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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１９日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

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
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 高 野 美枝子 議員

２０番 東 千 春 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。

（仮称）市民ホールと名寄市の文化度向上の取

り組みについて外３件を、佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をしてまいります。

最初に、（仮称）市民ホールと名寄市の文化度

向上の取り組みについてであります。「知性と感

性をみがき、こころ豊かな人と薫り高い文化を育

み、希望に輝くまちをつくります」、これは御案

内のとおり名寄市民憲章に盛り込まれ、名寄市の

さまざまな文化の進展を目指す言葉ですが、教育

委員会にかかわる文化拠点施設として期待される

（仮称）市民ホールが平成２７年５月のオープン

に向け取り組まれています。同ホールについて小

野教育長は、今年度の教育行政執行方針の中で、

今後は文化、芸術の拠点として、また市民のコミ

ュニティーの醸成の場として、市民や利用される

団体などの意見を伺いながら、利用しやすく、効

率的な管理運営方法の検討と運営体制や条例など

の整備に取り組んでまいりますと述べられました。

運営手法も確かに大切なものでありますが、（仮

称）市民ホールを名寄市の文化の拠点施設として

どう生かし、名寄の文化度、市民の文化度をどう

高めていくかという目的、目標を持つことも重要

な鍵と考えます。

そこで、４点についてお伺いします。１点目は、

（仮称）市民ホールのオープンまで１年を切りま

したが、文化の拠点施設誕生に向け、市、そして

市民の文化度向上策をどうされようとしているの

か。２点目は、名寄の児童生徒育成の基本である

確かな学力、豊かな心、健やかな体、いわゆる知

育、徳育、体育を推進することは市教育委員会の

目標であるとも考えますが、このうち徳育向上に

おける（仮称）市民ホールの役割についてどうお

考えになっているのか。さらに、教育都市宣言で

うたわれる豊かな心と知性を育むための同ホール

の役割、加えて市内の児童生徒の情操教育進展に

同ホールの完成を生かそうとしているのかについ

て改めて小野教育長の考え方、姿勢をお伺いしま

す。

次に、遊休地の管理についてお伺いします。今

年度をもって市の公共施設建設計画などを実現す

るため、土地を先行取得してきた名寄市土地開発

公社が解散となります。本来であれば同公社が保

有してきた土地は、民間を中心に売却することが

理想でありましたが、残念ながらその多くは市が

取得し、所有することとなりました。しかし、市

は人口減少、少子高齢化、さらに市町合併により

既に遊休地化したまま保有している土地も少なく

なく、今後は管理のあり方が問われることとなる

ことが懸念されます。

そこで、端的にお伺いします。市有、民有を問

わず空き地となっている場所の管理実態をどう把

握されているのか。さらに、市民からの苦情状況

及び市街地区の深名線跡地を含めた今後の対応に

ついてのお考えをお伺いします。

市では、現在空き家対策条例の検討が進んでい

ますが、この際先進市に倣い、空き地、特に雑草

などの除去に焦点を絞った条例を制定し、市内の
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環境保全に努めるべきと考えますが、見解をお伺

いします。

次に、名寄市立総合病院の今後についてお伺い

します。同病院では、ことし３月末をもって５階

病棟を休床し、地域包括ケア病棟の新設を目指し

ていましたが、まず現状と見通しについてお伺い

します。

また、精神科病棟の完成オープンにより診療科

の移転もあって、患者にとって同病院は一種複雑

化した印象も否めません。事実検査場所の表示が

わかりづらいなどの声は高齢者を中心に依然根強

いものがあります。改めて患者側の目線での院内

表示のあり方について再点検をする必要性がある

と考えますが、御見解をお伺いします。

さらに、内科外来では血圧を測定してから診察

を受けることが義務化していますが、血圧器の設

置場所が低く、腹部を圧迫した状態で測定するケ

ースもあり、設置場所の改善が必要と考えます。

また、各外来診療科前には診療順番表示がありま

すが、ここ数年は使用されておらず、担当医師が

マイクで患者を診察室に誘導しているのが実態で

す。しかし、患者のコールは１回のみであり、聞

き逃すと後に回されるため、１人で受診する患者

は名前が呼ばれるまでトイレにも行けない状況が

あります。患者に優しい病院であり続けるため、

一定の改善が必要と考えますが、御見解をお伺い

します。

最後に、名寄市立大学の国際交流についてお伺

いします。まず、現在設置されている国際交流セ

ンターの現状と役割についてお知らせください。

同大学は、御案内のとおり日本最北の公立大学

であります。また、名寄市はカナダオンタリオ州

カワーサレイクス市リンゼイ地区、ロシアサハリ

ン州ドーリンスク市と姉妹交流都市提携を結んで

いるのを初め、近年は韓国、中国、台湾とも行政、

市民レベルで交流が続いています。公立大学とし

ての国際交流のあり方及び近隣諸国の学生受け入

れの可能性についての見解をお伺いし、この場か

らの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） おはようございます。

１点目、（仮称）市民ホールと名寄市の文化度向

上の取り組みについては私から、２点目、遊休地

の管理については総務部長から、３点目、名寄市

立総合病院の今後については病院事務部長から、

４点目の名寄市立大学の国際交流につきましては

大学事務局長からお答えいたします。

最初に、文化度の向上策について申し上げます。

（仮称）市民ホールを利用しての文化度の向上策

につきましては、市民のコミュニティー醸成の場

の充実と質の高い舞台芸術の鑑賞の機会の提供の

２つの視点が必要であると考えております。まず、

１つ目の市民のコミュニティー醸成の場の充実に

ついてでありますが、市民ホールが与えられた役

割の一つに市民のコミュニティー醸成の場があり

ます。名寄の文化度の向上は、まさしくこの市民

コミュニティー醸成の場の充実にあると考えてお

ります。そのためにも市民待望の施設として日々

活用され、多くの方々が集う施設とするために文

化芸術振興事業や生涯学習、公民館の事業、貸し

館事業などに取り組んでまいります。また、新し

い機能として多世代交流スペースも設けたことか

ら、子育ての世代の皆さんにも積極的に活用して

いただきたいと思います。このほか舞台芸術の鑑

賞の機会の提供や市民参加型の事業なども含め、

多くの方々の利用を促し、文化芸術を中心とした

コミュニティーの醸成に努めてまいりたいと考え

ております。

２つ目は、質の高い舞台芸術鑑賞の機会の提供

についてでございます。（仮称）市民ホールは、

音楽を中心とした多目的なホールとして位置づけ

られております。また、ホールは開館から３年間

で施設としての格付が決まると言われております。

このため実演、芸術家等の皆様にも一定の認知を

いただけるよう舞台芸術事業の推進に努めてまい

りたいと思います。
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以上、２つの視点を基本として、名寄の文化度

を高めてまいりたいと考えております。

次に、徳育向上における市民ホールの役割につ

いてお答えいたします。教育基本法では、教育の

目的を人格の完成を目指し、平和で民主的な国家

及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身

ともに健康な国民の育成と定めております。そし

て、教育の目標を知、徳、体の調和のとれた発達

を基本に自主自律の精神や自他の敬愛と協力を重

んずる態度、自然や環境を大切にする態度、日本

の伝統文化を尊重し、国際社会に生きる日本人と

しての態度の養成と定めております。こうした教

育基本法の規定も踏まえると、徳育は社会が理想

とする人間像を目指して行われる人格形成の営み

であり、幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心、

健やかな体を育むという知、徳、体の調和のある

人格の完成を目指す教育の根幹を担うものである

と言えます。徳育の向上を図るためには、学校、

家庭、地域社会の３者がそれぞれの役割を果たす

ことが大切であります。とりわけ地域社会に存在

する（仮称）市民ホールは、さまざまな人々や集

団、多様な文化に触れ、活動しながら、人格を形

成していく場として重要であります。（仮称）市

民ホールにおける文化芸術を推進する理念は、人

々の創造性を高め、感性を豊かにし、人々に感動

や安らぎをもたらすとともに、生きる力を育むも

のであります。また、活発な文化活動は地域の人

々の結びつきや郷土愛を育み、活力ある地域社会

の形成に資するものであります。これは、まさし

く徳育の狙いと合致するものであり、生涯を通し

て文化芸術にかかわることにより、人々は幅広い

知識と教養を身につけ、豊かな情操と道徳心を高

めていくことができると考えます。したがって、

幼児期においては芸術に触れる機会の充実、少年

期においては芸術鑑賞機会の充実、青年期におい

ては伝統芸能や文化財の伝承、保存を行う団体活

動への参加の促進、成人期においてはすぐれた芸

術や文化に接する機会や文化活動の発表の機会の

充実、高齢期においては学習成果を発表する機会

の充実と文化活動などへの参加の促進を図ること

などが求められます。そのためにも今後幼稚園、

保育所、学校、関係機関、団体等との連携を図り

ながら、市民が生涯を通して文化芸術活動に取り

組み、一人一人の人格形成を支援するような役割

を担う市民ホールを目指してまいりたいと思いま

す。

続きまして、教育都市宣言の名寄市における市

民ホールの役割についてであります。宣言では、

「私たちは、北・北海道で唯一の公立大学を持つ

まちとして、幼児教育から大学教育までの連携の

もと学校、家庭、地域が手をつなぎ合い、豊かな

心と知性を育み、生涯にわたっていきいきと学ぶ

ため、ここに「教育都市」を宣言します」とうた

っております。この教育都市宣言の目標に迫るた

めには、例えば（仮称）市民ホールにおいて小中

学校の音楽発表会を開催し、幼稚園や保育所の子

供たちを招いて鑑賞してもらう取り組みや高校生、

大学生による中学生への吹奏楽の指導や合同アン

サンブルの開催、また小中学生を対象に地域の人

材を活用して、和楽器の指導や鑑賞会などが考え

られます。このように（仮称）市民ホールにおい

て異校種間の連携や交流による取り組みなどを通

して子供たちや市民の皆様が芸術文化に触れるこ

とにより、教育都市宣言の目標の実現を目指して

まいりたいと考えております。

次に、市民ホールの完成を児童生徒の情操教育

進展にどう生かすかについてお答えいたします。

情操とは、美しいものやすぐれたものに接して感

動する情感豊かな心のことであります。学校教育

において児童生徒の豊かな情操は、主に音楽や図

工、美術などの教科の学習の成果を発表し合い、

鑑賞したり、文化芸術に親しんだりする文化的行

事の中で養われます。文化的行事の狙いは、児童

生徒が学校生活を楽しく豊かなものにするため、

互いに努力を認めながら協力して美しいもの、よ

りよいものをつくり出し、互いに発表し合うこと
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で自他のよさを見つけ合う喜びを感得するととも

に、自己の成長を振り返り、自己を一層伸長させ

ようとする向上の意欲を高めることであります。

また、美しいものやすぐれたもの、芸術的なもの、

地域や我が国の伝統文化に触れることによって豊

かな情操を養うとともに、生涯にわたり文化や芸

術に親しんでいく態度や能力を育てることであり

ます。このような文化的行事の狙いを達成するた

めには、文化芸術の発表や鑑賞のためのすぐれた

機能を有する（仮称）市民ホールを活用していく

ことが極めて有効であると考えております。市民

ホールを活用して行うことができる文化的行事と

して考えられるものには、児童生徒が各教科など

における日ごろの学習や活動の成果を総合的に発

展させ、発表し合い、互いに鑑賞する行事、例え

ば学芸会や文化祭、学習発表会、合唱祭、作品発

表会などがあります。また、外部の文化的な作品

や催し物を鑑賞するなどの行事、例えば音楽鑑賞

会、映画や演劇の鑑賞会、伝統芸能等の鑑賞会や

講演会などがあります。

なお、各学校が（仮称）市民ホールを効果的に

活用し、児童生徒の豊かな情操を育てるためには、

次のような点を工夫していくことも大切と考えて

おります。１点目は、日ごろの学習活動の成果の

発表を通して各教科などで学習した知識や技能を

さらに深めさせるとともに、発表する能力を育て

たり、他者の発表等を見たり、聞いたりする際の

望ましい態度を養うことであります。

２点目は、日常のさまざまな文化的な活動を通

して、個性を伸ばし、自主性、創造性を高めると

ともに、目的に向かい、協力してやり遂げること

により成就感や連帯感を味わい、責任感と協力の

態度を養うことであります。また、異学年の相互

の交流を図りながら、学校独自の文化と伝統を継

承し、特色ある学校づくりを推進するとともに、

児童生徒の学習活動の成果を学校の内外で発表す

ることにより、家庭や地域の人々との交流を深め、

学校への理解と協力を促進する機会とすることで

あります。

３点目は、本物の文化や芸術に直接触れる体験

を通して情操を高め、豊かな教養の育成に資する

とともに、生涯にわたって文化や芸術に親しんだ

り、集団や社会の一員として伝統文化の継承に寄

与しようとしたりする態度を育むことでございま

す。

以上、（仮称）市民ホールを児童生徒の情操教

育進展に生かす方向性について申し上げました。

今後児童生徒の情操を高めるために、（仮称）市

民ホールの一層効果的な活用のあり方などについ

て名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育資源

等の活用に関する研究グループにおいて調査研究

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） 私のほうからは、大

項目２、遊休地の管理について申し上げます。

まず、小項目の１、市有、民有を問わず空き地

の管理実態についてでございますが、市の遊休地

の処分に向けましては、本年２月に広報及び市ホ

ームページに２１件、８万 ４１０平方メートル

を公開しまして、個人や業者などから数件の問い

合わせをいただくなど一定の反響をいただいたと

ころでございます。このことから、５月にも広報、

市ホームページに６件、約 １５０平方メートル

を掲載しまして、公募、公売を進めてきたところ

でございます。照会はありましたが、契約には至

っていない状況にあります。今後とも貸し付けを

含めて早期処分に努めるとともに、その管理に当

たっては財産台帳での管理を基本としながら、必

要に応じて現地確認を行い、例年６月中旬から７

月上旬にかけまして定期的な草刈りのほか、随時

の対応も含めながら適正管理に努めてまいりたい

と考えてございます。

次に、民有地における遊休地の実態についてで

ございますが、民有地の管理につきましては地権

者等の自主管理が基本でございまして、この間広
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報紙等を活用しまして近隣住民の生活環境に害を

及ぼさぬよう注意喚起等を行ってきております。

当該地の管理実態につきましては、十分把握して

いないのが実態でございます。

次に、市民からの苦情についてでございますが、

年間３件から４件程度苦情がございまして、その

都度事案に応じて現地を確認の上、地権者等に対

しまして文書や戸別訪問等により適正管理を促し、

改善が図られるよう取り組んできているところで

ございます。

なお、以前に苦情があった事案等につきまして

は、その後も巡視等を行い、状況の把握に努めて

きているところでございます。

次に、市街地区の旧深名線跡地を含めた今後の

対応についてでございますが、東８号より東の区

域につきましては、緑地としての貸し付けや社会

貢献による奉仕活動などの御協力をいただきなが

ら、管理を行っているところでございます。また、

名寄中学校から天塩川までの区間につきましては、

ごみが捨てられているとの苦情がございましたの

で、天塩川築堤と遊水地側の取りつけ道路にバリ

ケードを設け、さらには草刈りを行い、見通しを

確保することによって改善を図ってきているとこ

ろでございます。また、その先に民有地がござい

ますが、ここについては苦情等把握しておりませ

んので、現地を把握の上、所有者に対して改善を

促してまいりたいと考えております。

次に、条例化についてでございますが、空き地

の管理につきましては市内に在住していない所有

者不明の物件などがあり、地域の住環境へのさま

ざまな悪影響を危惧しているところでございます。

空き地対策に関する条例化につきましては、今後

どのような物件があるか、町内会と連携を図りな

がら実態を把握し、環境保全に関する条例を制定

している先進地の事例を参考としながら、制定に

向けて調査研究が必要と考えているところでござ

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） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 私か

らは、大きな項目３点目の名寄市立総合病院の今

後についてお答えをいたします。

初めに、地域包括ケア病棟の新設に関しまして、

現状と見通しなどについて申し上げます。市立病

院では、一般科３００床に対する看護基準７対１

を昨年８月に取得し、患者さんが安心して入院生

活を送れるよう診療科別に７つの病棟でそれぞれ

患者さんの立場に立った医療、看護を提供してま

いりました。しかしながら、１つとして在院日数

の短縮による病床稼働率の減少、２つとして病床

機能の分化による地域包括ケア病棟の設置準備、

３つとして夜勤可能看護師の減少などによりまし

て、ことしの４月からおおむね４カ月間の予定で

５階西病棟を一時休床しております。国は、団塊

の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据えて

効率的で質の高い医療提供体制を構築するため、

病院、病床機能の分化、強化と連携、在宅医療の

充実などを重点的に行い、医療、介護、予防、生

活支援サービスなどが身近な地域で包括的に確保

される体制として、いわゆる地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた取り組みを早急に進めていくこ

ととしております。今年度の診療報酬改定におき

ましても全国の病院で過剰となっている７対１看

護基準の病床数を減らし、地域包括ケア病棟への

移行を促す内容となっております。このような状

況を考えると、休床している５階西病棟を地域包

括ケア病棟として再開することが地域住民や患者

さんの利益となり、現時点で病院の収益向上にも

寄与すると言えます。地域包括ケア病棟の設置条

件としては、在宅復帰率が７０％以上、リハビリ

が必要な患者は１日２単位、４０分以上のリハビ

リを行うことなどの要件があることから、現在院

内において対象患者の選定などについて協議を行

うとともに、運用開始に向けて準備を進めている

ところであります。５階西病棟は、現在休床中の

ため、１カ月間の運用実績が必要となることから、
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運用開始は８月１日から行い、地域包括ケア病棟

としての施設基準の取得は９月１日からを予定し

ております。

なお、８月の運用開始は２０床程度からスター

トをして当面２５床から３０床程度での運用を考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

次に、患者から見た病院環境の改善などについ

てお答えをいたします。院内表示につきましては、

これまでもわかりやすい案内図の作成や各検査室

受付窓口へのイラスト表示、さらには病院職員の

積極的な声かけなどにより院内迷子をなくす取り

組みを行ってまいりました。新館のオープン後は、

眼科、麻酔科、心療内科、精神科の移転により多

くの患者さんが迷う状況にありましたが、エント

ランスコリドーで迷っている患者さんには病院職

員が声をかけて案内するとともに、総合案内によ

る受診科までの案内、受付窓口では案内図による

説明、さらに状況を見ながら案内掲示をふやすな

どの取り組みを実施してまいりました。今後の取

り組みといたしましては、本館外来の再編工事を

７月から来年１月ごろまでを予定しておりまして、

完成後に改めて院内全体の案内掲示について改善

をしたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

次に、外来における患者コールにつきましては、

循環器、呼吸器、消化器、糖尿病代謝内科の各外

来窓口では現在どの予約時間の受診をしているか

の表示をしているところでありますが、トイレや

売店等に行くために外来待合を離れたくても離れ

られない状況の改善につきましては、待合を離れ

るときには外来受付に声をかけていただくよう案

内掲示し、後回しにならないような対応を実施し

てまいりたいと考えております。

また、自動血圧測定器につきましては、高さの

異なる２台を設置しておりますが、患者さん個々

でちょうどよい高さというのは異なることから、

御意見等をお聞きしながら、必要があれば設置台

を変更してまいりますので、御理解をお願いいた

します。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 私からは、

大項目の４、名寄市立大学の国際交流について申

し上げます。

本学の国際交流センターは、学生及び学術の国

際交流を目的に平成２０年に開設され、カナダ国

籍、韓国籍、中国国籍の外国人３名を含む７人の

教員から成る運営委員会により運営されておりま

す。名寄市立大学は、２００７年、平成１９年に

大韓民国東国大学校慶州キャンパスと教職員及び

学生の国際交流、相互交流などを行うこととして

学術交流協定を締結しております。市立大学では、

毎年４月に新入生ガイダンスにおいて名寄市立大

学と提携関係にございます東国大学との国際交流

について説明をし、現在まで夏期短期韓国語研修

に２１名、長期韓国語研修に６名の本学の学生を

送り出してまいりました。また、東国大学からは

冬期日本語研修に２２名の学生を受け入れてまい

りました。

また、平成２４年７月には英語圏でありますカ

ナダブリティッシュコロンビア州に所在しますニ

ューカレドニアカレッジとの間で交流に関する覚

書提携を行いましたが、具体的な派遣プログラム、

交流プログラムの構築までには至ってございませ

ん。

昨年１１月に本学と学科構成、学生数が近い大

韓民国蔚山市に所在いたします春海保健大学校か

ら訪問団の来学がございました。ことし４月には

春海保健大学校からの正式な招待を受け、青木学

長を含む３名の教員が訪韓し、友好を深めてまい

りました。今後は、カナダ、韓国の学生及び教員

との新たな交流が期待されるところでございます。

次に、本学の国際交流の考え方及び近隣諸国の

学生の受け入れの可能性についての御質問でござ

いますが、学則第５９条では「学長は、外国人で

大学において教育を受ける目的をもって入国し、
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本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、

外国人留学生として入学を許可することができ

る」と規定されております。開学からこれまでの

間、外国人留学生の受け入れにつきましては具体

的な検討を行った経過はございません。しかしな

がら、国の第２期教育振興基本計画及び昨年５月

に出されました教育再生実行会議の第３次提言の

「これからの大学教育等の在り方について」では、

外国語教育、それから双方向の留学生交流、国際

交流、大学等の国際化などのグローバル人材の育

成に向けた取り組みの強化やグローバル化に対応

した教育環境づくりを進めることとしております。

本学においても語学研修生の交換などによります

交流を基盤として、今後は留学生としての送り出

しとあわせて外国人留学生の受け入れに関する学

内の諸制度の整備等について検討を始める時期に

来ているものと考えております。

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） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた

だき、基本的姿勢がわかりましたけれども、さら

に議論を深めるために再質問をしていきたいと思

いますけれども、まず教育委員会関係、教育長に

お伺いをしておきます。

教育長がおっしゃっている教育施策上の（仮

称）市民ホールの目指す姿というのは、まさに理

想の姿だというふうに認識はさせていただきたい

というふうに思いますけれども、文化度というこ

とというのは非常に難しい解釈があり、私もいろ

いろ調べましたけれども、文化度が高い地域とい

うのはその地域に生活している人がどれだけ文化、

いわゆる趣味や余暇に関心を向け、時間やお金を

かけているか、生活優先順位をつけたとき、文化

がどれだけ優先されるか、これが文化度だという

見識もあります。また、地域の文化をつくるとい

うのは地域の中に文化に触れる環境を整え、文化

の担い手を育てる、これは教育長がおっしゃって

いる教育行政執行上の今おっしゃったことが地域

の文化を育てるという意味では適応しているとい

うふうに認識はいたしますけれども、前段申し上

げた文化度が高い地域という見識でいえば１つ教

育長として名寄に着任されて時間も経過しており

ますけれども、名寄市の教育、特に文化面につい

てはどういう状況、実態というふうにお捉えにな

っているかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御質問ありました文

化度にかかわってでございますけれども、私が３

年前に名寄に赴任いたしました。名寄に赴任して

きて間もなく、名寄市の文化協会の方々が私を訪

れていただきまして、名寄の文化活動のこれまで

の歩みですとか、文化団体等の活動の状況につい

てお話しする機会を得ました。そのときのお話を

含めて、私が名寄の文化に対してどう考えている

かということについてちょっとお話ししてみたい

なと思うのですが、そのときに名寄市の教育文化

については、実は大きな進む時期がありまして、

昭和３０年代に入ったときに名寄女子短期大学が

開設したと。その後文化協会、これも設立できた

と。この間先人たちが名寄の未来に夢を託して郷

土の発展を願いながら、名寄市の文化、教育の振

興に力を注いできたのだという、そんな話をいた

だきました。とりわけ文化面におきましては、五

十数年前から各種団体の方々が集まって文化協会

を発足させて以来、文芸や芸能、学術などの裾野

を広げて現在結成されているサークル活動につな

がっているのだというお話でございました。しか

し、一方で課題も出ておりまして、本市の歴史あ

る文化活動も現在高齢化、それから少子化の影響

を受けまして指導員や会員の減少などさまざまな

課題を抱えているのだというお話をいただき、私

もそう認識しているところでございます。ただ、

私としては、このような状況の中でこのたび（仮

称）市民ホールが誕生するということは、市民の

文化に対する意識の高揚というのはもちろんです

けれども、文化度、文化活動をさらに発展させる
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絶好のチャンスだと捉えているところでございま

す。市民の皆さんも同様な考えを持っているので

はないかなと思いますので、そんな視点から名寄

市の文化度の向上を上げるために努力してまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 教育長にお伺いしてい

るのは、私も過去拠点という言葉はいろいろ聞き

ました。昔でいえば市民会館ができたときも文化

の拠点、労働行政の拠点から文化の拠点に変わっ

たと。文化ホールができたときも文化の拠点がで

きたという話がされました。ところが、一方では

やはりそれは拠点というのはなかなかなり得なか

ったというのが実態としてあるというふうに認識

しております。やはり拠点ということができる、

今回の施設もそうでありますけれども、（仮称）

市民ホールをつくるときにもつくることが目的で

はなくて使うことが目的ではないかという議論を

当初この議会でも大分させていただきました。使

うためにどういう施設であるべきかというものが

先行して、いわゆるソフトが先行してハードが追

いつくということになるのが理想ではないかとい

うことをやりましたけれども、結果的にはハード

が先行してソフトが追いかけるという状況になっ

ている。ただ、今教育長がおっしゃっていただい

た小中学生あるいは芸術性の高い芸術、それはそ

のとおり進めていただくことが拠点になり得ると

いうふうには思いますけれども、一方ではやはり

社会人、特に高齢者を含めた一般の方々がどうあ

の施設を生かしているのかと。質の高い芸術を見

ること自体もなかなか今の年金生活の中ではつら

い。あるいは、財政的にもそこに支援できるかと

いうことになると難しいということになってくる

と、それではなくて違う目的をやはり市民の方が

持つ。それは、１年に１回あの舞台に立とうでは

ないかという意欲だというふうに思います。そう

いう意味では、町内会ではそれぞれカラオケ会が

あったり、いろいろな文化活動をしているグルー

プもありますので、そういう人たちが１年に１回

ひのき舞台に立とうと言ったらヒノキではないみ

たいでありますので、ひのき舞台とは言い切れな

いかもしれませんけれども、あの舞台に立とうと

いう動きも教育長がおっしゃる小中学校を含めた

教育行政上の施策の展開と一方、質の高い芸術と

もう一つは生涯学習上の状況、あるいはほかの庁

内の横断的なセクション、企画でいえば町内会が

そうでありますし、幼稚園、保育所といえばこど

も未来課がそうなのかもしれない。そういう横断

的に生涯学習の中であの施設を使っていこうとい

う意識づけも大切というふうに私は思いますけれ

ども、教育長の見解をお伺いしておきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今議員御指摘の年に１

度は市民ホールの舞台に立つ取り組みということ

でございます。これは、小中学生のみではなくて

高齢者も含めた取り組みについてでございますが、

市民の皆様にとって市民ホールをかけがえのない

存在にしていくためにはとても大切な取り組みで

あると私も考えているところでございます。この

実現に向けましては、まず市民の皆様に市民ホー

ルに目を向けていただき、足を運んでいただける

ような、そんな多世代交流ホールやホワイエギャ

ラリー、それから常設展示できるスペース等の有

効な活用でありますとか、市民の皆様の興味、関

心やニーズ等に応じたさまざまな催し物や展示会

等の工夫など、館のみではなくて館の内外を含め

て気軽に出入りできるような環境づくりを進めて

いきたいなと、そんなふうに考えているところで

ございます。

また、ちょっと幼稚園、保育所の話になります

けれども、幼稚園、保育所、各学校、それから文

化団体や町内会の皆様には、もちろん年に１度は

（仮称）市民ホールの舞台に立って日ごろのさま

ざまな取り組みの成果を発表していただくという、

そういう機会もお願いしてまいりたいなと考えて

おりました。
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以上申し上げましたけれども、一人一人の市民

が年に１度舞台に立つというのは大変大きな目標

でございますけれども、各学校、文化団体等に働

きかけまして、その目標を目指して頑張っていき

たいなと、そんなふうに思っているところでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） この年に１度の、おと

といの代表質問の中でも東議員も非常に危惧とい

うか、指摘をされておりました。やはり近隣を含

め、いろんな市民ホール、この種のホールが士別

もあり、美深もあり、下川もそうかも、近くへ行

けば旭川もそうかもしれません。その中で名寄の

市民ホールがどういう立ち位置をつけるのかとい

うのは、私は大切だと。質の高い芸術は、それは

もちろんだけれども、正直言って札幌や旭川には

かなわないというのは当たり前の話でありますの

で、名寄の市民ホールは何がメーンかというと、

やはり市民の皆さんが年に１回あの舞台を気軽に

利用できる、気軽に使えるという環境をどう整え

るか。そのための条例整備も必要だというふうに

私は思います。そういう意味では、教育長も基本

的に考え方は違わないと思いますので、いずれ出

されるでしょう市民ホールの条例案を楽しみに待

ちたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

たいと思います。

次に、遊休地の関係ですけれども、どうも臼田

部長の説明の中では実態を把握していないという

言葉が非常に多いという認識がありますし、苦情

が年三、四件というのはどこの。市、庁内全体の

組織の中で三、四件という意識なのですか、それ

とも総務部だけで三、四件という。例えば建設水

道部も管理しているものがあると思う。企画の中

に来ているのもあるし、生活環境に来ているもの

もあるかもしれない。それ全部で三、四件という

のは非常に少ない感じがするのだけれども、この

実態でよろしいということで理解していいのでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、実態について、

市有地については当然市の土地でございますので、

そこについては巡視等もしながら、あるいは財産

台帳を基本にしながら把握をしているということ

でありますけれども、民有地につきましては先ほ

ども申しましたように基本的には地権者等が自主

的に管理をするということでございますので、市

民の皆様からお声があったときについては行政も

現地確認等してございますけれども、十分実態を

把握していないというような状況であります。

また、三、四件の苦情につきましては、これに

つきましては市民の皆様からということで、総体

として三、四件程度あるということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 実態をしっかり把握し

ていれば、もっと行動が早いのではないかという

認識があります。例えば御説明にあった深名線の

跡地、８号通から東については緑地化して、名寄

から、それから天塩川まではごみが捨てられてい

る。不法投棄があったので、バリケードだとか看

板だとか見通しをよくしています。これは、抜本

対策にならないのです。現地を把握して改善に向

けてというけれども、これは何年もこの状況続い

ているのです。投げられて、そのたびに町内会か

ら行政に電話が入って一緒に片づけて、次の年も

またあるから、もうそこは一回そういう場所にな

ってしまうと、常にそこに物は投げられるという

状況がある。これを打ち破るのが条例化というこ

とです。昔は、これ条例はなかなか一方では憲法

で財産権の不可侵というのが定められております

ので、これが影響してできないということであり

ましたけれども、これは最高裁の判例で奈良県の

ため池条例事件判決というのがあって、少なくて

も災害防止上の必要がある場合には財産権の行使

を条例で規制することは認めるという判断が出て

いるわけであります。ところが、名寄の実態は、

深名線もそうです。空き地もそうでありますけれ



－179－

平成２６年６月１９日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

ども、毎年草刈りはしますといっても草も伸びて

きて、また伸びてきてから刈るのではなくて、そ

こにどうやって対応を事前にするかということを

しっかりやっぱり条例で定めると。こういうこと

があるほうがいい。条例も雑草繁茂対応型という

のと総合管理型という２つの方式があるみたいで、

名寄の実態からいえば雑草繁茂対応型、これはも

う宇治市では既に条例化をして進めているもので

ありますので、地域の住民生活に大きな影響を与

えるような状況を少しでも早く改善をして、毎年

この問題は出てくるわけでありますので、私は早

急な現状把握と対応が必要だと。例えば空き家条

例もそうでありますけれども、検討はしているけ

れども、国の制度が云々ではなく、名寄の実態と

しては空き家もそう。空き家条例をつくったら必

ず空き家を潰して、後は空き地になるわけであり

ますから、そのときに空き地の対応も同時並行的

に進めると。それは、国の制度に合うよりも名寄

の実態、市民生活に合うものでなかったら何の効

力性もないと、効果性もないというふうに思いま

すけれども、改めて認識をお伺いしておきたい。

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） 空き地の管理に

ついてですけれども、名寄市廃棄物の減量及び処

理に関する条例の第８条に空き地の管理という規

定がうたわれておりまして、土地の所有者はその

土地が空き地の場合は草刈りを行う等清潔に保た

なければならないと。草刈りを行って適正な空き

地の管理をしなければならないというふうに所有

者の責務がうたわれております。苦情等に対して

は、先ほど総務部長からも答弁ありましたように、

今まで指導とか文書等によりおおむね解決をして

きておりますけれども、ただ今後議員言われるよ

うに将来空き地がふえていくというようなことも

懸念をされているわけであります。それに伴って

管理の低下した空き地がふえまして、管理が行き

届いていないというような、市街地にそういった

空き地の空洞化が進むというような状況も想定さ

れるということでは、空き家対策と並行して空き

地の対策も進めて、今後他市の条例を参考に研究

をしてい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） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今伊賀課長のほうから

お話がありましたけれども、所有者の責任をうた

っているといってもその成果がないわけでしょう。

だから、既に先進地では条例を決めて管理者が、

市長は管理者が指導、助言に従わない場合は措置

命令及び代執行ができることを規定している。罰

則規定は総合管理型でないとなかなか難しいみた

いでありますけれども、やっぱり効果が出なかっ

たらならないというふうに思います。例えば先ほ

ど言った深名線の跡地のところも不法投棄があっ

たからとそのものを町内会住民や近隣の人が動か

したら、今度動かした人が不法投棄したというふ

うになるわけです。そうさせないようにどうする

かということですると、そこの管理をしっかり対

応するということが一番だというふうに思います

し、やっぱり空き地の草というのは生えるとそこ

に害虫が発生して、近隣に農地があります。そこ

にまで行くと。ある意味では、キタキツネやタヌ

キのすみかにもなってしまうということからする

と、早目、早目の対応をしていかければいけない

ということでありますので、もっと積極的に条例

化を含めた実態把握と検討が必要だと思いますけ

れども、佐々木副市長が所管の副市長であります

ので、御見解をお伺いしておきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） これまで市街地のと

ころに対する空き家、空き地対策の関係について

は、それぞれ取り組んできたというふうに考えて

いますけれども、今議員のおっしゃる地域につい

ては、住宅が郊外に延びている地域と農村の農地

の接合部分というところに広大な空き地があって、

そこが地域の皆さん方に大変な御迷惑をかけてい

るということについて、こういう状況については
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正直な話なかなか認識が十分でなかったのかと改

めて反省はしております。町中における空き家対

策も大変重要ですけれども、そういう農村地域と

住宅地域の接合している部分で広大な土地につい

ての適切な管理については、しっかり対策を講じ

ていかないとだめなのかなと、こういうふうにも

ちょっと考えておりますので、今担当課長からも

ありましたように他市の先進事例の条例制定と実

際に使っているときの状況も確認はさせていただ

きながら、早期な適切な有効な対策について講じ

てまいりたいなというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今副市長から御答弁を

いただきました。この空き地問題については、害

を得ている人にとってみればもう誰が持っていて

もいいから除草剤をまいてくれやというまで強い

意見さえも伝わっております。しかし、それは環

境保全上いいのかというとよろしくないというこ

とであります。特に近くに農地があると影響度も

心配されるということでありますので、副市長が

おっしゃるように早目、早目の対応をぜひお願い

しておきたいというふうに思いますので、これも

できれば一定程度今年度中に方向性が示されるこ

とを御期待を申し上げて、この部分については終

わりたいと思います。

次に、市立病院の関係でありますけれども、病

棟の関係はわかりました。８月１日から一定程度

行って、９月１日から２５床ほどやるということ

であります。問題は、血圧を含めた外来の部分で

ありますけれども、あの血圧計というのは、細か

いことで申しわけないですけれども、肘から入れ

る血圧計、肘を入れる血圧計なので、必ず腹部は

圧迫されるものなのです。台を高くすると、今度

高い人は肘を入れるのには伸びなかったら入らな

いというのもありますので、設置場所よりも器械

そのものも検討する必要があるのではないかとい

うふうに思いますし、それと加えて例えばずっと

正面玄関は使いませんでしたので、８号側から病

院へ入っていて、今でもそうでありますが、あそ

この駐車場が満車になると、正面駐車場は満車で

すという表示がされる。正面というのはどこなの

ですか、今。正面は病院側の向かい、要するに駅

側のほうが正面だという認識ができます。あそこ

では、いまだに正面駐車場は満車ですという表示

がされますし、あそこが並んでいるときはいつも

言うのですけれども、送り迎えの人たち、あそこ

に終わってから出てくるときに満車だとだめ、だ

めという表示を必ず整理員がしますけれども、そ

の辺がやっぱりちょっとわかりづらくなっている

ような。やはりここは迂回でなくてそちらをお通

りくださいというのは院内からお知らせをすると

いうことも必要ですし、先日は、これは部長にも

言いましたけれども、自転車で渡れるものだと。

正面玄関から８号まで自転車で通れると思って係

員にとめられておりました。正面玄関から自転車

で入ろうとしてストップかけられておりましたけ

れども、そういう表示もやっぱり市民の皆さんに、

病院が大きくなって新しくなったときに利用しや

すいものは、利用者の目線で見ることが大切だと

思いますけれども、改めて事務部長の見解をお伺

いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 血圧

台の件につきましては、御意見としていただきま

すけれども、外来科長も含めて、ちょっと私も含

めて見て、それほど患者さんのほうからは台も含

めて特に要望とか、そういうのは今のところ余り

ないということですので、改めてもう一回外来の

ほうと相談をしてみたいと思います。

次に、正面の位置ですとか駐車場の関係につき

ましては、先般あそこの解体と外構、駐車場の入

札が終わりまして、来週の月曜日から仮囲いが始

まりまして、西側は全て置けなくなります。今ま

では、工事期間中ということであそこを仮の正面

と言ったら変なのですけれども、そういう表現を

してまいったのは、わかりやすいという意味も含
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めてしてきたのですけれども、これから今週いっ

ぱいであそこは使えなくなりますので、もうその

正面というのはなくなります。引き続き東側と、

大半は東側を中心に駐車場が狭くなりますけれど

も、御理解をいただくとともに、あとはエントラ

ンスコリドー等のわかりやすい工夫については、

どこまで完全にできるかは別にして、さらに院内

で検討してまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 時間はなくなりました

けれども、もう一つ、患者コールについてもお声

をかけていただきたいといってもなかなか難しい

ものもあると思います。それと、ドクター同士の

声がぶつかって聞こえづらいというのもあります

し、高齢化の中ではなかなか耳も遠くなって聞こ

えないというのもありますでしょう。その対応に

ついては、より院内で検討いただきたいというふ

うに思います。

最後に、大学についてでありますけれども、局

長、鹿野さんからいろいろ御説明いただきました。

やはり１つは厚生労働省が看護師の国家試験にか

かわって、経済連携に関する、例えば日本とイン

ドネシア、フィリピンとの協定に基づいては語学、

看護導入研修などを受ければ受験できるというも

のも一方ではあります。今病院は、御承知のとお

り看護師不足があります。これが適用できるかど

うか、受け入れられる態勢ができるかどうかもあ

りますけれども、それだとか、今市内には中国の

日本人学校に行って、中国の方と交流をしている

先生もまた市内にはいらっしゃいますので、そう

いう近隣の、語学力は確かに必要ではありますけ

れども、そういう人たちを受け入れて、将来的に

は大学ですので、どういう期間できるかはちょっ

とわからないですけれども、市立病院に看護師さ

んとして送り出す、あるいはほかの資格を取得で

きるようなコースというのも必要かと思いますけ

れども、その可能性について改めてお伺いして、

終わりたいと思います。

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） 近隣諸国の

学生を看護学科に受け入れるという場合は、議員

おっしゃったとおりＥＰＡの制度がございますが、

これとは別に大学として受け入れるということに

なりますと、一般的には外国人留学生、本学の学

則に基づいて受け入れていくということが想定さ

れます。先ほど申し上げましたとおり、学則には

外国人留学生の規定はございますけれども、本学

の取り組み状況としてはまだ学内のそれに関する

諸制度の整備が整っておりません。今後は、こう

いう諸制度も整えて、受け入れということについ

ては検討していく時期に来ているものと私自身は

認識をしております。この場合、学士課程とは別

に看護師というふうに限定するならば、日本語教

育というのが重要になろうかと思います。これ看

護師の国家試験は日本語で出題されるということ

でございますので、日本の看護師国家試験を受験

するというふうになりますと、ここの体制をどう

いうふうに整えていくかというのが一つの課題と

なります。それから、いわゆる入学要件をきちっ

と整備をしていかなければならないですとか、留

学生を受け入れるに当たって授業料等の問題、そ

れから留学生への生活支援、奨学金の問題ですと

か、お住まい、住居の問題と。それから、市立病

院へというふうに想定しますと、奨学金との絡み

もございますけれども、学資金の貸与ですとか、

雇用の部分というのをきちっと制度化していかな

いと十分な受け入れ態勢が整わないのではないか

と、今のところそのような課題があるというふう

に認識をしておりまして、留学生の受け入れにつ

きましては学内諸制度がまだ未整備でございます

ので、これの検討も含めまして先生方にもお願い

を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） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

地域農業の振興施策について外２件を、山田典
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幸議員。

〇４番（山田典幸議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、これより通告順に従い順次質問

をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域農業の振興施策に

ついてお伺いをいたしますが、ことしも既に本格

的な農作業シーズンが始まり、農家の方々は豊穣

の秋を願いつつ、日々作業にいそしんでいるとこ

ろであります。この春は、融雪も急速に進み、順

調に春作業が開始され、その後も好天が続き、水

稲の移植作業、また畑作、野菜においては各作物

の播種、定植作業もおおむね順調に推移してきた

状況ですが、５月から６月上旬にかけまとまった

雨がなく、特に６月初めの連日の猛暑による干ば

つで生育が心配されたところでしたが、その後一

定程度の降雨もあり、若干予想以上の長雨、日照

不足になった感もありますが、各作物生育もほぼ

平年並みに回復してきております。この夏は冷夏

との予報もありますが、今後も天候が安定し、全

ての作物において農家の方々の努力が報われる年

となるよう期待をするところであります。

そこで、１点目、今年度の主要農業施策につい

て、２６年度の名寄市農林業施策の概要も既に示

されておりますが、今回の肉づけ予算に伴い事業

の詳細が決定されたものも含めて具体的な内容、

取り組みについてお知らせを願います。

２点目、中長期的視点に立った今後の施策の展

開についてお伺いいたします。昨今の地域農業を

取り巻く情勢は、農家戸数の減少や農業従事者の

高齢化の進行に加えて、ここ数年の極端な天候の

偏りに見られる不安定な気象条件が農家経済に影

響を与えるなど課題が山積しております。また、

国内農業全体ではＴＰＰ交渉の行方もいまだ道筋

が見えない状況であり、個々の農家においては依

然として先行きが不透明な中での生産活動を余儀

なくされているところであります。近年特に目ま

ぐるしく変わる国の農業政策の中において、その

動向を注視しながら、地域農業の施策を推進して

いくことは必要不可欠でありますが、国の農政が

どのように変わろうともその動向に左右されない

中長期的視点に立ち、名寄らしい農業、農村の将

来の姿を見据え、地域にしっかりと根をおろした

名寄市独自の施策の展開が今まさに必要とされて

いるのではないでしょうか。理事者の御見解をお

伺いいたします。

大項目２点目、名寄市観光振興計画についてお

伺いいたします。交流人口の増加による経済効果

の拡大を基本目的に定め、名寄の知名度向上、観

光関連人材の連携、育成などの戦略目標のもとに、

いつでも人が寄ってみたいまち名寄を目指して、

平成２４年に名寄市観光振興計画が策定され、取

り組みが開始されてから２カ年が経過いたしまし

た。この間計画に基づきさまざまな取り組みがな

されてきたところでありますが、戦略スケジュー

ルをひまわりの生育に例えて、平成２４年度を播

種期、２５年度を育成期とした２年間の事業整備

期間の取り組みの評価について、あわせて今年度、

平成２６年度は開花期と位置づけられた事業展開

期間の初年度に当たるわけですが、具体的にどの

ような取り組みがなされるのかお知らせを願いま

す。

最後に、３点目、教育行政について、子供たち

の体力、運動能力向上対策について伺います。現

在我が国の子供たちは、体力水準が昭和６０年ご

ろと比較して低下傾向にあるとともに、積極的に

運動する子供とそうでない子供の二極化が見られ

るとの指摘がありますが、子供たちの体力の低下

は将来的に地域社会全体の活力や文化を支える力

が失われることにもなりかねないと非常に危惧を

しているところであります。道教委が明らかにし

た平成２５年度の全国体力・運動能力、運動習慣

等調査における北海道の子供たちの状況は、体格

においては全国平均を上回っているものの、体力

については都道府県順位で見ると小中学生ともに

下位に位置しているという結果となっております。

そこで、名寄市の子供たちの現状はどのようにな



－183－

平成２６年６月１９日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

っているのか、またその現状を把握した上でどの

ような対策をとっていかれるのかお知らせを願い

ます。

あわせて、さきの教育行政執行方針において本

年度は児童生徒の体力、運動能力、運動習慣等の

課題を克服するため、体育の授業の工夫改善に一

層努めるとの方針が示されましたが、具体的にど

のような取り組みをされるのかお伺いをいたしま

して、壇上からの質問とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部次長。

〇経済部次長（川田弘志君） 山田議員からは、

大項目で３点について御質問をいただいておりま

す。大項目１は私から、大項目２は営業戦略室長

から、大項目３は教育部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、地域農業の振興について、小

項目１、今年度の主要施策の具体的な取り組みに

ついて申し上げます。平成２６年度の主なものに

ついての取り組み状況を申し上げます。農地中間

管理機構においては、北海道農業公社が北海道の

窓口になり業務を行っていくことになりました。

名寄市としては、５月に業務委託に関する同意書

を提出し、農業委員会とも連携しながら、農業者

への十分な説明を行い、９月の公募実施に向けて

取り組んでまいります。

経営所得安定対策事業においては、制度の見直

しが図られたことから４月に経営所得安定対策事

業説明会を市内の３地区で開催し、事業内容等の

説明を行ってきたところです。受け付け事務は、

ＪＡとも連携し、現在実施しているところですが、

今後は７月の現地確認を行い、早期支払いに向け

て取り進めてまいります。

国の主要な施策において市が策定する人・農地

プランでの位置づけが重要になっていることから、

プランの充実に向けて各地区の農政部長、農事組

合長で構成しております名寄市農政推進会議を開

催し、今後の地区別懇談会等のあり方などについ

て御意見をいただきながら取り進めてまいります。

また、新年度においては専門スタッフとして農業

推進アドバイザーを設置しておりますが、現在人

・農地プランで位置づけされております農地の提

供等により中心経営体と連携する農業者、いわゆ

る出し手の皆さんに戸別訪問を行い、実態の聞き

取りを行っているところです。今後一定の聞き取

りが終了した後に名寄市農業振興対策協議会、人

・農地プラン検討会で御審議をいただき、実効あ

る施策となるように取り組んでまいります。

担い手対策では、地域おこし協力隊、農業支援

員事業により平成２６年度においても引き続き２

名を公募してまいりましたが、１名の採用を決定

し、現在市内東風連地区で研修活動を行っている

ところです。残り１名については、再公募を行っ

ているところです。また、後継者を対象とした青

年チャレンジ事業については、本年度要綱の一部

見直しを行い、３件の事業採択を行ったところで

あります。

耕作放棄地対策では、高齢化、担い手不足の中

で耕作放棄地や遊休農地の発生が想定され、優良

農地面積の減少が見込まれていることから、現在

昨年度実施したアンケート調査の結果と未提出者

の精査を行っており、今後は現地調査を行い、そ

の結果をもとに現状の把握と今後の有効な保全方

法について検討してまいります。

名寄産のモチ米のブランド化などを目的として

実施しておりますもち米の里なよろもっともち米

プロジェクトは、２年目になっております。昨年

農林水産省の採択を受けた食のモデル地域構築計

画については、計画期間が平成２５年度から５年

間となっており、今年度は名寄のモチ米を市内向

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す。

有害鳥獣対策では、国の緊急補助金も継続され

ており、生産者の皆さんの生産意欲をそがないた

め、猟友会の皆さんの御理解をいただき、４月１

日から駆除活動を行っているところであります。
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薬用作物の推進においては、平成２７年度の出

荷に向けて平成２６年度において種子代の一部支

援を行い、生産体制の効率化を含めて農業振興セ

ンターにおいて農薬登録試験、栽培法の試験を行

っているところであります。

優良後継牛対策補助金につきましては、平成２

６年度から平成２８年度の３年間を期間として性

選別受精による雌牛の生産拡大について助成する

ものです。安定的な生乳生産基盤づくりと出荷量

の拡大を目標として名寄市３分の１、道北なよろ

農業協同組合３分の１とする協調補助により利用

の拡大を図るものです。

以上、主な施策について説明させていただきま

したが、今後におきましてもできる取り組みは敏

速に対応するとともに、情報収集を図り、市内の

農業者の御意見をいただきながら関係機関、団体

とも十分連携し、取り組んでまいりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、小項目２、中長期的視点に立った今後の

施策の展開について申し上げます。農業者の高齢

化、担い手不足の中で耕作放棄地や遊休農地の発

生が懸念されており、今後においても優良農地の

確保と耕作放棄地の解消や農地の流動化施策、担

い手対策では新規就農者への対策、後継者対策、

花嫁、花婿対策などの一体的に検討する必要があ

ると考えているところであります。また、近年の

気象状況が不安定であることから、それらに対応

した基盤整備や栽培体制の確立も重要であると考

えておりますが、何よりも生産者が次年度に向け

て再生産可能な価格体系が重要であります。今後

の施策の検討に当たっては、新名寄市農業・農村

振興計画後期実施計画も中間年を迎えており、次

期計画策定の中で十分検討する必要があると考え

ておりますので、総合計画と連動して計画的な準

備作業に努めるほか、農業者を初め関係機関、団

体とも協議をし、施策の検討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） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、名寄市観光振興計画について、小項目１、

事業整備期間の取り組みの評価についてお答えい

たします。

名寄市観光振興計画については、新名寄市総合

計画第１次後期計画の観光部門の具体的なアクシ

ョンプランとして定め、観光を初めとする交流人

口の増加策の指針として平成２４年３月に策定い

たしました。その計画期間は１０年間とし、平成

２４から２５年度を事業整備期間、２６から２８

年度を事業展開期間、２９から３３年度を事業拡

大期間と定めております。より具体的にひまわり

に例えて命名されたとおり、まさに２４年度は播

種期、２５年度は育成期としての取り組みだった

と考えております。その意味では、どの取り組み

も道半ばというより緒についたばかりであり、こ

れから５年、１０年と時間をかけ市民理解を深め

ながら進めていきたいと考えております。

この計画を進めていくに当たっては、平成２４

年４月に推進組織として官民連携の名寄市観光交

流振興協議会を設立し、具体的な事業を実施、検

討するため、４つの作業部会を設置して、これま

でさまざまな取り組みを進めているところであり

ます。ブランド推進部会では、平成２４年４月の

当協議会最初の取り組みとして観光イメージキャ

ラクターなよろうを決定し、同年８月には着ぐる

みを作成、その後デザイン及び着ぐるみを市内外

で積極的に活用していただき、市民はもちろん市

外の方からも親しまれているところでございます。

また、計画登載事業、ご当地グルメ開発ＰＲ事業

としては、昔から多くの市民に食されてきたジン

ギスカンをその食べ方に注目して全国にＰＲし、

当市の知名度向上、地域おこしを図るため、なよ

ろ煮込みジンギスカンと命名して、民間主体の推

進団体、第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊によ

るさまざまな取り組みを進めてまいりました。市

内はもとより道内外のイベントに出展して名寄市
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のＰＲに努めるほか、昨年５月にはロゴマークが

特許庁に商標登録されました。また、昨年４月に

Ｂ―１グランプリを主催するご当地グルメでまち

おこし団体連絡協議会、通称愛Ｂリーグの北海道

・東北支部加盟団体に登録され、９月に開催され

ました２０１３北海道・東北Ｂ―１グランプリｉ

ｎ十和田に市内業者の方にも御参加をいただき、

初めて出展をし、２日間で１８万人を超える来場

者の中、約 ０００食を完売し、好評を博したと

ころであります。さらに、市内に事業所を有しま

すニチロ畜産株式会社からなよろ煮込みジンギス

カンが商品化され、昨年１１月から商標を活用し

たパッケージで全道の大手スーパーのみならず、

北海道どさんこプラザといった首都圏等のアンテ

ナショップでも販売されておりまして、名寄市の

さらなる知名度向上に寄与しているところでござ

います。

ひまわり部会では、当市がロケ地となった映画

「星守る犬」を契機にひまわり観光をより一層推

進してきております。ひまわりの種を無料配布す

るひまわりのまちプロジェクト事業や国道２３９

号沿いにひまわりを植栽するなよろ２３９ひまわ

りロード事業に加え、映画ロケセットがあった道

立サンピラーパークのひまわり畑ではライトアッ

プひまわりを目当てとした旅行商品が開発されて

おり、一昨年の夏には当市ゆかりで道外在住の２

組のカップルがひまわり結婚式を挙げたことも大

きな話題となりました。

交流事業部会では、合宿誘致の一環として当市

の農産物等を使った特産品開発を目的に女子栄養

大学の合宿を受け入れたところでございます。

ホスピタリティ部会では、台湾との交流を見据

えた中国語によるおもてなしや国際雪像コンクー

ルを前に英語によるおもてなしのためのホスピタ

リティースキルアップ研修会を実施いたしました。

また、映画の出演者や関係者など著名な方を名寄

観光大使に、ひまわりをテーマにしたランニング

イベント、なよろひまわりリレーランを通して有

森裕子さんを名寄ひまわりまちづくり大使にそれ

ぞれ委嘱するなど、名寄市を全国へＰＲする取り

組みを進めております。昨年度からは、東京都杉

並区の御縁で台湾との交流を始めたところであり、

高校の教育旅行を誘致し、台北国際旅行博出展、

中学生の野球交流の３つの取り組みを実施いたし

ました。台湾からの観光客の名寄市への訪問とい

う直接的な経済効果のみならず、国際感覚豊かな

青少年の育成に資するものであり、夏に実施いた

しました台湾の学校関係者によるモニター招聘の

参加校３校を含む５校の高校生及び引率教員など

延べ１００人が本年１月と２月の３回に分けて名

寄市を訪問するなど既に成果が見られているとこ

ろであります。

続いて、小項目２、今年度の事業展開について

お答えいたします。名寄市観光振興計画において

事業展開期間である平成２６から２８年度の中で、

開花期に当たる今年度は次の取り組みを進めるこ

ととしております。ブランド推進部会では、なよ

ろうの着ぐるみの貸し出しが好評でございまして、

同じ日に複数の要望をいただくことも多い状況に

ありますが、より多くの方に利用していただける

よう２体目の作成を予定をしております。また、

このことでなよろう本体は白を基調としておりま

すが、汚れが目立ってきておりますので、１体ず

つクリーニングに出すことも可能になってまいり

ます。なよろ煮込みジンギスカンについては、こ

れまでの取り組みが評価され、今年度に入りまし

て愛Ｂリーグ正会員登録となりまして、Ｂ―１グ

ランプリ本大会の出場権を獲得しましたので、１

０月に福島県郡山市で開催される第９回Ｂ―１グ

ランプリ郡山大会に初出場する予定です。また、

この取り組みを通してより広く市民の皆さんと一

緒に当市をＰＲするために、第７４６なよろ煮込

みジンギス艦隊では隊員を募集しておりまして、

Ｂ―１グランプリを初め市内外のイベントに参加

していただくこととしております。

ひまわり部会では、ひまわりのまちプロジェク
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ト事業やなよろ２３９ひまわりロード事業を継続

するほか、道立サンピラーパークのひまわり畑に

ついては雑草が生い茂ってしまった昨年の反省を

踏まえまして、農業振興センターの技術協力を得

るなど新たな知見、技術を取り入れて進めてまい

ります。

交流事業部会につきましては、引き続き女子栄

養大学の合宿を受け入れ、今年度はもっともち米

プロジェクトと連携しながら、さらなる特産品開

発を図るほか、雪質日本一をうたう当市の冬の誘

客素材としてスノードームを活用して新たな交流

人口の拡大を目指します。

ホスピタリティ部会では、外国人を含む観光客

へのおもてなしサービスの向上を目的に引き続き

ホスピタリティースキルアップ研修会を実施する

予定でございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の教育行政について、小項目１、子供たちの体力、

運動能力向上について申し上げます。

御承知のように、全国体力・運動能力、運動習

慣等調査では、本道の子供たちの体力、運動能力

は全国平均を下回る状況が続いております。また、

全国平均と比べ、運動をほとんどしないことの割

合も高いことやテレビ等の視聴時間が長いことな

ど日常の運動を含めた生活習慣に課題が見られて

おります。こうした状況は、本市の子供たちにも

ほぼ同様に見られるところであります。体力、運

動能力では、特に走力や柔軟性に課題があります。

また、運動習慣では、運動をする子としない子の

二極化の傾向も見られております。このような課

題を克服するには、全ての子供たちが対象となる

日常の体育の授業を工夫改善することが最も重要

であります。例えば子供たちの体力、運動能力の

課題に応じ授業開始時にランニングを行ったり、

準備運動にストレッチングを取り入れたり、準備

運動の後には腕立て伏せ、腹筋、背筋運動の補強

運動に取り組むなど多様な方法で子供たちの運動

の技能を高めるようにします。また、子供たちの

運動への興味、関心を高めながら技能の定着を図

る工夫も大切であります。例えば運動が苦手な子

供でも楽しめるように、サッカーやバスケットな

どゴール型のボール運動ではシュートチャンスが

多く生まれるよう場やルールを工夫するようにし

ます。そのほか子供たちの意欲を高めるためには、

運動の自己目標カードと取り組み状況の振り返り

カードを継続的に用いる方法なども有効でありま

す。

一方、子供たちの体力向上には、日常の体育の

授業改善と並行して生活習慣の改善を図る取り組

みが不可欠であります。これまでの早寝早起き朝

御飯運動を継続するとともに、子供一人一人に応

じた望ましい生活習慣を身につけさせるために、

道教委の生活リズムチェックシートを活用するな

ど家庭と連携した取り組みを一層徹底する必要が

あると考えております。

以上、本市の子供たちの体力向上を図る方策の

一端を述べさせていただきました。今年度は、名

寄市教育改善プロジェクト委員会におきまして本

市全体の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の

徹底的な分析を行い、体力、運動能力の向上を図

るための一層効果的な取り組みを構築してまいり

ます。また、マラソンや縄跳びなど各学校の創意

工夫を生かした一校一実践の取り組み、スキーや

カーリングなど地域の教育資源を生かした活動、

チャレンジデーなど地域行事への参加等による体

力づくりは子供たちに生涯にわたって運動に親し

む資質や能力を育てるために極めて有効な取り組

みであることから、引き続き進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。それでは、順

番に再質問のほうをさせていただきたいと思いま
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す。

まず、地域農業の振興施策についてということ

で、冒頭今年度の状況、御報告も含めてお話しさ

せていただきましたけれども、本当にちょっと予

想を上回るような長雨、日照不足が続いている状

況ですけれども、きょう、あすぐらいから若干回

復傾向にあるのかなというところで、その後は天

気予報なんかも晴れのマークが続いていますので、

苗物の移植等、ここ１週間から１０日ほど滞って

いる状況で、農家の皆さん本当に気をもんでおり

ますけれども、ここは一斉に作業等後日始まるの

でしょうけれども、底力ありますので、すぐ追い

つくと思います。生育はそれなりに、その前が順

調でしたので、今後は本当に天気が安定しまして、

ことしこそは全ての農家の皆さん、いい秋、いい

年であることを本当に心から期待をしたいと思い

ます。

それで、本年度の主要農業施策についてそれぞ

れ取り組みお話をいただきました。また、中長期

的視点に立った今後の施策の考え方も御答弁をい

ただいております。先を見た将来の地域農業にま

ず何が一番重要かというところでお話ししますと、

やはり担い手の施策、担い手をしっかりと支えて

いく施策というのが今後これから一層重要になっ

てくると認識をしているところであります。チャ

レンジ事業のことに関しても若干というか、主要

事業施策の中での取り組み、要綱を見直した等の

お話があったところでありますけれども、昨日塩

田議員の質問の中にもチャレンジ事業に関して触

れられておりましたけれども、私も以前御質問さ

せていただいたことがありまして、２５年度が採

択がなくて、今回３件の採択があったということ

で、１点お伺いしたいのですが、これはやはり要

綱の見直しによるもので、そのような効果があっ

たと捉えていらっしゃいますか。

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） 先ほどもお話しし

たとおり、やっぱり対象となる若手の農業者の皆

さんが使い勝手がよいということが一番だろうと

いうことで、この間各種若い人たちの懇談会の中

でそういった御要望が多かったということで、い

ち早く緩和というか、させていただきました。そ

れと同時に、やっぱり過去のいろんな取り組みの

中でどういったものが対象になるのかというのが

ちょっとなかなかわからないというところもあっ

たものですから、そういった分の例示も少し入れ

させていただいて、こういうものが対象になるの

ですよというようなこともつけ加えて公募をさせ

ていただいた中で、当然緩和の部分もありますけ

れども、そういった成果ではないかなというふう

には考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 一定程度そのような条

件の要綱の緩和が効果があったという御認識も当

然あるかと思いますけれども、実際若い農業者の

方々からも、私も若い農業者の方々とお話しする

中で、やはりちょっと要綱に関しての周知が徹底

されていない部分も若干あるのかというふうに思

います。というのは、例えばこの要綱の中では一

度この事業を使われた方が再度この事業を使うこ

と、これは何もそういう部分に触れられていませ

んよね。触れられていない限りはやはりそういう

ものもいいのだと思うのですけれども、その辺の

認識を持っていられない若い農業者の方がいらっ

しゃるのも事実で、一回事業採択になった方がも

う一回採択になったと。どうしてなのだというの

は、これはそういった御意見もいただいておりま

す。また、要綱の見直しをされたということで、

事業の継続年数を短くされましたよね、５年から

３年ということで。私ここは逆に短くするべきで

はないのではないかなと思っています。というの

は、やはりこの事業に関して本質的な部分しっか

りと捉えていただいて、本当にこの事業を必要と

する方が受けられるものでなくてはならないので

はないかなというふうに思います。というのは、

これ若い方がそれが全て正しいかというとそうで



－188－

平成２６年６月１９日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

はないのですけれども、どうしてあの事業が採択

になって自分が採択にならないのだというような、

やっぱりそういう気持ちになる方もいらっしゃる

のです。ですから、やっぱりこれは若い農業者の

方も含めて周りの方がこの事業ならもう事業採択

になって当然だろうというような中身にしていか

ないとならないと思うのです。そういうような意

見、若い方の意見全てがそれが正しいわけではな

いのですけれども、やっぱりそういった意見が出

てくるということは、そういう面も若い農業者の

方にあるのだなと。この内容がやっぱり周知され

ていない。事業の本質がやっぱり理解されていな

いという部分があるのではないかなと私は思いま

すけれども、そのあたりの見解についてお答えを

願いたいと思います。

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） このチャレンジ事

業にかかわらず、今後ともＪＡの青年部さんだっ

たり、各種青年団体さんだったりの懇談会は予定

をさせていただくことにしてございますので、そ

の中で今議員から御指摘のあった部分は率直に意

見交換をさせていただきながら、改善するものは

改善するというような形で、そういう形でやって

いきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そういう形でお願いし

たいと思います。この事業の本質というのを捉え

ていただいて、当然たくさんの方、いろんな若い

方に使っていただくというのはいいのですけれど

も、何でもかんでもとにかく使ってもらうという

姿勢ではなくて、やっぱり本当に中には自分使い

たいのだけれども、いろんな条件があって使えな

いという方も現実いるわけです。ただ、これは何

でもそうですけれども、本当に必要とされている

方が使えるような事業に、ここは事業の本質もし

っかり捉えていただいて、あとはやはり次長おっ

しゃるように若い方の中に入っていってそういう

ようなお話をしっかり聞いていただきたいと思い

ます。若手農業者とのコミュニケーションをとっ

ていただきたいと思います。私そういう部分が今

後の農業、地域の農業を展開していく中で一番大

事なところではないのかなと思っています。意見

交換会等も以前私も参加したこと、一昨年だった

かな、ありますけれども、その後重ねて開催され

ているのか、こういった事業等の周知のみになっ

ていないか。やっぱり意見交換した後、若い方で

すからいいではないですか。担当部署の方とその

後食事をしながら、お酒を飲みながら、そこでい

ろんな話ができるわけです。そういう機会をたく

さんつくっていただくことがやっぱり若い農業者

の方との距離を縮める。そして、今何を望んでい

るのかというのを把握する、やはり一番のきっか

けになると思います。そういうようなことを進め

ていただきたいと思いますが、改めてお答えを願

いたいと思います。

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） 御指摘いただいた

とおり、そういったコミュニケーションというの

はやっぱり大事だなというふうに思ってございま

すので、そういったことも含めて今後検討してい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） この春、ちょっと農協

のお話をさせていただきますけれども、機構改革

の一環で、営農センターというところに営農部門

を集約するというような改革がありました。何を

目的としているかというと、農協はこれから出向

く体制をつくっていくと。積極的に農家の方々の

もとへみずから出向いていくという体制を構築し

たいというような目的であります。今後行政もや

はりそのような意識、そしてそういうような体制

が必要になってくると私は考えています。基幹産

業を扱う部署でありますので、私はもっと活気と

元気、そして明るさがあっていいのではないかな

というふうに思いますし、現実やはり風連庁舎、
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農業を扱う部署のところへ行っても、これは若い

農業者の方の声です。暗いと。元気がないという

意見、これは一つ二つではありません。失礼なが

ら率直に申し上げさせていただきますけれども、

やはりこの名寄、基幹産業農業であります。まず、

農業が元気になること、それは農業者は当然であ

りますけれども、その基幹産業を扱う部署、私は

もっと明るく元気があってもいいと思いますが、

ここは経済部長も兼ねております久保副市長にお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 苦言も含めて農業に元

気をという点では山田議員と同じ考えを持ってい

るということで、まずお答え申し上げたいという

ふうに思います。

農政含めて経済部の中の農務関係が暗いという、

そういうイメージを持たれているというふうに思

うのでありますけれども、昨今私が見る限りでは

多少変化の兆しがあるというふうに受けとめさせ

ていただきたいと思います。私も実際現場に出向

くことないですけれども、ほとんど席に座ってい

ないことが多いので、どこまで掌握しているかと

いうことについては疑問でありますが、次長以下

管理職の皆さん、あるいは係長にはそれぞれの会

議のもとで、まずは現場あるいは農家の庭先に行

ってお話をしてくるようにということで、そこは

督励をさせていただいております。そうすると、

農家の皆さんがお越しになっても動いているので

はないかというところをまず確認をしていただけ

るかなと思いまして、できるだけ画面に向かうこ

とのないようにということで、コミュニケーショ

ンを含めてそういう対応をすることを心がけてほ

しいということで申し伝えさせていただいており

ます。私もそういう意味ではできるだけ農家の若

い方たちともお話をしたいということで、次長あ

るいは係長にお願いして、そういう会議にはでき

るだけ出していただきたいと。職員も一緒になっ

ていくという、そういう膝を突き合わせて悩みを

語り合ったり、あるいは将来の夢を語り合うと。

そこから一つの希望が生まれてくるのではないか

というふうに思っていますので、先ほど貴重な御

提言いただきました。食事する。一緒に飲み会も

すると。特に飲み会では私も力を発揮できると思

いますので、その辺は職員の先頭に立って交流を

させていただきたいと思いますので、この点そう

いうふうにお答えをさせていただきました。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ありがとうございます。

特に若い方々が本音というか、本音で語るには、

やっぱりそこ私は重要だと思います。本当にどう

いうことを考えているのか。また、逆に行政の側

からそういうことも若い方々にわかってもらえる

部分もあるのかなというふうに思いますので、本

当に明るく元気にお願いしたいと思います。

あとは、やはり先ほど農協のお話若干触れさせ

ていただきましたけれども、各関係団体との連携

をしっかりと強化していただくというのが重要な

のかなというふうに思います。やはりそれぞれの

関係団体、特に名寄でいえば農協は１つしかあり

ませんので、そういった体制つくりやすい環境は

整っております。同じ方向に向かって進むという

ことが大事なのかなというふうに思います。そう

いった意味では、御答弁の中にもありました今後

の農業・農村振興計画、残すところあと今年度含

めて３年、その後また新しい計画の策定に入って

いくのだと思います。農協の中期経営計画との整

合性もしっかりとって、今の段階でも各種計画等

見直すべき部分はやはりそこら辺農協の進む方向

と行政が考えているもの、違う方向を向いていて

はこれは農業者も戸惑うだけでありますので、し

っかりとそのあたりの整合性もとりながら進んで

いっていただければと強くお願いをしておきたい

と思います。農業の関係は以上で終わりたいと思

います。よろしくお願いいたします。

続いて、観光振興計画についてお伺いをしてお
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きたいと思います。それぞれ２年間の事業整備期

間の評価、また今年度開花期の事業展開というこ

とで御答弁をいただきました。評価に関しては、

２年間の取り組みですので、御答弁にもあったよ

うに道半ばというような評価の御答弁がありまし

た。今後市民理解を得ながらそこを進めていくと

いうところでありましたけれども、こう言っては

なんですけれども、賛否両論といいますか、煮込

みジンギスカンについて１つ触れておきたいと思

います。当然全ての事業において、これはいいと

いう評価もあるし、こんなのだめだという評価、

これはもう全てがいいというものはなかなかない

と思います。名寄市民の方々の中にもいろんな声

があるのは、これは当然だと思っています。ただ、

市民周知という部分では、私はやはりまだまだな

のかなというふうな捉え方もしております。私自

身もこれは私個人の感覚なのですけれども、余り

にも小さいころから当たり前の食べ方過ぎて、特

別なものという感覚がやっぱり持てないのかなと

いうふうに思っています。では、今後市民の方に

もっと知ってもらうためにということで、実はと

いうか、１２月議会でしたか、川口議員のほうか

らもお話ありましたけれども、発祥の地って私の

住む智恵文だということです。私は存じていまし

たけれども、実際智恵文の方々ほとんど多分知ら

ないと。認識していないのだと思うのです。そう

いった発祥の地、智恵文から、どうでしょう。煮

込みジンギスカン、改めて発信するというような

取り組み、今後考えてみてはいかがでしょうか。

お答えを願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま山田議

員のほうからジンギスカンの評価の部分で市民周

知が不十分なところもあるということで御指摘を

いただいたところであります。発祥の地である智

恵文のほうから改めてそういう取り組みをしては

どうかというようなお話もございました。この間

智恵文、学校のほうから子供たちへの食育の一環

も含めてそういった煮込みジンギスカンについて

の部分を学校で食育等の授業としてやっていただ

けないかというようなお声も智恵文支所を通じて

お聞きをしております。私どもとしても当然そこ

は歓迎をすべきところでございまして、前向きに

考えていきたいというふうに思っております。先

ほども答弁いたしましたとおり、昔からそういう

ふうに普通に食べてきた食べ方をＢ―１、Ｂ級グ

ルメとして、ご当地グルメとして煮込みジンギス

カンという形で市内多くの方の力をいただいて展

開をしているところであります。ぜひそこの部分

については智恵文から、当面は学校をまず最初に

という形になってくると思いますけれども、そう

いう部分では当然積極的に対応していきたいとい

うふうに思っております。

また、その一方で学校給食という形でことし７

月４日に、名寄にちなんでということになります

けれども、給食でございますので、７月４日の６

時ということにはなりませんけれども、煮込みジ

ンギスカンを提供するということもやることにし

ておりますので、そういう意味では市民の皆さん、

子供から大人までそういう市民周知というのはで

きるのではないかというふうに思っております。

さらに、この間も広報紙なども通じてそういった

部分、市民周知を図ってまいりました。また、昨

年大きな鍋も作製をいたしまして、町内会等も含

めて御利用いただいておりますので、そういった

部分を改めて再度市民の皆さんに周知をしながら、

今後また展開をしてい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） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 話が早いですねという

か、実はこれ聞いたのは、私小学校の校長先生と

そんな話ししまして、では一般質問でぜひそうい

うことを提案すると言ったら、智恵文支所の支所

長通じてもうお話が来ているということですね。

ぜひ学校でやっていただきたいです。これ智恵文

がそういう煮込みジンギスカンの発祥地だという
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ことを子供たちにも伝えるということは、やはり

ふるさとの歴史の教育という観点でもすごくいい

ことだと思います。食育の教育、また当然地域の

農家の皆さんにも改めて認識してもらうというこ

とは、基幹産業とのかかわりという部分もまたジ

ンギスカンにくっついてくるのではないのかなと

いうふうに私思いますので、協力できる部分があ

りましたら積極的に本当に協力しますので、発祥

地、智恵文から市民の方にもっともっと知っても

らうという取り組み、ぜひ取り組んでいただきた

いなというふうに思います。

ジンギスカンに限ったことではなくて、観光振

興計画全般に限ってということで、加藤市政の１

期目の看板施策でもありましたので、ここは加藤

市長に今後事業の上では開花期を迎えるというこ

とで、市長みずからまたトップセールスというこ

とで全国に名寄というまちの名前を発信していく

のでしょうけれども、市長自身の観光振興にかけ

る思いを改めてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 発言の機会を与えていた

だいてありがとうございます。振興計画がスター

トして丸２年ちょっと経過をしたわけであります。

常本室長は随分控え目にお話ししていましたけれ

ども、私としては地域資源をいかに活用して、ブ

ラッシュアップして、交流人口の拡大も含めた地

域の振興につなげるか、いわゆる観光というのは

まちづくりそのものだというふうに思っていて、

この間ずっと施策の振興、推進をしてきたという

ふうに思っています。星、天文台、ひまわり、そ

して日本一のモチとそれぞれ数年でいろんな形で

ブラッシュアップをされて、非常に今までと違っ

た形でのネームバリューも含めて地域振興に大き

く成果が出つつあるというふうに私は思っていま

す。また、賛否両論と言われた煮込みジンギスカ

ンも賛否があったほうが盛り上がるので、私はい

いと思っているのですけれども、民間の企業で今

北海道内のスーパーでほとんど置いていただいて、

あるいは全国の店頭でも一部置いていただいてい

るなよろ煮込みジンギスカンという名前での商品

が発売から実は売り上げが落ちていないという話

を聞いています、足元も。そんなことで私いろん

なところで北海道内歩いていますけれども、煮込

みジンギスカンの名寄というのは非常に皆さんが

思っている以上に知名度が高まっていまして、定

着をしつつあるなというふうに実感をしています。

これが今後今全国にＢ―１グランプリということ

で展開をしていくということで、全国の６０の商

品の中の一つと。地域の食を文化を通じて、また

名寄というネーミングを、名前を売り込んでいた

だけると。この発展にも大きく期待したいなとい

うふうに思っています。

もう一つ、名寄の大きな資源であります冬、雪

を通じて、再来年からは全国中学のスキー大会、

その次からはジュニアオリンピックカップという

大きな大会を軒並み誘致をすることになりました。

加えて台湾のお話もありましたけれども、また違

った市場からの交流人口の拡大ということにも徐

々に光が見えつつあるということで、本当にそれ

ぞれオール名寄で皆さんがさまざまな御尽力をい

ただくことで、ソフトの面では本当に大きくいろ

いろと動き出してきているなというのを実感しま

す。問題は、それを受けとめる受け皿の問題も出

てくるのかなというふうに思っていますけれども、

今皆さんも御承知のとおり市街の一等地で民間の

企業がホテルを建設中と。これは、観光交流振興

の大きな果実、成果の一つなのではないかなとい

うふうに私は思っていて、非常にうれしく思って

いるところであります。加えて今、日進のお話も

出ておりましたけれども、サンピラーホテルの問

題もこれは日進地区あるいは名寄地区全体の観光

振興を考える中での中核的な地域になっていくと

いうことになろうと思います。限られた予算です

けれども、しっかりと優先順位をつけて、できる

だけ最小限の投資で最大の効果を得るための今後

の施策を打っていくということが課題になってく
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るのかなというふうに思っています。いずれにし

ても、さらにこの地域資源を大きく生かし、磨い

ていくことで、まだまだ可能性は開けるというふ

うに思っていますし、また議員各位におかれまし

ても御指導、御鞭撻をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ありがとうございます。

名寄市の観光が開花期に大きく花開くことを私も

期待をしたいというふうに思います。

次に進みたいと思います。最後、教育行政につ

いて、子供の体力、運動能力に関してということ

でお伺いしたいと思います。名寄市の現状も北海

道の状況とほぼ同じということで認識をさせてい

ただいていいのかなというふうに思います。やは

りこれは名寄に限ったことではなくて、道内各地、

全国で、各地でさまざまな取り組みがなされてい

るところだと思います。授業改善も含めてどのよ

うにしたら子供の体力、また運動能力、運動に関

する関心が高まるのかということはそれぞれいろ

いろ工夫して取り組みはされているところだと思

いますけれども、私は名寄の、たった今市長のほ

うからも地域の資源という言葉もありましたけれ

ども、地域の資源、特色を生かした、やはりこれ

は学校教育においてもそういった授業というのが、

取り組みというのが必要、大事なのではないのか

なというふうに思います。

昨日スポーツのことで塩田議員が一年中室内で

いろんなスポーツに親しめるような施設をと。私

それを何も否定するわけではないので、念のため。

私は、この名寄ならではの冬というのは、やっぱ

り半年冬ですから、冬はスキー、カーリングとい

うのもありますけれども、スキーだと思っていま

す。これ否定しているわけではないので。スキー

授業に関してなのですけれども、これは名寄は回

数は昔に比べて少ないながらもスキー授業が各学

校必ず実施されているという状況でありますけれ

ども、北海道各自治体やはりスキー授業がなくな

っているというような残念なことにもなっている

自治体もあるようであります。これは、私単純に

スキー授業時数の増加ということではなくて、授

業の改善という御答弁がありましたので、名寄で

はやはりスキー授業の中身の改善をぜひしていた

だいて、子供たちにもっとスキーの楽しさを知っ

ていただくというのが子供たちが運動に親しむ、

運動をみずから行うということにつながるのでは

ないのかなというふうに考えています。実際学校

の先生で今スキーをきちんと教えられる、これは

先生自体が好きではないというのもあるのだと思

うのです。先生がなかなか教えられないのです。

だから、そういうような授業を受けた子供たち、

もうスキーやりたくないという子供がいるそうな

のです、授業終わった後に。先生が悪いというこ

とではないにしても、本当にこれはゆゆしき問題

だなというふうに私は捉えていまして、やはりこ

れは学校だけで解決できる問題ではなくて、地域

の協力、また家庭なんかも協力、連携しながら、

そういったことに取り組んでいくべきだと考えて

おりますけれども、スキー授業の中身の改善から

運動に親しむ、冬のスポーツに親しむということ

につなげていくべきだと思いますが、御見解をお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員のほうからス

キー授業のそれを含めた改善について、今のあり

方を含めて御質問がありました。名寄市におきま

しては、学習指導要領の体育においては自然とか

かわりの深いスキー、スケートなどの指導につい

て、地域や学校の実態に応じて積極的に取り組む

ような、そういったことになっておりまして、小

中学校でも雪質のよい市内のスキー場を活用して、

ゲレンデスキーや学校周辺での歩くスキーなど積

極的に取り組みをしているところであります。そ

ういった中で特にゲレンデスキーにおきましては、

学校、学年によって違いはありますけれども、例

えば小学校の高学年や中学校の１、２年生でいき

ますと、年間１０時間程度の授業時数を確保して
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実施をしているところであります。また、指導に

当たっても例えば小学校の低学年については緩や

かな斜面で滑る、上る、曲がる、とまるなど、中

学年では緩い斜面からターンをするなど、高学年

ではパラレルスタイルのターンとか、学年の状況

に応じた技能を身につけるように取り組みを進め

ているところであります。しかし、スキーについ

ては子供の興味、関心、経験、技能の差も大きく

ありますので、学年の段階に応じた技能の指導、

そういったものが必要かというふうに思いますの

で、一人一人の興味、関心や技能に応じた指導と

いうことで、スキー授業では担任の先生だけでは

なくてほかの校内の教職員の方にもお手伝いをい

ただきながら進めているところであります。そう

いった意味では、議員言われましたようにスキー

が苦手な先生もいる状況にありますので、外部の

人材を活用するということで指導の充実や安全確

保の観点からも有効だというふうに考えていまし

て、昨年度におきましては市内の８校、中学校で

は４校においてゲレンデスキーの授業にＰＴＡ、

地域の方、ボランティアでスキー指導員などの協

力を得ながら進めているところであります。今後

においても子供たちが一層スキーの楽しさや上手

に滑ることができるようになった喜び、そういっ

たものを実感できるような取り組みができるよう

に、各学校にこうした外部人材の積極的な活用も

含めてまたお願いをしながら、スキー授業の工夫、

改善を行って、子供たちが楽しく親しめる授業と

していきたいというふうに考えていますので、御

理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） おっしゃるとおりで、

子供たち楽しければやるのです。ですから、授業

の中身の改善、いろいろ御検討されているのでし

ょうけれども、まず子供たちが楽しめる。これは

スキーに限らず体育、いろんな種目あるかと思い

ますけれども、学校の先生だけではなくて、おっ

しゃったように地域、家庭の協力も得ながら、体

を動かすことが楽しいのだというふうに子供たち

が感じてくれるような取り組み、今後もお願いし

て、終わりたいと思います。ありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

青少年の健全育成について外２件を、奥村英俊

議員。

〇７番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、３点について質問したいという

ふうに思います。

最初に、青少年の健全育成にかかわって、放課

後の子供の居場所、学童保育所の整備について伺

いたいというふうに思います。この件につきまし

ては、昨年の１２月と３月議会で議論する中で、

市内学校区ごとの学童保育所の整備について市長

が考えを表明し、市長２期目の所信表明において

も学校区ごとの整備について検討を進めると記載

されているところであります。市長からの指示も

含め、既に内部協議も進められていることとは思

いますが、今般の教育行政執行方針では触れられ

ていません。具体的な対応を図る教育委員会とし

ても学校区ごとの学童保育所の整備について表明

すべきと思いますが、お考えを伺います。また、

この間の協議、検討内容についてあわせて伺いま

す。

次に、昨年９月の第３回定例会でも取り上げま

した平和行政の推進について伺います。昨年の答

弁で次年度に向けて実施可能な取り組みについて

の研究を約束していただきました。そこで、既に

実践されている事業もあるというふうに思われま

すが、改めて研究した内容と実施が予定されてい



－194－

平成２６年６月１９日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

る本年度の取り組みについて伺います。

次に、風連地域の振興と庁舎のあり方について

伺いたいと思います。これまでも庁舎のあり方、

分庁方式については昨年の第１回定例会の佐藤靖

議員の代表質問でも取り上げられていますけれど

も、改めて分庁舎の課題と分庁方式の見直しにつ

いて、この間の協議状況についてお伺いをして、

壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 奥村議員から大項目３点

にわたっての質問をいただきました。大項目２を

私から、大項目１、教育部長、大項目３、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２つありますけれども、一括してお話を

いたします。名寄市では、御案内のとおり戦争の

ない世界平和、核兵器の廃絶、さらには幸せな市

民生活を守るために平成１９年３月に非核平和都

市宣言を行い、さまざまな取り組みを進めてまい

りました。御質問のありました今年度の具体的な

取り組みについてでありますけれども、例年の取

り組みとして５月１１日に憲法記念ロードレース

を開催をしました。昨年と比較しても大変参加の

多い結果となりました。７月１０日には、名寄市

戦没者追悼式と平和音楽大行進の実施を予定をし、

準備を進めております。また、民間団体等が行う

平和推進の取り組みに対する支援、協力を行って

まいります。

また、今年度から新たな取り組みといたしまし

て、昨年奥村議員から御提案がございました平和

にかかわる日の黙祷を市民に呼びかけるサイレン

の吹鳴、サイレンを鳴らすこと、これを実施をす

ることといたしました。具体的には、６月１６日

の名寄市風連地区の戦没者慰霊祭、７月１０日の

名寄市戦没者追悼式、そして８月１５日の全国戦

没者追悼式の黙祷時間に合わせてそれぞれサイレ

ンを１分間吹鳴するものであります。今後におき

ましても他市の例等を参考にしながら、平和行政

の推進に取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目１、

青少年の健全育成について、放課後の子供の居場

所についてお答えを申し上げます。

放課後児童クラブは、教育委員会としましても

子育てと仕事の両立を支援し、子供が安全に安心

して通うためには学校区ごとに適正な配置をして

いくことが必要だというふうに考えているところ

であります。３月の定例会で奥村議員からの質問

に対し、学校区ごとの学童保育所設置、利用料金

や補助金のあり方について検討する時期に来てい

るとの答弁をさせていただいているところであり

ます。平成２６年度教育行政執行方針には明記は

しておりませんけれども、現在庁内協議を進めて

いるところであります。協議では、東地区への設

置について優先的に協議をしているところで、施

設設置では国のガイドラインで子供が生活するス

ペースは１人当たり ６５平方メートル以上の面

積を確保することとなっており、南児童クラブは

１人当たりの面積は ９３平方メートルでありま

す。そのほかにも事務室やかばん、上着等を置く

スペースの確保等が必要でありますので、学校内

での利用できる可能なスペースがあるかどうかの

検討も含めてしているところであります。

また、他自治体の設置及び運営等の状況調査、

現在東小学校児童を受け入れている学童保育所コ

ロポックルとの協議など具体的な協議も実施をし

ているところであります。現在学童保育所コロポ

ックルを利用している東小学校児童は２３名で、

東地区に設置することによりさらにふえる状況が

あるというふうに考えております。その人数を収

容できるスペースの確保でも新たなスペースの確

保が必要となる場合においては、東小学校の屋根、

壁、窓などの大規模改修が必要な時期に来ていま

すので、その点も考慮して検討していく必要があ

り、時間を要するものと考えているところであり

ます。そうした状況を踏まえて、東地区への設置
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に向けたスケジュールや運営形態につきまして９

月をめどに方向性を出していきたいというふうに

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目３、

風連地域の振興と庁舎のあり方について申し上げ

ます。

議員から今お尋ねのありました風連庁舎の課題

や分庁舎方式の見直しについての庁内協議につい

てでありますが、庁舎のあり方につきましては議

員がおっしゃられましたように平成２５年第１回

定例会の答弁におきまして名寄庁舎は昭和４３年

建築で平成１４年度にサッシ、暖房設備の交換な

ど、２１年度、２２年度にはトイレ、給湯、屋上

防水などの大規模改修工事を実施しており、また

風連庁舎では昭和５５年建築で平成２１年度に屋

上防水、エレベーター改修を、平成２３年度には

ボイラー棟の大規模改修を実施し、いずれも老朽

化した施設の延命を図りながら活用している状況

にあります。また、両庁舎とも耐震化を行ってお

らず、耐震化対策が必要ではありますが、実施に

つきましては庁舎の将来像も含めて次期総合計画

におきまして検討することと答弁をさせていただ

いたところでございます。したがいまして、今後

次期総合計画の検討にあわせまして、平成２７年

度、平成２８年度の２カ年での協議を予定してい

るところでございますので、御理解をいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 最初に市長から答弁を

いただきましたけれども、順番に。最初に、青少

年の健全育成について再質問したいというふうに

思います。

小川部長のほうから答弁ありました中で、教育

委員会としても学校区ごとの学童保育所の整備に

ついて実施していくというふうな考えを言われた

というふうに思います。そういう意味では、表明

があったということで理解をしたいというふうに

思います。学校区ごとの学童保育所の設置は、市

内どこに住んでいても安心して子供を産み育てる

ことができることにつながっていくのだというふ

うに思います。市長の所信表明にある子育てに優

しいまちづくりにつながっていく、そういう意味

では重要な施策だというふうに思っています。こ

の事業については、やはり継続的に事業が運営さ

れることが必要だというふうに思います。そうい

う中で現在でも直営と民間とそれぞれやっていた

だいている中で、格差があるようにも聞いていま

す。昨年末に先ほど小川部長からも少しありまし

たけれども、厚労省から人的な配置や定員や、そ

して必要なスペースの確保など学童保育所に係る

新基準が示されたところであります。そうしたこ

とも考慮した上で、利用料金の均一化や民間での

継続的な運営可能な市としての助成制度について

この際見直していくことが必要だというふうに思

いますが、それについての見解を伺いたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今奥村議員のほうか

ら各学校における公設、民間の学童保育がありま

すけれども、そういったものの均一した取り組み

なり新基準に向けての市としての対応を含めてと

いうことでありました。放課後児童クラブにつき

ましては、子ども・子育て支援法に基づく子ども

・子育て支援事業の一つとして位置づけられてお

りまして、平成２７年４月実施予定の名寄市子ど

も・子育て支援事業計画にも盛り込まれていると

ころであります。そういった意味におきましては、

今後も必要性は高まり、保護者からも安心、安全

な信頼される居場所づくりとして求められている

というふうに考えています。これまで名寄市にお

いては、ガイドラインをつくっていませんでした

けれども、国からの国庫補助金を受けるに当たっ

て、国のガイドラインに一定沿った形で、人員だ

ったり、スペースの関係につきまして基準に沿う
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ようにして設置をしてきているところであります。

また、新たに新基準ができるということで、国で

は人材確保の意味から有資格者の関係を今まで２

名だったのを１名は有資格者で、１名は保護者で

も研修を受ければなれるという、そういったこと

も含めて新基準の見直しがなされたところであり

ます。名寄市におきましても公設、民設の児童ク

ラブ、学童保育がありますけれども、今までそれ

ぞれの形態で実施をしてきておりますので、これ

についてはある程度運営であったり、サービス内

容を含めて均一化を図る意味において、今年度中

に名寄市としてのガイドラインを国のガイドライ

ンに基づいてつくりながら、同じサービス、安心

して安全で信頼されるサービスを提供できる、そ

れがどこの施設でも同じようなことでできるとい

うことで統一化を図りたいというふうに考えてい

ます。その中でいろいろ格差、違いがある部分も

含めて検討しながら協議をしていきたいというふ

うに考えていますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今小川部長のほうから

説明ありました。指導員の設置基準が設けられた

ということであります。そういう意味では、質の

高い学童保育というか、そういうことにもつなが

るというふうに思いますけれども、国のほうでは

財源措置がきちっとされていること、それについ

てはまだ明らかではないかというふうに思います。

指導員の数、設置基準が示されてはきましたけれ

ども、現状でいいますとやはり指導員の処遇がそ

んなにやっぱりよくないのではないかというふう

に思います。そういった意味で処遇改善も含めた

直営と民間との格差をなくすような、そういった

ことも含めた助成体制を考えていただきたいとい

うふうに思うところであります。

次に、先ほど東をとりあえず優先するというこ

とでお話がありました。設置に向けたスケジュー

ルや運営形態については９月をめどに方向性を出

していくということですけれども、方向性が出て

から実際に設置がされるまで、さらに時間がかか

るということになっていくのではないかというふ

うに思います。設置によって利用者がふえるとい

う、そういった予想も先ほどお話がありました。

私としては、敷地内に新設設置することが学校の

運営上もベストではないかというふうに考えてい

ますが、それについてまず見解を伺いたいという

ふうに思います。

また、既に設置をしていくという方向性、表明

があって、新年度にも入りました。新年度になっ

てからコロポックルを利用する人たちが新たに出

ましたけれども、その子供たちの保護者の方の心

配は、あそこ踏切があるのです。踏切を通ってい

かなければならないということがあります。そう

いう意味では、危険な箇所があって、行き帰りの

安全確保はやっぱり一番の心配だというふうに聞

いています。そういう意味では、その解消の一つ

としてバスやタクシーを使った送迎、そういった

送迎について設置するまでの期間すべきではない

かというふうに考えますけれども、その対応策に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問あった件で

すけれども、放課後の子供の居場所については子

供が安心、安全に通うために学校内または学校敷

地内に設置することが一番望ましい。先ほど申し

上げたとおりであります。ただ、学校によっては

その設置が難しい学校もあるのも事実であります。

東区におきましては、学校内または敷地内で設置

を検討しているところでありますけれども、設置

までに時間を要する、先ほどの学校の大規模改修

の件も含めてあるということであります。そうい

った面では、学童保育へ通う子供たちが今ありま

したように踏切など危険な箇所が通り道にあると

いうことで、安心して通える方策について現状受

け入れていただいていますコロポックルとも協議

をしてまいりたいというふうに思っています。奥

村議員からありましたように、バスやハイヤーの
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利用もその検討の中に入れながら、あと低学年だ

けれども、学校で受け入れできるのかどうか、ま

た先生が低学年についている状況もありますから、

そういったことも確認しながら、コロポックルと

協議をさせてもらいながら、安心、安全に通える、

そういった手法について当面の対策として検討し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 送迎の関係については、

今までも従前あったコロポックルが移動した段階

で東地区から通うお子さんの送迎について議論も

あったというふうに思います。年度の当初や何か

は多少そういった対応もしていただいたのではな

いかというふうに思いますけれども、ずっとされ

ているわけではないようです。実は、子供、最初

のうちはそこ気をつけて歩きます。だけれども、

だんだんなれてくると逆にちょっと寄り道をした

りみたいなことがやっぱり起きて、そのことをす

ごく保護者の方が心配していました。とりわけ踏

切あたりで一旦立ちどまってしまうのです、これ

は。そういうことがやっぱりあるように聞いてい

ます。その辺を考えたときに、やはり本当に安全

に通っていただく、設置されるまでの間、そうい

った対策がやっぱり重要だというふうに思います

ので、９月めどに方向性を出すということであり

ますけれども、この点についてはこの後夏休み控

えています。学童は、夏休み期間中も通うことに

もなるというふうに思います。そういった時期も

考えながら、ぜひ対応策について早急に検討いた

だいて、実施をしていただきたいというふうに思

いますけれども、その点についてどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど言いました９

月をめどに方向性を出すという段階においては、

今コロポックルに通っている保護者の意向、ニー

ズの調査も行いたいというふうに思っていますの

で、それにあわせて現状子供が通っている部分で

の危険性とか、そういった部分も含めて調査の対

象の内容としながらいきたいと思いますし、ＰＴ

Ａからも要望が上がっている点もありますので、

東小学校の保護者の調査も含めてしていく考えも

ありますので、ちょっと調査方法も含めて検討し

ながら、安全対策に不安を持っている保護者もい

ると思いますので、そういったこともあわせて調

査して、その意見に基づいて対応を考えていきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） やっぱり保護者の方か

ら直接話を聞きながら対応していくということに

ついては、大事なことだというふうに思います。

その辺について多少無理な要望もあるのかもしれ

ませんけれども、しっかり対応していただくよう

にお願いをするところであります。

学校区ごとということでありますので、東の設

置が終わったら、次は西地区かなというふうに思

います。既にすまいるさんですか、が近くで運営

をしていただいているということもありますけれ

ども、西小学校における整備についてのお考えを

お聞きしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 西地区の設置につい

てでありますけれども、西小学校につきましては

皆さん御承知のとおり学校及び敷地内の設置につ

いては大変厳しい敷地の面積というふうになって

います。そういった状況もありまして、ただ現在

の学童すまいるにつきましては平成２２年度に市

から補助金を受け、施設整備を行って運営をして

いるという状況でありますので、引き続き運営面

の支援を行いながら、学童すまいるのほうに運営

を担っていただきたいというふうに今のところ考

えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） ということは、西地区

においては新たにつくるというか、設置をすると

いうことではなくて、現在のすまいるさんに引き
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続きお願いをしていくという考えだということで

ありますね。そういう意味では、先ほど言いまし

た適切な助成の制度というか、しっかり継続運営

ができるような、そういったことについて重ねて

検討していただくようにお願いをするところであ

ります。

学童保育所の整備が表明されて以来、これは市

民の方から大きな期待を寄せられている事業だと

いうふうに思います。今後十分な内部協議をして

いただき、先ほどありました利用される市民の方

の意見もしっかり取り入れながら、市民の皆さん

に十分理解をしていただけるような案になること

を期待をしながら、次の質問に移りたいというふ

うに思います。

２点目の平和行政の推進であります。先ほど市

長から答弁をいただきました。新たな取り組みと

いうことも、今年度における取り組みも示されて、

そういう意味では一歩前進したと。１歩ずつ前進

しているというふうに思いますし、評価するとこ

ろであります。そこで、先ほど答弁に民間団体等

が行う平和推進の取り組みに対する支援、協力を

これからしていくというふうなことがありました。

それについても具体的にどういうことがあるのか

という点についてお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

それから、私の最初の質問の中でも改めて研究

した内容についてということで伺ったつもりです

けれども、それについて答弁がなかったようです

ので、お答えをいただければというふうに思いま

すけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、民間団体が行

う取り組みに対する支援ということでありますけ

れども、民間団体がこの宣言に基づいて事業に取

り組んでいただけるというのは非常にありがたい

ことだなというふうに思いますし、市としてもそ

れに対しては先ほど市長からの答弁のように支援、

協力をしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。ただ、本年度については今の

ところまでまだ具体的な事業、御相談がないよう

な状況にありますので、これにつきましては御相

談があった段階で具体的に個別に相談をさせてい

ただきたいというふうに思います。市としては、

例えばこの間もありましたけれども、こういった

民間が主催する平和推進事業については市が後援

をするというような形も可能だと思いますし、あ

るいは事業内容で希望等があればというようにな

りますけれども、図書館ですとか、あるいは北国

博物館でＤＶＤの資料含めて資料がありますので、

こういったものの貸し出しも含めて対応してまい

りたいというふうに考えてございます。

また、昨年の御質問いただいてからこの間改め

て研究した内容ということでありますけれども、

これにつきましても先ほど市長の答弁の中にもあ

りましたけれども、ことしは平和の取り組みのと

きに市民に黙祷を呼びかけるサイレンの吹鳴を実

施させていただいておりまして、既にもう６月１

６日には風連地区での戦没者慰霊祭が行われまし

たけれども、この場においてのサイレンの吹鳴、

さらには黙祷の呼びかけを実施させていただいて

いるところでございますので、御理解をいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 民間団体の関係につい

ては、今のところないということであります。こ

れまでも継続的に民間のほうでやっていただいて

いる事業というか、市のほうに依頼されたり、そ

ういったものもあるというふうに思いますので、

そういった押さえがあれば再度お伺いをしたいと

いうふうに思います。

それから、改めて研究した内容についてですけ

れども、サイレンの関係は去年提案して、多分実

現できると思いますからという話も受けながらこ

としに至っていることだというふうに思います。

先ほども言ったように、そういう意味では実施を

していただくことについては一歩取り組みは進ん
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だというふうに思いますけれども、昨年のやりと

りの中では実は平和カレンダーの作成であったり、

平和コンサート、それから千羽鶴を折って広島に

届ける、それからポスターコンクールなど、そう

いった他市の取り組みもありますということをお

示ししながらお話をした経緯があるというふうに

思います。そういう中で教育委員会とも一定協議、

相談をしなければ結論が出ないし、どういった取

り組みをするかということで改めて研究してとい

うふうな答弁だったのだというふうに思います。

その点について触れられていませんので、この間

の協議についてお知らせを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） まず、この間の民間

のというところの取り組みがありましたけれども、

例の一つとすれば青年団体が反核平和の火のリレ

ーということで、道内を渡り継いで火のリレーを

したような取り組みがありますけれども、こうい

ったものの到着集会あるいは出発集会がございま

すけれども、敷地と言ったらあれですけれども、

庁舎前等を利用していただきながら、そういった

取り組みを支援させていただいているというよう

な状況にあるということで御理解をいただければ

と思います。

それと、もう一点ございました。昨年度の中で

杉並区の取り組みなんかも具体的に挙げていただ

いて、こういった取り組みについてはどうなのか

ということで御質問いただいたというふうに思っ

ております。これについては、まず昨年の答弁の

中でも取り組めるところからということで話をさ

せていただきまして、ことしについて具体的に取

り組めるものについては先ほど申し上げましたサ

イレンの吹鳴による黙祷の呼びかけといったこと

でなっておりますけれども、これにつきましては

また改めまして教育委員会とも十分協議をさせて

いただきまして、スケジュールの関係とかもあり

ますし、あるいは予算措置の関係も含めて具体的

な調査研究を進めてまいりたいと考えております

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） わかったというふうに

余り思わないのですけれども、去年そういう話を

していますので、そういう意味ではもう１年たち

ましたから、何らかの形でやっぱり協議しておく

べきものだというふうに思います。一旦協議した

けれども、こういう形でさらに時間がかかってい

る、そういった説明ならわかりますけれども、今

後協議をするという話について１年たってから言

われても、本当にせっかく一つのことを前へ進め

たのですから、そういう意味ではほかのことにつ

いても少し手をつけていただくような、そういっ

た取り組みが必要だというふうに思いますので、

その辺はぜひ来年に向けて、今年度中もしかした

らできることもあるというふうに思いますので、

対応をお願いをしたいというふうに思います。

今例で挙がりました民間のほうの青年団体がや

っているという反核平和の火のリレーというふう

にありましたけれども、ぜひこれについては市長

も参加をしていただくような、多分案内は来てい

るのだというふうに思いますけれども、そういっ

たこともしていただくことも重要かというふうに

思いますので、それらについても検討をしていた

だければというふうに思います。

名寄市は、平和首長会議にも既に２０１１年１

２月に加盟をしているところです。実は、非核平

和都市宣言等をしているところについて加盟がで

きる日本非核宣言自治体協議会というのがあるよ

うですけれども、それについて御存じかどうか伺

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） これにつきましては、

私どもも認識しているところでございます。この

協議会につきましては、全国的な協議会というこ

とで、世界の恒久平和の実現に寄与するために非

核宣言をした自治体が互いに手を結び合い、努力
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するという設立の趣旨の団体ということで認識を

してございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今ありましたように、

認識をされているということであります。全道で

も１０市９町村が既に加盟をしています。管内で

も６市ありますけれども、それぞれ何らかの非核

にかかわる宣言をしています。そのうち旭川、士

別、富良野市も既に加盟をしています。そういう

意味で名寄市としても加盟をする考えについてあ

るかどうかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 日本非核宣言自治体協議

会ということでお話がありました。非核平和都市

宣言をしている自治体というのを調べたのですけ

れども、 ５７８あるということです。その中で

この日本非核宣言自治体協議会に加盟しているの

は２９９自治体ということで、５分の１ぐらいと

いうことです。年会費もかかるのだというふうに

聞いていまして、改めて活動内容をしっかりと精

査をするところからというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今の答弁でいくと、加

盟をすることを前提に調査するということでしょ

うか。そこまでは踏み込んでいないということで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて協議会の活動内容

を精査をするところから始めたいということであ

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） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 先ほど臼田部長からも

ありましたけれども、設立の趣旨や、そういう意

味では活動の内容等も承知されている部分もある

というふうに思うのですけれども、この協議会の

そういった設立の趣旨や活動理念から、そこに加

盟することによって名寄市の非核平和都市宣言の

具現化につながっていくことは明らかではないか

というふうに思うのですけれども、そういう意味

では加盟の判断について早急にできることになる

かなというふうに思いますけれども、それについ

て見解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 設立趣旨はこのように理

解しますけれども、年間を通してどのような形で

何をやっているかというのを私まだ承知をしてお

りませんし、年会費もかかるということもありま

すので、その内容を改めて確認、精査をするとい

うことはやらなければならないというふうに思い

ます。

それと、さまざまな場面を捉えて恒久平和とい

うのは世界人類共通の願いでありまして、平和の

ありがたさ、とうとさ、そうしたものはあらゆる

場面を捉まえて市民の皆さんにお訴えをしていく

ということは議員おっしゃるとおり重要だと思い

ますので、その協議会云々の話もありましょうけ

れども、改めて今いろいろと議員も御提案もいた

だきましたことも含めて、さらに市民の皆さんに

そうした平和の大切さをお訴えしていきたいとい

うふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） ぜひしっかり内容を調

査していただいて、そういう意味では早期に判断

をしていただくことをお願いをしたいというふう

に思います。

先ほども言いましたように、新たな取り組みを

含めて具体的な推進が少し図られてきたのだとい

うふうに思います。昨年６月の議会のやりとりの

中での市長の答弁の言葉をかりれば、平和を愛す

る者として、またそれを市民に伝えていくという

ことを一歩一歩しっかりやっていきたいというこ

とを市長はそのとき答弁をされました。そういう

意味では、市長みずから市長としてできることも

あるのだというふうに考えているところです。ブ

ログやフェイスブックなど名寄市の情報発信に積

極的な市長ですから、市長みずからが平和非核都
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市宣言、そして不戦の誓いについて市民の皆さん

に訴えたり、表明すべきだというふうに考えます

が、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しになりますけれ

ども、恒久平和は人類共通の願いでありまして、

そのことを市民の皆さんにあらゆる場面を捉まえ

てお訴えをしていくということは大切なことだろ

うというふうに思います。今お話しいただいたこ

とも含めて検討してまいりたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） これまでも広報や何か

を使って表明する機会があってもよかったのかな

というふうに思いますけれども、改めて広報をひ

っくり返し見てみましたけれども、戦没者の追悼

式の案内については載っていますけれども、それ

にかかわる市としての表明というか、名寄市とし

てこういう取り組みをしていますということにつ

いては、そこまではもう触れられていない現状に

あります。そういう意味では、１歩ずつ今しっか

りとやっていくというふうなことで市長も既に表

明をされていますので、これについては名寄市民

がつくり上げている非核平和都市宣言であります

から、こういったことについて一言コメントを出

していくということが大事ではないかというふう

に思いますけれども、もう一度それについてお考

えを伺いたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おっしゃるとおりだと思

います。非核平和都市宣言というのを自治体とし

て表明している以上、このことの意義だとか大切

さというのをしっかりとお訴えをしていくという

ことは大切なのだろうというふうに思っています。

広報ということの一つの御提案もありましたので、

そこも含めて考えていきたいと。あわせて名寄市

には、非核平和都市宣言もそうですし、健康都市

でもあるし、教育都市でもある。安全・安心都市、

さまざま４つの都市宣言をしていて、それぞれに

実は非常にユニークで、名寄市の特色のある都市

宣言に基づいた取り組みもしているというふうに

思います。そのことも含めて、改めてこういう都

市宣言をしていて、こういう取り組みをしている

ということもあわせて広報していくというのも大

切かなと今議員のお話を聞いて感じておりますの

で、ぜひ前向きに検討していきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今市長からありました

ように、さまざまな宣言をしています。そういう

意味では、機会あるごとに市長からの発信がある

ということがすごく大事なことだというふうに思

います。そういう意味では一番の啓蒙というか、

そういうことにもつながるのだというふうに思い

ますので、ぜひ具体的な取り組みについて、もう

７月、８月、この時期でありますので、対応をお

願いをしたいというふうに思います。やはり今国

の段階で限定的な集団的自衛権の行使について議

論されたり、さまざまな意見はあるところですけ

れども、名寄には駐屯地があって、多くの自衛隊

員の方が、そして家族の方がいらっしゃいます。

それは、ＯＢの方も含めてでありますけれども、

そういう意味では今すごく大きな不安を抱えてい

るというふうに聞いています。そういう状況だか

らこそ、市長自身がみずからが訴えるということ

が重要ではないかというふうに私は考えるところ

であります。平和を願う気持ちというのは、これ

は市民みんなの共通するところだというふうに思

いますので、ぜひ実践していただくことをさらに

強く求めるところであります。

実は、私たち市民連合・凛風会においてもそれ

ぞれ議員個人の活動とあわせてということになり

ますけれども、会派の政務活動としてこの７月に

長崎、広島の平和行政について調査研究に伺うこ

ととしています。平和への思いを共有するまちづ

くりに向けてともに取り組んでいく、活動をする

覚悟を私たちもしています。市長においても積極
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的に取り組んでいただくことを重ねて求めるとこ

ろでありますけれども、これについて再度あれば。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何と答弁していいかちょ

っとわかりませんが、いろんな考え方もあろうと

いう中で平和とは何ぞやということを改めて問い

ただし、またそのとうとさや大切さをそれぞれが

実感していくというのが大切なのだろうと思いま

す。自衛隊の話も出ましたけれども、今これどう

なるかわかりませんが、いろいろな議論をされて

いるということだと思いますけれども、日本は最

低限の自衛するための装備を持って自衛隊という

ことを配置をして、国家の主権を、国民の主権を

守るという判断をしてこれまで歴史を積み重ねて

きているのだというふうに思います。そうした意

味で自衛隊の皆さんも本当に御苦労は大変なもの

があろうかというふうに思っています。改めて自

衛隊の皆さんの御活躍もあって、ある意味でこの

国の平和を守られているという一面もあるのだと

いうふうに私は理解しまして、そのことも含めて

名寄市の市民として何ができるかということもし

っかりと考えていきたいというふうに思っており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） ぜひ具体的な活動、取

り組みが目に見えるようにしていただきたいとい

うふうに思います。

次に、３つ目の風連地域の振興と庁舎のあり方

についてお伺いをしたいというふうに思います。

答弁にありましたように、次期の総合計画の検討

にあわせてということでした。そういう意味では、

具体的な協議がされていない。２７年度、２８年

度ということであります。そういう意味では、現

状の体制を２８年度までは維持をするということ、

これについては理解するところであります。そう

いう意味では、ちょっと次期の総合計画の策定の

議論には早いかもしれませんけれども、基本的な

考えについて少し議論をさせていただければとい

うふうに思います。それで、最初にちょっと確認

をしておきたいのですけれども、１７日の熊谷議

員の代表質問の中で、佐々木副市長のほうから交

付税の算定がえの関係で、総合支所方式をとって

いるところへ特例の措置があるというふうな答弁

があったというふうに思います。これは、今現在

名寄でとっている分庁方式、それについても該当

するものなのか、それについてちょっとお伺いを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ２６年度の交付税の

本算定が７月の上旬に例年行われていますので、

そこで確認をしたいと思っています。それで、総

合庁舎ということにつきましては、旧合併市町村

のところの庁舎が該当するということの情報だけ

ですので、分庁方式がなるのかどうか、そこは私

の希望としては当然認めていただけるのではない

のかなと。２つのまちがあって、１つの部分が本

庁で、１つの部分が総合支所的な機能を担うと。

五つ六つあるところについては、それぞれの町村

区域のところに庁舎が、総合庁舎という形がカウ

ントされるという情報も聞いておりますので、該

当になるのではないかなという考え方を持ってい

ます。ただ、実際に交付税の算定の中で２６年か

ら３年間でそういうのを調整していくということ

になっていますけれども、需要額の関係にどうい

うふうに算定されるかについては実際の７月の算

定を見てから詳しく後で御連絡させていただきた

いと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） ７月を待たなければ確

定というか、確定的な話ではないということであ

りますけれども、当然それぞれある庁舎の維持管

理を含めてそういった特例が設けられるというこ

とだというふうに思いますから、ぜひ該当になっ

てほしいというふうに思うところであります。

そこで、組織のあり方というか、行財政改革の

観点で、この間ほか全ての部分について項目に挙
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げながら具現化をしてきていまして、実践をして

きているところだというふうに思います。効率的

な市政運営ということからいいますと、やはり分

庁方式は解消して風連地域の振興を、そういう意

味では担当する部署がある風連地区の活性化のた

めの中心的な施設というふうな位置づけではない

かというふうに私は思いますけれども、それにつ

いての考えをお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 合併の算定がえの中

で庁舎の役割機能というのも単純に合併したから

２つを１つにくっつけるというだけではなくて、

やっぱりその地域、地域で持っていた、名寄地区

でいいますと１００年の歴史をそれぞれの市と町

が持っている中で、恐らく庁舎の占める役割とい

うのも相当なものがあるのではないかなというふ

うに考えておりまして、多分そこら辺が合併算定

がえにおいて効率性だけを求めて交付税を削ると

いう発想から、少なくても合併した市町村が疲弊

してしまって立ち行かなくなって、何で合併した

のかという議論にならないための一つの方策とし

て、地域にはそれぞれコミセンとか、いろんな施

設があると思うのですけれども、そこに対して占

める元庁舎の役割というのも相当大きいと。名寄

におきましては、当時の市長、町長の判断として、

１０キロしか離れていない中で２つの庁舎をそれ

ぞれ有効活用することによって、新たな庁舎を建

てることについて少し時間をかけて市民の皆さん

方に御理解いただこうと、こういう部分でありま

したので、庁舎の建設につきましては有利な財源

が合併特例債以外には使えないと。合併特例債に

ついては、この間市民生活を優先するような公共

施設の建築のほうに重点的に充ててきましたので、

この辺の推移を見ながら、先ほど総務部長が言い

ましたように改めて一定の第２次総合計画の中で

どういう盛りつけ方をするかについても２７、２

８と２年間かけてさまざまな方々の意見を聞きな

がら検討すべき課題かなというふうに考えており

まして、この辺について御理解賜りたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） これまでのそれぞれあ

りました両自治体の歴史というか、そういうのも

踏まえて庁舎の有効活用、そういうことで合併時

にしても判断をされて、それが今まできている。

そのことについては何ら否定をしませんし、そう

いった考えでいいかというふうに思います。それ

ぞれの庁舎を大規模改修したりして延命を図った

り、そういうことを方策としてやられたというこ

ともわかります。ただ、この先先ほどからありま

すように算定がえがあって大きく財源が不足をし

ていく。そういう中では、市民の皆さんに対して

行財政改革という形で一定の負担なり協力をいた

だく。そういったことをこれまでもしてきていま

すし、これからもそういった考え、全てではない

にしても基本になっているのだというふうに思い

ます。そういう中で効率的な行政を運営していく

に当たっての人の配置であったり、職場のあり方

ということでいうと、今の分庁ではなくて、そう

いう意味では総合支所的な形にしていくというこ

とについては、効率化の観点からいえばそれだけ

ではないということで先ほどからもお話ある。そ

れもわかりますけれども、そこについては少しし

っかり考えていかなければならないのではないか

というふうに思いますけれども、その点について

はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどから述べてい

ますように、総合支所にしても分庁舎にしても風

連庁舎の利用については十分検討していかなけれ

ばならない問題だと思います。例えば総合支所に

したからといってあの庁舎の規模を一部解体をし

て小さくコンパクトにするかどうかについては現

実的ではないのかなという考え方もしておりまし

て、あの庁舎を有効活用して、将来もし総合支所
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にした場合については地域の住民の皆さん方の利

用に供することが可能かどうかということも過去

検討したことがあるのですけれども、それについ

ては実際問題としてあの庁舎の形状から見ると既

に地域では地域交流センターも整備をされており

ますので、あの庁舎を一部区切って利用するとい

うことについては非常に困難なものがあるのかな

と、そんなふうにちょっと考えておりますので、

改めて加藤市長からは市長の任期中については、

風連地域の振興策についてもしっかり２人副市長

を置いて対応させていただくということが出てお

りますので、いましばらく庁舎の関係につきまし

ては新庁舎の問題を市民の皆さん方とも十分議論

していく中で、どのようなあり方が一番望ましい

かについては検討させていただきたいなというふ

うに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今２つの庁舎をどうい

うふうに有効活用するかということ、それはそれ

で考えていかないと。それを庁舎として活用する、

もしくは別な形で活用する。そういう意味では、

新たに庁舎を建てる、そういったことも考えとし

てはあるのだけれども、当然必要なお金用意でき

るかどうかということだというふうに思いますし、

市民の皆さんがそういう理解をするかどうかとい

うことだというふうに思います。当然効率化も含

めて、地域の皆さんの意見も踏まえて今度の総合

計画策定に当たってその中できちっと盛り込んで

方針も出していくということだというふうに思い

ます。私は効率化という話でしましたけれども、

風連地域に総合支所を置いて全体を一本化すると

いうことであるとすれば、新たな庁舎を建てる、

そういったことを考えなければならないことだと

いうふうに、この名寄の庁舎であれば狭くてとい

う話もありますから、そういったときには地理的

な状況は当然踏まえなければならないというふう

に思いますし、建設の方法についても新たに建て

るか、建て増しをするか、そういったことが課題

だというふうに思います。そういったことについ

て次の総合計画の中で議論をしていただいて、協

議をしていただく。そういったことについては求

めておきたいというふうに思います。

次期総合計画のあり方ですけれども、これまで

もそうだったというふうに思います。やはり市民

の皆さんでつくる計画でなければならないかなと

いうふうに思いますけれども、そういった考えに

立って議論を進めるということになるのかどうか、

ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどちょっと答弁

で言い忘れたのですけれども、当時の市長、町長

におかれましてはそれぞれの地域がしっかり地域

振興、地域のために役場がどのように機能してい

くかということも含めて、そこのところを大切に

考えていたのではないかなというふうに思ってい

ますので、その精神についてはできるだけ長くし

っかり受け継いでいきたいなというふうに私自身

は考えています。

それから、総合計画の関係につきましてもこれ

までもそうでありましたように、できるだけ多く

の市民の皆さんと協働でのまちづくりということ

でいろんな話し合いの場を持ちながら、地域の懇

談会等も開きながらやってきたので、その辺につ

いては特に今までと変わらないものと。そこは、

市民との話し合いを十分大事にして、市民の意見

を取り入れた総合計画に今後も策定作業を進めて

いくべきではないかなというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今ありましたように、

これまでの総合計画策定に当たっても市民の皆さ

んにたくさん聞きながら、しっかりと計画に盛り

込んでということです。日常的に市民の皆さんと

接する職員の皆さんも市民の皆さんの声を聞くこ

とをしっかりしていただくことも必要だというふ

うに思います。日常的なそういった声が計画のた

たき台に反映される、そういったことが必要では
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ないかというふうに思いますが、この点について

も職員の皆さんも一緒になってつくり上げていく

という、そういったお考えについてお伺いをして、

質問を終わりたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 協働のまちづくりという

ことで、当然市民の皆さんの意見をできるだけ多

く捉まえて、それを反映させて、計画づくりをし

ていくと。これは、もう基本中の基本だろうとい

うふうに思っています。改めてさきの山田議員の

もっと職員が市民の皆さんの前へというお話もあ

りましたけれども、それはそれぞれの部署に限る

ことではなくて、あるいはまた特定の部署の壁と

いうことでもなくて、やっぱりさまざまな役所の

仕事あるのだけれども、それぞれの案件を我が事

として捉えて、市民の皆さんの意見をよく聞いて、

またそれを市政にしっかりと反映させていくと。

このことは、計画づくりもさることながら常に我

々に求められている責務ではないかなというふう

に思っています。引き続き私も含めてしっかりと

このことを肝に銘じて市政の運営を進めていきた

いというふうに思っていますので、よろしくどう

ぞお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

教育行政について外１件を、佐々木寿議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名を受けましたので、さきの通告に従い質問

してまいります。

第１点目は、教育行政について伺います。初め

に、名寄市いじめ防止基本方針について伺います。

いじめは、深刻な社会問題になっています。深刻

な社会問題として取り上げられつつも、決定的な

対応策がないいじめ問題、この社会のどこかで常

にいじめに苦しんでいる子供がいます。このよう

な事態を鑑み、国会においていじめ防止対策推進

法が成立し、昨年６月２８日に平成２５年法律第

７１号として公布されました。今回公布された法

においては、地方公共団体に対してはいじめ防止

基本方針を参酌し、その地域の実情に応じた同様

の基本的な方針の策定に努めるよう求め、また学

校に対してはいじめ防止基本方針または地域いじ

め防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ

た同様の基本的な方針の策定を求めています。さ

らに、学校の設置者及びその設置する学校が講ず

るべきいじめの防止等に関する措置や重大事態へ

の対処等について規定しております。このことを

踏まえて当市としても名寄市いじめ防止基本方針

が策定されました。そこで、この地域の実情に応

じた方針を策定することとなっておりますが、ど

のように分析し、方針の中に入れたのか、この方

針をどのように進めていくのか伺いたいと思いま

す。

次に、上川北学区の公立高等学校配置に対する

名寄市としての方針について伺います。国際化、

高度情報化の進展などの社会の変化や生徒の興味、

関心、進路の希望等の多様化、中学校の卒業者数

の減少などの高校を取り巻く環境の変化に対応し、

未来を担う人材を育むための高校教育の基本的な

考え方と施策を示す新たな高校教育に関する指針

をもとに、中学生の早い段階での進路に資するよ

う毎年３年間の具体的な配置計画とその後の４年

間の見通しを提示し、平成２６年度は昨年９月に

策定した平成２８年度までの配置計画に平成２９

年度の姿を加えた３年間の計画が策定されており

ます。また、上川北学区高等学校配置計画の見込

みで、特に名寄産業高校は今年度４７名の欠員と

なり、欠員４０名以上が生じている学校について

は学科の見直しや定員調整などについて検討が必

要とされております。さらに、地域のキャンパス

校について５月１日に現在の第１学年の在籍数が

２０名未満となり、その後も生徒数の増が見込ま

れない場合は再編整備の検討が必要とされており

ます。このような状況を踏まえて、所管が異なり

ますが、高校を抱えている当市としての考え方、

対応の方針を伺います。
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次に、学校のアレルギー対応について伺います。

花粉症や食物アレルギーなどアレルギー疾患は国

民の多くの方が悩まされる疾患であり、場合によ

っては死に至ることもある深刻な課題です。また、

２０１２年には東京都の調布市で食物アレルギー

のある小学生が給食後に死亡する事故が発生し、

社会問題となりました。このことを受けてことし

３月、文科省の有識者会議が学校でのアレルギー

対応に関する最終報告をまとめました。報告書で

は、０８年に日本学校保健会が発行した学校のア

レルギー疾患に対する取り組みガイドラインの普

及啓発が十分進んでいなかったと。これは、３点

の問題があったと指摘しております。１点は教育

委員会レベルでの無理解、２つ目は行政上の責任

の所在の曖昧さと施策継続性のなさ、３点目は教

育現場での危機意識のなさと指摘がされておりま

す。当市としてどのように対応し、また学校のア

レルギー疾患に対する取り組みガイドライン準拠

をどのように図ってきたのか伺います。

２点目に、高齢者福祉について伺います。初め

に、第５期高齢者保健医療福祉計画、介護保険事

業計画について伺います。初めに、２カ年の地域

包括ケアシステム構築に向けた重点的事項の達成

評価及び主な課題と課題に対する今後の推進事業

について伺います。第５期高齢者保健医療福祉計

画、介護保険事業計画が平成２４年度から平成２

６年度までの３年計画は今年が最終年となること

を踏まえ、市長の市政執行方針の中でも述べられ

ておりましたが、１０年後を見据えながら高齢者

の方々が住みなれた地域において生活できるよう

保健、医療、福祉及び介護が一体となった第６期

計画策定の中で取り組んでいくとしております。

年をとり、医療や介護が必要になっても住みなれ

た自宅で暮らせる環境をつくる地域包括ケアシス

テムであります。きのう地域医療介護法が成立い

たしました。そこで、２カ年の地域包括ケアシス

テム構築に向けた重点的事項の達成評価について

伺います。また、主な課題に対する今後の推進事

業、さらには１０年後を見据えた構想についても

伺います。

次に、認知症の対応、対策について伺います。

これは、さきの一般質問の方と重複いたしますが、

よろしくお願いいたします。認知症の人、認知症

の疑いがある人が徘回などで行方不明に、こうし

た認知症の行方不明者についてＮＨＫが各都道府

県の警察本部に取材した結果、その数は２０１２

年の１年間での延べ ６０７人にも上り、うち３

５１人が死亡、２０８人が２０１２年末までに行

方不明のままという実態が明らかになりました。

厚生労働省の研究班によりますと、国内の認知症

の高齢者はおととしの時点で４６２万人、高齢者

の１５％に達すると推計されております。また、

認知症の予備軍とされる軽度認知障害の高齢者は

４００万人に上ると推計され、国内の認知症とそ

の予備軍の高齢者は合わせて８６０万人余りとな

り、高齢者の４人に１人となっております。高齢

化が進むにつれて、今後も認知症の高齢者はふえ

続けると予測されていて、この認知症の行方不明

者の問題はさらに深刻な問題になると見られてい

ます。

そこで、特に次の２項目について伺います。１

つ目は、地域見守りネットワーク事業の拡充につ

いて伺います。高齢者が要介護状態にならないた

めの介護予防策を展開するとともに、自立した日

常生活を送ることが最良ですが、日常生活に支障

ができた高齢者に対する生活支援サービスや介護

サービスの充実が求められております。これを補

うため、市内の事業者の協力によりそれぞれ日常

業務の中で見守りを行うことで行方不明や孤立死

といった事件、事故を未然に防ぎ、万が一の際に

は早期発見、支援対応ができる体制の構築を目指

し、高齢の方や障害を持つ方々が地域で安全、安

心に暮らし続けられるようにすることを目的とし

ている地域見守りネットワーク事業を拡充すると

しております。具体策と目標を伺います。

２つ目は、認知症サポーターの養成について伺
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います。認知症の人は、記憶障害等から生活への

支障があらわれ、周囲の人とトラブルを起こすこ

ともあります。しかし、身近な人の理解やちょっ

とした手助けがあれば住みなれた地域で暮らし続

けることができると言われています。認知症サポ

ーターの養成は重要です。この取り組みをどのよ

うに進めていくのか伺います。

次に、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等の状況、対応について伺います。児童

虐待に比べ高齢者はメディアでの報道は少ないが、

潜在的な計数はかなりの件数に上ると推定されま

す。その背景には、子息及び孫などの家族と同居

をしている高齢者が多く、虐待する側もされる側

も虐待の事実を隠す傾向が強いことが原因となっ

ております。また、慢性化した虐待の場合、当人

が何も反応しなくなることもあり、他方、高齢者

の肉体、精神に固有の加齢に伴う普遍な変化もあ

って、露見しがたい、当事者が言い逃れしやすい

という問題も見られます。このように表にあらわ

れてこない高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に、

すなわち家族と高齢者を保護している人に対する

支援等の状況、対応について伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 佐々木議員からは、

大項目で２点にわたる質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２は健康福祉部長から答

弁させていただきます。

最初に、小項目１の名寄市いじめ防止基本方針

について申し上げます。御指摘のように国のいじ

め防止対策推進法では、地方公共団体は地域いじ

め防止基本方針を定めるよう努めるものとすると

しております。また、学校は学校いじめ防止基本

方針を定めることと学校におけるいじめ防止等の

対策のための組織を置くことを義務づけておりま

す。このほかいじめにより児童生徒の生命、心身

または財産に重大な被害が生じた疑いがある、ま

たはいじめによる児童生徒が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあるとい

った重大事態の発生時には学校の設置者または学

校のもとに調査組織を設けるとなっております。

こうした規定を踏まえ、教育委員会ではいじめは

人間として絶対に許されないという認識のもと、

本市のいじめの防止等に関する条例または基本方

針の策定について検討を進めてまいりました。そ

の結果、これまでの本市の小中学校におけるいじ

めの発生状況やいじめの解決に向けた取り組み状

況を鑑み、名寄市いじめ防止基本方針を策定し、

名寄市いじめ防止等対策組織及び調査組織を設置

するなど、具体的な対応策が示されていることか

ら、現時点では本市としての条例の制定は考えて

おりません。

この名寄市いじめ防止基本方針については、国

のいじめ防止対策推進法や北海道のいじめの防止

等に関する条例の素案、原案の内容を参酌し、精

選しながら、わかりやすく実行可能な内容にいた

しました。また、本市の実情を踏まえ、本市なら

ではのいじめ防止等の取り組みを念頭に置いて作

成をいたしました。例えばいじめに関する通報及

び相談を受け付けるための体制の整備については、

教育相談センターの相談電話ハートダイヤルの取

り組みを推進すること、また研修の充実を通じた

教職員の資質の向上については教育相談センター

によるいじめ防止、不登校対策に対する教育講演

会や生徒指導連絡協議会によるいじめの問題に関

する研修活動等を実施すること、このほかいじめ

の防止等に係る教職員の積極的な研修活動につい

ては名寄市立大学と連携し、名寄カウンセリング

研究会を開催し、教員がカウンセリングの方法等

について学ぶ取り組みを推進することなど想定し

ているところであります。今後は、こうした本市

の実情を踏まえた取り組みの充実を図りながら、

名寄市のいじめ防止基本方針を一層効力のあるも

のにしてまいりたいと考えております。

なお、名寄市いじめ防止等対策組織及び調査組

織についても日常のいじめの未然防止の取り組み
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はもとより、万が一いじめや重大事案が発生した

場合、迅速に正確な情報伝達及び適切な対応がで

きるよう本市教育委員会組織の特性を生かし、教

育部長、学校教育課長、指導主事２名、教育相談

センターの所長と教育推進アドバイザーの６名で

構成し、機能的な組織となっております。また、

必要に応じて第三者として名寄市立大学の専門教

員の協力をいただくよう進めてまいります。

次に、学校いじめ防止基本方針については、教

育委員会から小中学校に対して作成の原案と要領

を示し、作成に当たっては保護者や地域の方々の

意見を聞くことや理解を得ることなどに十分配慮

するようお願いをいたしました。また、子供たち

にはいじめの防止等の方針や取り組みについて学

年に応じてわかりやすく説明し、いじめる理由が

あってもいじめを行ってはならない、これを指摘

するようお願いをいたしました。さらに、地域や

学校の実情に応じた具体的ないじめ防止等対策推

進計画を策定するとともに、いじめ防止等対策組

織及び調査組織を設置し、地域や家庭と連携して

いじめの根絶に向けた取り組みを一層強力に推進

するようお願いをしたところであります。今後は、

いじめの根絶に向けて名寄市いじめ防止基本方針

や学校いじめ防止基本方針等に基づくさまざまな

取り組みを確実に実行するとともに、ふだんの点

検、評価により改善を加えながら一層効果的ない

じめ防止等の取り組みを推進してまいりたいと存

じますので、地域や保護者の皆様の御理解と御協

力をいただきますようお願いをいたします。

次に、小項目２、上川北学区の公立高等学校配

置に対する名寄市としての方針について申し上げ

ます。本年５月に開催されました公立高等学校配

置計画地域別検討協議会で平成２７年度から平成

２９年度の３年間の計画が示されております。こ

の中で上川北学区の見通しとして、中学卒業者数

が向こう３カ年で３４名減少し、さらには平成３

３年度までの７年間で１１１名が減少する見込み

となっています。このことから、今後３年間での

再編等の具体的な動きはありませんが、平成３０

年度以降１から２学級の調整が必要とされており

ます。この学級調整を行うに当たっては、欠員が

４０名以上生じている学校について学科の見直し

や定員調整を行う、また美深高等学校や下川商業

高等学校の地域キャンパス校においては第１学年

の在籍者が２０名未満となり、その後も生徒の増

が見込まれない場合には再編整備するという調整

が考えられています。今年度の入学状況を見ると、

名寄高等学校においては欠員が２名、名寄産業高

等学校では過去２年に比べると少なくなっており

ますが、欠員が４７名となっております。名農キ

ャンパスという特殊性は一定程度考慮されると思

いますが、上川北学区の今後の学級調整の考え方

を見ると予断を許さない状況にあることから、今

後も配置計画の動向を見守りながら、名寄産業高

等学校の将来の学科転換等のあり方にかかわって

地域の要望などについて十分配慮していただくよ

う道教委に対して要請してまいりたいと考えてお

ります。

また、現時点で美深町のような間口維持に向け

た支援体制を取り組むまでには至りませんが、名

寄産業高等学校の酪農科学科においては道北農業

担い手育成対策協議会を窓口として各種支援活動

を実施しておりますので、御理解をお願いしたい

と思います。

なお、地域の人材確保、地域産業の活性化の視

点から、今後の名寄高等学校、名寄産業高等学校

等の間口や学科再編のあり方についてどうあるべ

きかという議論を深めるためにも教育委員会や経

済部、名寄市内の高等学校関係者、商工業関係者

などにより懇話会のような意見交換の場などの開

催も必要と考えているところであります。

最後に、小項目３、学校のアレルギーについて

申し上げます。近年子供たちを取り巻く社会環境

の変化等から、健康への影響が指摘されておりま

すが、中でも食物アレルギーのある児童生徒は全

国的にも増加傾向にあり、本市においても同様に
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増加傾向を示しております。学校における食物ア

レルギーへの対応は重要な課題であり、学校全体

で取り組む必要性があることから、本市ではこれ

まで児童生徒のアレルギー疾患に関して文部科学

省が監修し、作成しております学校のアレルギー

疾患に対する取り組みガイドラインを各学校に配

付し、緊急時の対応時の周知に努めております。

特に学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の

健全な発達のために大切な役割を担うとともに、

児童生徒が食の大切さ、食事の楽しさなどを理解

するための食育としての役割も担っており、食物

アレルギーのある児童生徒にも症状に応じたアレ

ルギー給食の提供を行うなど学校生活を安心、安

全なものとするために学校と保護者と連携を図り

ながら対応をしているところであります。

また、学校においても教職員が食物アレルギー

に関する正しい知識と対応の仕組みを見つけると

ともに、アレルギー疾患を有する子供に適切な健

康管理や指導を行うよう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の高齢者福祉について申し上げます。

初めに、小項目１の第５期高齢者保健医療福祉

計画、介護保険事業計画について、２カ年の地域

包括ケアシステムの構築に向けた重点事項の達成

評価及び主な課題と課題に対する今後の推進事業

について申し上げます。地域包括ケアシステムの

理念規定は、平成２３年６月に改正され、平成２

４年に施行された介護保険法の第５条第３項に明

記され、本市では名寄市第５期高齢者保健医療福

祉計画、介護保険事業計画に登載し、高齢者が可

能な限り住みなれた地域でさまざまなサービスを

切れ目なく利用できるよう介護、予防、医療、生

活支援、住まいの５つのサービスを一体的に提供

していく地域包括ケアシステムの構築を目指し、

地域や関係機関と連携し、保健、医療、福祉、介

護などサービスが継続的、包括的に提供される仕

組みづくりに取り組んできているところです。第

５期計画における地域包括ケアシステム構築に係

る重点事項として、認知症支援策の充実、医療と

介護の連携、地域生活支援体制の整備、高齢者の

ニーズに応じた住まいの確保の４点を重点的に取

り組む事項として掲げ、１点目の認知症支援策の

充実では介護基盤緊急整備等特別対策事業を活用

し、民間事業所が認知症対応型共同生活介護と認

知症対応型通所介護を整備したほか、認知症を知

っていただく講演会を開催したことにあわせて、

認知症グループホームが設置されている町内会で

あります１０区町内会、高見区町内会とグループ

ホーム里の家、グループホームそよかぜ館アネッ

クス、エフエムなよろ、名寄警察署などの御協力

をいただき、徘回高齢者の捜索模擬訓練を２カ年

にわたり実施し、認知症を知っていただき、認知

症の方の接し方など実際に体験していただく機会

を持つことができました。

２点目の医療と介護の連携につきましては、名

寄市の独自の取り組みを持つことはできませんで

したが、平成２４年、２５年度に北海道が名寄地

域においてがんの在宅医療、緩和ケア推進モデル

事業を実施し、在宅、緩和ケアにかかわるさまざ

まな職種のネットワークの学びを得たところであ

ります。

３点目の地域生活支援体制の整備につきまして

は、平成２４年度には地域見守りネットワーク事

業を開始したほか、平成２２年度から交付を開始

した救急医療情報キット、命のカプセルの救急情

報用紙の内容更新と新規対象者への配付に多くの

町内会の皆様の御協力をいただき、平成２５年度

末で登録者数が １３７人となったところであり

ます。また、除雪サービス事業におきましては介

護保険の第２号被保険者である要介護認定者や精

神障害者に対象者を拡大したほか、収入判定の必

要経費に介護保険料など社会保険料を対象として

きたところであります。

４点目の高齢者のニーズに応じた住まいの確保
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につきましては、介護基盤緊急整備等特別対策事

業を活用して、民間事業者による小規模ケアハウ

スを第５期計画の前倒しとして平成２３年度に整

備したことにより、今期中の整備計画はなかった

ところです。今後につきましては、後期高齢者人

口が最高となる平成３７年を見据えながら、介護

保険のサービスを基本としながら、介護予防の取

り組みや高齢者福祉サービス、健康寿命の延伸の

ための生活習慣病の予防や心身の機能維持の取り

組みなど各種福祉サービスの充実やニーズに応じ

た制度の検討、さらには地域社会全体で高齢者を

支えていく仕組み、生きがい対策などさまざまな

施策の展開が必要だと考えております。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

計画の策定に向けニーズ調査を実施しているとこ

ろでありますが、地域の自主性や主体性に基づき、

地域の包括的な支援、サービス提供体制を構築す

ることが求められていることからもしっかりと社

会情勢と高齢者のニーズを取り入れながら策定に

努めてまいります。

次に、認知症の対応、対策について、地域見守

りネットワーク事業の拡充について申し上げます。

地域での見守り活動は、これまでにも町内会役員

や民生委員児童委員を中心として行われてきまし

たが、高齢者虐待や孤独死等問題が全国的に発生

してきたことから、見守り体制の強化を図るため

生活関連事業者等の協力を得て地域に暮らす高齢

者等の異変に気づき、何らかの支援を必要として

いる高齢者等を早期に発見し、適切な支援につな

げるために、平成２４年１１月９日に名寄市地域

見守りネットワーク事業実施要領を制定し、同年

１１月２９日には市内の郵便局２局、新聞販売店

６店、宅配事業者３社、名寄プロパンガス協会な

どの生活関連事業者１２事業者と協定を締結した

ところです。また、介護保険サービスの１５事業

者、障害福祉サービスの４事業者にも協力依頼し、

合わせて３８の事業者でネットワークを構築し、

取り組んでいるところであります。これまで協力

事業者の方が異変を察し、市に連絡があり、安否

確認を実施した結果、早期発見、救急搬送に結び

つけることができた事例もあり、今後とも新たな

生活関連事業者に呼びかけを行い、ネットワーク

の拡大を図り、より多くの見守りの目をふやして

いきたいと考えております。また、協力団体や事

業者との情報交換や研修を開催し、地域に暮らす

高齢者などの異変に早期に気づくことにより、支

援を必要とする高齢者などに適切な支援が提供で

きるよう体制強化を図り、住みなれた地域で安心、

安全に暮らせるように努めてまいります。

また、救急医療情報キット、命のカプセルは、

緊急時の情報を高齢者の了解を得て市において保

管し、必要に応じて御家族や関係機関に連絡がと

れる有効なツールだと考えておりますので、今後

とも町内会や介護関連事業者の協力を得ながら普

及を図ってまいります。

さらには、認知症高齢者の徘回によって行方不

明等になった際の早期発見を目的に行っているＳ

ＯＳネットワーク事業では、エフエムなよろ、コ

ンビニエンスストアや交通機関等との連携を進め

ながら、今後とも見守り体制の強化、広域化を図

れるよう努めてまいります。

次に、認知症サポーターの養成について申し上

げます。認知症の方が住みなれた地域で暮らして

いけるようにするためには、地域で、また社会全

体での認知症のある方やその家族を支えるサポー

ト体制が重要であると考えております。本市では、

一人でも多くの市民が認知症を学び、地域で支え

られるようキャラバン・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日現在にお

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

が予測されますので、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、町内会や名寄

市立大学などにも呼びかけ、今年度においても引

き続き認知症サポーター養成講座を開催してまい
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ります。また、今年度は市役所職員を対象とした

認知症サポーター養成講座をゼロ予算事業の職員

研修として開催することとし、今月第１回目の講

座を開催したところであります。今後とも認知症

養成講座の開催回数をふやしながら、たくさんの

市民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。

次に、小項目２の高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等の状況、対応について申し

上げます。名寄市では、平成２０年度に高齢者虐

待の防止や虐待を受けた高齢者の支援等を適切に

実施するため、名寄市高齢者虐待防止ネットワー

ク会議設置要綱を制定し、年１回会議を開催し、

高齢者虐待防止に関する講演等を行い、高齢者虐

待防止の普及啓発、関係機関、団体相互の連携強

化を図ってきております。高齢者虐待に関する相

談は、地域包括支援センターが開設された平成１

９年度から平成２５年度までの７年間で５８件の

相談があり、そのうち虐待の事実が認められた件

数は２１件となっております。通報者の内訳は、

介護支援専門員が２１件と最も多く、関係機関で

ある介護保険サービス事業所が６件、病院が３件、

警察が３件、保健所が２件となっています。また、

本人からが４件、家族が５件、知人が２件、民生

委員が７件となっており、家族や地域からの通報

は全体の３割となっております。また、実際に虐

待の通報があった際には、名寄市高齢者虐待対応

マニュアルに基づき通報を受けた後、速やかに情

報の収集、事実の確認等を行い、虐待か否か、緊

急性の判断を行い、緊急性がある場合は被虐待高

齢者と虐待者を分離するため、介護保険サービス

による施設入所や老人福祉法による措置の対応を

行っているところであります。また、分離後も保

健所、警察等とも連携を図りながら、被虐待者の

居場所を秘匿するなどの対応を行っております。

介護サービスを適切に利用いただくことや介護保

険の地域支援事業で実施しております家族介護者

交流事業や家族介護用品支給事業などの提供によ

り、介護されている方の心身の安定を図ることが

でき、虐待防止にもつながることから、今後とも

関係機関や地域見守りネットワークなどによる見

守り体制とあわせて虐待予防と早期発見に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） それぞれ御答弁を

いただきました。再質問とそれぞれの見解を伺い

たいと思います。

まず初めに、名寄市いじめ防止基本方針に関連

して伺いたいと思いますが、国の方針の中で法律

の中で保護者の責任の項目に非常に重要な部分が

規定されてあります。それは何かといいますと、

９条の４項です。これは、早い話が家庭を第一義

に、あるいは家庭に任せきりにならないようにと

いうような、解釈をしてはならないというような

趣旨のことが書いてあるわけでありますけれども、

これはどのように参酌したのか。これは、道の方

針の中、あるいは全体としての中にこういうこと

がしっかりと組み込まれたのかということをちょ

っと確認をいたしたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時０７分

再開 午後 ３時０８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 私は、そのことは

いわゆる家族任せにしたらいかぬよとか、あるい

は家族の考えている方を主体にした方針になって

はいかぬよということが書いてあるので、それは

どこの学校の、名寄市のいじめ方針の中に取り込

まれたのかということだったのです。それは中に

入っているということでよろしいのですね。確認

ですから。わかりました。

それでは、ちょっと質問をかえて、やはりいじ

めに対する制度がしっかりと整って、この方法も
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わかってきたのです。ところが、問題はこういう

ことを出されてもきちんとしっかりと実行されな

いと意味がないのです。先ほども御答弁にもあり

ましたように、一番に学校とか、あるいは保護者

というのはある程度知れ渡ると思いますが、例え

ば名寄市の方針の中にそれぞれの責務があります。

例えば教育委員会の責務とか、あるいは学校及び

教職員の責務とか、それからその中に保護者の責

務とか、そして４項めに市民及び事業者の役割の

中で地域における行政その他の関係者と連携して、

児童生徒が健やかに成長できる環境づくりに努め

ること、そしていじめがあったときには通報の協

力を呼びかけてもらうというような、こういう地

域に本当に協力と、しっかりとそういう趣旨のこ

とがわからないと、こういうものが何も役に立た

ない。したがって、そういうことを今後のやり方

にどういうふうにやっていくかなというふうなこ

とが大事だと思うのです。それで、それのために

はいろいろと保護者とか何かは頻繁にやるかもし

れませんが、地域全般としてこういうふうにしっ

かりとこういういじめのことがこういう方針が出

ています、共有して地域との責任はここにありま

すよということを知ってもらわなければいかぬ。

これは、どういうふうに広報していくのか、御説

明をいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） いじめの根絶に向け

てどういうふうに地域とやっていくかということ

で今お話が出されました。いじめに対する責務と

いうことで、教育委員会や学校、学校の教職員、

当然大きな責務を持ちながらいじめ根絶に向けて

取り組みを進めてきているわけでありますけれど

も、法律の中では保護者や地域の住民の責務につ

いても定められております。その中で特に地域の

方にいじめの法律を認知していただいて、名寄市

全体として取り組む仕組みをどうつくっていくか

というのは大きな課題だというふうに私たちも考

えているところであります。学校の保護者につい

ては学校を通していろいろ情報提供等も進められ

るわけですけれども、地域におきましては今回ホ

ームページにも公開してはいるところであります

けれども、ホームページでもといっても多くの方

が見られている状況でもありませんので、町内会

とか、そういったところも通じながら情報発信を

していきたいと思います。６月２５日でしたか、

町内会長の懇談会等もありますけれども、教育部

としても大きな位置づけにしているということを

含めてお話しさせてもらいながら、全体で取り組

む位置づけに持っていきたいというふうに思って

いるところでありますし、そういったことで地域

住民が総がかりでいじめ根絶に向けた意識を持っ

て、絶対名寄市の中からいじめを出さないという

意識を持ってもらうような、そういった取り組み

も今後工夫をした中で考えながら取り組みを進め

ていきたいというふうに考えているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） そこが一番大事だ

と思いますので、本当に関係する方、それ以外の

方がもし子供たちのそういう姿を見て、あるいは

学校帰りだとか、行き帰りのそういうときに姿を

見て、あれはやっぱりいじめているのではないか

とかという、そういう通報がすっと出てくるとい

うふうな環境をつくるためには、今の方針をしっ

かりとＰＲをして、情報を提供しなければいかぬ

と思いますので、ぜひやっていただきたいと、こ

ういうふうに思います。

いじめに関して、ノルウェーでは政府あるいは

自治体、教職員、それから保護者が連携して包括

的ないじめ防止対策を始めて２０年になるのだそ

うですけれども、状況は余り変わらないと。ただ、

その中でいいことがあったと。これは、ちょっと

紹介をしたいと思いますけれども、それは例えば

子供たちの中からいじめ防止の責任者を選び、取

り組んだと。それで、みんなで楽しく遊んでいる

ように気を配り、ひとりぼっちの子がいたら遊び
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相手を探す。大変人気のある役割で、選ばれた子

供は一生懸命に義務を果たす。こういうふうなこ

とが新聞に載っておりました。やはり子供たち同

士でいじめ防止、責任感を感じながらやっていく

というのは一番効果があるのかなというふうに考

えますが、こういうふうな取り組みについて何か

見解があれば伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１４分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ちょっと今御質問い

ただきましたいじめにつきまして、それぞれの海

外のノルウェーの状況を出してもらいましたけれ

ども、地域性もあっていろんないじめというのが

あるかというふうに思います。いじめというのは、

本当にいつどこでどのような形で起きるかわから

ない状況であります。そういった意味では、先ほ

ど地域総がかりでという話をさせてもらいました。

今議員からありましたいじめの事例なんかも入れ

ながら、国内でもいろいろ本当に重大な事例も含

めて発生をしています。そういった事例の要因と

いいますか、原因もしっかり把握しながら、名寄

でそういった事例に合致するような事例がないか

という部分も検証しながら、やっぱり注視をして

もらうよう学校なり、ある面では地域にも情報発

信してもらいながら、いじめの予防、そしていじ

めが起きた場合には何といっても早期の対策、対

処が大事でありますので、そういった事例も参考

にしながら今後取り組みを進めていきたいと考え

ています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 一例を出したので

すけれども、子供たちでいじめ防止をやるという

のは一番効果があるのではないかなというふうに

思っています。いろんな取り組みがあるのだと思

いますけれども、ぜひ効果のある子供たちのいじ

め防止策を研究していただきたいなというふうに

思います。

次に、学校あるいは家庭、地域が一丸となって

子供を守るための取り組みというのが非常に大事

だと思うのですけれども、道徳教育やコミュニケ

ーション活動を重視した教育活動、あるいは体験

活動を推進して子供自身が主体的にいじめの問題

に取り組めるような環境づくり、あるいは保護者

向けの学習プログラムの開発、あるいは講座内容

の充実を推進していくとか、あるいは保護者や地

域住民が学校運営に参画するコミュニティースク

ールの導入を拡大していくとか、これ地域ぐるみ

でいじめ問題を解決できる仕組みづくり、いわゆ

る環境づくり、こういうふうなことはもう大切だ

と思いますけれども、基本となるのは、まずその

前提となるのはやっぱりコミュニケーションづく

りが大切だと私は思っております。近年は、いじ

めを初めとする命にかかわる重大事件が頻繁に目

につくようになってきたわけでありますけれども、

これは何かというと機能しなくなった家庭や地域

に要因があるように私は思うのであります。そこ

で、コミュニケーションが薄くなっていると。こ

れをまずアップするのは、一番手っ取り早いのは

挨拶ではないかと、こういうふうに考えているわ

けです。それで、私も挨拶日本一、これは福岡県

のみやま市に私ども会派で視察に行ってきたわけ

でありますが、これはもう本当に真剣になって取

り組んでおりまして、挨拶をやることによって成

績を上がったと。どういうふうな関係で結びつい

たのかわからないと答弁しておられましたけれど

も、まずいじめがなくなる。こういうことに対し

てしっかりとしたコミュニケーション、誰かも言

っていましたけれども、一番最初にあるのは、コ

ミュニケーションの最初はやっぱり挨拶だと思い

ます。そこで、私も視察へ行った資料の中で、タ

イトルとしては「挨拶で明るいみやま市をつくり

ましょう」というふうなタイトルを持って、これ
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はやっぱり名寄市も本当にいずれでもいいのです

けれども、挨拶で明るい社会をつくっていく。こ

れが本当に大切なのだと思いますけれども、これ

について市長、ぜひ明るい社会をつくるために挨

拶日本一を目指してみやま市を負かしてやれるよ

うなことをやったらいいのではないかと思います

けれども、見解をちょっと伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たしか名寄の駐屯地は、

挨拶、敬礼日本一と掲げていましたよね。今それ

ぞれの小学校でも今日挨拶運動というのをたしか

当番を決めて、朝それぞれの子供たちが立ってや

っているというようなこともあって、挨拶につい

てはさまざまな取り組みをされているのだという

ふうに思います。いきなり日本一ということを掲

げるかは別として、そのことの重要性は非常に認

識をしておりますし、さらに学校や、あるいは町

内会、我々大人たちがまた率先してそのことを子

供たちにやっていくということも大事だろうとい

うふうに思います。私は、ちなみに毎朝歩いて市

役所まで来ていますけれども、会う人、会う人に

必ず挨拶をするようにしていまして、知らない人

はびっくりして何だろうというような形で見てい

く人もいますけれども、我々がまずはそういうこ

とを率先してやっていくということも必要なのか

なというふうに思っています。引き続きその重要

性は認識をし、あらゆる場面でそのことがしっか

りと運動となるように努力をしていきたいという

ふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 私も真ん前を名高

生が通るわけなのですけれども、あしたから早速

おはようございますというふうに声をかけてまい

りたいと思っております。

いじめに関しては、いずれは本当になくなって、

明るい社会をつくる根本だと思いますので、どう

ぞしっかりと進めていただきたいと、このように

思います。

上川北学区の公立高等学校の配置計画について

は、再編を受け身で待つことなく、今後とも地元

の子供のニーズに応える議論をしっかりと進めて、

やはり道教委のほうに要請を続けていただきたい

と、こういうふうに考えております。よろしくお

願いします。

それでは、アレルギー問題でいっぱい質問した

かったのですが、時間がありませんので、１点だ

けお伺いしたいと思いますが、まず食物アレルギ

ーの対応について、調査研究協力者会議の調査に

よると詳細な献立に対応している弁当、学校給食

の対応として、詳細な献立対応が２ １％、弁当

対応が１ ８％、除去食対応が３ １％、これは

代替食対応が２２％という、実態調査でわかった

と報告されているのですけれども、これを調査会

議ではアレルギーに対して医師の診断書等の提出

がないまま、保護者から申し出だけで対応してい

るというふうな指摘をされているのですけれども、

名寄の場合はどういうふうなことになっているの

か、その１点をちょっとお聞きいたしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 名寄市のアレルギー

対策ということでありますけれども、名寄市のア

レルギー給食は平成５年から実施をしていて、道

内においても先駆けて実施をしているセンターで

あると自負しているところであります。アレルギ

ーの原因となる食物の完全除去、代替を実施して

いるところは道内でも２カ所ほどと聞いておりま

す。アレルギー給食の基本は、正確な情報把握と

その共有であると考えており、食物アレルギーを

持つ児童生徒への対応として、毎年医師の診断書

を提出いただき、個別の対応を学校、保護者と協

議しているところであります。また、アレルギー

の原因食物が複数食品になる児童生徒も多く、１

人ずつのきめ細かな対応が必要というふうには考

えているところであります。このため栄養教諭を

初め臨時の栄養士を１名、パート調理員を３名、
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アレルギーの原因ともなりやすい食品を原材料と

して使用せずに製造した製品など食物アレルギー

であっても摂取可能な食品開発が進められており、

学校給食においても卵の入っていないプリン、小

麦の入っていないカレールーなど全ての児童生徒

に同じメニューを提供するような、そういった形

で努めているところであります。このようにアレ

ルギー給食にあってもほかの児童生徒と同様に学

校給食を楽しむ、そういうことができるように、

より一層食物アレルギー対策の充実を図ってまい

りたいというふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） わかりました。

それから、もう一つ気になるのはエピペンの使

い方なのですけれども、これは職員でしっかりと。

エピペンは自分で管理して自分でやるのが基本な

のですけれども、職員はしっかり知らせておくべ

きだと思いますし、そういう対応については職員

もしっかりとわかってもらいたいなというふうに

要望しておきたいと思います。

最後に、地域見守りネットワーク事業について。

先ほど見守りネットワーク事業について合わせて

３８事業団体が入っているということでございま

すが、私気になっているのは消費者被害を未然に

防ぐために、その人たちと別個なために、何か識

別のあるものが必要なのではないかと思いますけ

れども、その見解について伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時２７分

再開 午後 ３時２８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 地域見守りネッ

トワーク事業につきましては、直接高齢者の方の

ところにお願いしている事業者の方が訪問すると

かということではなくて、新聞が玄関にたまって

いるですとか、カーテンが日中閉め切りになって

いるですとか、そういったことを遠くからさりげ

なく見守っていただくということがこの事業の本

旨でありまして、そういうところで気づいていた

だいて、市の包括支援センターに御連絡をいただ

きましたら、市の包括支援センターが対応させて

いただくという事業になっております。それで、

今議員から御提言がありました、そういった事業

者が社会貢献されているですとか、そういった見

守りネットワークをやっていただいているという

ようなマークというか、そういったことも必要か

もしれませんので、今後ネットワークの会議の中

で少し議論させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

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２９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子
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署名議員 東 千 春
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