別ケ

ースの検討会議を随時開催して、要保護児童の具

体的な支援の検討を進めております。通報、相談

に対しては、家庭児童相談員を配置しております

ので、個々のケースに応じ適切な対応を図らせて

いただいておりますし、虐待が発見された場合に

は関係機関で対応の役割分担をしながら見守りを

続け、見守りで対応が解決できないケースの場合

は児童相談所と連携を図りながら、一時保護の対

応をとらさせていただいております。児童は、道

内の児童養護施設や里親の皆さんのところで養育

されております。施設入所は、平成２３年３件、

２４年１件、２５年１件、里親は２３年１件、２

４年１件となっております。

なお、児童虐待の通報は、市、児童相談所、警

察で２４時間で対応させていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。本当に大変な状況の中でお仕事なさっている

ということでございますけれども、これからもこ

ういう状況は続くことと思いますので、十分に注

意を払って取り組んでいっていただきたいと思い

ます。

最後に、加藤市長にお尋ねしたいのですけれど

も、隣の士別市では２５年４月から子供の権利に

関する条例ができておりまして、子供議会など積

極的にまちづくりや早寝早起き朝ごはん運動に取

り組んでいるところです。各種イベントで小さな

子供たちが早寝早起き朝ごはん体操に楽しんで取

り組んでいる姿は、将来の士別市をこの子供たち

が担っていくのだと思うとほほ笑ましくもあり、

頼もしくもあります。名寄市の子供たちにも将来

の名寄市のために子供議会などで発言するように

なってほしいと考えていますし、将来の子供たち

の地元への就職などにもつながることができると

思いますし、子供自身が親になったときに子供議

会、子供条例などをつくった経験を生かして、虐

待やネグレクトのない親になれるのではないかと

思います。

あと、市長が臨時会ですか、１２日のときに町

中に子供が集える居場所づくりについてというこ

とで発言していらっしゃるのですけれども、それ

は具体的にどのようなことだったのかということ

をお尋ねしたいのときょうの発言で、今からやは

り名寄市で雇用を守って、女性にもしっかり働い

ていただかないと、年金財政がもたない状況です

し、名寄市の経済状態も危ぶまれますし、高齢者

が安心して暮らしていけない、そんな名寄市にし

てはならないというふうに思っております。男女

共同参画条例、子供の権利条例をつくり、町中に

子供が集える居場所づくりをし、高齢者、また障

害のある方もその輪の中で子供たちと談笑しなが

ら、遊びながら幸せな一日が過ぎていく、そんな

施策をぜひつくっていただきたいと思っています。

このことについて市長はどのようにお考えでしょ

うか、お尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 多岐にわたる御質問いた

だきましたが、少子高齢化が急速に進行していく

中で、この地域全体の生産人口も割合も少なくな

ってきていると。女性のすぐれた感覚も含めて女

性が社会にさらに進出をしていくということに関

しては非常に大切なことで、あらゆる地域の振興
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につながるものというふうに理解をしております。

そういう意味で高野議員が誕生して女性の立場か

らこうして御意見をされるということは、非常に

地域にとってもすばらしいことだなというふうに

思っております。さまざまな角度から子育て、さ

らには女性の就労に対しての御意見もいただきま

した。しっかりとそれぞれ答弁しているともう時

間がありませんけれども、受けとめていきたいと

いうふうに思います。名寄市でも子育て、子供の

教育、子供がこの地域で育ってよかったというよ

うな教育も私はしっかりと進めていっているつも

りであるというふうに思いますけれども、そうし

た他市のすばらしい事例もよく検証しながら、取

り入れるところは取り入れていきたいというふう

に思いますし、名寄市はとりわけこの月曜日に２

０１４年の東洋経済の住みよさランキングが発表

になりましたけれども、ことしは残念ながら北海

道で１つ順位下がって２番目になったようであり

ますが、それにしても３５市中２位ということ、

これはやはりこの地域の医療、保健、福祉がしっ

かりとしているからだということが大きな要因で

あると思っています。ここは、やはり女性がしっ

かりと活躍できる場所であるというふうに思いま

す。これをさらに研ぎ澄ましていくということが

この地域の振興につながっていくし、先般の何と

か創成会議という中で大変な統計が出ていました

けれども、名寄市がそこにしっかりとくさびを打

って、この人口を減らしていかないためにチャレ

ンジしていくということが大切なのだろうという

ふうに思います。女性も含めてあらゆる人がこの

地域で本当に住んでよかったと誇りを持って住め

るまちづくりをしっかりと進めていきたいという

ふうに思います。議員にもぜひまた改めて御指導、

御鞭撻をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４６分

再開 午後 ３時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

体育、スポーツの振興について外２件を、塩田

昌彦議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 一般質問を初めてさせ

ていただきます市政クラブの塩田昌彦と申します。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い、順次質問をしてまいります。

それでは、大項目１の体育、スポーツの振興に

ついて２点質問いたします。１点目は、名寄市に

おけるスポーツの現状について。名寄市は、市民

皆スポーツの普及推進のため、国が定めるスポー

ツ基本法やスポーツ振興法に基づき名寄市スポー

ツ推進審議会を設置、名寄市スポーツ推進委員設

置規則に基づくスポーツ推進委員１６名を委嘱し

ています。スポーツ推進委員の職務は、スポーツ

技術の指導、スポーツ活動の促進のための組織の

育成、学校や教育機関、その他行政機関の行うス

ポーツの行事または事業に関する協力、市民に対

しスポーツについての理解を深める活動、市民の

スポーツ推進のための指導、助言となっておりま

す。その実践こそがスポーツの振興であり、市民

の心身の健全な発達や健康維持、増進につながる

と思いますが、現在の状況等をお知らせください。

また、旧名寄市のスポーツの振興は、平成９年

の名寄市体育協会の財団化に伴い、スポーツセン

ターを含めた体育施設全般の維持管理業務を委託、

現在は指定管理者としてスポーツ３４団体が加盟

する財団法人名寄市体育協会が担う業務と名寄市

が担う業務をすみ分けし、旧名寄市のスポーツの

振興に向け事業等の企画立案など互いに連携し、

進めることとしておりましたが、現状はどのよう

になっているのかお知らせください。

次に、名寄市で行われている夏季の屋外スポー

ツは、１年の半分が雪に閉ざされているため、冬

期間スポーツを行うことができない状況になって
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おります。スポーツセンターや学校開放事業など

一部施設を利用してスポーツができるものの、使

用に制限があり、人気のパークゴルフなどはでき

ない状況にあります。これらの解決として一年中

スポーツを楽しみ、健康維持、増進を図るための

環境整備をするため、土間つきなり人工芝の屋内

施設をつくる考えがおありなのかお伺いいたしま

す。

２点目は、合宿の里づくりの計画及び進捗状況

について。名寄市は、名寄市観光推進計画におい

て合宿の受け入れによる交流人口の拡大を図るこ

ととしておりますが、庁内に組織する合宿の里づ

くり、担当部署と庁内組織の名称及び組織構成を

お知らせください。また、合宿受け入れの具体的

な計画、そして平成２９年３月に誘致が内定して

いるジュニアオリンピックの受け入れに関する準

備状況、期間、人数がわかればお知らせください。

なお、民間組織である名寄市観光交流振興協議

会が進める合宿の里づくりに関し、市の庁内組織

と民間組織との整合性や今後における連携につい

てもお知らせください。

次に、大項目の２、農業行政について２点質問

いたします。１点目は、新名寄市農業・農村振興

計画後期実施計画についてお聞きいたします。名

寄市農業・農村振興計画は、地域の恵まれた自然

環境を生かした魅力と持続性のある農業を確立し、

活力と潤いのある農業、農村を実現するため、国

の農業、農村施策の基本方針となる食料・農業・

農村基本法に沿って計画されたものであります。

名寄市を取り巻く農業、農村の環境は、ＴＰＰや

ＷＴＯなど国の施策の影響から農業、農村の情勢

が大きく変化することが予想されます。後期実施

計画の策定に当たっては、前期５年間の実施計画

を検証、分析し、どのように反映しているのかお

知らせください。

また、農業担い手の育成と確保対策の一つ、農

業青年チャレンジ事業ですが、平成１９年度から

始まったこの事業は開始から７年が経過した平成

２５年には応募がなかったことから、採択条件を

緩和して進めた結果、平成２６年度において３件

の応募につながりました。このことは、青年農業

者の意欲を引き出すためのいち早い対応として評

価するものであります。したがいまして、実施計

画に盛り込まれている事業が多く予定されており

ますが、今後において農業青年チャレンジ事業同

様採択基準や事業内容を見直し、使い勝手のよい

事業にしていく考えがおありなのかお知らせくだ

さい。

２点目は、第２次名寄市食育推進計画について。

第２次計画では、周知から実践をテーマに計画さ

れておりますが、第１次計画においてどのような

市民周知がされたのかお知らせください。また、

いろいろな場面で食育推進のための事業が進めら

れたと思いますが、学校など具体的な取り組み事

例を教えてください。

なお、第２次計画における食育推進計画におい

ては、何に重点を置いて推進するのかお知らせく

ださい。

３点目は、昨年名寄市食のモデル地域実行協議

会を組織し、農林水産省事業、日本の食を広げる

プロジェクトの採択を受け、日本一のモチ米を誇

りとし、まちの宝物としての活用をするもっとも

ち米プロジェクトは、今までにない取り組みです

ばらしい成果を上げたと思っております。特に冊

子「名寄もち米物語」の作成については、名寄市

立大学の協力で学生がコラム欄を担当し、生産、

加工、流通、販売、そして日本の食の文化を支え

るモチ米料理など広い分野にわたる方々の声を届

けるすばらしい冊子ができ上がりました。これら

の対策や成果をどのようにしてモチ米産地日本一

名寄に結びつけていくのか、今後の対策をお聞か

せください。

次に、大項目の３、新名寄市行財政改革推進計

画について４点質問いたします。１点目は、パブ

リックコメント制度の検証と推進についてお聞き

をいたします。昨日の代表質問で大石議員より質
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問がありましたので、重複する部分があると思い

ますが、質問をさせていただきます。名寄市の行

政施策の実施に当たり、パブリックコメント制度

の活用は多くの市民の方々から意見を聞き、行政

施策に反映させる有効な手段と認識しております。

そこで、これまで多くの市民の方々から寄せられ

た御意見は、広範囲にわたると思いますが、どの

ような区分となっているのかお知らせください。

２点目は、人事評価制度についてですが、現在

管理職を対象に試行で行われておりますが、年々

見直されての対応で、自身のみならず業務におけ

る計画と実績の評価が職場において精査し、見直

しを図ることにつながっている、こんな部分は評

価に値をすると思っております。この間の取り組

み経過と検証やその意義についてお伺いをいたし

ます。

３点目は、人事異動希望制度の申し込み状況及

び活用状況についてですが、近年大量退職に伴い、

人事配置に苦慮する状況にあると思いますが、こ

の制度が導入された当時と現在では申し込み状況

に変化があるのかお知らせください。また、申し

込みに際し面接をするなど、きめ細やかな対応が

されていますが、異動結果に伴うケアなどどうさ

れているのかお知らせください。

最後に、定員適正化計画についてお尋ねいたし

ます。職員削減は、前期の平成２１年度から２３

年度で４４名、後期の平成２４年度から２６年度

までの２９名の計７３名を目標に進められており

ますが、平成２６年３月の改訂版では達成が難し

いとのことから、削減目標を２年間延長すること

としております。大量退職が続いた影響も踏まえ、

残された職員のアンバランスな年齢構成も含め、

職員７３名の削減は可能なのでしょうか。無理な

のであれば地域住民の福祉とサービスを守る観点

から、職員削減数を見直す考えはおありなのかお

聞かせください。

以上、この場からの質問をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点にわたる御質問をいただきま

した。大項目１については私から、大項目２につ

いては経済部次長から、大項目３については総務

部長からそれぞれ答弁をさせていただきます。

小項目１、名寄市における体育、スポーツの現

状について申し上げます。最初に、合併後の組織

体制と活動状況についてですが、スポーツ基本法

では平成２３年に制定され、第３１条によりスポ

ーツ推進審議会、第３２条第１項によりスポーツ

推進委員を定めております。名寄市においても平

成２３年度に旧スポーツ振興審議会をスポーツ推

進審議会に名称を変更し、名寄地区から９名、風

連地区から４名の計１３名を委嘱し、市全体のス

ポーツ推進について御提言をいただいております。

また、同じく旧体育指導委員をスポーツ推進委員

に名称を変更し、名寄地区から１０名、風連地区

から６名の計１６名を委嘱し、憲法ロードレース

やチャレンジデーの市民綱引き大会など市主催事

業への協力や市民の要請による軽スポーツの出前

教室など御尽力いただいているところであります。

次に、体育協会との関係でございますが、現在

名寄地区のスポーツ施設の管理について一般財団

法人である名寄市体育協会を指定管理者としてお

ります。協会から提出いただいている事業計画の

中では、スポーツ教室を含めた施設の効率的な運

営について企画立案されており、計画に基づいて

実施されております。また、協会加盟団体が主催

するスポーツ教室等においても協会から助成金や

協力を行っていただいております。各施設の整備、

改修については、突発的なふぐあいの修繕なども

含め協会と教育委員会とが連携をとりながら実施

しております。全般的なスポーツ振興についての

政策的な協議や具体的な連携については、長期間

にわたる委託で事業が任せきりにならないように、

今後においても風連町体育協会も含めて協議の場

を設けていく予定としております。また、市が主
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催するスポーツ事業は、憲法ロードレースや市民

スキーの日などがあります。主な事業は過去から

各協議団体との協議を重ね、市が主催して実施を

してまいりました。今後においても市の事業とし

て体育協会の加盟する協議団体などとも連携し、

実施をしてまいりたいと考えております。

次に、夏季の屋外スポーツを通年で楽しめる施

設ということでありますが、土間つきや人工芝の

屋内施設の整備をとのお考えですが、半年の間雪

に閉ざされ、楽しむことのできない屋外スポーツ

種目は数多くありますが、夏場の短期間であるか

らこそ集中して楽しめる種目や冬場には屋内体育

館で楽しむことができるスポーツ、また工夫によ

り雪上で楽しめる種目もあると考えておりますが、

通年で競技能力を高めたり、維持することが困難

であることは否めません。そうした施設の整備に

対する御要望であることについては御理解をさせ

ていただきますが、現時点では他の大型施設の整

備が連続して進行している状況もあり、当該施設

建設の検討に至っていないのが現状にありますの

で、御了解のほどをお願いをいたします。

次に、小項目２、合宿の里づくり計画及び進捗

状況について申し上げます。最初に、担当する庁

内部署と庁内組織の名称と組織構成についてです

が、昨年８月に総務部は企画課、教育部は生涯学

習課、経済部は営業戦略室の各担当者で構成する

合宿誘致に係る庁内検討会議を立ち上げ、その後

は合宿受け入れ庁内検討会議として合宿施設を中

心に聞き取りによる月別、種目別の受け入れ状況

やスポーツ施設の利用状況、宿泊施設の受け入れ

可能数などの調査を行い、合宿受け入れの現状把

握を行ってまいりました。

次に、合宿受け入れの具体的な計画についての

考えですが、現在は具体的な計画について関係す

る団体や関係者との話し合いはなされていません

が、庁内検討会議の中では名寄市の豊かな自然環

境やスキーやジャンプ、クロスカントリー、カー

リングなどの施設が充実している恵まれた環境を

ＰＲし、冬のスポーツを主体とした合宿誘致を推

進すべきと考えております。今後は、２０１７年

３月に名寄市で開催予定のジュニアオリンピック

大会や２０１８年冬季オリンピック平昌大会等を

視野に合宿誘致の推進とともに、合宿受け入れ態

勢の強化に取り組む必要があります。また、ジュ

ニアオリンピック大会は将来のトップアスリート

を目指す選手たちを対象にした合宿受け入れのた

めに競技施設や宿泊施設の環境改善に向けた対応

も予想されます。今後の推進体制については、地

域が一体となって合宿誘致に取り組むことを基本

合意として、行政と民間が協働で推進すべきと考

えております。当面は、行政が主導する中で現状

分析と課題を民間事業者と共有し、課題解決に向

けそれぞれが役割を分担した協働体制を築き、合

宿受け入れを推進してまいりたいと考えておりま

す。

次に、２９年３月名寄開催予定のジュニアオリ

ンピックについてですが、今の段階では詳細はわ

からない状況にありますが、ことしの３月に新潟

県妙高市で開催された内容によりますと、大会期

間は３月１２日から１４日の３日間、出場者は中

学生、高校生で、協議種目は男子はクロスカント

リー、スペシャルジャンプ、コンバインドの３種

目、女子はスペシャルジャンプ、クロスカントリ

ーの２種目、人数は確定したものではありません

けれども、選手が約５００名、監督、コーチ、役

員で約２００名ぐらいと思われます。受け入れに

ついては、前回開催地の新潟県妙高市での運営方

針などを参考に準備を進めていくことになるかと

いうふうに考えているところであります。

最後に、名寄市観光交流振興協議会が進める合

宿の里づくりに関し、市の庁内組織と民間組織と

の整合性や今後の連携についてですが、名寄市観

光振興計画に基づきオール名寄体制でさまざまな

視点に基づき検討、検証する組織として設立され

た名寄市観光交流振興協議会の交流事業部会にお

いて検討テーマの一つとして合宿の里づくりも位
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置づけております。当部会では、特に合宿受け入

れに係る宿泊に関する内容等についても検討する

ため、名寄旅館業組合にも加盟をいただいている

ところであります。また、この部会は合宿に係る

庁内組織と民間組織が連携を図り、官民一体とな

ってさらなる合宿誘致に向けて問題点を改善して

いくために分析等を行うことができる貴重な組織

でもありますので、庁内組織も同部会に参加し、

交流人口の拡大のため協働で取り組みを進めてま

いりたいというふうに考えています。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部次長。

〇経済部次長（川田弘志君） それでは、私から

は大項目２、農業行政について、小項目１、名寄

市農業・農村振興計画後期計画について申し上げ

ます。

新名寄市農業・農村振興計画は、平成１９年度

を初年度とし、１０カ年の計画を策定し、平成２

３年度で前期５年間が終了することにあわせ、前

期計画の検証を含め、総合計画との整合性を図る

ため見直しを行い、平成２４年度から後期５年間

の実施計画を作成したところです。前期の５年間

につきましては、国のこれまでの価格政策から所

得政策へと大きく転換が図られ、担い手重視の政

策に方向を定め、品目横断的経営安定対策が創設

され、生産調整関連では新産地づくり交付金から

国が直接生産者へ支援する農業者戸別所得補償制

度に移管され、現在は経営所得安定対策事業とな

るなど、この間国の農業政策は多岐にわたり変更

されており、国際的にはＴＰＰ対応について国論

を二分するような状況でありました。市の現状に

おいては、農業者の高齢化や担い手不足の中で耕

作放棄地や遊休農地の発生が懸念されるなど優良

農地の確保と耕作放棄地の解消、担い手対策など

が課題となっておりました。計画作成に当たり、

前期計画の検証と分析については、関係機関の職

員での策定プロジェクト会議を立ち上げて集中的

な検証を行い、関係機関、団体で構成した新名寄

市農業・農村振興検討委員会を開催して御検討を

いただいたところであります。また、団体懇談会

を開催し、ＪＡの生産部会や青年部、女性部など

から幅広く御意見をいただき、この地域に合った

農業、農村振興施策を進めるための方向性を示す

とともに、時代に即応した施策を展開するため実

施計画に盛り込むなどしており、より実効性のあ

る内容としたところであります。

実施計画の推進に当たっては、情勢の変化に即

した施策の検討など弾力的に行い、国や北海道な

どの農業施策を活用していくことといたしました。

また、この計画の推進母体は関係機関、団体の代

表者で構成する名寄市農業・農村振興審議会とし、

毎年度点検シートにより検証を行っているところ

であります。

チャレンジ事業につきましては、本年度要綱の

一部を緩和した上で３件の事業採択を行ったとこ

ろで、要綱見直しの背景としては昨年度の採択が

なかったことから、若手農業者との懇談会を開催

し、意見をいただき、次の内容を変更したところ

であります。１つに、応募要件の農業従事期間を

３年から１年に、２つ、事業要件の事業継続期間

を５年から３年に改めたところです。今後とも担

い手に利用される魅力ある制度とすべく、若手農

業者との懇談会を継続し、開催し、施策の体系で

位置づけされている事業においても農業者の真に

望み、実効の上がる施策となるように取り組んで

まいります。

続きまして、小項目２、名寄市食育推進計画に

ついて申し上げます。名寄市食育推進計画は、平

成２０年に策定し、平成２５年度からは第２次計

画を策定し、現在に至っております。第１次及び

第２次計画とも策定時には市民周知としてパンフ

レットを全戸配布したところであります。食育は、

さまざまな場面において推進が図られており、例

えば市内においては保育所から全小中学校に至る

まで規模、内容など多様に農業体験を実践してお
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り、栄養教諭による授業も取り入れられておりま

す。学校給食センターにおいても地元農産物を生

かしたメニューづくりを実践し、赤飯給食など名

寄独自の取り組みも行われているほか、各種料理

教室の開催や地産地消フェアなどのイベントにつ

いても各団体の協力のもとに進めてきたところで

あります。第１次計画期間での各種取り組みを通

して周知されてきた食育は、第２次計画において

も引き続きそれぞれの取り組みを通して実践して

まいります。

続きまして、小項目３、もち米の里なよろもっ

ともち米プロジェクトについて申し上げます。も

っともち米プロジェクトは、昨年名寄市食のモデ

ル地域実行協議会を立ち上げ、５カ年計画として

農林水産省からも食のモデル地域構築計画として

認定され、現在２年目に入りました。この事業は、

モチ米産地日本一のまちとしてモチ米のさらなる

可能性の追求や食文化の構築を通してモチ米のブ

ランド化を目指すものであり、これまで先人が築

き上げてきたモチに関する事業の集大成とも位置

づけています。本年度は、名寄のモチ米をまちの

中へ、名寄のモチ米をまちの外へと市内向け事業

と市外向け事業を明確化して周知と認知度をそれ

ぞれ高めていきたいと考えておりまして、具体的

な事業展開としては、市内向けの毎月１０日の名

寄モチ米の日のキャンペーンの継続や市民講座の

開催、現在７店舗に協力をいただいているモチ米

料理の周知を図ってまいります。市外向けでは、

スポーツ用補助食品やモチ粉パンの開発と流通、

札幌圏でのＰＲ活動を行ってまいります。以上、

モチ米産地日本一の名寄をさらに強く打ち出し、

モチイコール名寄と言っていただけるよう積極的

に情報発信していきたいと考えておりますので、

御理解をお願いします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目３、

新名寄市行政改革推進計画について申し上げます。

まず、小項目１、パブリックコメント制度の検

証と推進についてですが、本制度は名寄市自治基

本条例に基づき重要な施策決定の過程において市

民の意見を反映させるため、平成２３年度に導入

した制度であります。この間の意見提出状況につ

きましては、平成２４年度で申しますと１１名か

ら御意見をいただき、内訳は団体に所属されてい

る方２名、市内に勤務されている方２名、その他

７名となっており、男女別では男性８名、女性３

名であり、提出方法につきましては書面にて４件、

郵送にて２件、ファクスにて３件、電子メールで

２件の提出となってございます。２５年度につい

ては意見の提出がなく、本年度につきましては現

時点で７名から御意見いただいており、市内に勤

務されている方６名、その他１名であり、男女別

では男性６名、女性１名となっており、提出方法

につきましては書面６件、電子メール１件でござ

います。

パブリックコメントの実施に当たっては、広く

市民に周知するとともに、内容を十分に理解して

いただくことが重要でありますことから、これま

で資料の閲覧箇所を３カ所から１０カ所に拡大す

るともに、市の広報紙やホームページに加え、地

元新聞やコミュニティーＦＭを活用するなど、資

料をわかりやすく概要版を添付するなどしまして、

多くの意見をいただくための改善策を講じてきて

いるところであります。具体的には、コミュニテ

ィーＦＭの活用前は提案２３件のうち５件に対し

１６件の意見提出でありましたが、活用後につき

ましては提案９件のうち５件に対し２７件の御意

見をいただいており、活用前と比較しますと件数、

意見数ともに伸びている状況でございます。今後

もパブリックコメント等を通じ市民との情報共有

や市民参加を推進してまいりたいと考えてござい

ます。

次に、人事評価制度について申し上げます。簡

素で効率的な行政システムの構築が求められる現

代社会におきましては、限られた職員で継続的に
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行政サービスを提供するため、効果的に職員のレ

ベルアップを図る仕組みが必要となってございま

す。このような中で人事評価制度は人材育成とと

もに組織の活性化、行政機能の強化を図るため有

効な手段であると考えているところでございます。

本市の人事評価制度につきましては、平成２１年

度に５部の課長職を対象に１カ月間の試行を行っ

て以降、２２年度は課長職及び部次長職への拡大、

期間を８カ月間としまして制度試行の基盤を固め、

２３年度は評価方法の見直し、評価シートの改良

を行いました。２４年度は、それまでの個人の評

価から一歩進め、組織の活性化を目的に新たに課

内の目標設定するシートを導入し、構成員それぞ

れの役割を考察し、次につなげていくように改め

ました。また、初めて評価結果を個人に開示し、

個々人のレベルアップを図るための仕組みを整備

しました。さらに、２５年度には実施期間を２カ

年とし、まず課内目標のシートは組織を中心とし

たさらなる政策形成能力や業務改善能力の一層の

向上を目的としまして、課内協議を経て作成する

ものとし、新年度予算への反映も視野に入れ実施

をしてきたところでございます。また、個人の評

価はこの課内目標を踏まえ平成２６年度に行うこ

ととしてございまして、より困難な目標を達成し

た場合により高く評価する仕組みを整備してござ

います。本市では、このように毎年改良を重ね、

より精度の高い制度設計に向けて試行実施を継続

しているところでございます。人事評価制度の意

義としては、人材育成に必要な個々の能力の不足

点が明らかになる。また、昇格や人事異動におい

て主観が除かれ、透明性が確保されることにより

さらに精度が高まり、それぞれが処遇を納得する

ことを通じまして業務改善や個人のやりがいにつ

ながるものと考えております。

なお、成果主義の導入につきましては、小規模

都市におけるマイナス面も考慮しなければならず、

当面は業績向上や組織の活性化に力点を置いた導

入を進めてまいります。

次に、人事異動希望制度の申請及び活用状況に

ついて申し上げます。本市では、平成２２年３月

に新名寄市人材育成基本方針を策定し、職員の意

欲を引き出し、高めて、個々の資質と能力の向上

を図りながら職場に必要な人材の育成を進めてい

るところです。その一つの方策として実施してい

ます人事希望調書につきましては、職員の意欲を

高め、適材適所の人事配置を行うために取り組ん

でおり、過去３年間の受理件数、本人の異動希望

の反映率につきましては、平成２３年度は提出者

１６件に対し異動者１３人で反映率８ ３％、平

成２４年度は提出者１４件に対して異動者８人で

反映率５ １％、平成２５年度は提出者１８件に

対して異動者１２人、反映率６７％となってござ

います。また、平成２２年度からは提出者との面

談を取り入れており、平成２４年度からは選択制

により希望者のみ面談を行うことにしています。

さらには、自分のキャリアデザインを希望調書に

記載をしてもらい、本人の意向把握にも努めてい

るところです。

なお、面談の際には現在携わっている業務の内

容や職場状況を確認した上で、今後における業務

内容に係る意見や人事異動に関する希望などにつ

いても聞き取りを行っておりまして、職場環境の

改善が必要な場合には所属長等に対し指導を行う

とともに、必要に応じまして職員の配置転換を行

うなど適正な人事配置にも努めています。

次に、定員適正化計画について申し上げます。

定員適正化計画については、新名寄市行財政改革

推進計画の推進項目の中で平成２１年度から２６

年度までに職員７３人の削減を目標に取り組んで

いるところでございます。質問がございました職

員削減の前期分については４６人、後期分につい

ては２３人となっておりまして、あわせて６９人

の削減となってございます。未達成となっている

残り４人につきましては、目標年次を２年延ばし、

計画最終年度となります平成２８年度までに取り

組むことにしてございます。また、現在８部長で
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構成します組織機構等検討会議におきまして平成

２８年度までの人員配置計画の案について検討を

進めておりますが、これまで組織のスリム化を急

激に進めてきたことや北海道からの権限移譲等に

より業務が増加、かつ多様化してきていることに

加え、平成２５年度から３カ年で約５０人という

大量の定年退職者が見込まれる状況にあり、急激

な世代交代に対応する必要があることから、再任

用制度を構築し、将来的な人員配置計画を作成す

ることにしています。

最後に、地域住民の福祉とサービスを守る観点

から、７３人の削減目標を見直すことについてで

ありますが、職場会議等の意見も十分考慮しなが

ら、今後とも目標達成に向けて取り組んでいくこ

とを基本として進めてまいり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。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきまして、まことにありがとうございます。何

点か再質問をさせていただきます。

まず、スポーツの振興についてでありますけれ

ども、わかることはわかりました。ただ、先ほど

も平成９年の段階でそれまでスポーツセンターに

体育振興を置いて名寄市の体育スポーツの振興を

進めてきたと。財団化に伴って施設の維持管理を

全て任すような形になって、そしてただスポーツ

の振興に関してはともにいろいろ事業の企画立案

等々含めて市民皆スポーツの普及に向けての協力

というような形になっていたわけですけれども、

その辺がなかなかうまくいっていないというのも

今回の御答弁を聞いて感じられる部分ではありま

すけれども、１つ、１８年に合併をいたしまして

名寄地区なり、それから風連地区、そしてともに

名寄のスポーツの振興というふうな部分で図って

いかなければならないというふうな部分でありま

して、これに伴って先ほどスポーツ審議会ですか、

これには両地区から構成員となっているというふ

うなことですから、その中には当然財団法人名寄

市体育協会もありますでしょうし、それから風連

の体育協会もあると思っています。したがって、

既にもう振興のためのそういう組織ができ上がっ

ているということでありますから、今後に向けて

のいろんな協議はスムーズに行われる環境にはあ

るのかなというふうに思うのですが、その辺１点

お伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員のほうから体

育協会との連携も含めてスポーツ振興を推進とい

うことで話があったかというふうに思います。答

弁で申しましたように、体育協会につきましては

名寄地区、風連地区がそれぞれまだ機能している

状況にあります。また、各協議団体におきまして

も名寄地区と風連地区統合されたスポーツ団体も

ありますけれども、それぞれがそれぞれの体協に

加盟をして活動している部分があります。歴史的

な部分があって、なかなか統一に向かっていかな

い状況というふうになろうかと思います。ただ、

思いはスポーツ振興、特に子供たちの、少年の育

成強化というところについては一致するかという

ふうに思いますので、やっぱりその辺はお互いの

目標を認識しつつ、スポーツの振興に向けてお互

いできること、やれることをしっかり連携して協

議しながら進めていく、そういった体制づくりを

進めていかなければというふうに思っていますの

で、先ほども触れていますけれども、風連体育協

会も含めて名寄体協との関係につきましてもそう

いった協議の場を設けながら進めていく予定をし

ていますので、よろしくお願いしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

両体育協会にも傘下のスポーツ団体があります。

そのスポーツ団体は、もう既に交流人口の拡大に

向けての大会を誘致をするということで、全道、

全国大会を進んで誘致をする、そんなこと、それ
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から私またきょうはジュニア育成については触れ

ませんけれども、ジュニアの育成のことについて

も真剣に取り組んでいるという状況にありますの

で、これら含めてやはり今すぐ一本化になるとい

うことではなくて、私の今話しているものはいろ

んな計画をするときに一緒にやってほしいという

ことなのです。何か一本化することを考えると、

なかなかこれは難しいのですけれども、ただ目指

すところは一緒だと思いますから、そんな中、協

力していくような体制づくりを整えてほしいと。

そのためには、行政のリーダーシップをしっかり

とっていただきたいというふうに思いますので、

どうぞよろしくお願いします。

それから、屋内スポーツの件なのですけれども、

初めて提案をさせていただいたので、戸惑いはあ

ろうかと思いますけれども、考え方としては新設

の施設ばかりではなくて、今回南小学校と豊西小

学校が統合することによって豊西小学校の跡地利

用だとか、またそのほかにも市内にもいろんなス

ポーツ以外の大きな遊休施設があると思いますか

ら、それらを含めた中で御検討をいただければな

というふうに思います。これは、本当に市民の願

いでありますので、やはり夏だけでというのはな

かなか難しいのです。現実冬もやっているのは確

かなのですけれども、やはり通してスポーツをす

るということが大事なので、そういう環境を行政

としてつくっていただきたいという願いでありま

すので、御検討のほどよろしくお願いします。

それから、合宿の里づくりについてであります

けれども、庁内組織もできてようやっと動き出し

たのかなというふうに思います。第１次の総合計

画や、それから観光振興計画、４年前にできてい

るわけですけれども、その中でこの合宿の里の推

進というふうなことは既にうたわれているわけで

すから、そのことに関してちょっとエンジンがか

かるのが遅かったなというふうに思っておりまし

て、今回このような質問をさせていただきました。

庁内で３部の組織の方が合宿というふうなことに

真剣に取り組む組織ができたというふうなことは、

これはもう大変よろしいことだというふうに思い

ますし、やはり民間の施設等というふうな部分で

ありますけれども、そこでちょっと飛び火してし

まうのですが、観光振興計画の中で合宿の里づく

りと、推進するというふうな部分がありますが、

どのような方法で、どのような組織を考えていら

っしゃるのかお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 観光交流振興協

議会の中での合宿の里づくりの部分でありますけ

れども、ここでは交流事業部会というのがござい

まして、そこで基本的には合宿の里づくりの部分、

計画としていただいております。その中で先ほど

も小川部長のほうからも答弁ありましたとおり、

今後この部会の中に庁内組織に入っていただいて、

一緒になって合宿の誘致に向けて取り組みを進め

ていきたいというふうに考えております。私ども

営業戦略室としては、合宿の受け入れ態勢の部分

を受け持つような形にはなるというふうに思いま

すけれども、基本的に市の教育部も含めてスポー

ツ団体やそういうところの連携が必要になってき

ますので、そこの部分をまとめるような立場とし

てやっていきたいというふうに考えておりますの

で、今後またいろいろと検討を進めていかなけれ

ばなりませんけれども、そんな思いで進めてまい

りたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 今御答弁いただきまし

てわかりました。ただといいましょうか、先ほど

の小川部長のほうの御答弁の中に庁内組織も同部

会に参加しという、このくだりが非常に私の中で

は気になっているところなのです。こういう参加

をしていくということではなくて、やはり民間組

織と一緒に、要するに交流人口の拡大という視点

に立っての合宿誘致ということになるわけですか

ら、これは行政としてしっかりした計画を持って、

そして民間の考え方もしっかりそこの中に取り入
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れて、そしてともにどちらかが主導するとかとい

うことではなくて、協働で名寄のまちづくり、要

するに市長がおっしゃっていますオール名寄とい

うことでしっかりとした合宿の里づくりと今の段

階で言っていいのかどうかわかりませんが、そこ

までに至っていないというお話ですけれども、こ

の里づくりに向けて鋭意努力をしていただきたい

というふうに思っています。よろしくお願いしま

す。

それから次に、ジュニアオリンピックの関係で

すけれども、体制を整えるために今いろいろ情報

を受けて、そしてしっかり整えるように鋭意努力

しているということですので、規模を聞きますと

７００人の方たちが名寄にお越しになるというふ

うなことであれば、名寄市の旅館、ホテル等々の

宿泊キャパを考えるともうそれでいっぱいと。誰

も名寄に泊まっていなければ全ての方を受け入れ

ることはできるけれども、そうでなければできな

いわけですから、もっと実態を把握をし、どれく

らいの受け入れキャパがあるのか、足りない部分

についてはどうするのか、そのぐらいも含めてし

っかりとした情勢分析というのをしていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。

農業行政についてですけれども、この農業振興

に関しての部分でありますけれども、農業・農村

振興計画、前期が終わって後期に入っています。

後期に入っている中でこの計画というのはこれか

ら非常に厳しい状況が情勢変化によって起こり得

るというふうなことですから、やはり農家の方た

ちの農業の羅針盤的な役割になるというふうに思

いますので、いろんな農業機関、そして農家の方

々、青年も含めて皆さんで話し合って、そしてつ

くってきたということでありますので、これはも

うしっかりしたものに万全な対策を講じていただ

いて、鋭意進めていただきたいというふうに思い

ます。

それから、単独補助の関係については、それな

りに見直すというふうなことも考えているという

ことでありますから、しっかり農業者の使い勝手

のいいこの事業にやはり見直しをしながら、足腰

の強い農業に向かっていけるような体制づくりを

していただきたいというふうに思います。

それから、駆け足で済みません。食育推進であ

りますけれども、私はしつこいといいましょうか、

食は人の生命と健康を担う源として極めて重要だ

というふうに思っていまして、やはり先ほどのお

話、検証したというふうな部分、取り組みもいろ

いろ聞きましたけれども、第１次計画のときに既

にそれを行われていたと。それが拡大している部

分としてはあると思いますけれども、実際にはそ

ういう内容ではないかなというふうに思っていま

す。したがって、推進委員さんがいると思うので

すけれども、その中で年に２回なり３回なりお集

まりをいただいて、食育推進にかかわる検証をし、

そして見直しをするなりなんなりというふうな形

で進めていくと思うのですけれども、これはちょ

っと提言といいましょうか、かかわる分野として

は市民の健康を守る部分と、それから学校教育と

いう部分と、それから地産地消といいましょうか、

農業の関係、大きくそういうふうに３つに分かれ

ると思うのです。したがって、そういうふうな３

つの部会組織をして、大きくですけれども、４つ

になるかわかりませんけれども、そんな中で個々

に検証をしながら進めていくと。名寄の要するに

食育が進んでいるなと。もう本当子供たち、先ほ

どの高野議員でも話もありましたけれども、早寝

早起き朝御飯、これ大事な部分であります。朝御

飯をしっかり食べると脳が活性化する。あくびが

出ない。勉強に集中できるというふうなことにつ

ながっていくわけですから、しっかりこういう対

策を講じていっていただきたいと思います。

それから、次はもっともち米プロジェクトの関

係についてお聞きをしたいと思いますが、以前に

もお話があったと思いますが、名寄市内にお米が

売られているというふうな部分でいうと、名寄の
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お米が売られていないといいましょうか、そうい

う状況があります。確かにホクレンさんは北海道

産米という表示でありますし、旭川食糧は風連町

はくちょうもち、そして風連の特産館の風連のお

米というふうな形で、道北なよろといいましょう

か、名寄産というような形の表示のお米はどこに

も見当たりません。これは、合併する前にモチ組

合というのがありまして、そこでつくったゆきわ

らべという名寄産のモチの１キロ詰めとか５キロ

とかあるのですけれども、そういうのがあります。

したがって、そういうものがしっかり店頭に並ぶ

ように何か対策を講じていただきたいなというふ

うに思いますし、それから今回の対策については

日本一のモチ米の里名寄というふうなことであり

ますから、名寄をＰＲするというふうな部分で、

私ちょっと昔携わったこともあるので、考えてみ

ましたら、まず雪冷貯蔵庫、ゆきわらべという雪

冷貯蔵庫でしっかり保管されているのです。ここ

で保管されているのは、冬の雪を倉庫に入れて、

そしてその冷熱を使って保存をすると。食味で一

番いいのは室温５度、それから湿度７５％、それ

にしっかり保つような施設になっておりまして、

この雪というのはＣＯ２を吸収する役割があるので

す。したがって、クリーンな空気が、この空気の

もとで保存をされるというふうなことになります

から、これはもう今タイムリーなキーワードにな

っているのかなというふうに思います。こういう

ふうなことを盛り込んでいただくなり、日本一の

作付面積を誇る名寄の米どころというふうなとこ

ろでありますけれども、ぴんとこないので、例え

ば東京ドームに換算すると何ぼになるかと計算し

ましたら６４８個分、面積にして ０２ ７ヘク

タールの面積で作付されているということですの

で、こんな東京ドームで６４８個の広いところで

つくられている名寄のモチ米なのだということを

しっかりＰＲをしていただきたいというふうに思

っています。

それと、私日本一ですから、名寄で何とかモチ

米サミットといいましょうか、できないものかと

いうふうなものは考えてはいたのですけれども、

先ほど市内と市外に分けての今年度の取り組みと

いうふうな部分でありますが、そういうふうなこ

との考え方、将来に向けての部分でもよろしいで

すので、お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部次長。

〇経済部次長（川田弘志君） モチ米サミット等

の市外向けというか、取り組みについては、この

事業の中でも位置づけをさせていただいていまし

て、準備作業に取りかかろうということで考えて

ございます。その中身については、全国版なのか

全道版なのか、さまざまな考え方があるかと思い

ますので、今年度準備作業として考え方をまとめ

る期間として位置づけて取り組みをさせていただ

きたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。そうい

うことでやはり日本一ですから、ここから発信を

していくというのは非常に大事なことだというふ

うに思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

時間もありませんので、それでは最後に新名寄

市行財政改革推進計画の部分についてであります

けれども、１点だけパブリックコメントについて

なのですけれども、検証を踏まえ今後どのように

推進していくのかお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今パブリックコメン

トの今後の取り組みについてということで御質問

いただきました。先ほど述べたようにいろいろと

私どもも工夫をしてきているのですけれども、現

状の活用状況については必ずしも十分でないとい

う、そういった認識をさせていただいているとこ

ろでございます。他の自治体でも同様の課題を抱

えている状況にあるというふうに伺っておりまし
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て、速やかに有効な手段というのについては現段

階でまだ持ち合わせていないという状況にござい

ますけれども、昨日の大石議員の代表質問の中で

も御指摘等いただいているところもありますので、

そこも含めて引き続き制度の調査研究を進めてま

いりたいというふうに思っております。また、パ

ブリックコメントは市民参加の手法の一つという

ことでありますので、公聴会ですとか説明会など

ほかの手法もあわせて市民の皆様からは御意見を

いただき、連携、協力を図っていきたいと考えて

ございますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） ありがとうございます。

２８年から始まる合併算定がえの影響も含めて

歳入が地方交付税減額されるというふうなことも

あり、この名寄市にとっての財政運営というのは

厳しさを増していくのかなというふうに思ってい

ます。そんな中で今回職員が話し合った中での７

６項目にわたっての取り組みというふうな部分で

ありますので、しっかりこの取り組みを行ってい

ただき、今行財政の苦しい名寄市の立場でありま

すけれども、何とかこれをしっかりクリアしてい

けるような形に進めていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 大 石 健 二
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