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平成２８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年６月１５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

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、

１０番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 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。

ふうれん望湖台自然公園の管理運営について外

２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 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

次質問してまいります。

初夏のすがすがしい季節を迎え、ことしもふう

れん白樺まつりの開催が４日後に予定されていま

す。ことしで３７回目を迎えるふうれん望湖台自

然公園を会場に毎年開催されているこのお祭りは、

大自然の中に人が集い、語らうことで、日々の生

活に活力が生まれる大変意義深い機会であると考

えています。そこで、大項目１、ふうれん望湖台

自然公園の管理運営についてお伺いいたします。

最初に、小項目１、公園内の管理運営について

であります。昨年度センターハウス及びテニスコ

ートは解体されましたが、コテージ、バンガロー、

オートキャンプ場等公園内には利用可能な施設が

幾つもあることから、平成２７年度の利用状況に

ついて利用者数をお聞きいたします。

次に、小項目２、公園内の安全対策についてお

聞きいたします。まず、安全に使用できるよう遊

具の管理についてはどのような対策がなされてい

るのかお聞きいたします。また、木道や遊歩道に

ついても対応をお聞きいたします。

さらに、公園内に設置されている句碑や歌碑に

ついてですが、設置されている場所の状態もあり、

中には傾いてきているものもあります。設置関係

団体でもある名寄市、風連町文化協会とも話し合

いがなされているとお聞きいたしておりますが、

今後の対応についてお聞きいたします。

続いて、小項目３、市民憩いの場としての整備

計画についてお聞きいたします。公園内には、エ

ゾノリュウキンカ、ニリンソウ、ザゼンソウ、ミ

ズバショウなど自生する植物のほかにもハナショ

ウブやアイリス、スズランなど植栽され、管理さ

れてきた花を見ることができます。また、春先の

新芽美しい木々や桜の花、シラカバの樹木にも心

を癒やされます。この美しさを守り継ぐには、一

定の手をかける必要があることから、植生を生か

した整備計画についてお聞きいたします。

また、望湖台自然公園の特徴でもある忠烈布湖

について、かつてはカヌー教室や３年に１度の鯉

まつりも行われていたことから、湖を生かす環境

整備の計画についてお聞きいたします。

次に、大項目２、市民皆スポーツを目指す取り

組みについてであります。今年度名寄市には、ス

ポーツ・合宿推進課が新設され、スポーツをキー

ワードにした新たな取り組みが報道等でも紹介さ

れる中、さまざまな可能性に思いをはせ、期待を

膨らませています。その一人として、市民がスポ

ーツを一つの手段として健康で日々の生活に潤い

を持つことができるように、またスポーツへの多

様なかかわり方ができるようにと願い、現状と今

後の見通しについてお伺いいたします。

小項目１、地方創生総合戦略を柱にした市民皆

スポーツへの取り組みについてお聞きいたします。

合宿誘致に対する市民理解を深め、市民意識の醸

成を図ることにより、市と市民が一体となった合

宿誘致を推進する基本的方向は、市民皆スポーツ

の意識醸成にもつながるものと考えますが、具体

的施策と進捗状況についてお聞きいたします。
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小項目２は、市民参加型スポーツイベントにつ

いてであります。名寄市を会場に開催されている

スポーツイベントへの市民応援について、実態と

さらなる機運を高める対応策をお聞きいたします。

次に、小項目３、関係団体のネットワーク化に

ついてであります。生涯にわたりスポーツに親し

むことは、健康の保持増進を目指す上で重要であ

ることから、スポーツに関する情報をわかりやす

く発信するために、行政組織や体育協会、協議団

体等関係団体の連携について見解をお聞きいたし

ます。また、他市町村との広域連携についての現

状と見通しについてお聞きいたします。

最後に、大項目３、児童生徒の安心、安全を担

保する支援についてであります。小項目１、登下

校時における安全対策及び支援についてお聞きい

たします。平成２７年度から平成２８年度にかけ

て市内小学校の学区変更がなされたこともあり、

遠距離通学対象児童生徒の実態について、スクー

ルバスの利用者数も含めお聞きいたします。

次に、小項目２、放課後活動への支援について

であります。放課後子ども教室の平成２８年度参

加者数及び現時点での運営状況についてお聞きい

たします。

また、就学前の支援を必要とする子供たちのた

めの放課後等デイサービスについては、市内民間

組織での運営がなされていますが、名寄市として

の連携や支援の有無についての状況をお聞きいた

します。

次に、放課後の子供たちが安心して遊ぶことの

できる児童公園について、遊具の老朽化やペンキ

の剥がれ、柵の破損箇所が見られる公園もあるこ

とから、点検整備は急務であると言えます。その

計画についてお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） おはようござい

ます。山崎議員からは、大項目３点にわたり御質

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と３については教育部長から答弁させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、ふうれん望湖台自然公

園の管理運営について、小項目１、公園内の管理

運営についてお答えいたします。平成２７年度の

開設期間における望湖台自然公園内の施設利用実

績については、オートキャンプ場が２６組８９人、

フリーサイトが２３組６６人、コテージは３棟合

わせて３９組２２６人の利用がありました。キャ

ンプ場につきましては、昨年７月中旬にキャンプ

場付近にヒグマの出没が確認されたことから、確

認以降テントでの宿泊利用を休止しました。それ

に伴い、平成２６年度に比べキャンプ場の利用者

は大幅に減少する結果となっております。バーベ

キューハウス風扇館の利用につきましては８組３

４人、施設全体の利用実績については９６組４１

５人の実績となっております。

続いて、小項目２、公園内の安全対策について

お答えいたします。施設内に設置してあります遊

具等につきましては、センターハウスの解体にあ

わせ撤去したものもありますが、一部残っている

遊具についても老朽化し、使用に耐えないものが

ほとんどのため、使用できない旨の表示とロープ

で囲み、使用を制限しております。今後安全上問

題のある遊具については適宜整理していきたいと

考えております。

昭和６２年から風連町文化協会がふうれん出会

いの森事業として有志を募り、昭和６３年同自然

公園内に５９基の歌碑、句碑等を設置し、長く訪

れる人の目を楽しませてきました。しかしながら、

設置から３０年近く経過し、それぞれ経年による

傾きや樹木の成長により視認が困難なものも出て

きており、風連町文化協会からも今後の維持管理

等について移設も含め相談もいただいてきている

ところですので、それらの取り扱いにつきまして

は文化協会と協議をしながら、今後の方向性を決

定していきたいと考えております。

また、木道等遊歩道につきましても老朽化によ



－40－

り現在使用できない箇所も多く存在しています。

危険箇所についてはロープを張るなどの安全対策

を行っておりますが、引き続き管理委託事業者と

連携をとりながら安全対策に配慮してまいりたい

と考えております。

次に、小項目３、市民憩いの場としての整備計

画についてお答えいたします。望湖台自然公園に

つきましては、センターハウスを中心にオートキ

ャンプ場、散策路、レクリエーション施設を備え、

市民の憩いの場として親しまれてきました。園内

には、保安林の位置づけもあることから、北海道

の治山事業等を活用しながら適宜維持管理に努め

てまいりました。センターハウスの閉鎖に伴い、

現在は夏季のみの利用としていることから、各施

設の老朽化もあって以前に比べますと各施設の状

態も良好とは言えないものも多くなってきており

ます。また、カヌー乗り場、海洋クラブ艇庫につ

いても指導者の減少から利用実績はほとんどなく

なっていることから、施設の管理状況も低下して

きておりますが、引き続き備品類の管理、景観へ

の配慮も含めた必要な施設修繕等を行いながら、

利用ニーズに対応できるよう維持管理に努めてま

いります。

地域のにぎわいづくりもあわせたイベントに関

しては、今週末に開催されますふうれん白樺まつ

りが毎年望湖台自然公園を会場に行われてきてい

ます。以前は、公園を会場にさまざまなイベント

が実施され、代表的なものに風連まちづくり観光、

忠烈布美化協力会が主体で３年に１度堤体や水門

の点検のためダム湖の水を抜くのにあわせて行わ

れました鯉まつりもありましたが、さまざまな要

因もあり、平成１７年の開催を最後に終了してき

ております。継続している事業は引き続き、また

地域や団体から自然公園を会場にした新たなにぎ

わいづくりイベントの協力依頼等につきましては、

可能な範囲で支援をしていく考えでおりますので、

御理解くださいますようお願いいたします。

現在公園全体管理につきましては、花の植栽や

除草等の環境整備は上川北部森林組合に、キャン

プ場等の運営は名寄振興公社にそれぞれ業務を委

託し、一定の予算をかけながら自然公園として機

能を維持しておりますが、具体的な整備計画に関

しましては自然公園の観光施設としての位置づけ

とあわせ、今後策定いたします名寄市観光振興計

画の見直しの作業の中で議論をしてまいりますの

で、御理解くださいますようお願い申し上げます。

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２、

市民皆スポーツを目指す取り組みについてお答え

をいたします。

初めに、小項目１の地方創生戦略を柱にした市

民皆スポーツの取り組みについてですが、名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略では近年の出生

数の低下と転出者の増加など人口減少の加速化が

危惧されている状況にあることから、国の取り組

みと連動し、本市が有する資源を最大限に活用し

ながら、将来にわたって自立的で持続的な地域づ

くりに取り組んでおります。総合戦略の具体的な

取り組みとして、冬季スポーツの拠点化事業を推

進していますが、本市の豊富な積雪量と集約され

た冬季スポーツ施設、これらの恵まれた環境を生

かしてスポーツ合宿の受け入れ組織となるスポー

ツコミッションの設立を目指して交流人口の拡大、

地域経済への高い波及効果を狙うとともに、冬季

ジュニアアスリート、指導者の育成にも積極的に

取り組んでいるところです。冬季スポーツの拠点

化では、ジュニアアスリートを中心としたエリー

トアスリートの育成と同時にさまざまなスポーツ

事業を推進する上で最も重要な市民皆スポーツを

目指した取り組みも実施してまいります。市民皆

スポーツの推進に当たっては、スポーツと健康づ

くりを結びつけた事業の取り組みやスポーツ振興

アドバイザーの阿部氏と名寄市立大学との連携に

よるスポーツ健康プログラムを地域のコミュニテ

ィー活動などにおいて実践し、市民がスポーツに

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号



－41－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

触れる機会をふやしていくことで市民が健康で豊

かな生活ができるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２の市民参加型スポーツイベント

についてですが、２０２０年東京オリンピック、

パラリンピックの開催決定を機にスポーツの価値

が大きく見直され、地域社会においてスポーツの

果たす役割は大きくなりました。スポーツは、地

域住民の結びつきを強め、地域の一体感を生み出

すなど互いに顔が見える地域づくりに大きく貢献

をしており、地域住民が連携、協働しながらスポ

ーツを主体的に楽しむことができる地域スポーツ

の環境整備や今後ますます必要性が増していくも

のと考えております。また、スポーツに参加する

形態も、するスポーツだけではなく、プロスポー

ツ等のトップレベルの試合観戦をする見るスポー

ツやスポーツ指導者、スポーツボランティアのよ

うに支えるスポーツという形態も重要視され、生

涯にわたりスポーツに親しむことができる環境整

備も重要なことと考えております。

本市における代表的な市民参加型スポーツイベ

ントとしては、毎年５月に開催されております憲

法ハーフマラソンやチャレンジデー、１０月に開

催されていますスポーツフェスティバルなどがあ

り、例年多くの市民に参加していただいていると

ころであります。また、本年２月に開催された全

国中学校スキー大会ノルディック競技会のように

全国、全道規模のスポーツ大会が開催されており、

市外から多くの方が本市を訪れ、冬季スポーツを

楽しんでいただきました。今後におきましてもス

ポーツによる地域づくりが推進するよう市民参加

型スポーツイベントの開催、内容を充実させ、す

る、見る、支えるの観点に立って多くの市民がス

ポーツにかかわることができる機会をつくり出し

てまいります。

次に、小項目３の関係団体のネットワーク化に

ついてですが、本市が進めている総合戦略におい

て冬季スポーツの拠点化事業は冬季スポーツを推

進しながら地域住民や民間団体などとの連携を図

ることにより、スポーツの振興だけではなく、経

済、雇用の好循環化により人口減少を抑制するこ

とが目的の一つであります。また、地域一体とな

った取り組みが必要であり、事業推進に当たり情

報の共有は欠かすことができません。現在市内の

スポーツ関係団体が一堂に会し、意見交換や情報

共有を図る機会はありませんが、その必要性は認

識しておりますので、今後は情報共有の必要性と

さまざまな情報をどう活用していくかといった目

的を明確にした上でスポーツ関係団体とのネット

ワーク化を検討してまいります。

次に、スポーツによる近隣自治体との広域連携

ですが、平成２２年に設立された上川北部広域ス

ポーツクラブの活動を中心に連携を図っていると

ころであります。ジャンプ、エアリアルなどの冬

季スポーツ教室の実施やこどもスポーツ大学を開

催し、子供たちの運動能力を開発しながら、将来

有望なタレント発掘、育成を行っております。今

後もこの活動を通じて子供たちのすぐれた能力を

発掘し、その資質や適性に応じたスポーツ競技を

取り組ませる機会をふやしてまいります。

次に、大項目３、児童生徒の安全、安心を担保

する支援についてですが、小項目１の登下校時に

おける安全対策及び支援について、本市において

は統廃合した学校と僻地地区にある学校を対象に

スクールバスを運行し、また学校までの通学距離

が長い児童生徒に対し遠距離通学の助成をしてい

るところであります。平成２７年度の実績では、

遠距離通学の助成については小学生で通学助成が

２名、冬期間の助成が３１名、中学生では通年助

成が５名、冬期間の助成が９名となっており、公

共交通機関やデマンドバス、自家用車での利用と

なっているところであります。また、スクールバ

スの運行においては、名寄日進線など６路線で、

小学生は３７名、中学生は２４名の利用があった

ところです。本年度は、東風連小学校の統合によ

り東風連線が新設され、８名の児童が風連中央小

学校に通学しております。
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次に、小項目２の放課後活動への支援について

ですが、初めに放課後子ども教室の活動状況につ

いてお答えいたします。本市では、市内の子供た

ちの放課後の居場所づくりのため、社会教育施設

等を活用して放課後子ども教室を開設し、小学校

４年生から中学校３年生までの小中学生を対象に

自学自習やテーマ学習を行っております。本年度

の参加状況については、名寄地区小学生教室が１

９名、名寄地区中学生教室が６名、風連地区小学

生教室が１７名、風連地区中学生教室が２名の合

計４４名であり、各教室３名から４名の指導者と

教室運営と安全管理の役割を担うコーディネータ

ー１名が指導に当たっております。各教室の活動

場所は、名寄地区では小学生教室は児童センター、

中学生教室は市民文化センター、風連地区では小

学生教室、中学生教室ともにふうれん地域交流セ

ンターで開設しているところであります。特に風

連地区の教室では、昨年度までは小中学生が同じ

会場で活動しておりましたが、今年度は参加人数

が増加したため、小学生と中学生が活動する会場

を分けたことにより、子供たちはゆとりのある部

屋で落ちついて学習に取り組んでおります。

活動内容につきましては、自学自習の活動では

子供たちは授業の予習、復習や宿題に取り組んだ

り、持参してきた問題集等を活用して計画的に学

習しております。テーマ学習では、講師の指導を

受けながら、国語や算数、数学、外国語、ＮＩＥ

等の学習に取り組んでおります。放課後子ども教

室では、子供たちの学習環境を整えるため、辞書

や英語検定受検用問題集等を備え置いたり、一日

の活動の流れが一目でわかるよう掲示するなどの

工夫をしております。今後も教育委員会といたし

ましては、放課後子ども教室の活動内容を工夫し

たり、活動環境を充実させることにより、子供た

ちがみずから学ぶ態度を育てるとともに、学習習

慣が定着するよう努めてまいります。

次に、放課後等デイサービスについてですが、

小学生から高校生の障害児を対象にして、放課後

や長期休業中に生活能力向上のための訓練等を継

続的に提供し、障害児の自立を促進するための福

祉サービスです。本事業の実施に当たりましては、

一般的な子育て施策を専門的な知識、経験に基づ

きバックアップする後方支援として、学校や関係

機関と必要な連携を図りながら、適切な事業運営

を行うことが求められております。現在名寄市内

には２カ所の民間の放課後等デイサービスの事業

所があり、約４０人の児童生徒がサービスを利用

しております。

御質問のありました放課後等デイサービスに対

する支援につきましては、主に次の３つの支援を

行っております。１つ目は、放課後等デイサービ

スの事業所向けの支援です。具体的には、市内の

２カ所の放課後等デイサービスの事業所に名寄市

障害者自立支援協議会の相談支援・権利擁護部会

の構成員になっていただき、毎月開催している本

部会議に出席をしていただいております。本部会

では、福祉の制度だけに関する最新情報を共有し

たり、地域の課題についての検討を行ったりして

おりますので、本部会に出席することで地域の状

況の把握が可能になっております。また、市内の

関係機関との連携も深まりますので、今後も継続

して取り組んでまいりたいと考えております。

２つ目は、放課後等デイサービスの事業所の職

員向けの支援です。具体的には、基幹相談支援セ

ンター事業、ぽっけとこども発達支援センターの

共催で今年度職員向けの勉強会を年５回開催する

予定です。先日１回目の勉強会を発達障害という

テーマで実施し、市内の放課後等デイサービスの

職員、学校の教職員など約６０名の参加があった

ところです。お子さん一人一人の実態に合った支

援を行うためには、放課後等デイサービスの職員

の支援の質の向上が必要となりますので、今後も

継続して勉強会を実施し、職員の支援の資質の向

上に努めていきたいと考えております。

３つ目は、福祉と教育の連携に関する支援です。

放課後等デイサービスの事業を実施する際には学
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校との連携が欠かすことができません。現在基幹

相談支援センター事業、ぽっけでは、福祉サイド

の取り組みであります名寄市障害者自立支援協議

会の運営を行っておりますが、教育サイドの取り

組みであります名寄市特別支援連携協議会にも出

席し、小中学校の教員の方々との連携にも取り組

んでいるところであります。本市の障害児、者の

相談支援の中心的な役割を担う基幹相談支援セン

ター事業、ぽっけが学校と放課後等デイサービス

の事業所の両方とのかかわりを持つことで、両者

の連携がよりスムーズなものになると考えており

ます。まとめになりますが、今後も基幹相談支援

センター事業、ぽっけを中心にして放課後等デイ

サービスの事業所への支援を行うとともに、福祉

と教育のより一層の連携に努めてまいりたいと考

えております。

次に、安全、安心な児童公園の確保についてで

すが、都市計画公園の点検につきましては、遊具

の利用が始まる春に一斉点検を行い、これ以降都

市計画公園は指定管理者や高齢者事業団への委託

により点検を行い、ふぐあいや要修繕箇所は随時

報告を受け、対応を行っております。また、遊具

等の更新につきましては、名寄市公園長寿命化計

画に基づき、国の事業を活用して施設の機能維持

を図っております。都市計画公園以外の公営住宅

団地内の児童遊園につきましても都市計画公園と

同様に春の一斉点検を行い、以降は地域の皆様か

らの情報提供により、遊具やフェンスなど子供た

ちが利用する際にふぐあいがあるものについては

予算内でできる限り補修や修繕等を実施しており

ます。また、著しい劣化によりこれ以上の使用が

危険だと判断した場合は、撤去等を行っておりま

す。この児童遊園の整備につきましては、ジャン

グルジムや鉄棒、滑り台など遊具の設置基準はな

く、また更新や補修に対しての補助制度もないこ

とから、遊具更新は市の一般財源を使った対応と

なるため、計画的な整備が進んでいない状況にも

あります。また、原状復旧が困難で危険なフェン

スや遊具がある場合は、使用中止の看板を表示す

るとともに、団地の世帯構成や子供たちの利用状

況を判断し、維持管理上の優先順位等を検討しな

がら対応してまいりますので、御理解をお願いい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御答弁いただきまし

た内容につきまして再度質問させていただきます。

まず、望湖台自然公園の利用者数についてです

が、今報告いただきました利用者数の中で名寄市

民の方はどのぐらい利用されていますでしょうか。

わかる範囲お答えをお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した望湖台自然公園の全体の利用者数における市

内外の割合なのですが、こちらにつきましてはキ

ャンプ場につきましては市民の方が１組使われて

おりますけれども、あと残り全体の８５組につき

ましては全部市外の方の御利用となっております。

ちなみに、市外の利用のうち全体としてキャンプ

場につきましては７組が道外の方、そして４１組

が道内の方というような形になっております。全

体でいいますと、コテージにつきましても道外の

利用の方が３組と、道内の方が３６組というよう

なことで、道外の利用の方も結構いらっしゃると

いうことで、先ほどの質問にありました市内外で

いえばほとんどが市外からの御利用の方になって

いるというような状況になっています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄市以外の道内の

方、それから北海道外の方から利用していただい

ているということにつきましては、大変ありがた

いことだなということを思うところでありますけ

れども、やはり身近な公園を市民が親しく使って

いない実情がここに浮かび上がってくるのではな

いかと思っております。先ほど望湖台自然公園は
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夏季の利用というお話がありましたけれども、も

とのセンターハウスに上がっていくところの道路

といいますか、そこの入り口のところは雪が解け

た後もずっと入り口が閉鎖されているのですが、

その状態については親しく市民が上がっていくよ

うな状況をとることは難しいということなのかど

うかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問あり

ましたもとのセンターハウスのほうに上る、今で

いいますとコテージのほうに行くほうの入り口の

ところなのですけれども、実を言うとセンターハ

ウスについては昨年取り壊しをさせていただいた

ということであります。また、上につきましては

コテージと、あと旧観光センターのところが建物

があります。実は昨年もあったのですけれども、

コテージの利用ができるときから入り口のところ

の錠については外していたのですけれども、結構

というか、いたずらが非常に多く、自然公園全体

の部分についてはキャンプ場に管理人を１名配置

して管理しているのですけれども、なかなかその

部分について管理が行き届かないという部分もあ

りまして、現在はコテージの利用の予約が入って

利用していただけるときにつきましては入り口の

開門をしているのですけれども、それ以外のとき

については一応施錠をさせていただいているとい

うことで、１名の管理体制でやっているというこ

とで、そこまで管理が行き届かない部分も含めて、

そういったことの事例があったということで現在

対応させていただいているところであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 管理体制１名という

ことで、理解しないわけではないのですけれども、

やはり望湖台のところに入ってきたその一番入り

口のところが施錠されている。そして、看板等も

古くなってきておりますので、ペンキの剥がれ、

そしてまだセンターハウスの表示が残っている看

板がそのまま設置されているのです。そういうこ

とからしても、たまに望湖台に行きましても市民

の方をほとんど見かけなくなったと。ここ数年そ

んなふうに思っておりまして、やはり市民の財産

としての望湖台でありますから、人が森林浴です

とか、気楽にといいますか、焼き肉をしようとか、

そういうことで訪れることのできるような環境整

備を望みたいと思っています。先ほどの遊具の破

損があるので、危険箇所を知らせるロープをとい

うこともありましたけれども、至るところに危険

ですというロープが張られておりまして、それに

つきましても景観にマッチするものではないこと

から、望湖台の荒れをどうしても感じさせてしま

う、その取り組みについて何とか別な対応策を求

めたいと思っていますが、お願いしたいと思って

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほども御答弁

させていただきましたけれども、望湖台自然公園

につきましては自然公園として位置づけておりま

すし、市の観光資源の一つとしても位置づけてお

ります。今年度名寄市の観光振興計画の見直しの

作業をさせていただく中で、市内に望湖台に限ら

ずさまざまな観光資源として位置づけている施設

が多くありますので、それらも含めてどういった

利用の部分が、管理の部分について隅々まで行き

届けるのは当然ベストなのですけれども、一定的

な管理をするということにつきましては一定程度

の財源もかかるということで、そういったことで

どういった目的に沿って今後それぞれの施設を維

持管理進めていくことがベストなのかということ

をも含めて、地域の方々も含めて今後観光振興計

画の見直しの中で検討させていただきたいという

ことで考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その観光振興計画に

つきましては、望湖台周辺の南側に当たる湖の周
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囲を歩けるようになっていた遊歩道もあったので

すけれども、それも含めてというふうに受け取ら

せていただいてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した望湖台の全体の周囲ということも含めて、ど

ういったことが全体的な管理をする上で、それが

適切なのかということと一定の選択と集中ではな

いのですけれども、そういったことでそういった

視点に立った管理を進めていくということも必要

だと思いますので、それらも含めてこの施設をど

ういう位置づけで今後資源として取り扱ったらい

いのかということも含めて検討していきたいとい

うことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思っていますけれども、やはり具体的なものを示

していただきたいなというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思いますし、特に

忠烈布湖につきましては名寄市の中では珍しい資

源だと思っております。あそこにはもともと艇庫

が設置されておりまして、学校教育の中でも、そ

れから生涯スポーツの分野でも有効に利用されて

いたものが今ほとんどここ何年も利用されている

状況にありません。それにつきましては、指導者

の減少がというお言葉がありましたけれども、指

導者を育成するお考えはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今カヌーとか、そう

いった部分で、過去には忠烈布湖のほうで開催さ

れて、今指導者のことから含めてそういった活動

もとれていないということでありますけれども、

活動している方もいらっしゃるというふうにも聞

いています。あそこの施設整備については、先ほ

ど水間室長が言ったとおり全体的な改修の中でど

のようにやるかというところになっているかと思

いますけれども、指導者の育成という部分では、

これはこのカヌーだけに限ったことではなくて、

名寄市全体のスポーツ振興にかかわってどうする

かという大きな課題があるというふうに思ってい

るところであります。そういった面では、ほかの

スポーツも含めて指導者をどのように育成してい

く。それは、先ほど山崎議員から言われましたけ

れども、体育協会、協議団体との情報共有をしな

がら、課題も明らかにして、どういった相互連携、

支援体制ができるかということもかかわってくる

かと思いますので、そういった全体的な中での指

導者育成も図ってまいりたいと思いますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひ具体的な対応策

を考えていただいて、市民にわかるように示して

いただきたいと思っております。望湖台のことも

そうですけれども、少しスポーツのかかわりも出

てきましたので、大項目２のほうに再質問を移ら

せていただきます。

市民皆スポーツということでお話をさせていた

だきましたのは、やはり年代によってスポーツへ

の取り組み方というのは大きく異なってくると思

います。さまざまな施設が名寄市内にあると思っ

ていますけれども、今回設置されましたスポーツ

・合宿推進課、合宿を推進するときの目的の主た

る目的というものが決して交流人口の拡大だけで

はないというふうに思っているのですけれども、

最近新聞を見るにつけてもどこどこのまちにどう

いう合宿が誘致されて、取り組みが進んでいる。

例えば士別市に雪印が来ています。ジャンプの団

体が士別市で合宿をされている。それはもちろん

どこでどういうつながりを持ってやっていただけ

るかということについて望ましいことだと思いま

すけれども、では名寄市はと思ったときにやはり

３カ月過ぎましたところでもう少し具体的な姿を

見せていただきたいなというふうに思っています。

合宿推進に向けての今行われている内容について

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。
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〇教育部長（小川勇人君） 合宿誘致についてと

いうような御質問ですけれども、昨年の総合戦略

の中でも交流人口の拡大を主とした合宿誘致とい

うふうに考えておりますけれども、先ほどから山

崎議員からありますように、市民皆スポーツとい

う視点に立ちまして答弁をさせていただきました

けれども、ただスポーツをやることだけではなく

て、スポーツを見る方、また支える方、そういっ

た方々が総称して市民皆スポーツということで、

そういった視点に立って取り組みを進める必要が

あるというふうに私も認識をしているところであ

ります。

合宿誘致にかかわる具体的な取り組みは、早々

にそういった組織も立ち上げたいというふうに考

えてはいましたけれども、これはこれまで長年に

わたって関係団体との連携がとれていない状況と

いうのは事実ありますので、個々の団体との調整

といいますか、どこまで何をできるかという話を

やっているところであります。形だけつくっても

それが機能しなければだめですので、それぞれの

旅館業組合であったり、体育協会であったり、ま

ちづくり観光協会あったり、そういったところは

どういった形で機能を高めて、お互い連携できる

かということをしっかり具体的に詰めながら、そ

れに立って全体的な組織を立ち上げたいというふ

うに思っているところであります。少し時間かか

っていますけれども、できれば秋ぐらいには立ち

上げ、来年冬にかけてまた大きな全国、全道大会

とかありますので、そこには市民が応援していっ

てくれるような、また市民がおもてなしができる

ような、そういったような体制づくりも含めて今

検討しながらいきますので、具体的にどこまでど

ういうふうに進んでいるかということはこの場で

はちょっとまだ答弁する段階には至っていません

けれども、何とか形つくりながら体制を整えたい

というふうに考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ただ組織を立ち上げ

るのではなく、実際に機能できる組織を立ち上げ

るという今のお言葉を重要に受けとめて、しばら

く待ちたいと思います。また改めて議論させてい

ただきたいと思っております。

そこで、合宿誘致、それからスポーツイベント

にかかわりましても、皆さんが競技をする側にな

るわけではないところから、例えばボランティア

を募集するというようなお言葉もありましたけれ

ども、今札幌で開催される冬季アジア大会に向け

て札幌市を中心に道内各地からボランティアスタ

ッフを募集しています。５００人ということで募

集されています。そして、士別のハーフマラソン

でもボランティアとしてかかわるところでアスリ

ートの方と実際言葉を交わすことができるという

ような取り組みの中でスポーツを身近に感じる、

そんなスポーツへのかかわり方もあろうかと思い

ますので、その点に関して考えをお聞きしたいと

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） 合宿やスポーツ大会

等におけるボランティアということだというふう

に思いますけれども、当然大会を行うに当たって

は大会会場では役員も不足している状況でありま

すので、そうしたボランティア、冬ですからそこ

でのいろんな温かいものを提供するようなボラン

ティア、前回の全国中学スキー大会においては開

会式にＰＴＡ連合会がお餅のおもてなしをしたと

いう、いろんな形でのそういったおもてなしなり

運営に対するお手伝い、そういったものは多くの

ボランティアの人の手をかりなければ大会の運営

盛り上げることもできないというふうに考えてい

ます。そういった点につきましては、協議の運営

についてはこの程度必要だというのはわかるので

すけれども、どういったおもてなし、歓迎をする

かという部分はこれからちょっと先ほど言いまし

た合宿誘致の受け入れの組織の立ち上げの中でも

協議をしながら、どこの担当がどういった形でボ
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ランティアを募集をしたり、やったらいいのか、

それとも全体でのボランティアというふうに募集

をして、それぞれ割り振ってやったらいいのか、

その点も含めて検討してまいりたいというふうに

思っていますけれども、いずれにいたしましても

そういった多くの方のお手伝いがなければ運営は

できませんし、名寄市としての盛り上がりもつく

れないというふうに思っていますので、今後積極

的に取り組んでいきたいと思いますので、御理解

をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思います。

その一番大きな、簡単なと言うと語弊があるか

もしれませんけれども、誰にでもでき得る可能性

のあることとしては、やはり応援する気持ちを表

現するということではないかなというふうに思っ

ております。先ごろ憲法ハーフマラソンが行われ

ました。ホームページを立ち上げましたら、たく

さん感動的な写真が載せられておりましたけれど

も、どうも背景が緑ですばらしい競技場、自然の

中での皆さんの走りというふうには見てとれるの

ですが、沿道の応援が少ないのではないかという

ふうに思いました。地域の方にお話を伺いました

ら、昔は名寄と風連の間を走る憲法記念ロードレ

ースという形で行っておりましたので、警察のい

ろんな道路事情も、管理事情もあるのではないか

と思いますが、一般道を走ることで自然と出くわ

す市民の方が頑張ってねという声をかけてくださ

る、そういうような取り組みが今ちょっと施設が

立派になってなよろ健康の森のほうに行っている

がゆえに一般の道路を走ることが少なくなってい

るのかと思っているのですが、この点に関して具

体的にはコースは変更するとか、もっと市民に身

近なところでイベントを持つというようなことに

ついては難しいのでしょうか。求めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 各種大会とかイベン

トを町中でやればということだと思いますけれど

も、まさにそのとおりだというふうに私も思って

いるところであります。まちの中でやればそこに

行かなくても何かのお買い物のついでだったり、

いろんな面で立ち寄って応援をしてくれる方もい

るかと思いますし、そういうイベント、大会の盛

り上がりもできるかと思います。ハーフマラソン

につきましては、健康の森からサンピラー温泉に

向かってということなので、多分応援しているの

は家族の方か関係者だけかなというふうに思って

います。ことしうれしいことに９００人を超える

エントリー者があったということで、逆にちょっ

と駐車場の課題等もあったというもこともありま

すので、コースの選定なり、そういった場所の部

分については今実行委員会の中でもどうしたらい

いのかというのを検討しているところであります。

言われている部分、できれば本当に町中を走って

多くの方に見てもらうというのがいいかというふ

うに思いますけれども、言われたように警察の関

係であったり、警備上の関係、安全対策の関係と

か、いろいろな問題がありますので、１つそこは

慎重に対応していかなければなりませんけれども、

マラソン大会以外にもそういった気軽に見られる、

そういったようなイベントができないかというこ

とも模索をしているところでありますので、そう

いうこともしなければやっぱり市民の関心も高ま

ってこないというふうに考えていますし、ボラン

ティアも含めてふえてくる状況でないかと思いま

すので、そういったことも検討していきたいと思

いますので、そういう体制の御意見等も何かあれ

は今後ちょっといただければというふうに考えて

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 本日市役所に来るま

でに５人の方が奥さんと一緒にだったり、お一人

だったり、いろいろな形で歩いておられました。

本当に健康を守るために御自身でいろんな活動を
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されているのだなというお姿を見ながら市役所に

参りましたので、やはりスポーツを手段として病

院に行かれる方が減るように、ぜひ取り組みを進

めていただきたいと思いますし、微力ながらいろ

んな形でお話をさせていただきたいと思っており

ますが、次の大項目３のほうに再質問移らせてい

ただきます。

まず、大項目３のほうですけれども、今お示し

いただきました遠距離通学の状況、スクールバス

の利用状況についてですが、昨年の６月、２定の

ときに遠距離通学については小学校が４キロ、中

学校が６キロ、冬期間についてはその半分の距離

がその対象になるということでしたが、そのとき

にもやはり小学生、１年生と６年生が同じ小学生

としてくくられることについて、体力差、経験値

の違いについていかがなものでしょうかと申し上

げたことがございます。それについては調査研究

をしてというふうに御答弁いただきましたので、

１年たちましたところでその調査研究についての

市の対応について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） 昨年第２回定例会の

中で御質問いただきまして、その後調査研究をす

るという話をさせていただいているところであり

ます。議員がおっしゃられるとおり、小学校１年

生、６年生においては体格や体力の差というのは

大きくあるというのは認識をしているところであ

ります。その後各種の遠距離通学に対する助成制

度等も調査をしてきておりますけれども、本市に

おきましても前回も申し上げましたけれども、何

かの基準なり根拠等が必要になってくることで、

それについては国が学校施設を整備するに当たっ

ての要件が小学生が４キロ、中学生が６キロとい

うことでありますので、その要件を基準として、

それを超える方々に通学、保護者の軽減を含めて

助成をしているということであります。上川管内

の各地に状況は聞きましたけれども、名寄市と同

様の基準でやっている。冬期も半分の距離で対応

しているという状況がありますので、本市におき

ましても今後も同様の形で継続していきたいとい

うふうに考えてございますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 上川管内の他市町村

ということでは了解いたしましたが、名寄市内の

それぞれ対象になっているお子さんを持っていら

っしゃる保護者の方、それから学校関係者につい

ての聞き取りはしていただけましたでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 保護者とかというの

は、調査をするに当たってはやっぱりそういった

改善、そういったことが必要と認めたときにそう

いうような調査等を詳細の立証しなければならな

いというふうに考えておりますので、そういった

先ほど申し上げたな方針の中で進めていこうとい

うことでいますので、学校からの若干の状況等も

把握をさせてもらいながら、今のところ今回の先

ほど話しました判断にしているということで御理

解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 制度としては、今の

国の状況、それから北海道の状況、名寄市の状況

ということでしょうが、実態についてしっかり見

きわめるということの必要性は十分あろうかと思

います。学校教育の範疇だけではなく、これは名

寄市の子供、子育ての考え方についても大きくか

かわりのあるところではないかと思いますので、

ぜひこの点に関しては自分たちの住んでいるまち

の子供たちがどのような状況にあるのか、ただ距

離が遠いということではなく、本州と名寄と同じ

であっていいはずがないというふうに思うのは、

やはり隣のうちが遠かったり、それから冬期間、

天候の悪い日もあれば極寒のしばれのある日もあ

る。そのような状況の中で自分のまちの子供たち

をどのように安全を担保してやるかということに

ついては十分御配慮いただきたいというふうに思
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っています。その点に関して名寄市としての独自

の取り組みについてのお考えはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどの小川部長の答

弁では、上川管内の各地の状況を確認したところ、

本市と同様の状況であるということから、これま

での同様な基準で対応していきたいという答弁を

したところでございます。ただ、私もいろいろ聞

くところによりますと、小学校の低学年において

は通学距離などの通学条件というのでしょうか、

これにもよりますけれども、子供への負担であり

ますとか、または安全性の確保の問題などから、

保護者が自家用車による送迎をしているという状

況も見られるというような、そんな話もお聞きし

たことがございますので、今議員から御指摘あり

ましたけれども、小学校低学年の児童生徒の通学

状況などを再度把握させていただきながら、遠距

離児童生徒補助要綱の補助対象の範囲というのが

ありまして、それについて若干検討していきたい

と思いますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

次に、放課後等デイサービスの件についてです

が、民間組織２カ所について市のぽっけとの連携

もあるということでお示しいただきましたけれど

も、実はこの民間の組織が本年度春先に一度閉鎖

をされて、そして新たにまた立ち上がったという

経緯がございます。そのときに閉鎖されたときに

そのことを知らない保護者はとても不安に思った

のです。２カ月程度で新しいところがまた立ち上

がりましたけれども、そのような情報収集と急な

対応について名寄市の福祉と教育との連携の中で、

例えばその間の情報収集というのはどこでどんな

ふうになされ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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 放課後デイサー

ビスにつきましては福祉の所管ということで、私

のほうから答弁させていただきたいと思います

今議員からお話がございました昨年１事業所が

閉鎖になったということでございますけれども、

放課後デイサービス等につきましては道、上川振

興局の所管ということでありますので、廃止に当

たりましては所管の道からかなり厳しく今利用さ

れている方の今後の受け入れ先等についての指導

が入りまして、それを受けまして当市におきまし

てもぽっけと、そして当事者と、そして道との３

者で連携を組みまして、受け入れ先の確保の対応

に当たらさせていただいております。また、先ほ

ど教育部長からお話しさせていただきましたが、

ぽっけにつきましては教育委員会と特別支援の部

分かなり深く連携させていただいておりますので、

今後ともさまざまな情報を教育委員会とは連携し

て対応し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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひその連携の仕方

が保護者に可能な範囲で伝わるようにしていただ

きたいなというふうに思います。といいますのは、

やはり保護者につきましては我が子がこの先どう

なるのか全く五里霧中の中で困り果てた姿になら

れているところがございますので、個人情報等も

あろうかと思いますけれども、可能な範囲で市が

きちっと対応をされているという情報を流してい

ただく中で安心して子育てができるような、そう

いう名寄市をつくり上げていただきたいというふ

うに思っております。いろいろ求めましたけれど

も、名寄市の子供、子育てにつきましては本当に

十分というところに至るような施策を取り組んで

いただいておりますので、この先もさらにその取

り組みが実になるようにお願いしたいと思います。

私の質問、これで終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市立大学の充実強化ついて外２件を、東川
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孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問してまいります。

最初に、名寄市立大学の充実強化についてお伺

いいたします。名寄市立大学は、前身である昭和

３５年に開学した名寄市立短期大学に始まり、以

降半世紀を超える歴史を刻み、２００６年には４

年制の保健福祉学部が設立され、今日までおよそ

０００名を超える卒業生を全国に送り出し、そ

れぞれの場所で活躍されております。２００６年、

平成１８年には、日本最北の公立で４年制の大学

として新たなスタートを切った１期生は栄養学科

に４１名、看護学科に５２名、社会福祉学科５１

名とそれぞれの学科ともに定員を上回る学生が入

学され、短期大学児童学科への入学生５８名を加

えると２０２名の学生が大きな夢と希望を抱いて

入学されたと記されております。そして、２０１

０年には大学１期生の初めての卒業式が行われ、

そのときの卒業生の言葉に、多くの人に支えられ、

進むべき道を見つけることができました。雪質日

本一の名寄で育った私たちは、学生の質日本一と

自負し、それぞれの場所で頑張りますと名寄市立

大学で過ごした４年間の思い出に力強いメッセー

ジを残しております。その後着実な歩みを続ける

中で、一方では少子化による学生確保のための整

備、また情報公開の義務化に伴う質の高い大学づ

くりに向けていろいろな施策が実施をされてきて

おります。

また、医療、保健、福祉を擁立する大学と地域

の核となる市立病院が連携し、新たな福祉政策を

展開し、活路を見出し、大学設立に尽力された先

人の思いに自信と誇りを持ち、地域との連携をい

かに進めていくかについて、その時々の課題につ

いて英断が行われてきました。そして、大学設置

後１０年を迎えたことし４月からは、今まで２年

制であった短期大学の児童学科を北海道内の国公

立大学としては初めての４年制の社会保育学科と

してスタートし、看護学科、栄養学科、社会福祉

学科と合わせて１９７名の学生が入学されました。

このことは、保健福祉学部としての名寄市立大学

の基本理念でありますケアの未来を開く教育条件

が整えられたとも思います。

この間４大化大学設立に御尽力されました短大

の松岡学長、初代の久保田学長、２代目の青木学

長、そしてことし４月には第３代目の学長として

佐古学長が就任されました。佐古学長におかれま

しては、医療経験を含めて今後の大学運営に大き

な期待をしております。しかし、将来を見据えた

ときに決して楽観視をできる状況にはなく、名寄

市の大きな財産の一つであります名寄市立大学を

今後どのように運営されていこうとされているの

かお伺いをいたします。

また、４月より社会保育学科を開設をいたしま

したが、改めて開設趣旨と目指す目的についても

お伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、入学金改定に伴う今後

の大学運営でありますが、ことし４月の入学生よ

り入学金が改定されました。その目的と本年は１

９７名の学生が入学され、改定に伴う今年度と今

後の影響額はどのように推移をしていくのかお伺

いをいたします。

また、２年次以降の授業料とその他納付金を合

わせた学費の内訳、さらには道内国公立大学と名

寄市立大学との授業料と他の納付金との比較はど

のようになっているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、コミュニティケア教育

研究センターの運営についてでありますが、開学

１０周年を迎えた本年４月に今までの道北地域研

究所と地域交流センターをさらに発展させるべく、

コミュニティケア教育研究センターが設置されま

した。設置趣旨と今後の具体的な運営の考え方に

ついてお伺いをいたします。

また、コミュニティケア教育研究センターは地

域とのつながり、連携も重要であると考えますが、

北北海道における関係機関との具体的な連携につ
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いてもお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、新設組織の目的と役割

についてお伺いいたします。本年４月より組織機

構の一部変更が行われ、その中で小項目の１番目、

交流事業を中心とした業務を新設の交流推進課に

移されますが、目的と主な業務内容についてお伺

いいたします。

次に、小項目の２番目、スポーツ・合宿推進課

の機能と役割についてお伺いをいたします。今ま

での教育部生涯学習課スポーツ振興係を新設され

たスポーツ・合宿推進課へ機能を移し、冬季スポ

ーツ充実を進めるとのことですが、主な業務内容

と具体的な施策についてお伺いをいたします。

また、冬季スポーツ大会を開催するには、当市

は施設も充実しており、合宿誘致は交流人口の拡

大にも重要な施策であると考えます。しかし、一

方では、名寄市内でのジュニア世代を育み、育て

ていくという観点では学校教育との連携、いわゆ

る学校内でのスポーツ、部活等での連携について

も重要と考えますが、その取り組みの考え方につ

いてお伺いをいたします。

さらに、冬季スポーツの拠点や各種大会、合宿

の誘致推進に向けて、民間、旅館業組合との連携

も重要であると考えますが、具体的な取り組みに

ついてお伺いをいたします。

さらに、２０２０年に開催される東京オリンピ

ック、パラリンピックの開催におけるホストタウ

ン構想において名寄市は台湾を相手国として第１

次登録の決定を受けていると聞いております。こ

れまでの台湾との交流実績の中で、具体的にどの

ように進められているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、営業戦略室のほか部署

との連携についてお伺いをいたします。営業戦略

室は、農産物を初めとした名寄市特産品の販路拡

大や交流人口の拡大など、名寄市を売り込む先鋒

的な役割を担ってきたと認識をしております。今

回の組織改定により交流部門が独立しましたが、

交流推進課はもちろんのこと、合宿の誘致に取り

組むスポーツ・合宿推進課との連携、いわゆる縦

の組織と横断的な組織との連携についてどのよう

に進めていくのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、市内公園の維持管理に

ついてお伺いをいたします。小項目の１番目、公

園遊具管理についてでありますが、名寄市内には

広域公園から街区公園まで大小合わせて３１カ所

の公園が設置されております。公園は、それぞれ

の目的に合わせて遊具が設置されており、子供た

ちの遊び場、また地域にあってはコミュニティー

の交流の場として活用されていると考えます。公

園の遊具については、１９９７年に藤沢市で発生

した箱形ブランコの事故以降、遊具の老朽化によ

る事故が多発し、２００２年に遊具の安全に関す

る基準、いわゆる安全基準ガイドラインが策定さ

れております。楽しさと安全の両立をさせる公園

遊具の管理はどのように行われているのかお伺い

をいたします。

また、それぞれの公園に当初設置された遊具は、

安全性、老朽化などを含めて現在どのような実態

になっているのか、あわせてお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、公園内の草刈りなどに

ついてお伺いいたします。名寄市内の公園は、広

域公園、総合公園、近隣公園、街区公園に区別さ

れておりますが、それぞれの公園の草刈り、後片

づけ、清掃などはどのような実態になっているの

かお伺いをいたします。とりわけ街区公園につい

ては、原則として町内会での対応と認識しており

ますが、行政としての支援体制を含めて実態につ

いてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 東川議員

から大項目で３点の御質問をいただきました。大

項目の１点目は私から、大項目の２点目の小項目

の１が経済部長から、２が教育部長から、３が営

業戦略室長から、大項目の３点目は建設水道部長

からそれぞれ答弁をいたしますので、よろしくお
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願いをしたいと思います。

初めに、大学運営に関する基本的な考え方につ

いて申し上げます。名寄市立大学は、平成１８年

の開学から１０周年を迎え、去る５月２８日には

多くの御来賓、関係者の皆様の御出席を賜り記念

式典を挙行することができました。改めて本学を

物心両面から支えていただきました市民の皆様に

お礼申し上げるとともに、学長以下教職員一同決

意を新たにしたところであります。

将来を見据えた大学運営についてでありますが、

本年４月に第３代学長として佐古学長が就任をい

たしました。学長は、今後４年間の大学運営の方

針について名寄市立大学が抱える３つの課題とし

て、１つは１８歳人口の減少に伴う質の高い学生

の確保、２つ目は地域貢献、３つ目は大学の教育

環境の整備に伴う財政問題を示しまして、その課

題を解決するため５つの目標と目標達成のための

大学運営に対する基本的姿勢を就任後最初の教授

会で述べられました。大学の将来構想と将来を見

据えた今後の大学運営などについては、学長が認

識をしている基本的な課題を踏まえ、現在作業を

進めております大学の将来構想策定会議の中で協

議をし、本学の目指すべき姿を将来構想として示

してまいりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

次に、社会保育学科の開設の趣旨と目指す目的

などについて申し上げます。全国的な短期大学志

願者数の減少は本学においても同様で、短期大学

部児童学科の志願者数は年々減少をしておりまし

た。このような状況のもと、ケアの未来を開き、

小さくてもきらりと光る大学を目指すを理念とす

る本学において、子供の保育や教育の分野をリー

ドしていける人材の養成は使命であり、社会的な

ニーズにも応えるものと考え、保育の専門家とし

て高度な力量を身につけ、保育にかかわる分野で

リーダーシップを発揮できる人材を育成すること

などを目的に社会保育学科を開設したところであ

ります。新学科の開設によりまして、子供から高

齢者までケアのあり方を幅広く研究できる学科構

成となり、これまで以上に地域の持続的な発展に

寄与することができるものと考えております。新

学科には、４月に第１期生５２名が元気に入学を

いたしました。児童学科の時代から続いている宿

泊研修を入学早々に実施をして、教員あるいは学

生同士のきずながより一層深まったものと思われ

ます。今後も学内の教職員と地域が一体となって

新学科生を含む学生全体を育ててまいりたいと考

えておりますので、御理解と御協力をお願いいた

します。

次に、入学金改定に伴う今後の運営について申

し上げます。平成１８年度の名寄市立大学の開設

時から授業料については多くの公立大学と同様に

国立大学と同額としておりますが、本学は授業料

に加え施設整備費、教育研究振興費、実験実習活

動費の各納付金を求めており、他の公立大学と比

べ割高になっております。社会保育学科設置に伴

う学部再編を機に昨年市議会の議決をいただきま

して入学料の減額改定を行いました。初年次に負

担する額を軽減することで競争力を向上させ、入

学者の安定確保を目的とするものであります。

次に、今年度、平成２８年度入学者１９７名の

内訳は、上川、留萌、宗谷管内の地域内の入学者

が３８名、道北以外の地域外入学者が１５９名で、

改定前と比較しますと ５５１万 ０００円の減

少になりました。次に、２年次以降の学費につき

ましては授業料年額５３万 ８００円にその他納

付金として栄養学科は１６万 ０００円、看護学

科は２５万 ０００円、社会福祉学科と社会保育

学科がそれぞれ１６万円となっており、１年間の

学費は社会福祉と社会保育の６９万 ８００円か

ら看護の７９万８００円まで学科ごとに異なって

おります。入学金を加えた４年間の学費の総額は、

社会福祉と社会保育の地域内入学者が２９７万

２００円、栄養学科が２９９万 ２００円、看護

学科が３３５万 ２００円、地域外入学者は社会

福祉と社会保育が３０６万 ２００円、栄養学科
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が３０８万 ２００円、看護学科が３４４万 ２

００円となっております。

次に、他の道内の国公立大学との比較ですが、

授業料は全て年額５３万 ８００円の増額となっ

ており、他の納付金については納入すべき金額と

して公表されている資料によりますと本学と学部、

学科の構成は異なりますが、釧路公立大学、公立

はこだて未来大学が４年間で ０００円弱と本学

の納付金とは相当の開きがあります。

次に、小項目の３点目のコミュニティケア教育

研究センターの運営について、初めにセンターの

設置の趣旨から申し上げます。本学では、地域社

会の教育的活用と地域貢献の推進を目的に道北地

域研究所と地域交流センターを設置し、さまざま

な活動を行ってまいりました。御案内のとおり、

今年度両組織の機能を発展的に統合し、新たな教

育、研究及び地域貢献の拠点としてコミュニティ

ケア教育研究センターを設置したところでありま

す。本センターは、名寄市を中心とした道北地方

における保健、医療、福祉、教育等の充実、発展

及び地域並びに産業の振興に住民と連携して取り

組み、教育研究の発展に資する地域貢献を図るこ

とを目的としており、センターが地域の課題解決

に資する研究の拠点、ケア専門職の継続教育や市

民の皆さんの生涯教育の拠点、地域交流や地域活

性化に資する活動の拠点となるべく、さまざまな

課題に積極的に取り組んでまいります。

次に、北北海道における関係機関との具体的連

携についてでありますが、これまでも道北地域研

究所や地域交流センターを中心に関係機関との連

携のもとさまざまな研究や事業に取り組んでまい

りました。特に北海道教育委員会との連携のもと

で本学で開催をしている特別支援学校教諭免許状

認定講習につきましては、夏季休業中に札幌、函

館、釧路及び名寄の４会場で開催をされておりま

すが、道教委が設定する定員のほか名寄枠として

定員以外の受講を認めておりまして、これは名寄

会場のみとなっております。このことにより、受

講が決定しなかった教員や受講対象となっていな

い幼稚園教諭、保育士等が専門性向上のため受講

することが可能となるほか、既に免許状を保有し

ている教員が改めて受講することにより研修の場

となるなど大変喜ばれております。センターとい

たしましては、これらの従来の研究事業を継続実

施をするほか、新たな取り組みについてもセンタ

ー長を中心に本学の教職員で構成している企画運

営会議、地域の保健、医療、福祉産業等の関係者

を含めた連携推進協議会などで協議、検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。

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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

新設組織の目的と役割について、小項目１、交流

推進課の機能と役割について申し上げます。

本年度新設された交流推進課の主な業務は、鶴

岡市や杉並区との国内交流、リンゼイ、ドーリン

スクや台湾との国際交流及びふるさと会交流で、

これまでは平成２３年度に新設された営業戦略室

の所管でありました。当時と比較しますと、台湾

との交流がふえるなど幅広い分野での交流が推進

されることで、さまざまな団体、庁内部局などと

の連携が行われており、交流担当部局の名称も含

めて対外的な窓口として明確に位置づけを行った

ところです。また、杉並区及び台湾との交流につ

いては、農務課、生涯学習課、北国博物館など庁

内において幅広く事業が行われておりますが、庁

内における交流に係る情報の一元化をより一層進

めるとともに、これまで築き上げてきたパイプを

最大限に活用し、関係部局との連携のもとふるさ

と会も含めた交流事業の一層の推進はもちろんの

こと、地域資源を活用した交流人口の拡大など、

地域の活性化を図るため交流推進課を新設し、庁

内における交流担当窓口としても明確に位置づけ

を行ったところでございます。

以上、私からの答弁とします。
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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２、

小項目２のスポーツ・合宿推進課の機能と役割に

ついてお答えいたします。

近年生活環境、価値観の変化、情報化社会の進

展のもと、ライフスタイルが多様化し、スポーツ

の役割は多岐にわたり、幅広い分野に及んでおり

ます。一方で、少子化などによりスポーツ少年団、

中学校や高校の運動部に所属する児童生徒が減少

しているスポーツ競技があることから、競技団体

などの関係団体との連携強化を図り、子供たちの

スポーツ環境の整備と運動、競技力の向上などを

図る取り組みが求められているところであります。

現在各競技団体においては、外部指導者の派遣や

中体連の支援など学校に対する連携を行いながら

取り組みを進めているところであります。さらに、

今後においても学校からの要望などを受けながら

連携を図り、ジュニア育成、スポーツ振興にもつ

なげてまいりたいと考えております。

本年４月にスポーツ・合宿推進課を立ち上げま

したが、今後の体育施設の管理運営、スポーツイ

ベントの開催、ジュニア育成等の業務に加え、ス

ポーツを基軸とした交流人口の拡大、市民の健康

づくり、地元の農商工業との連携等多岐にわたる

分野に係る取り組みが加わりました。具体的な取

り組みの一つとしては、名寄市まち・ひと・しご

と創生総合戦略事業にかかわり冬季スポーツの拠

点化事業があります。その事業の推進では、本市

のあらゆる環境を生かし、冬季スポーツに特化し

た事業を展開しながら、ジュニアのアスリート育

成、冬季ナショナルトレーニングセンターの誘致

を目指すとともに、地域間連携を図りながら地域

経済への好循環化を図ってまいります。また、地

域が一体となった合宿受け入れ組織の設立を目指

しており、現在旅館業組合を初めとする関係団体

との個別協議を進めているところであります。名

寄らしいおもてなしや地域一体で選手を応援する

雰囲気づくり、受け入れ態勢を整え、本市の特徴

を生かした合宿地を目指して取り組みを進めてい

くとともに、東京オリンピック、パラリンピック

に向けて海外からの合宿誘致としてホストタウン

構想事業に取り組み、本市と交流実績がある台湾

からの選手団を受けることができるよう誘致活動

を推進してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、小項目３、営業戦略室の他部署との連携に

ついてお答えいたします。

これまで営業戦略室では、主に商工、労働、観

光、交流、広域行政の一部を担い、さまざまな相

談、情報の窓口を一元化し、各分野でそれらを共

有しながら事業が効率的、効果的に推進できるよ

う業務を進めてまいりました。この間地方創生の

取り組みの中で総合戦略を策定し、産業振興、雇

用創出、交流人口の拡大や冬季スポーツ拠点化な

ど、その施策を推進するに当たり各分野において

これまで以上に情報収集、専門的知識、近隣自治

体、民間団体との連携が必要となってきておりま

す。そうした背景もあり、施策関連部署を新設し

た経過がありますが、物産交流や販路拡大につい

てはこれまでどおり経済部内で交流推進課を初め

横断的に連携を図るとともに、合宿ＰＲや各種大

会等市内外への情報発信を効果的に行うため、営

業戦略室職員を教育委員会と併任発令を行ってお

り、スポーツ・合宿推進課との連携をさらに深め

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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 大項目３、市内

公園の維持管理について、小項目１、公園遊具の

管理について申し上げます。

本市では、都市計画公園として広域公園が１園、

総合公園が３園、近隣公園が３園、街区公園が２

４園の計３１園を管理しております。広域公園な

どの面積の大きな公園を含めた各公園につきまし
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ては、委託により維持管理を行っているとともに、

平成２３年２月に策定いたしました名寄市公園長

寿命化計画に基づき、安全性の確保や施設の機能

維持を図っております。議員御指摘の街区公園の

遊具につきましては、毎年５月上旬からの公園利

用を見込み、雪解けとともに担当職員による遊具

点検を実施し、安全に配慮するとともに、随時消

耗部材の定期的な交換や補修により安全で安心し

た憩いのある公園づくりに努めております。当初

から設置されている遊具につきましては、できる

だけ遊具数を減らさないように維持補修を実施し

ています。遊具を撤去する判断につきましては、

補修のきかない遊具はやむを得ず撤去することと

なりますが、更新計画のない老朽化した遊具の撤

去については国の交付金が活用できず、市単費と

なりますことから、公園の利用状況などを鑑みて

検討することとしています。また、名寄市公園長

寿命化計画により更新計画に登載している遊具の

更新につきましては、国の交付金を活用しながら

順次更新しているところです。今後におきまして

も週１度の安全点検パトロールを引き続き行いま

すとともに、遊具の安全確保や機能維持に努めて

まいります。

次に、小項目２、公園内の草刈りなどについて

申し上げます。広域公園、総合公園、近隣公園に

つきましては、外部委託を実施し、公園内の草刈

りやごみ拾い、それらの収集を実施していただい

ているところです。街区公園につきましては、公

園がある地先の町内会へ公園愛護事業として草刈

りやごみ拾いをお願いしております。これら愛護

活動により出された草やごみの後片づけについて

は、本市で提供したごみ袋により回収をしており

ます。各町内会においては、清掃週間や地域イベ

ントなどに合わせておのおのの判断により公園愛

護を実施いただいているところであり、地域のつ

ながりの醸成や憩いの場として利用されているも

のと判断しており、おおむね良好に実施していた

だいていると考えているところです。

一部の町内会からは、参加者不足や高齢化など

により愛護活動の取り組みに苦慮されているとの

お話もございましたので、本年度の愛護事業をお

願いをする際に公園維持管理に関する御意見、御

要望を地先町内会からお伺いをしました。今後各

町内会から出された愛護活動に対しての課題につ

いて、町内会の皆さんと十分に御相談させていた

だきながら、誰もが憩える安らぎの公園づくりが

図れるよう公園愛護への対応について研究してま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 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。各項目別に再

度質問をさせていただきたいと思います。

最初に、１点目の名寄市立大学の充実強化とい

うところで、大学運営に関する基本的な考え方、

佐古学長が就任をされた教授会の中で３点の柱が

提示をされたと。それを将来構想策定会議の中で

今後煮詰めていくというふうにお話を伺いました。

その３点の柱の中にもありました少子化が進展を

していくという中で、１８歳人口の減少というの

は非常に大きな課題であるというふうに思います。

今後１０年を見据えたときに将来的な学生の安定

確保に向けてどのような施策を考えているのか、

最初にお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員か

ら御指摘いただきましたように、１８歳人口の減

少というのは全国的な課題でございます。そのほ

かに本学が抱える課題といたしまして、旭川市の

市立大学の構想あるいは公立はこだて未来大学の

看護学科設置構想など幾つか道内で本学に直接影

響する動きなどがあります。また、安定した大学

運営には、御指摘のように学生数の安定した確保

というのが最も重要であります。魅力ある大学づ

くりといたしまして、国家試験の合格率アップあ

るいは就職率の向上、それから本学の特色であり
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ます少人数教育、地域全体を教育資源として活用

している共学など、これらの面を従来以上にしっ

かり取り組んでいって、学生の安定確保が必要な

のかなと。あと、その他の新たな課題といたしま

しては、国の高校、大学改革を踏まえました入試

制度改革がこれから行われると。あるいは、教職

課程の再課程の認定の見直しなどが今国のほうで

進んでおります。これらの本学の課題あるいは全

国的な課題などを踏まえまして、魅力ある大学と

なりますように今現在の策定会議の中でしっかり

と議論して将来の大学の将来構想をつくってまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今後非常に人口減が予

測される中でのいろんな対応、特に先ほど来お話

をされている将来構想策定会議の中で十分また協

議をしていただいて、今答弁にもありました旭川

市の話あるいは函館の話というのも情報としては

聞いてはおります。やはり名寄市立大学が持って

いる今お話のあった少人数教育あるいは地域全体

で取り組むという姿勢を生かしていただいて、さ

らに充実した教育環境を整えていただきたいなと

いうふうに思います。

その中で、先ほど２点目に授業料とその他納付

金に関しての御答弁をいただきました。基本的な

入学金につきましてはそれぞれの各国公立と同水

準に合わせると。あと、その他納付金については

違いについてちょっと全部メモはできなかったの

ですけれども、やはりほかから見ると一部名寄市

立大学が高い部分のお話も中で伺うことができま

した。それで、今の２０１６年時点での地域内、

地域外にあっては、道内、道外の学生の割合なの

ですけれども、先ほどもそれもお話を伺いました

けれども、その中で奨学金をどれくらい利用され

ているのか、実態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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 地域内、

地域外の数は先ほど申しませんでしたので、参考

までに今年度、平成２８年度は学部、保健福祉学

部のほうで６５１名、短期大学で５２名の合計７

０３名が今名寄の地で学んでおります。このうち

上川、宗谷、留萌の地域内の出身学生は１７３名、

２ ６％で、地域外の学生が５３０名、そのうち

道内出身者は３０１名で４ ８％、道外の出身者

が２２９名で３ ６％となっておりまして、参考

までに名寄市内の高校を卒業した学生は３６名と

なっております。

次に、奨学金の利用状況なのですけれども、今

年度は現在新入学生については貸与の手続中であ

りますので、それらを含めて見込みでありますけ

れども、保健福祉学部のほうでは５ ５％、短期

大学のほうでは５ ９％の利用になる見込みであ

ります。そのほかに主に看護学科の学生を対象に

しております北海道の看護職員の養成修学資金あ

るいは名寄市立総合病院の学資金のほか、出身自

治体の奨学金の貸与を受けている学生が若干名お

ります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 奨学金の利用状況につ

いても今答弁をいただきました。実は、先般名寄

市立大学で発行されております紀要、２０１５年

版ですか、実際の発行は２０１６年ですけれども、

その中で吉中先生になるのか、ちょっとわからな

いのですけれども、「奨学金制度の利用からみる

大学生活の実態と課題」ということで、当然これ

は名寄市立大学ですけれども、その学生からのア

ンケートをもとにした報告論文、これがかなり詳

細に掲載をされておりました。その中で個々の具

体的な内容については時間的な関係で省略をさせ

ていただきますけれども、その内容によりますと

市立大学の学生は学生寮暮らしを含めて約９割の

学生がひとり暮らし、今御説明にもあったとおり

だというふうに思います。その中でほかの国公立

の大学が大体ひとり暮らしが５割程度ということ
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からすると、やはり名寄市立大学の生徒はかなり

ひとり暮らしを、当然今言った市内の方がごくわ

ずかという点ではその実態もうかがえるのかなと

いうふうに思います。

まず、奨学金の関係ですけれども、その資料の

中には約７割の学生が奨学金を利用されていると。

当然借りるという背景には、就学の目的あるいは

家族や家計の中でというふうな理由づけが明示を

されてその中にあったのですけれども、また一方

では名寄市立大学というのは専門職養成の学校だ

という観点の中で、将来の就職と生活の安定を含

めて利用をされている部分もあるのかなというふ

うな記述もありました。しかし、やっぱり最終的

なまとめの中では卒業後就職と同時に借りた奨学

金を返済をするという現実に大きな不安を抱いて

いるというふうなことで締めくくられておりまし

た。そこで、先ほど入学金についてはほかの国公

立大学と同一にされたというふうなお話を伺いま

したけれども、少しでも学生が入りやすい環境づ

くりという形の中では、その他納付金、今後どの

ように変更をされていくのか、あるいはどのよう

に運営をされていこうとされているのか、見通し

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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今御指摘

のありましたように施設整備費などの３つの納付

金につきましては、平成１８年、本学を大学に設

置する際に大学の収支を安定させるということで

必要だったというふうに理解をしております。た

だ、昨年の入学料の減額改定の際の審議に総務文

教常任委員会中でもお話をさせていただいたので

すけれども、社会保育学科が新たに設置をされま

して、その１年後、具体的には来年度以降に３つ

の納付金の検証、決算、何ぼいただいていて、決

算がどれくらいかかっているという検証を行いま

して、今後の納付金のあり方についてはその中で

検討をさせていただきたいと思っておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

大学運営と、それから入りやすい環境をつくる、

入学金、他の納付金を下げていくというのは非常

に相反する取り組みではありますけれども、優秀

な学生を確保していくためにはさらなる取り組み

の努力をお願いをさせていただきたいというふう

に思います。

続いて、大学関係で３点目のコミュニティケア

教育研究センターの運営についてお伺いをさせて

いただきます。先ほど道北地域研究所、地域交流

センター、これ両機能を発展的にコミュニティ教

育研究センターの運営を進めていくと。従来の事

業の継続をさらに進めていかれるのだというふう

な御説明をいただきました。それで、コミュニテ

ィケア教育研究センター、地域との連携、当然そ

うなのですけれども、市内における連携、これに

ついても非常に重要でないのかなというふうに考

えております。今までもそれぞれの中で実施をさ

れてきたというふうには認識をしております。新

たな組織となった段階で、市内の産学官金、ここ

との連携、今後どのように進めていこうと考えて

いるの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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学がで

きまして間もなく、平成２０年３月に久保田学長

のときに北星信用金庫さんのほうと産学連携協定

に関する協定書ということで締結をしております。

その内容は、地域の文化、地域の農業の発展と地

域の課題などに関する情報交換及び支援、あるい

は地域の中小企業等の人材の育成、交流の支援な

ど７項目の分野の相互協力などをうたっておりま

す。しかしながら、８年たったわけですけれども、

これまで重立った成果というのはなかなか出てい

ない状況でございます。今回新たにセンターを設

置をいたしましたので、外部の方も入っておりま

す連携推進協議会などで産学のこのような連携の

あり方をどうしていくかということを改めて協議
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会の中で協議をしまして、今御指摘のあった件な

んかについても課題として積極的に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ統合されてさらに

その成果を導き出すために、今御説明のあった取

り組みの強化をお願いをしたいというふうに思い

ます。

ちょっと続いて大学関係の質問という形になる

のですけれども、若干新聞の記事に載っていた大

学関係のことでお話をさせていただきたいなとい

うふうに思います。多くの方読まれた方もいると

思うのですけれども、北海道新聞に女性だけが投

稿できる「いずみ」という欄に３月末に旭川にお

住まいの女性の方の記事が載っておりました。実

は、その方の娘さんは４年前に名寄市立大学に入

学をされて、親元を離れて初めてひとり暮らしを

して非常に不安もあったと思いますが、実家に帰

ってくるたびに向かいのうちの方がアパートの玄

関の前まで除雪をしてくださるとか、スーパーに

行くと年配の方に学生さんかいと話しかけられる

とか、楽しかった農業実習やアットホームな先生

たちのアドバイスのことなど大学生活のことをよ

く聞かされたとのことです。そして、卒業式には

市長より力強いメッセージもいただいたと。母親

も何度か名寄に行かせてもらったが、名寄は市民

みんなで学生を育てているという温かさを感じ、

娘の第二のふるさとになったと感謝の言葉で結ば

れていました。このことは、加藤市長が市制施行

１０周年記念式典において名寄市立大学を生かし

た人材育成と研究機能強化などオール名寄市民で

取り組んでいきたいということが述べられており

ました。先ほどの「いずみ」に投稿された記事は、

まさにそのあらわれの一つではないかなというふ

うに思います。そこで、設置者であります加藤市

長にお伺いをいたします。名寄市立大学は、開学

１０周年を迎え、名寄市の大きな財産の一つであ

ります。名寄市立大学を今後さらに魅力ある大学

にしていくために、どのような将来展望を描いて

いるのかお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １０周年の式典でもお話

をさせていただきましたが、昭和３５年に本当に

小さなまちに高等教育機関、大学を設置をしたい

という当時の先人の皆さんの思いだとか、それを

引き継いでいただいた皆さんのおかげで今の大学

があり、まさにこの大学は地域の財産であり、ま

た学生さんたちは宝であるというふうに思います。

東川議員からお話あったとおり、決して楽観視で

きる将来の見通しではないと思いますけれども、

しかし特色を生かしてこの大学はさらに魅力ある

ものにしていくことができるというふうに確信を

しています。専門的な教育の機能をさらに高めて

いくということは、先ほど松島さんからもお話あ

りましたが、何といってもやはりこの小さな自治

体で、あるいは公立大学としてしていかなければ

ならないことは、地域との連携をさらに密接に深

めていくということに尽きるのではないかという

ふうに思います。大学が地域を育てて、地域が大

学を育てると。この関係をさらに強くしていくこ

とが求められていくというふうに思います。その

ことがより実践的な学生さんたちを育てていくこ

とになるし、また地域もよくなり、そして地域に

大学生もまた定着をしていくことも期待をできる

というふうに思います。

７月、来月１６日、１７日と大学祭が開催をさ

れます。ぜひともたくさんの市民の皆さんに学生

が何をしているかということを見ていただきたい。

大学生を地域でまた育てていくと、そういう機運

をぜひとも高めていただきたい、そんなふうに思

うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

今市長のほうから御答弁あったように、やっぱり

名寄市立大学に来てよかったと。強くてたくまし
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い学生が育つ環境、いわゆる学生の生きる力と市

民総意で魅力ある大学づくりを進めていくことを

要望して、次の質問に移らせていただきます。

再質問、ちょっと順番前後しますけれども、公

園の維持管理についてお伺いをいたします。先ほ

ど公園遊具の維持管理につきましては、公園長寿

命化計画というふうな形の中で進められて、遊具

の管理については週１度の安全パトロール、定期

的な交換、補修をしていらっしゃるというふうな

説明を受けました。その中で各遊具のメンテナン

ス、耐久性を含めた安全性のチェック体制につい

て伺いたいと思います。いろんな遊具が設置をさ

れていると思うのですけれども、見る人によって

見方が変わったりだとか、チェックの方法が変わ

ったりというふうな形があろうかと思うのですけ

れども、実際遊具のチェック、管理を具体的に、

例えばこの遊具に関してはこういうチェック箇所

がありますよと。それぞれの遊具に関してのチェ

ックシートだとか、そういうふうなものに基づい

て実施をされているのか、具体的なチェック方法

についてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議員のほうから

遊具のメンテナンスということで御質問いただき

ました。一年を通じたメンテナンスといいますか、

遊具の状況等については、済みません。先ほどの

答弁と少し重複するかもしれませんけれども、雪

が解けまして大体５月の連休明けぐらいに担当の

職員がそれぞれ全部の公園を回りまして、今後使

用するに当たっての不良箇所ですとか修繕箇所等

について点検をしております。それ以外、委託の

部分についても随時委託先で点検をいただいて、

ふぐあいがあればこちらのほうに報告をいただく

ということになってございますが、具体的にチェ

ックシートということについては、現状そこまで

はできておりませんけれども、毎年安全性などに

ついて一定程度一般社団法人の日本公園施設業協

会が発行しています遊具の安全に関する基準、こ

の基準が学校の遊具ですとか、他の遊具の一つの

基準になっているわけですけれども、この基準に

基づきまして遊具については担当のほうでチェッ

クをしているということになってございますし、

あわせて必ず年１回は担当者会議等ございますの

で、私どもの担当が参加をして、逐次遊具に関す

るいろんな情報について持ち帰りまして、次年度

に有効に活用しているという状況になっています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

私も今回この質問をするに当たって、特に街区公

園、ここを中心に、数が数なので、全部見られた

わけではないのですけれども、一部遊具がロープ

を張られて使用できないような状況になっている

のも何カ所か見受けられました。それで、ぜひこ

の辺遊具の管理についてはそれぞれの地域の子供

たち、あるいはいろんな地域のコミュニティーの

ほうで先ほどお話をさせていただいたように利用

される場所ですので、使えない状態でそのままロ

ープを張っている、使用禁止というのはある面で

はそこに遊び場としてせっかくある設備の中で使

えないというのも非常に子供たちにも寂しい思い

をさせるのかなと思いますので、個々の内容につ

いてはちょっと時間もなくなったので、省略をさ

せていただきますけれども、また再度チェック体

制の強化を要望させていただきたいというふうに

思います。

公園の管理、まだちょっとお願いをしようと思

ったのですけれども、２番目の新組織の役割につ

いて質問を移らせていただきたいと思います。先

ほど交流推進課の目的ということで、国内交流、

国際交流、ふるさと交流ということで、新たに営

業戦略室のほうから量もふえたというふうなこと

で進めていくというお話をいただきました。民間

との情報共有を含めた連携、実際に今後どのよう

に進めていかれるのか、またその交流事業にあっ

ては内容にもよりますけれども、行政主導による
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人的交流から民間主導に移行する事業もあるので

はないかというふうに思いますが、考え方につい

てあればお伺いをしたいと思います。

加えて物の売り込み、例えばＪＡ道北なよろと

の情報共有を含めた連携をどのように進めていか

れるのか、お話を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私のほうから今後の

交流の進め方ということでお問い合わせをいただ

きました。国内交流では現在名寄・藤島交流友の

会がありますし、国際交流では名寄・リンゼイ姉

妹都市友好委員会、さらには名寄・ドーリンスク

友好委員会が市民を中心として組織をされて、主

体的に活動を展開されております。

なお、台湾との交流では、昨年７月に民間レベ

ルでの交流促進をするため、名寄日台親善協会を

設立し、本年１月にまるごと台湾フェアなどを開

催し、また２月に起きた台湾南部での地震の際に

は市民からの義援金なども受け付けするなど台湾

との交流に力を注いできたところでございます。

親善協会の今年度の活動については、今月総会が

開催されますので、その中での事業計画の承認後、

スタートするということになりますが、議員御指

摘の民間主導による人的交流については、現在親

善協会とも協議中でございますので、いましばら

く推移を見守っていただきたいというふうに思っ

てございます。

交流自治体地域を中心にした物産交流について

は、これまでもさまざまな形で取り組んできてお

りますが、部内においては営業戦略課、農務課、

またＪＡを初めとする生産団体、製造販売業者と

の連携をとりながら進めてきております。今後と

も担当課の枠組みを超えた部内連携、さらには庁

内連携を深め、さまざまな情報共有を図りながら

人的交流とあわせて市場、販路の拡大につなげて

いきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 時間もなくなりました。

最後要望だけさせていただきたいというふうに思

います。

これは、スポーツ・合宿推進課の中でお話をさ

せていただこうと思ったのですけれども、今市内

に歓迎ののぼり、２種類ののぼりが市内各商店に

掲出をされております。非常にいいことだなとは

思うのですけれども、今野ざらしになっていると、

風雨にさらされて結構日焼けをしたような状態に

なっているのもあります。それこそお盆のちょう

ちんではないですけれども、やっぱりめり張りを

つけた運用の仕方というのも１つ方法かなと思う

ので、その辺の今後の進め方についてお願いをし

ておきたいと思います。

それと、最後にもう一点、営業戦略の関係です

けれども、実は今北海道新聞空知版なのですけれ

ども、名寄がひまわりでいろんな事業をやってお

りますけれども、北竜町もひまわりで非常に有名

だと。特に地方創生版の中で北竜町はことしから

食用のひまわりをやっていくというようなことで、

実は名寄でひまわりを搾油をしているところと協

定を結んでひまわりの搾油を行うという記事が掲

載をされておりました。まさに地方創生版の一つ

の地方版としての大きな取り組みではないかなと

いうふうに思いますので、詳しい内容は自分で選

択をしてからまた次の機会にさせていただきたい

と思いますけれども、いずれにしても先ほどお話

あったように、今後の産業振興、民間団体との連

携という点ではこういうところにも目を向けた形

の中で強化をしていただくように要望して、私の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

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０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

平和行政の推進について外２件を、佐久間誠議

員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま議長より御

指名がございましたので、通告に従いまして、大

項目３点について順次質問したいと思います。

まず、大項目１、平和行政の推進についてです

が、昨年は戦後７０年という大きな節目の年であ

り、さきの大戦で多くの犠牲者を出した反省の上

に立って平和行政を推進し、二度とこうした悲惨

な戦争を繰り返さない世界の恒久平和を求めてい

くことを改めて決意し、名寄市においても戦没者

追悼式を初め平和を求める行事が取り組まれまし

た。全ての暮らしの原点は平和を基盤に成り立っ

ていることを肝に銘じ、私たちの子や孫に伝え、

節目を越えた戦後７１年目の本年は平和を継続し、

築く元年として平和行政の推進に地方から、また

地道に一歩ずつ取り組みを進めていかなければな

らないと考えております。

そこで、小項目（１）の安全保障関連法施行後

の自衛隊員の安全確保に関してであります。名寄

市議会においても昨年６月１５日、安全保障法制

の慎重審議を求める意見書を採択し、慎重審議を

求めてきたところですが、安全保障関連法は昨年

９月に参議院本会議で全体合意を得られない中で

採択され、可決成立し、本年３月２９日に同法は

施行されました。そこで、現在アフリカの南スー

ダンに安全保障関連法施行後初となる派遣隊とし

て道内から千歳、恵庭、静内、丘珠等に駐屯地を

置く陸上自衛隊第７師団３５０人が５月下旬から

第１０次要員として順次派遣されております。南

スーダンは、外務省海外安全ホームページによれ

ば首都ジュバ市を除く全土が最も危険度の高いレ

ベル４の退避勧告が出ている地域です。ＰＫＯに

よる派遣先である首都ジュバ市においても渡航中

止勧告が出されているレベル３の地域となってい

ます。このレベル３という注意書きを見てみると、

渡航はやめてください。その国、地域への渡航は

どのような目的であれ、やめてくださいとの記述

がされている危険地域です。先般施行された安全

保障関連法により、危険地域への派遣はもとより

武器使用を伴う後方支援活動がなされれば、これ

までとは比較にならないほど派遣される自衛隊員

のリスクは拡大されることになることから、自衛

隊員家族の不安はこれまで以上に大きくなってい

ると聞いております。およそ半年間のローテーシ

ョンで任務につくことから、いずれ第２師団に属

する名寄駐屯地にも要員交代による派遣指令がお

ろされることになってくると考えられます。隊員

本人にとっては、リスクの高い危険地にあっても

行けと言われたときには業務である以上断るわけ

にはいかないとの悲壮な決意で赴くわけで、家族

も不安を抱えながらも送り出さざるを得ないとい

う実情にあります。私の周りにも自衛隊員の知人

や親類がいるように、恐らくここにおられる皆さ

んにとっても同じ状況ではないか、関係者がいら

れるのではないかと思います。自衛隊の皆さん方

本人や家族にとっては、内心は嫌だと思っていて

も表立って声を上げられない現状にある中では、

周りにいる私たちが隊員の身の安全の確保を求め

ていくことが重要だと考えます。自衛隊駐屯地を

抱える名寄市としても、政府に対し危険地域に派

遣すべきではない、危険な任務につかすことはで

きないという声を今こそ地方自治体から上げてい

くべきだと思います。それらが抑止力として働け

ば、自衛隊員、家族の不安払拭に幾ばくかでも応

える道と考えますが、行政としての見解について

お伺いいたします。

次に、小項目（２）、平和と命を守る取り組み

の充実についてであります。平和と命を守る取り

組みで重要なことは、日常から身近に起こるいじ

めや差別、虐待、暴力犯罪も含めた全ての暴力的

事象を含めてこれを否定し、人を思いやり、理解、

協力することで平和を実現する。そのために一人

一人が担える役割があることを繰り返し広く啓蒙

する必要があると思います。その結果、暴力文化、
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人権侵害の頂点である戦争や核兵器をなくしてい

く広がりにつながっていくものと考えます。そこ

で、本年度の平和行政で当市として考えている取

り組み、計画されていることがあればお知らせい

ただきたいと思います。

また、小項目（３）、平和教育の取り組みにつ

いてでありますが、小学校や中学校での平和教育

はどのような取り組みがなされているかについて、

これまでの取り組みについてお知らせください。

次に、大項目２、学校施設環境改善交付金の不

採択に伴う対応についてですが、ここ数年来全国

的に見てみますと、国からの学校施設環境改善交

付金が減額あるいは不採択という状況になってい

ます。平成２３年度は小中学校の耐震化に特化さ

れ、老朽によるものは耐震化と一体的に行う事業

を除き大半が不採択、平成２６年度も全国の都道

府県市区町村教育委員会が計画していた学校施設

の各種環境改善事業の相当数について採択が見送

られ、平成２７年度においても耐震改修以外のも

のが相次いで不採択という経過をたどってきてい

る状況にあります。

そうした中で、小項目（１）、東小学校の大規

模改修と風連中央小学校の建てかえ計画の考え方

についてですが、国からの予算づけがなされない

中で本年度予定していた東小学校の大規模改修や

風連中央小学校の建てかえ計画についての対応を

どうしていくかお尋ねいたします。特に東小学校

は、屋根が雨漏りするなど対策に急を要する状況

にありますので、他の交付金などを充ててでも大

規模改修を行う必要があると思いますが、対策に

ついて考え方をお伺いいたします。

小項目（２）、今後の予算づけのあり方につい

てですが、学校施設環境改善交付金だけでなく、

社会資本整備総合交付金も減額されていますが、

流動的な国庫補助金の現状の中にあって、これか

らの各種事業計画は難しくなってくるのは明らか

です。今後の予算づけに当たっての対応策につい

てお伺いいたします。

小項目（３）、老朽化施設の今後の維持、改善

について。今ほどの質問と関連いたしますが、国

からの補助金が来なくとも学校関連施設の老朽化

は年次ごとに進んでくるわけですが、各学校を初

めとする名寄市の老朽化施設の今後の維持、改修

計画について、これからどのように進められよう

と考えておられるかお聞かせください。

次に、大項目３、名寄市総合計画（第２次）と

個別事業のあり方に関して、小項目（１）、市街

地の再整備にかかわるグランドデザインについて

ですが、現在第２次名寄市総合計画が庁内検討委

員会、策定審議会、さまざまな民間団体や幅広い

市民との意見交換会、ワークショップなどで鋭意

議論され、策定に向けて努力されていると承知し

ているところですが、市として総合計画の中の一

つの柱として市街地再整備について据え、市街地

再整備にかかわるグランドデザインをわかりやす

く市民に示すべきではないかと考えます。新名寄

市総合計画（第１次）の後期計画の後ろのほうに

資料編として市民満足度調査のアンケート集計結

果が掲載されております。市の取り組みに対して

満足あるいは不満というように市民の評価がわか

りやすく図表で示されているのでありますが、こ

の中の不満とされるマイナス評価項目として、道

路の整備、除排雪、商業、工業の振興、観光振興

などが不満となっております。これらの改善策を

検討し、具体的な事業として第２次名寄市総合計

画に盛り込むこととあわせて、柱となる施策のグ

ランドデザインたたき台を市民がイメージしやす

い形で示し、市民の意見を聞き、補完、具体化す

る形をとっていくべきではないでしょうか。この

点について市の考え方をお聞かせいただきたいと

思います。

次に、小項目（２）の市街地中心部の位置づけ

と活性化に関してでありますが、これまでもさま

ざまな議論がされておりますが、名寄市において

郊外部で商業施設の開発が進む一方で、市街地中

心部でにぎわいの創出空洞化が進んでいます。こ
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れは、何も名寄市に限ったことではなく、全国的

な傾向として散見する事象でもあります。国の総

合交通体系のあり方等幾つかの要因が重なった結

果だと思っているわけですが、それにしても市街

地中心部対策が見えないという市民からの御意見

を多くいただきます。私も市街地中心部の顔とし

ての５丁目、６丁目通の商店街に再びにぎわいを

呼び戻すべく、昨年９月の一般質問で商店街の活

性化対策について既存の小売店にない集客力を持

つ業種を呼び込むなどの対策が必要ではないかと

の趣旨で質問をし、市側回答として町中への外食

チェーン誘導の考え方が示され、関係機関との研

究を進めたいとされていたところですが、その後

進捗状況はどうなっているかお聞かせいただきた

いと存じます。

以上、壇上からの質問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） ただいま佐久間議員

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及び大項目３のうち小項目の

１につきましては私のほうから、大項目の２につ

きましては教育部長から、大項目３のうち小項目

２につきましては営業戦略室長からそれぞれ答弁

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、平和行政の推進について、

小項目の１、安全保障関連法施行後の自衛隊員の

安全確保に関して申し上げます。安全保障関連法

につきましては、国会におけるさまざまな議論を

経まして昨年９月３０日に公布をされ、本年３月

２９日に施行されたところでございます。法施行

後における現在においても今なお多様な声が伝え

られている状況にありますが、地方自治法では国

においては国際社会における国家としての存立に

かかわる事務などについて重点に担い、住民に身

近な行政は地方自治体に委ねることを基本とする

と規定されてございます。いわゆる外交や安全保

障にかかわる事務について国の専権事項とするも

のであり、今後関連法令のもとに国民の命と財産

が守られることを強く望むところでございます。

そのような中で、住民に身近な行政を担う本市

といたしましては、市民の暮らしを守るために昨

年７月２６日に陸上自衛隊名寄駐屯地と派遣隊員

の留守家族支援に関する協定を締結いたしました。

具体的には、隊員とその家族の安全、安心を確保

する視点から、駐屯地内に開設をします託児施設

に対しまして設置や保育に対する助言、指導のほ

か、子弟のための一時預かりや学童保育所の利用

に関する支援、高齢者、障害児家族が福祉サービ

スを受けるための相談窓口の情報提供や各種相談

受け付けなどの支援を行うものでありまして、大

規模災害時などを含めまして必要に応じて駐屯地

と調整を図りながら迅速に対応してまいりたいと

考えております。

次に、小項目２、平和と命を守る取り組みの充

実について、小項目の３、平和教育の取り組みに

つきましては関連がございますので、一括して申

し上げたいというふうに思います。本市では、非

核３原則を堅持していくことが世界唯一の被爆国

であります我が国の責務であり、人類共通の願い

であります戦争のない世界の実現と核兵器廃絶、

さらには市民の命と生活を守り、美しい郷土、恵

まれた自然、豊かで平和な未来を子供たちに手渡

すことを市民の責務とする非核平和都市宣言を平

成１９年３月に制定をし、この宣言の趣旨にのっ

とり憲法記念ハーフマラソンや戦没者追悼式、平

和音楽大行進の実施、広島、長崎両市が主催をし

ます平和首長会議への加盟、名寄市戦没者追悼式

や全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレンの

吹鳴などを行ってまいりました。これらに加え、

昨年度は戦後７０年の節目の年を迎え、非核宣言

をした自治体が互いに手を結び合うことを設立の

趣旨としております日本非核宣言自治体協議会、

ここにも新たに加入するとともに、同協議会から

原爆に係るパネルやポスターの貸し出しを受け、

名寄原爆の絵を見る会実行委員会主催の名寄原爆
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の絵展にあわせて展示をいただいたほか、名寄地

区連合会などとの共催でなよろ平和講演会の開催

や三浦綾子記念文学館の松本専務理事の講演、市

所蔵の平和図書の紹介、戦争体験ＤＶＤの上映な

ども行ってきたところでございます。

また、小中学校における平和に関する教育の取

り組みといたしましては、我が国の憲法では再び

戦争の惨禍が起こることのないように、また恒久

の平和を念願しとしており、社会科において憲法

の基本原則の一つに平和主義の原則が明示される

こととなった歴史的、国際的な背景を過去の戦争

の経緯などを通じて平和に関する学習として指導

してきており、命のとうとさ、戦争の悲惨さ、平

和のとうとさなどについて学んできているところ

であります。さらに、本市が非核平和都市宣言を

行っていますことから、名寄市戦没者追悼式、平

和音楽大行進などの意義につきまして社会科の授

業の中で学んでいるほか、平成２３年には緊急雇

用創出事業を活用して、戦争体験を語り継ぎ平和

教育を推進する事業を実施しまして、市内の戦争

体験者からの聞き取りを収録しましたＤＶＤと小

冊子を作成し、学習に役立てていただくため、市

内小中高校に配付をさせていただいたところであ

ります。

本年の取り組みとして、現段階で新たに計画し

ている行事等についてはございませんけれども、

本市といたしましては今後におきましてもこれま

で同様民間団体が行う事業と協調を図る中で、核

兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共通の願い

といたしまして、さまざまな平和推進事業に取り

組んでまいりたいと考えております。また、これ

らの取り組みなどが広く子供たちの平和に関する

意識の醸成にも結びつくものと考えておりますの

で、御理解いただきますようお願いを申し上げま

す。

次に、大項目の３、名寄市総合計画と個別事業

のあり方に関して、小項目の１、市街地再整備に

かかわるグランドデザインについて申し上げます。

初めに、総合計画の位置づけについてであります

が、総合計画は自治体の目指すべき姿を示す計画

であります。第２次総合計画では基本構想１０年、

基本計画及び実施計画を２年、４年、４年とし、

行政全般にわたる計画として策定作業を進めてい

るところでございます。

御質問のありました市街地再整備についてであ

りますが、現行の第１次総合計画におきましては

主要施策としまして商業の振興を掲げ、その施策

を推進する基本事業を商業の活性化とし、魅力あ

る商店街づくりを進めるため、中心市街地活性化

に向けて都市再生整備計画などの制度を活用し、

事業を推進するとしていた施策及び基本事業の考

え方に基づきまして、この間都市再生整備計画を

策定し、関係者の意見を伺いながら、駅前交流プ

ラザよろーなや市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールの整備などを実施してきたところでございま

す。

御指摘のありました市街地再整備に係るグラン

ドデザインについてでありますが、今申し上げま

したように事業者や地権者などを初めさまざまな

受益者、あるいは事業者を含めてのさまざまな関

係者があり、さらには歴史とともに築かれてきた

市街地の新たな姿にかかわるものでございますか

ら、これら関係者とも事業実施に当たり策定され

ます個別計画において示されるものと考えており

ますので、御理解いただきますようお願いを申し

上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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２、

学校施設環境改善交付金の不採択に伴う対応につ

いて、小項目１の名寄東小学校の大規模改修と風

連中央小学校の建てかえ計画の考え方について、

小項目２、今後の予算づけのあり方について、関

連しますので、一括して答弁をさせていただきま

す。

名寄東小学校の大規模改修については、屋根や
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木製窓の改修、トイレの洋式化などを計画し、平

成２８年度の当初予算において事業費２億 ００

００万円、国庫補助金約 ５００万円を見込み、

予算計上しているところであります。昨年６月に

建築計画を国に提出し、本年１月には施設整備計

画を提出し、平成２８年度の補助事業の採択を待

つところでしたが、４月１９日付の国からの出さ

れた補助金の内示においては名寄東小学校の大規

模改修事業は採択見送りとなったところです。具

体的には、平成２７年度まで主な財源としていた

東日本大震災復興特別会計からの繰り入れができ

なくなったことが大きな要因となっています。こ

のことから、本年度の当初予算においては名寄南

小学校のような継続事業しか採択されなかったも

のであります。名寄東小学校の大規模改修につい

ては、このような国の状況から当初予算での補助

金の確保はできませんでしたが、改修については

今後何年も待てる状況にはありませんので、何ら

かの財源的な手だてを講じて改修を行わなければ

ならないものと考えております。

また、風連中央小学校についてですが、本年度

は名寄東小学校のように新規事業が全て不採択と

なっていることから、風連中央小学校についても

来年度は新規事業としてエントリーされるものと

考えられ、今年度と同様な採択の考え方になると

厳しい状況にあると想定されます。しかしながら、

熊本県で起きた大震災などを見るように、学校施

設の耐震化は急務な対策という考え方に立てば、

風連中央小学校の建てかえなどは採択の優先度が

高い事業と考えられることから、引き続き建築に

向けた諸手続を進めてまいりたいと考えておりま

す。国の各種交付金、補助金につきましては、今

後も国の動向を注視しながら対応してまいりたい

というふうに考えておりますし、また関係機関等

を通じて不採択にならないよう国への要望もして

いきます。今後も不採択等によって事業ができな

いような状況が起きた場合については、他の財源

確保も含め関係部署と連携しながら対応を検討し

てまいりたいというふうに考えております。

名寄東小学校について補助金の採択が見送られ

たことから、今後の対応について関係部署と現在

検討を重ねているところであります。財源的な手

だてとしては、当初国の補助金とその残りの事業

費に過疎債を充当する計画でしたが、採択が見送

られたことから新たな対応が必要となります。ま

ず、１つとして今年度の整備は見送り、来年度も

う一度補助申請を行う、２つ目として補正予算で

採択される可能性を期待する、３つ目として全額

起債対応として今年度事業を実施することが考え

られますが、それぞれ課題があるのも事実であり

ます。１つ目の来年度もう一度補助申請をするこ

とにしても、来年度も新規事業とみなされ、採択

優先度が低いことが考えられること、２つ目の補

正予算に期待することについても補正予算が示さ

れる時期が不確定であることや補正予算で対応し

た場合、残りの財源については通常補正予算債の

対応となりますが、補正予算債は過疎債と比較し

て交付税算入率が低いため一般財源の負担が増加

すること、３つ目の全額起債対応することとして

も特に過疎債は全国的に要望が高く、満度に充当

できるか現段階で不明な状況にあることなどそれ

ぞれに課題があることから、今後さらに国の状況

などを把握しながら財源対策などを検討してまい

りたいと考えております。

次に、小項目３の老朽化施設の今後の維持、改

修についてですが、本市の小中学校施設について

は現在建てかえが現実的となった風連中央小学校

を除いても旧耐震基準の校舎、屋内運動場を有す

る学校が４校あります。名寄中学校と名寄東中学

校は校舎、屋内運動場ともに、智恵文小学校は校

舎、風連下多寄小学校は屋内運動場がそれぞれ旧

耐震基準の建物になっております。また、平成に

なってから建築された比較的新しいとされている

名寄小学校や名寄西小学校についても既に改築後

１８年から２３年を経過し、施設延命のための改

修などの必要性も出てきております。学校施設に

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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ついては、以前から適正配置と連動しながら整備

を進めており、今後もその考えに変わりありませ

んが、これからは建てかえや施設の長寿命化など

学校施設の経過年数や建物の形状などを加味しな

がら整備方針を決定していくことが必要と考えて

おります。また、施設の維持、改修をするにして

も相当な財源が必要となることから、関係部局と

連携しながら進めていくことが必要と考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、小項目２、市街地中心部の位置づけと活性

化についてお答えいたします。

本市では、ＪＲ駅を起点として商業等の活性化

を図り、事業活動を推進するため、名寄市都市計

画用途地域として商業地域を定め、中心市街地と

して位置づけています。この中心市街地への商業

集積を図るため、市独自の支援措置として商業地

域内で取り組む店舗改修や設備投資などに対して

中心市街地近代化事業を実施し、近隣の道北市で

は取り組んでいないインセンティブが大きい支援

措置を行ってきております。

本市における中小企業の振興については、中小

企業振興条例の目的でも定めているとおり、中小

企業者等の自主的な努力を基調としており、行政

はそのきっかけづくりや事業活動の後押しに努め

ることが行政として取り組むべき役割であると考

えています。そのため、商工会及び商工会議所を

初めとする関係機関からの要望、中小企業振興審

議会等での意見を真摯に受けとめ、必要な措置を

講ずることとしております。

昨年９月の定例会の際にも佐久間議員から御質

問がありました名寄商工会議所が実施しました商

店街での買い物客等へのアンケート調査の中で要

望が多かった外食チェーンなどを中心街へ誘導で

きないかとの内容については、空き店舗対策、中

心街のにぎわいの一翼を担うことにつながってい

くと考えていることから、中小企業支援制度の中

でも飲食店にかかわる適用基準のハードルを下げ、

対応していくこととしております。さらには、出

店に関する相談等があった場合は他の相談案件と

同様に積極的にサポート支援を行っていくことと

しております。しかし、既存飲食店との兼ね合い

もあることから、行政等が積極的に誘致するまで

には至っていないのが現状であります。

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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまそれぞれ御

答弁いただきましたので、可能な限り順を追って

再質問させていただきます。

まず、大項目１の平和行政の推進についてお答

えいただきました。それで、留守家族へのフォロ

ーといいますか、それを進めておられるというこ

とでお話がありました。その御回答は、大規模災

害については私もそれらでいいのではないかとい

うふうに思うのですが、ただ集団的自衛権に基づ

いた海外派遣を容認した上での対策につながって

いかないかと。このたびのＰＫＯ、結局武器使用

も認めてしまうということになろうかというふう

に考えております。私は、海外の危険地域に派遣

すべきではないという視点から、抑止力として地

方からの御意見を中央に発信すべきではないかと、

そういう観点から申し上げたわけでありますが、

先ほどの御答弁の中にありますように、これは国

の専権事項ということでありますから、それで集

団的自衛権は憲法解釈上特に違憲であるとする憲

法学者のほうが圧倒的に多いわけです。国内の災

害救助での対応と先ほど繰り返しになりますが、

武器を持ってＰＫＯで行くことに対することにつ

いての取り扱い上はやっぱり違うと思いますから、

海外の危険地域には派遣させないということが本

人にとっても、あるいは家族にとっても一番いい

ことだと、このことだけは申し上げたいというふ

うに思います。

それで、質問ですけれども、名寄市でも加盟し
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ております平和首長会議国内加盟都市会議、これ

は２０１１年に加盟しておられるというふうに聞

いておりますが、この会議に名寄から出席したこ

とはあるのでしょうか。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） 先ほどの答弁の中で

も平和首長会議については既に加盟をしたという

お話をさせていただきましたし、また昨年度は戦

後７０年の節目の年であるということもありまし

たし、この間議員の皆様からも非核平和都市宣言

をしているまちとして日本非核宣言自治体の協議

会にも加盟すべきだろうという御提案を強くいた

だいておりましたので、行政としてもこの協議会

の内容について確認させていただいた上で昨年加

盟をさせていただいたところであります。

御質問のありました平和首長会議につきまして

は、なかなか日程の都合がつかずにこの間出席が

かなっていないところでありますが、昨年初めて

加盟をしました日本非核宣言自治体協議会のほう

につきまして、これは昨年６月に総会が開催され

たところでありますが、日程の都合がつきました

ので、ここには出席をさせていただいたというこ

とであります。

また、出席するだけではなかなか足りないとい

うことで考えておりましたので、出席した内容や

何かにつきましては民間の団体や何かにも情報提

供させていただきながら、その活動につなげるよ

うに努力をさせていただいたところでありますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 日本非核宣言自治体

協議会の総会には参加されているということで、

わかりました。

それで、平和首長会議国内加盟都市会議という

のは、昨年は広島で開催されておりまして、５回

目の開催だそうです。ぜひ平和行政を推進して、

平和をテーマにした都市間交流を促進するという、

そういう立場からも機会あるときに積極的に参加

していただきたいというふうに思います。

なお、平和首長会議の規約には事業という項目

がありまして、そして各都市において平和等に関

して取り組まれた研究会あるいは集会、結果等を

取りまとめた資料だとか図書などを各連携都市に

紹介することなどが盛り込まれているのです。こ

れらが平和首長会議のホームページなどで加盟都

市の活動としてＤＶＤだとか、そういうもので紹

介されておりますので、大変参考になるのではな

いかというふうに思っています。ぜひ名寄で取り

組んできたすぐれたものもありますから、逆にこ

ちら側から報告を上げるという、そういうような

ことも要望したいというふうに思っています。

それで、平和と命を守る取り組みの充実につい

て、先ほど教育の関係もまとめて御答弁いただき

ましたけれども、平和を守る取り組みについては

特に息長く繰り返して啓蒙することが重要だと思

っております。去年の取り組みなどについてもそ

れぞれ支援をしていただいたということで、種々

御報告がありました。ことしもまだ内容等につい

て確定していないということでありますが、ぜひ

昨年やられた原爆の絵展だとか、あるいは写真展

示、あるいは各種講演会などの支援を財政も含め

て積極的に行っていくべきではないかというふう

に私は考えておりますが、この辺について考え方

をお聞か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） 議員が言われますよ

うに、平和の取り組みというのは人の意識の問題

だというふうに思っておりますので、そういう意

味では継続的な取り組みを時間をかけて進めてい

くことが必要だろうなと思っておりますので、市

としても継続した事業の実施にまずは努めていき

たいというふうに思っております。

それと、今言われましたもう一つ、行政が取り

組むだけではなくて、やはり民間の皆さんがみず

から取り組む、あるいは広く市民をその中に取り
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込んでいくということもこれまた非常に重要な取

り組みだというふうに思っております。それに対

する活動に対する市の支援ということであります。

先ほど申し上げましたように、各協議会なんかの

取り組んでいる事業、いわゆる情報の提供につい

てはこの間もやらせていただいたということであ

りますし、引き続き実施をさせていただきたいと

思います。

財政的な支援ということでありますが、現段階

では平和に特化をした支援措置はございませんけ

れども、いわゆる市民の意識あるいはそういった

人材を育成するといった意味では、支援をする事

業スキーム、補助スキームなんかもありますので、

これは個別に御相談をいただかないと採択はでき

るかどうかについてはわかりませんけれども、ぜ

ひ御相談いただきまして、私たちの中でもできる

限りの支援をさせていただきたいと思いますので、

私どものほうにも情報をいただければ幸いだと思

います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平和の、わかりまし

た。今言われた関係は私はわかりましたので、次

に、平和教育の取り組みについてなのですが、先

進自治体の例として１つ御紹介をしたいというふ

うに思うのですが、東京の三鷹市であります。昭

和６３年から毎年市内在住の小学生を対象に平和

から連想するものを描いた平和の絵というもの、

それから平成６年からは、これは市民も対象にし

て平和へのメッセージを募集していると。応募さ

れた絵については、１１月に平和の絵展というの

を開催して展示するとともに、入選、佳作の絵と

メッセージを掲載した平和カレンダーを作成して

希望者に配付する、こういうすぐれた取り組みを

しております。小学生の作品やメッセージは、少

しメッセージだけを紹介することになるのですが、

紹介しますと、例えばこんなのがあります。表紙

には「ごはんを食べる 本を読める あたりまえ

って すてきだね」、１月、「せん後７０年平和

であるからこそぼくたちは安心してゆめを見る」、

５月、「きょうもわらった。あしたもわらいたい。

ずっとわらっていたい」、６月、「みんなのえが

おがたのしいせかいをつくるよ」、９月、「「お

ばあちゃんがながいきしますように」これがぼく

にとってのへいわです」、こんな感じで絵が描か

れていてメッセージがそこに添えられている。こ

れ全部メッセージは今回今御紹介したのは小学生

のものなのですが、できれば小学生を対象にして

こうした事業や、それから平成２５年度からこう

した取り組みがされておりまして、それとあと平

成２５年からは三鷹市では戦争を体験された方の

話を聞いて記録、保存する戦争体験談のアーカイ

ブ化事業を進めていると、こういうことでありま

す。こうした取り組みを名寄でもやってみてはど

うかと。アーカイブ化ですから、コンピューター

でのファイルだとか、それからウエブを収集した

もの、あるいはデジタル化して保存するというよ

うな事業です。名寄も「戦争体験を語り継ぎ新し

い世代へのメッセージ」と題したＤＶＤと冊子作

成がこれ２０１１年ですか、やられておりまして、

これあたりはすごくすばらしいことではないかと。

これもぜひ積極的に活用を図っていくべきではな

いかというふうに私は考えております。今紹介し

たようなこうした取り組みについて名寄でもやっ

てみてはどうか、このことについて考え方をお聞

きしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今事例も含めて御紹

介いただきました。特に子供たちのメッセージに

ついては、改めて平和であること、当たり前であ

ることのとうとさみたいなところを学ばせていた

だいたかなというふうに思っています。

さて、そういった取り組みを名寄市でもという

ことでありますが、学校における取り組みとする

となかなか授業数の制約などもありまして難しい

のかなというふうに思っておりますが、それ以外

のところでの取り組みがどうなのかということだ
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というふうに思います。具体的に子供たちもなか

なかいろんな場面で活躍されておりますので、時

間の制約なんかもあるかと思いますが、今御紹介

いただいた三鷹市の事例、あるいは私ども幾つか

事例を知っているところがありますので、その取

り組み方法などを調査をさせていただいて、名寄

市での取り組みが可能かどうかについて少し研究

を進めてまいりたいと思います。御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。何げ

ない日常の中に平和を希求する心が芽生えるもの、

そういうふうに私思っておりますから、ぜひ名寄

市としても今御答弁あったようなことで前向きに

取り組まれることを切望いたします。

それで次に、大項目２の学校施設環境改善交付

金の不採択の対応で、先ほど答弁いただきました。

東小学校の関係含めて何らかの財源を模索してい

きたいということだったのですが、そこで質問な

のですが、東小学校は建てかえてから２５年ほど

経過した建物だというふうに私理解しているので

すが、それで屋根の雨漏りというのは構造的なも

のなのかどうなのかということなのです。一般住

宅でも２５年たちました、雨漏りし始めましたと

いうのは余り聞かないというふうに思うのですが、

この点いかがかなと。答弁いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 東小学校の雨漏りに

ついて構造的なものなのかという御質問でござい

ますけれども、各学校、公共施設含めて雨漏りす

る施設ほかにもあるわけですけれども、前図書館

でもそうでしたけれども、雨漏りはするのですけ

れども、その原因がどこなのか、場所も含めて特

定かなり難しい状況であります。東小学校につい

ても大分以前から雨漏りとか出てきて、その対策、

対応について調査をしながらやっていますけれど

も、なかなか特定できない。それが構造的なもの

なのか、経年劣化のものなのかというのは非常に

これは難しい判断というふうに思っているところ

であります。ただ、現在は昨年の強風も含めてか

なり屋根も飛散している状況もありますので、昨

年は６月に補正をしながら応急措置をさせていた

だきましたけれども、構造的な部分、そういった

議論というよりもやっぱり早期の対応が必要な状

況になっているというふうに認識はしていますの

で、先ほども申し上げましたけれども、東小学校

においては何らかの財源を充てながら、何年も放

置する状況にないというふうにも判断しますので、

そういった対応で進めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 東小学校は、外から

見たら大変すばらしいデザインになっているとい

うふうに思うのですが、しかし私は公的な建物と

いうのは、豪雪地帯の名寄市にあってデザイン重

視か、それか機能性重視かというと、今後機能性

重視、こちらのほうをとるべきだと思っているの

ですが、ここら辺についてもしお考えあったらお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私建築技師ではない

ので、構造的なものはっきりわかりませんけれど

も、図書館とか施設管理していた部分でいきます

と、議員の言われるように見た目のデザイン的に

凝った建物というのはやっぱり将来的に年数がた

つと維持管理含めて大変になっていく。本当に四

角のオーソドックスな建物というのは、管理も含

めてしやすい状況にあります。場合によっては、

雪が落ちる方向があちらこちらに落ちて、車に落

雪したり、そういった状況もありますので、そう

いったものでは素人考えでは持っていますけれど

も、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

次に、東風連小学校を閉校して風連中央小学校

に統合したところでありますが、ここで先ほどの
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御答弁の中で風連中央小学校も来年エントリーさ

れるだろうと。しかしながら、状況は果たしてこ

ちら側で予定することだとか、難しい、厳しい状

況だというお話がありました。これは予算の関係

ですから、余り強くも言えぬのですけれども、東

風連小学校の子供たちにしてみれば廃校やむなし

ということで、今度は新しい学校に行けるかなと

思っていたら、どうもここにきて黄色信号、やや

もすると赤点滅ぐらいなっているのではないかと

いうことでありますから、多分築４４年か４５年

ぐらいになろうかと思うのですけれども、建てか

えに対する子供たちだとか地域の期待が高まって

いるだけに、鋭意働きかけを強めていただきたい

というふうに希望します。

それと、今後の予算づけのあり方、それから小

項目３、老朽化施設の今後の維持、改善について

それぞれ御回答いただきました。それで、この予

算づけと学校関係の老朽化施設の今後の維持、改

修について国の動向を注意深く見守るという御答

弁ありましたから、これしかないのですが、ただ

国の借金も ０００兆円を超えると。東日本大震

災と、それから原発事故の後始末もある。熊本地

震も予想もできない大規模震災として発生して、

ここに対する国の手だてもやっていかなければな

らないという状態でありますが、危険な校舎に子

供たちを置くわけにもいかないということであり

ますから、基本的な生活インフラと、あと学校な

ど優先的に計画すべきハード事業、まちの活力を

推進するための事業、こういうものについてはし

っかり将来の動向を見据えながら今後も計画を進

めていただきたいというふうに思っています。

時間も余りないので、名寄市の総合計画第２次

と個別事業のあり方に関して御答弁いただきまし

た。それで、市長を初めとして部長、課長、ここ

に座っておられる方は、市で取り組む各種意見交

換だとか、それから市民要望のアンケートなど、

こういうものをいち早く知り得る立場にあるわけ

ですよね。それで、名寄市で何が待ち望まれ、何

が必要なのか、それぞれがイメージを多分固めて

いられるのではないかというふうに思っているわ

けです。そして、それをどういう形にするのかと

いうことで庁内検討会議などを開かれていると思

うのですが、そうした中でやっぱりこういう形に

していきましょうというようなグランドデザイン

が先にあって、いろんな諸制度というのはそれは

そういうイメージを形づけたときに、その後に後

押しをするのが個別事業ではないかというふうに、

そのための個別事業ではないかというふうに私は

イメージしているのですが、しかし行政としての

事業の継続性があるということでありますから、

現状では仕方のないことなのかもしれませんが、

個別事業が先にあって、それを１年間やって事業

評価して終わってはいないかと。私が言っている

のは、やっぱりこういうまちにするのだというグ

ランドデザインがあって、そのためにこういうこ

とをやって、これは個別事業になるわけですが、

起爆剤として推進力をつけていくのだという、ど

うしてもそういうイメージが現在の中で持ちづら

いということなので、ここら辺についてこれは私

の意見として聞いていただきたいというふうに思

います。

次に、質問なのですが、名寄市の総合計画ロー

リングにおいて各種事業が検討されているわけで

すが、それぞれ事業化されているのですが、その

年の予算で難しかったもの、事業化されなかった

ものは次年度で実現を目指すべきだというふうに

私思っているので、そこら辺の考え方についてち

ょっとお答え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） ローリングと予算の

関係ということだと思います。その前にあったと

ころも、グランドデザインの関係もありましたけ

れども、決して私どもも個別事業を単体で進めて

いるという考えではなくて、大きなところでいく

と総合計画に基づいて、あるいは総合計画にぶら

下がる個別計画を実現するために必要な個別の事
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業を実施しているということでありますので、そ

ういった意味では体系的に進めさせていただいて

いると思っておりますので、まず御理解をいただ

ければと思います。

次に、ローリングと予算編成の関係についてと

いうことであります。ここについては、ローリン

グに登載する事業については中期財政計画の裏づ

けとしまして総合計画推進に必要な事業を登載さ

せていただいております。ただ、実際の作業につ

いては、予算編成でもローリングにのったものに

ついては最大限実施できるようにということで努

力はしていますが、ローリングを作成する時期と

予算を編成する時期に、ここにタイム差がありま

す。この期間で国の情報が随分変わったり、ある

いは地域においての状況が変わるというのもあり

ますので、そこで当該年度の予算化を見送りをさ

せていただくようなことがあります。ただ、これ

は予算を見送ったということでありまして、ロー

リングの登載からこの時点で外れるということで

はありませんので、基本的には次年度またローリ

ングの中に登載をして、次年度の予算編成に向け

てとなるのが通常のパターンとなります。ただ、

ローリング自身も毎年度ＰＤＣＡサイクルの中で

見直しをさせていただくということになっており

ますので、このＰＤＣＡ作業の中で当初のってい

た事業の内容の見直しをさせていただく場合、あ

るいは事業費の見直しをさせていただく場合、あ

るいはもっとより効果的な事業に振りかえをさせ

てもらう部分もあると思いますし、当初よりも早

い時期にその事業が完了する場合もあると思いま

すので、そういった意味ではその後の事業につい

ては外れると。こういった場合もあると思います

ので、それらの中で見直しをされることはありま

すが、基本的に予算から落ちたからといってその

時点でローリングから外れるものではないという

ことであります。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。ぜひ

市民要望等が盛り込まれたものについては、やっ

ぱりしっかり年数はかかっても、それは１つずつ

解決するほうが、実現を図るということで頑張っ

ていただきたいというふうに思っておりますが、

ここら辺は要望ということであります。

最後に、小項目（２）の市街地中心部の位置づ

けと活性化に関して御答弁もいただきました。そ

れで、市街地中心部の位置づけでいうと、かつて

３条６丁目地区整備計画、３・６地区整備計画が

議論された経緯がありますけれども、民間団体の

準備が整わないということで見送られた経緯があ

ります。町中に活力を求めるときに５丁目、６丁

目を中心部として位置づけるとＪＲが、先ほど御

答弁の中でＪＲを中心にしてそういうふうになっ

ているのだよということなのですが、どうも地権

者との合意などの問題もあって難しいという話を

聞きます。そこで、私は南広場、ここを活用して

複合施設をつくってはどうかと。例えば老朽化し

ております市立図書館などもどこに建てるのかわ

からないですが、建設もやっぱりこれから予算化

しなければならぬだろうと。それから、子供たち

が楽しめるキッズスペース、これサンピラー公園

が非常に人気あるのですけれども、キッズスペー

スもやっぱり町中にもう一個あってもいいのでは

ないかというふうに思っています。それと、やっ

ぱり第１次産業を中心にした農畜産物、それから

近隣町などとタイアップした海産物、こういうも

のが、そして物産館みたいなものが名寄の町中に

あってもいいのではないかなと。そして、そうい

うものを複合施設化して町中に誘導するという、

町中誘導への推進力にするという、そしてにぎわ

いをつくる、呼び込むという、こういうことなど

も考えてはいかがかというふうに考えております。

答弁は要りません。時間がないので、ぜひ総合計

画第２次に向けてまた皆さん方の英知を傾けてい

いものをつくっていきたい。私も頑張りたいと思

います。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の
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質問を終わります。

加藤市長の市政執行に関して外２件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） 議長より御指名を賜

りましたので、これより通告に従い３件、７項目

について質問を行います。

最初に、名寄市の市政運営から、加藤市長の市

政執行についてお聞きをいたします。加藤市長は、

平成２６年４月に施行された名寄市長選挙で当選

され、本年４月に２期目の中間点を迎えました。

無投票当選後、加藤市長は所信表明の中で無投票

再選は市民の皆様の温かい御支援のたまものであ

る。私の１期４年間の取り組みに対する評価と今

後の市政運営に対する期待感のあらわれと、そう

述べておられます。この２期目の中間点を迎えて、

所信で表明された３つの政治姿勢と６つの施策を

顧みて、その進捗と評価を、そして今後の市政運

営の取り組みと課題についてお聞かせ願います。

次に、広域行政から、２０１８年、平成３０年

に生誕２００年を迎える幕末の探険家、松浦武四

郎と名寄市、そして天塩川流域の自治体との連携

にかかわる記念事業についてお聞きをいたします。

２年後の２０１８年は、武四郎の生誕２００年、

没後１３０年、６回目の北海道調査から１６０年、

北海道と命名されて１５０年を迎える大きな節目

の年に当たります。北海道の名づけ親でもある武

四郎ですが、名寄市が中心の北・北海道中央圏域

定住自立圏の天塩川流域には、市内日進地区の武

四郎宿営推定地など、これらを示す説明看板を初

め１４カ所の木製の標柱や案内板、説明板、歌碑

など数多くの足跡が残されています。このメモリ

アルイヤーに向けて武四郎にちなんだ新しい文化

と観光の創造、記念事業について名寄市及び北海

道とのタイアップや流域周辺自治体と連携した事

業等の取り組みについて御答弁をお願いいたしま

す。

これに関連して、北国博物館についてもお聞き

をいたします。昨年開設から２０年を数え、２１

年目の夏を迎えた北国博物館は、前述の松浦武四

郎にかかわる展示物が少ない上、一部視聴覚機器

の故障も含めて改善の余地を大きく残した施設と

なっています。今後武四郎関連の展示物を初め、

生涯教育の場や児童生徒らへの歴史、民俗、産業、

自然科学などの博物に対する学習環境の場として

の役割を担っていくためには、施設環境の改善と

整備が求められています。北国博物館のこれから

の役割と機能について御答弁をお願いいたします。

次に、市有財産遊休地についてお聞きをいたし

ます。市は、平成２６年１２月に清算結了した名

寄市土地開発公社より旧名寄営林署跡地 ２０

４０平米、 ５７３坪を初め約１１件の保留地を

購入していますが、これら普通財産の処分及び活

用について御答弁をお願いをいたします。

次に、町内会組織についてお聞きをいたします。

市は、このほど町内会組織の意識調査、アンケー

トの集計結果を公表しました。今回の意識調査は、

現在策定中の第２次総合計画に反映させていくと

して実施をされたものです。それによりますと、

これまでにも幾度となく指摘もされている町内会

の抱えている現状と課題、求められる組織のあり

方などについて、個々の町内会が抱える深刻な悩

みが改めて浮き彫りになっています。この集計結

果を踏まえて今後地域コミュニティー活動のあり

方、町内会活動の自主性、自立性、組織形態の再

構築などの考え方について御答弁をお願いをいた

します。

次に、戸籍の届け出、かかわる命名書や結婚証

明書の発行についてお聞きをいたします。戸籍に

かかわる証明書は、住民票や戸籍謄本、戸籍抄本

などさまざまありますが、ここでは出生届け出と

婚姻届け出についてお聞きをいたします。この２

つの届け出とも人生のページを飾る大きな喜び事

と言っても過言ではございません。いずれも人生

の一大転機ともなる届け出に、出生届であれば子

供の誕生をともに喜び合う子の名前を記した命名

書、また婚姻届であればフレームスタンドなどに
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おさまる華やかな結婚証明書の発行で、家族の誕

生や新しい門出を祝う新たな市民サービスの提供

で、少子化対策の一助とする考え方についてお聞

かせください。

次に、浅江島公園の環境整備についてお聞きを

いたします。浅江島公園の豊栄通に面し、公園管

理棟に隣接されていた通称ひょうたん池と呼ばれ

る約４００平米の観賞池が昨年秋に補修工事が行

われ、その大半が埋め戻され、芝生が張られてい

ます。補修後の池は大幅に面積が縮小され、池の

縁は漏水防止の黒いビニールがむき出しの上、ゴ

ムホースから注水されるなどの造作で、市民の皆

さんからは補修後の観賞地としての造作に疑問視

する声が上がっています。この補修後の観賞池に

対する市の考え方について改めて御答弁をお願い

いたします。

最後に、検定中の教科書閲覧に伴う謝礼受領問

題についてお聞きをいたします。道教委は、本年

１月末に教科書会社が検定中の教科書を教員らに

見せて意見を聞き、謝礼を渡していたとして教科

書会社各社の自己点検結果の道内分を公表いたし

ました。これに関連して市教委では、本年の第１

回定例会の代表質問で、教科書閲覧に伴う受領質

疑に現在調査中と答弁されています。既に調査も

結了しています。調査結果について御答弁をお願

いいたします。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目３点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

の小項目１について私のほうから、小項目２のう

ち①が営業戦略室長、同じく小項目２のうち②及

び大項目３のうち小項目３について教育部長、大

項目２については総務部長、大項目３のうち小項

目１については市民部長、小項目２について建設

水道部長とそれぞれ答弁をさせていただきます。

平成２６年第２回名寄市議会臨時会において、

市政運営に係る所信の一端を申し述べる機会をい

ただいて２年が経過をいたしました。この間名寄

市の１０年先、２０年先を見据え、本市をさらに

明るく元気にするために、民間会社的発想での行

財政運営、さらなる市民参加とよりわかりやすい

行政運営、情報公開、地域の宝、財産、特色に徹

底的にこだわったスケールの大きなまちづくり、

この３つの政治姿勢を基本とし、６つの施策を進

めることをお約束をし、全力で取り組んでまいり

ました。まず、１点目は、オール名寄で協働のま

ちづくりでございます。市民と行政との協働を進

めるためには、情報共有、情報発信が重要と考え

ています。この間市民参加の機会として新たにタ

ウンミーティングを開催をし、市民との対話を深

めるとともに、ホームページのリニューアル等に

よる情報発信の強化を図ってまいりました。また、

現在は協働のまちづくりの行動指針となります第

２次総合計画の策定に向けて市民の皆様とともに

作業を進めているところでございます。

２点目は、高齢者、障害者が安心して住み続け

ることができるまちづくりでございます。暮らし

の安全、安心を確保するため、圏域の基幹病院で

ある名寄市立総合病院を核とした医療環境の充実

に努めてまいりました。昨年８月には、救命救急

センターの開設による機能充実を図り、現在は経

営強化に向けて新名寄市病院事業改革プランの策

定を進めているところであります。また、障害者

の支援では、グループホームの設置を促進すると

ともに、本年４月からは基幹相談支援センター事

業、ぽっけをスタートをさせ、障害に関する総合

的な相談窓口を開設をしたほか、高齢者の支援で

は市民の皆様の御協力により多くの認知症サポー

ターを育成をすることができました。

３点目は、子育てに優しいまちづくりでござい

ます。子育て支援は、要望の多かった名寄市地域

子育て支援センターひまわりらんどを昨年１０月

にオープンをするとともに、乳幼児等医療費助成

事業の市独自拡大や乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給

事業に取り組み、子育て世帯の支援拡充を図って
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まいりました。

４点目は、足腰の強い、活力にあふれたまちづ

くりでございます。地域の活力としては、基幹産

業である農業の活性化が重要と考え、ＪＡの共同

施設への支援、またもっともち米プロジェクト、

原産地呼称管理制度などを推進をし、農産物のブ

ランド化に努めるとともに、国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所との共同研究により進

めてまいりました薬用作物において生産者、関係

団体などによる努力が実り、栽培戸数、栽培面積

とも増加傾向にございます。また、市内中小企業

の振興については、議会の議決をいただき、名寄

市中小企業振興条例の改正を行いましたので、今

後具体の施策を展開をしてまいります。

５点目は、人が生き生きと活性化するまちづく

りであります。市立大学において地域に必要な人

材育成と地域貢献を目指し、社会保育学科の新設

による児童学科の４大化とコミュニティケア教育

研究センターの設置を行うとともに、図書館建設

など必要な施設整備もあわせて進めているところ

であります。また、義務教育関係では、名寄南小

学校の改築を終え、新たに風連中央小学校の改築

に着手をするとともに、社会教育においては市民

の長年の願いであったＥＮ―ＲＡＹホールをオー

プンをさせ、文化の拠点として市内外から多くの

来場者でにぎわいを見せております。

６点目は、自衛隊の体制維持強化と支援体制の

堅持でございます。陸上自衛隊名寄駐屯地の存在

は、本市を初め隊区管内自治体においても大きな

意義があり、この間関係機関、団体とともに国な

どにその維持増強を強く求めてきたものでござい

ます。

さらには、昨年１０月に名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定をし、ただいま申し上げ

た施策間の連携、そして新たな取り組み、人口減

少に対応すべく取り組みを始めているところであ

りまして、これらの取り組みが市民の満足度、本

市はもとより圏域の活性化にも結びつくものと認

識をしております。残された任期は約２年となり

ました。さきの名寄市市制施行１０周年式典にお

いて多くの市民の皆様とともにまちづくりへの決

意を新たにしたところでございますが、今後とも

より明るく元気なまちづくりに向けて取り組みを

進めてまいりますので、市議会を初め市民の皆様、

関係機関、団体の御協力をお願い申し上げて、私

からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、小項

目２、広域行政の推進から、①、松浦武四郎生誕

２００年と天塩川流域の周辺自治体との連携と取

り組みについてお答えいたします。

天塩川周辺地域の連携については、周辺１１自

治体の関係団体が広域で連携し、地域の魅力を認

識、その魅力を発信することを目的に平成２４年

度から名寄市長を会長にテッシ・オ・ペッ賑わい

創出協議会を組織して地域の情報発信、フォーラ

ムや研修会、また地域イベントへの協力等の事業

を行ってきています。

御質問のありました幕末の探険家で北海道の名

づけ親でもある松浦武四郎氏は、６度にわたる北

海道踏査の中で天塩川の流域も踏査し、その足跡

を記した案内板などが天塩川流域に現在も残され

ております。その功績を地域でも認識し、受け継

ぐことを目的に、同協議会では昨年度武四郎の生

誕の地である三重県松阪市の松浦武四郎記念館の

元名誉館長を講師に迎え、「天塩川から学ぶも

の」と題した基調講演を行い、またパネルディス

カッションでは同協議会の会長の立場で加藤市長

もパネリストに加わり、武四郎の足跡について議

論を行った天塩川フォーラムを実施しております。

また、松阪市で開催された第２１回武四郎まつり

にも協議会加盟自治体の特産品やパンフレットを

持参し、天塩川周辺地域のＰＲ事業を行ってまい

りました。行政報告でもありましたが、今年度に

おいても引き続き同様の事業を実施するとともに、

生誕２００年の平成３０年に向け松浦武四郎の生
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涯を題材としたテレビドラマ化への要請活動も含

めて、今後協議会として記念事業について検討し

ていきたいと思います。

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目１、

小項目２の２つ目、北国博物館の役割と機能につ

いてお答えいたします。

先ほどの質問とも関連しますが、北国博物館は

平成８年２月の開館以来２０周年の節目を昨年度

迎えました。北海道の名づけ親である松浦武四郎

の展示は、映像展示として北国名寄の歴史の中で、

一部ではございますが、取り上げております。ま

た、これまでも松浦武四郎にまつわる節目の年に

は企画展や関係機関との連携により武四郎ゆかり

の地の巡見などを実施し、天塩川流域市の講座で

も功績の周知に努めております。今後も天塩川流

域の博物館や関係機関との連携を図り、後世に松

浦武四郎と北海道のかかわりを伝えてまいりたい

と考えております。

常設展示は、館名にもあらわしているとおり、

北国をテーマの柱とし、冬ならではの厳しい自然

環境や先史時代、アイヌ文化、開拓期以降の冬の

生活や歴史を伝えるため、市民から寄贈された多

くの実物資料を中心に展示し、組み立てておりま

す。また、映像展示として平成１８年の新名寄市

誕生後、歴史編と自然編の２番組をリニューアル

し、３面大型スクリーンで上映しております。同

時に名寄市の指定文化財や市の花、鳥、木などを

検索できる情報検索コーナーを整備しております

が、御指摘のとおり情報機器には経年劣化による

一部故障もあり、早急な修繕等の対応を図ってま

いります。

開館以来２０周年が経過する中で、展示や事業

展開を再構築する必要性は感じているところで、

現在策定作業中の第２次総合計画の中でも常設展

示室リピーター確保事業を検討中であり、一部コ

ーナーのリニューアルや事業展開の充実を協議し

ております。さらに、魅力ある各種展示会、講演

会や体験型事業などを実施するため、地域の人材

や道内の博物館と連携してまいります。生涯学習

や児童生徒の学びの場としては、ピヤシリ大学の

講義や公民館講座の名寄入門などは生涯学習課と

連携し、転入者向けの市民見学会や史跡めぐりな

どは企画と連携して実施しており、生涯学習の推

進の一助となっております。また、小学校の社会

科などにおいては、昔の暮らし、道具の移り変わ

りを学ぶ単元で教員との事前打ち合わせを行い、

展示解説と収蔵庫見学の中でさまざまな道具にさ

わってもらうことで子供の学習ニーズに対応し、

地域博物館としての機能と役割を果たしておりま

す。今後も地域資料の収集、調査、研究を基本と

し、各種事業の展開、出版物による情報発信など

に努め、博物館の役割と機能を充実してまいりま

す。

次に、大項目３、市民の声から、小項目３の検

定中の教科書閲覧に伴う謝礼受領問題から、調査

結果についてお答えいたします。本件につきまし

ては、さきの第１回定例会において大石議員より

教科書選定過程等についてという御質問をいただ

き、再質問の中で出版会社から便宜を図るような

働きかけがあり、文部科学省が各都道府県に調査

を指示した結果、本市にも該当者がいるのかとい

う趣旨のものでした。この時点では道教委で道内

関係分を調査中で、答弁は差し控えたいとの答弁

をさせていただいたところであります。このたび

の道教委の調査では、１つ目に検定中の教科書を

閲覧したか、２つ目として謝礼を受け取ったか、

３つ目として閲覧後に調査員になったか、４つ目、

当時管理職だったかなどを判断基準として調査を

行っております。全道の最終的な調査の結果は報

告は来ておりませんが、本市においては該当する

教員等がいなかったとの連絡が入っているところ

であります。

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） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目２、

名寄市の行財政運営に関しまして、初めに小項目

の１、市有財産遊休地等の処分と有効活用などか

ら、現状の課題とその対応について申し上げたい

と思います。

名寄市土地開発公社は、名寄市の公共施設の計

画的な整備などを図るために必要な土地の取得、

管理、処分などを実施し、その役割を果たしてき

ましたが、全国的な地価の下落傾向がとまらない

状況となり、加えて用地先行取得の必要性がなく

なったことから、平成２６年９月１日開催の市議

会におきまして公社解散の議決をいただき、同月

１６日に北海道知事の解散認可を受けまして解散

に至っているところでございます。名寄市土地開

発公社が所有をしていました土地１１件、約１１

万 ５００平方メートルにつきましては、平成２

４年度から２６年度の間に順次市が買い取り、現

在は宅地や有効活用が可能な用地について売却や

貸し付けなどを行っているところで、昨年度は２

件に貸し付けをし、その貸付料として約１３１万

円の収入となってございます。

また、旧名寄営林署跡地につきましては、現在

の名寄警察署から約３００メートルの近さにあり、

現在とほぼ同様の環境を維持できることや敷地面

積が約 ２００平方メートルと十分な広さを有し

ていますことなどから、名寄警察署の立地として

適切であると考えられるため、平成２４年度より

北海道警察本部及び名寄警察署に対し名寄警察署

の移転改築について要望書を提出しており、今後

も引き続き移転改築に向けて積極的に取り組みを

進めてまいります。

土地開発公社から買い戻しをした土地を含む市

が保有している遊休地の処分につきましては、広

報やホームページで周知をしながら公募、公売を

実施しており、この間の実績を申し上げますと合

併後の平成１８年度から今日までに２８件、５２

筆を売却してきております。また、これらの土地

については、貸し付けや市の事業、各イベントで

の使用などを含めまして有効利用に努めており、

今後とも積極的な情報公開を通じまして、適切か

つ有効な活用に努めてまいります。

次に、小項目の２、町内会組織に関しまして、

課題分析と再構築について申し上げます。町内会

組織の意識調査アンケートは、まちづくり活動の

基盤となる町内組織の現状と課題、今後求められ

る組織のあり方などにつきまして第２次総合計画

策定における議論に反映させることを目的に各町

内会の御協力をいただき、実施をさせていただい

たものでございます。調査結果からは、以前から

の継続的な課題とはなりますが、加入戸数の減少

や未加入者の問題、役員や担い手不足と高齢化な

ど、町内会の組織運営の根本と言える課題として

組織の将来的な運営の不安が挙げられていたほか、

近年取りやめた活動としては子供向けまたは多世

代交流活動が多く挙げられており、若者や子育て

世代の減少と町内会離れが進んでいる実態が明ら

かとなり、少子高齢化や価値観の多様化などの社

会的な現象が町内会活動にも影響している状況と

なっております。また、運営状況が順調との回答

をいただいた町内会の多くでは子供向けの取り組

みが継続されている傾向にあり、多世代交流や子

供が参加しやすい活動の継続が町内会活動の活性

化に結びついていると推察できる結果となりまし

た。

これらの課題を解消するため、これまでも財政

支援を含め側面から支援を行っており、特に未加

入者の問題では加入促進チラシの全戸配布、また

転入者に対する市役所窓口での加入案内などを行

ってきております。しかし、未加入者は年々増加

傾向となっており、特に集合住宅の対応に苦慮し

ている声も多いことから、町内会連合会との協議

を進めており、連携した具体的な対応を検討して

まいります。また、単位町内会では取り組むこと

が難しい活動や課題がふえてきている現状に対し

ましては、現在小学校区を基本に組織されている

地域連絡協議会において、活動に差はありますが、
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多世代交流や防災に関する取り組みが複数町内会

の連携事業として実施をされておりますので、協

議会の活動に対する財政支援を行うとともに、地

域独自の課題に対応することのできる組織となる

よう地域と連携し、活動を推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、市民の声から、小項目１の戸籍の届け出から、

届け出への命名書や結婚証明書の発行について申

し上げます。

家族の誕生や新しい門出を祝う新たな試みにつ

いて質問をいただきました。自治体の中には、そ

れぞれが持っている特色や特性、観光資源を題材

にするなど工夫を凝らしたデザイン、装飾を施し

たオリジナルの出生届あるいは婚姻届の受理証明

書などが見受けられるようになり、話題となって

ございます。議員がおっしゃるように、出生や婚

姻は人生の大きな喜び事でありまして、その際オ

リジナルの出生届あるいは婚姻届の受理証明書な

どを発行することができれば記念にもなりますし、

市の独自性を発揮できる機会でもあり、名寄市に

愛着を持っていただける機会につながるものと考

えています。

本市が窓口で受ける戸籍届け出件数は、年間で

約 １００件、そのうち婚姻届と出生届が約３７

０件を占めてございますが、名寄市独自の受理証

明書などの導入に当たりましては、繁忙期や混雑

時に他の市民の方をお待たせしないよう配慮が必

要となります。さらには、求められる価値観が多

様化をしていることもありまして、パソコンやス

マートフォンなどを使いこなす世代が求めている

ものは果たしてどういうものなのか、限られた予

算の中でどのような形にすれば市民の皆様に喜ん

でいただけるのか、これらの課題を整理をさせて

いただいた上で、既に導入している自治体の事例

なども調査をしながら、導入の可能性を研究して

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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、市民の声から、小項目２、浅江島公園の環

境整備から、現状と課題についてお答えします。

浅江島公園の整備は、公園長寿命化計画により

平成２４年度は石垣更新、平成２５年度は遊具の

更新、平成２７年度が石垣改修と外灯のＬＥＤ更

新４基及び単独費による池補修とトイレ改修を実

施しており、今年度は外灯ＬＥＤ更新を１５基予

定しております。

御質問の池は、浅江島公園の管理棟の南側に創

設時より設置されていたひょうたん形をした池で、

３年ほど前から防水シートの劣化によって池の水

が抜けて保水できない状態となりました。原状復

旧も検討しましたが、公園長寿命化計画全体の事

業進捗の状況から、この池を全面撤去とし、緑地

とすることとして計画しておりました。しかし、

小規模でも池の存続ができないかとの御意見をい

ただいたことから、既設の給排水設備の改造を最

小限とする位置として、木橋を境に下流部の原形

を再利用した改修により、以前と比較しますと小

規模ですが、池を確保し、これ以外の部分は埋め

戻しとし、張芝による仕上げを行いました。旧庭

石は芝生空間のアクセントに養生保存して、改修

工事を実施したところでございます。また、現在

公園内の中央にも修景施設としての池が設置され

ていることから、今後もそれぞれの池の特徴と機

能を生かした公園管理を行っていく方針でござい

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。

それでは最初に、２期目の中間点を迎えました

加藤市長にお聞きをしてまいりたいと思います。

話はちょっと前後するのですけれども、市長、こ

としの３月の第１回定例会で市政執行方針の中で
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市民との対話と連携に新たに市民力という言葉を

つけて、文字どおりオール名寄でまちづくりを推

進していくというお話をされました。さらに、時

間軸をもとに戻しまして２年前の所信表明演説の

中では、名寄市の仕事、市の仕事は住民の幸せを

つくること、職員全体に市民は顧客であり、市民

が主役であるという意識を共有し、親切で丁寧な

住民サービスを行うとともに、コスト意識と現場

重視の姿勢の徹底を図ってまいりますというよう

に述べて、言いかえれば職員力、こちらのほうに

言及されているというふうに私は受けとめており

ます。翻ってことしの３月の市政執行方針の市民

力、２年前の職員力の資質向上と。あわせて２期

目の中間点を迎えて、この市民力と職員力の調和

あるいは信頼関係、協働関係、これについてはど

のように受けとめておられるのかお教えいただけ

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民力ということについ

てどこかでもお話ししたかと思うのですけれども、

１期４年、さらには２期目の２年と改めて私はい

ろんな場面で名寄市民、そして団体や、あるいは

名寄にゆかりのある方がいろんな場面ですばらし

い活躍をしている、さらにはさまざまな挑戦をし

ている、あるいはふるさと名寄のために本当に汗

をかいていただいている姿をいろんなところで拝

見をし、そのポテンシャルというか、その能力の

高さに本当に感動し、この市民力があれば名寄は

さらにまだ発展していけるという確信をしたとこ

ろであります。加えて職員力、当然市民協働のま

ちづくりということでありますから、市民と行政

が一体となったまちづくりが求められている中で、

その市民力をさらに引き出し、そしてつなげ、そ

して前に進めていくのが我々職員の大きな仕事で

あるというふうにも思っています。このことが市

民と協働のまちづくりにつながると。職員力と市

民力と、その融合が協働のまちづくり、そしてさ

らに明るく元気なまちづくりにつながっていると

いうふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

それでは、市長もおっしゃっているように、残

すところ２年弱というふうになったというお話で

すけれども、もう２年弱、まだ２年弱、いろいろ

受けとめ方はあるかと思いますけれども、２年弱

後のゴールの先に見えているものは市長自身がど

のようにお考えになっているのか。２年弱後の名

寄市における加藤市政というのはどういう形であ

るのか、今望洋としてちょっとつかまえづらいの

でしょうけれども、私も言葉を選んで言っている

ものですから、おわかりになる範囲で結構ですか

ら、２年弱後の加藤市政についてもしお考えがあ

ればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 残り２年、その中でも昨

年からことしにかけては本当に大きな節目の年だ

というふうに認識をしておりまして、昨年は総合

戦略を策定をし、そしてことしは総合計画、向こ

う１０年間の大きなビジョンを今市民の皆さんと

ともにつくり上げている最中であるというふうに

思います。さらに、市民の皆さんとの対話と連携

を通じて明るく元気なまちづくりが見通せるよう

に、残り任期もしっかりと邁進していくというこ

とをお誓いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 加藤市政の残された

２年間について期待を申し上げております。

それでは、松浦武四郎に関連してお聞きをして

まいりたいと思います。いろいろお話をいただい

たのですけれども、つまるところは武四郎の生涯

を描くドラマ化についてテレビ局なり映画会社な

り、わかりませんけれども、要請をしていくみた

いな答弁であったかなと思うのですが、これはも

うかねてから加藤市長がおっしゃっていたかなと

いうふうに記憶をしているのですけれども、加藤
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市長はつくりたいという御意向で、それでいいの

だろうと思うのですけれども、ではそれを受けて

営戦は具体的に実現するためにどのように運動な

り活動なりを展開していくのか、お考えがあれば

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほど御答弁さ

せていただきましたテレビドラマ化の具体的な活

動ということなのですけれども、今現状としては

まだ具体的な活動までには至っておりません。た

だ、今後協議会の中で、名寄市だけが先頭に立っ

てやるということでなく、当然のことながらテッ

シ・オ・ペッ賑わい創出協議会の１１の周辺市町

村の共通した認識のもとと、また先ほども申し上

げましたように生誕２００年という、そういった

節目の部分も含めて今後具体的にどういった部分

でＰＲをしていくかという具体的な部分を検討さ

せていただきたいということで、具体的な戦略の

ところまではまだ固まっていないというのが現状

であります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 先日、多分１０日だ

ったなと思うのですけれども、北海道のほうでも

武四郎は名づけ親だと。あるいは、北海道の顔と

してこれから記念事業をいろいろ展開していきた

いのだという新聞記事を私も拝読をしました。当

然北海道のほうとの協調、連絡あるいは連携をし

ていくのだろうと思うのですけれども、さらには

流域の自治体と手を携えて、もう２年間しかない

と。猶予は余りないですから、机上のプランでは

なくて、もう少し名寄市には武四郎の研究では屈

指のキュレーターもいるのですし、学芸員もいら

っしゃいますし、そういった方のアドバイスもい

ただきながら、地に足をつけた武四郎のイベント

を組みながら、それこそ営戦の大目的である観光

資源の再開発を含めてぜひ実のある実行計画を立

てていただきたいと思いますが、その計画の骨子

というのは大体いつをめどにまとめようとされて

いるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 基本的には、先

ほども大石議員からもありましたように、もう２

年しかないということですので、当然のことなが

らすぐにまとめてということですので、今年度中

のうちにはそういった戦略の部分も含めてまとめ

ていきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひすばらしい内容、

関連の自治体等含めて、あるいは道も含めてこの

流域のＰＲに努めていただきたいと思います。

あと、これに関連して博物館についてちょっと

お聞きをしたいのですが、先ほど総計の中でも常

設展示のリニューアル化も含めて検討していきた

いのだという旨の御答弁があったかなと思うので

すけれども、私も久しぶりに最近北国博物館のほ

う足を運んでみましたが、小川部長は最近博物館

の常設展示のほうに足を運んだ経緯ありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 最近行ったのは、５

月の連休中イベントをやっていましたので、その

イベントにあわせて常設展示内、中を含めて見学

をしてきております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 実は、私も久しぶり

に足を運んだときに本当に２０年前に開館した当

時は、それはそれで所期の目的を達していたのだ

ろうと思いました。ただ、改めて再び常設展示の

ほうに足を運びますと、先ほども答弁の中で冬の

暮らしというのがありましたけれども、布基礎だ、

あるいはカヤぶきだというような時代の変遷でコ

ーナーを区切って展示をされているのですけれど

も、ストーブと卓袱台とテレビがあるとかないと

かなのですけれども、ラジオが変わっていたり、

きれいに整然と展示をされているのですけれども、

非常に生活感がないというか、リアル感がないと

いうか、何でそうなのだろうと思うと人の気配が
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全くないと。ただ、静物だけを置いてあると。道

具だけを置いてあるというような、いかにも２０

年ぐらい前の展示がそのまま今なお行われている

という気がしてなりませんでした。

また、博物館の常設の入ってすぐ左のところに

大きな壁面の壁画があるのです。そこにマンモス

ゾウがあるのですけれども、マンモスゾウが描い

てあるのです。ただ、それが実寸でもなければ非

常に小さなマンモスゾウなものですから、子供た

ちの感激に対しても刺激が極めて低いだろうなと

私思います。こういった子供たちの科学に対する、

あるいは歴史に対する、そういったものを刺激す

る上では、ぜひともリアル感のある展示物、常設

展示が必要になってきているのではないかと私思

います。改めて骨格標本の展示だとかも含めて、

マンモス、あるいはナウマンゾウでもいいのです。

何でもいいのですけれども、そういう骨格標本の

展示があってもいいかなと思うのですけれども、

こういったものも含めて第２次総合計画の中では

大幅な常設展示の改善、そういったものを検討さ

れる余地があるのかどうか、余地について確認さ

せていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今大石議員からもっ

とリアル感のある、子供たちも目を光らせるよう

な展示物ということで話がされておりました。御

存じのように、北国博物館の余り広くないスペー

スと言ったらいいでしょうか。そういった大きな

展示物をするには、やっぱりスペース的には狭い

状況もあるのかなというふうに思っています。た

だ、当初北の暮らしということで、そういった展

示をやるということなので、ああいうスペースの

中での空間で展示を続けます。これにつきまして

は、時代が移り変わると、今もっと照明を使った

り、含めたいろんな展示、博物館とかあると思い

ますけれども、これは名寄の本当の姿といいます

か、昔の生活を後世に伝えていく。子供たちにも

しっかりそのことを率直に伝えていくということ

では、今のコンセプトをそのまま継承しながらい

きたいと思いますし、ただ、今のままでいくとリ

ピーター含めて当然なかなか何回も見に行くとい

う常設展示ではないというふうにも理解していま

すので、そういった面ではあの常設展示内の一部

をリニューアルできるような、例えば１年間何か

の展示物、松浦武四郎でもよろしいですし、そう

いったちょっと長い期間での市民が興味を引くよ

うな、そういったものを展示できるスペースをつ

くることによってリピーターもふやすことができ

るかというふうに思っているところであります。

子供たちに触れるという部分では、先ほど道具

とか、そういったものも収蔵庫にもいろんなもの

をしていますので、その点につきましてはどうい

った学習内容でやるのか、子供たちがどういった

ものに興味があるのか、そういったことも含めて

事前にお話をしながら、博物館に興味をそそる、

そういったものに寄与もするような、そういった

ようなことも学校の先生と事前に打ち合わせをし

ながら進めてまいりたい。今後もそういったこと

で学校とも連携をしながら、学校なり子供たちの

ニーズも聞きながら博物館の機能の強化を図って

まいりたいと考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、松浦武四

郎と北国博物館の２つをつなぐ一つの手だてとし

ては、松浦武四郎が丸木舟で天塩川を下ったとい

うのがありますけれども、この丸木舟をぜひ製造

して、同じ月日で松浦武四郎が下ったであろう、

あるいは往来をしたであろう、そういった丸木舟

で往来をする。こいでいくという、走行する、そ

ういったイベントも１つ営戦のほうでも、実現性

があるかどうかは別として、丸木舟を掘る、これ

だけでも大きなイベントになるだろうと私は思い

ます。でき上がったものを展示する。いいではな

いですか。ぜひ検討の中に加えていただきたいと

思います。
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それでは、行財政のほうにちょっと移ってまい

ります。市有財産についてちょっと臼田部長のほ

うからお話がありましたけれども、営林署跡地に

ついてお話がございました。市長のほうも道内の

警察署の建てかえには優先順位があって、名寄は

決して高いほうではなかったのだけれども、近年

順位が繰り上がってきて、当面今最近では帯広警

察署についてお話をされていたかなと思いますが、

帯広警察署もことしの３月にたしか入札が行われ

て、２０１８年の開署を目指すみたいな内容が建

設新聞に載ってございました。帯広警察署が繰り

上がったということで、名寄警察署の建てかえ計

画の順位というものは今どうなっているのでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここはまだ私どもも

明確に順位ということでは捉えておりませんが、

知り得ている範囲で申し上げますと、当初は順番

でいくと１０番の中には入っていると。ただ、１

０番の後半のほうにあったというような状況は伺

っています。ただ、今大石議員が言われたように、

帯広のほうが始まったということでありますし、

さらには警察署そのものの再編なんていう話題も

ありますので、そういった条件を含めて推察をす

るところでいくと、当初の予定よりは少し繰り上

がっているのではないかという、そのような推察

をしているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ところで、改めて確

認をするのですが、名寄警察署というのは新築さ

れる実現の可能性というのはいかがなのでしょう

か、本当のところ。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 建物でありますので、

いずれの時期かには改築はされるというのはこれ

間違いのないことだというふうに思っております

が、ただ私どもが要望している中で、警察署ある

いは道のほうから言われている分には、かなり老

朽化しているということは言われているのは間違

いありませんし、先ほど言ったように１０本の指

の中に入る老朽度でありますので、さらには帯広

警察署が着手がされているという状況から見ると、

１０年とか２０年とかいうスパンではなく改築は

されるのではないかというふうに思っております。

漠然として申しわけございません。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ちょっと後ろのほう

でも失笑を買っていましたけれども、そんな漠然

とした答弁ではなかなか私の質問の意図が伝わっ

ていないのかなと思って大変残念ですけれども、

非常に見込みが薄いのだなと、今のところ。それ

はそれとして、ちょっと私のほうでお聞きしたい

ことがあります。名寄市に名寄市財産に関する規

則というのがありました。これちょっとひもとい

ていますと、５３条のほうで総務部長は公有財産

台帳を備えるというふうに明記されていました。

公有財産あるいは普通財産というのは、各部各課

に、部局のほうに多分散らばっているのだろうと

思うのですけれども、各部で財産台帳というのを

お持ちなのか、そしてその上で総務部長も統括し

た財産台帳をお持ちなのか、この点ちょっと確認

をさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、各部局で施

設等整備しますので、そこの情報を得ながら、最

終的には総務の管財のほうで財産台帳の管理をさ

せていただいているところでありますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 総務部長も財産台帳

をお持ちで、あるいは各部のほうでも財産台帳、

普通財産の台帳をお持ちなのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 一括して私どものほ

うで管理をさせていただいているということであ

りますので、御理解いただければと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、これまで

も普通財産の処分についてはホームページや、あ

るいは名寄市の広報を通してＰＲに努めてきたと

いうお話なのですけれども、ホームページのほう

も私もサーフィンしながら見ていくと、なかなか

見つけづらいと。極めて地味なところにあるもの

ですから、なかなか探しづらかったというのがあ

ります。ただ、これは何回も３回も同じ土地を見

るためには、詳細図だ、やれ地形図だ、地籍図だ

というふうに何回もクリックしなければいけない

と。これをワンクリックで見られるようにして、

しかも一番肝心な財産価格というのが全然明記さ

れていないのです。お幾らするのかなというのが

全然明記されていない。ただ、そういうデータは

ちゃんと手間暇かかるのですけれども、見られる

ようにはなっているのだけれども、ではこの土地

は幾らするのだという財産台帳価格は載っていな

いのですが、これはこれから載せる予定はござい

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 価格については、基

本的には公売という形になりますので、ここでは

載せていないということであります。それで、見

方がどういう形が見やすいのかについては、私ど

もの工夫でさせていただきたいと思いますが、た

だワンクリックで全てのデータをもし載せるとす

ると、かなり上から下までスクロールをしないと

見られないという形になると思いますので、一つ

の考え方とするとワンクリックすることによって

自分の必要な情報が見られるというのも、これも

見方によっては便利な見やすい方法の一つかと思

います。いずれにしても、より見やすい方法につ

いてはちょっと研究をさせていただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り重い腰が上がり

そうもないのですけれども、一旦財産台帳のほう

に載った価格というのは、見直しというのはいつ

の時点で行われているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本的には、固定資

産の評価額がありますけれども、これをベースに

やっておりますので、評価がえがされればそれに

伴って価格も見直すという形になります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、町内会組

織のほうにちょっと移ってまいりたいと思います。

未加入者対策について随分言及していただいた

のですが、確かに私も企画のほうから８１町内会

の会員の加入数の数字をいただきました。いずれ

も１００％であったり、２０％台というところも

ありましたけれども、それぞれ町内会における特

殊な事情もあるのだろうと思うのですけれども、

この古くて新しい町内会の加入率について今回の

アンケートの中でも取り上げられているのですけ

れども、加入率の促進を図るための手だてという

のはあるのでしょうか。どうですか。何か有効な

手だてがあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、非常に難し

い問題なのだというふうに思っています。議員の

言われますように、即効性のある方法がもしある

のだとすれば、これはもう既に各町内会や、ある

いは私どものほうでもそこを御支援しながら加入

率向上に向けて取り組んでいるのだと思いますが、

なかなかそこに対する即効的な手段が今見つから

ないというのが現状かと思います。ただ、この間

もそこが即効的にはなっているかどうかわかりま

せんけれども、できる範囲でということで取り組

ませていただいているのが町内会においては町内

会の役員がみずから足を運んで加入の促進を呼び

かけていたり、あるいは私どもも新たに転入され

た方については町内会の加入の呼びかけをさせて

いただく。それと、今検討させていただいている

のは先ほど申し上げたように、これはたしか一昨
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年の町内会の総会の中で出た意見でありましたけ

れども、集合住宅に対する対応は何かできないの

かという御意見いただきまして、ここは私どもだ

けでもできませんし、町内さんだけでもできない

かもしれませんので、私ども両者で今その具体的

な方策が何かいい方法があるかないか検討させて

いただいているところでありますので、ここにつ

いてはもう少しお時間をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） アンケートの後半で

７問ぐらい地域自治区について書いてございまし

た。この地域自治区、地方自治法の２０２条の４

項に書いてある極めて法的拘束力のある組織であ

ります。今お話のあった地域連絡協議会は任意性

だと。非常に任意性の高い組織ですけれども、時

間が来てしまいましたが、この地域自治区を第２

次総合計画の中で実施していくのかどうか、その

点だけお考えを聞かせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 町内会のアンケート

結果からも、単独町内会だけではなかなか活動の

維持が難しい。他町内会あるいは町内会にある他

のグループの協力もいただきながら活動を展開し

たいというのが１つありました。それと、もう一

つ、第２次総合計画の中で地域連絡協議会でいく

かどうかについては、今まさに第２次総合計画の

策定審議会を含めて議論をさせていただいている

ところでありますので、それを待っていただきた

いというふうに思っています。ただ、いずれにし

ても私どもの認識とすると、単一町内会の活動だ

けでは地域自治がうまく回らないだろうというふ

うに思っておりますので、何らかの方策が必要で

はないか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） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

高校野球を名寄市で開催するための対応につい

て外２件を、塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、高校野球を名寄市で開催するための

対応について、本市で開催ができなくなった高校

野球大会の復活についてのお考えをお聞きをいた

します。高校野球の歴史は長く、名寄市は古くか

ら名寄支部をリードする立場にあり、甲子園につ

ながる北北海道大会の開催など数々の大会が開か

れてまいりました。しかしながら、平成２１年春

季大会を最後に名寄市での高校野球大会は開催さ

れておりません。名寄市民の中には、現在も熱狂

的な高校野球ファンも多く、高校野球大会が名寄

市で開催されていないことへの疑問の声が寄せら

れております。名寄市での高校野球大会の復活に

ついてお考えをお知らせください。

次に、大項目２、名寄市の農業施策について、

３点お聞きをいたします。１点目は、名寄市の農

業支援員の現状と対応についてお知らせください。

名寄市は、農業担い手の確保に向けた対策として、

平成２５年度から総務省の支援制度である地域お

こし協力隊員となる農業支援員を採用し、将来的

な新規就農を視野に平成２５年度と平成２６年度

に各２名を採用し、市内の農村部で農業研修や住

民の生活支援、地域おこし支援に関する活動を行

っています。しかし、平成２７年度の採用はなく、

本年度も現在のところ応募者がいない状況を踏ま

え、現状分析や公募等のあり方など今後に向けて

の対応についてお考えをお知らせください。

なお、平成２５年度に採用された支援員は任期

の３年を経過します。農業支援員の新規就農への

見通し、新規就農希望者に対する行政や農協、地
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域のかかわりについてお知らせください。

２点目は、経営所得安定対策と将来についてお

聞きをいたします。平成２７年度における交付実

績は、前年度に比べると２億 ０００万円の伸び

となっていますが、項目別交付内容を見ると年度

ごとの交付に大きな変化が見られます。この制度

は、農家経営に大きな影響を与えるものであり、

今後の制度的な見直しについてお知らせをくださ

い。

３点目は、米政策の対応についてお聞きをいた

します。平成３０年産をめどに主食用米の生産目

標数量において政府の関与がなくなるなど米政策

の見直しが行われます。生産農家は、水張りなど

将来の米づくりの影響を危惧しています。政府の

対策に対し行政としての対応についてお考えをお

知らせください。

次に、名寄市日進地区再整備基本構想について

お聞きをいたします。名寄市ピヤシリスキー場地

区に係る温浴施設等整備について、株式会社マッ

クアースから調査検討報告書が提出されています。

平成２５年度には、コンサルに委託をし、名寄市

日進地区再整備基本構想が整備されておりますが、

新たな調査を依頼した経過と目的についてお知ら

せください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（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点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目２につきましては経済部長から、大項目３に

つきましては営業戦略室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

大項目１、高校野球を名寄市で開催するための

対応について、小項目１の本市で開催できなくな

った高校野球大会の復活についてお答えをいたし

ます。近年人口減少や少子化に伴い野球人口が減

少している中で、市内の少年野球チームも統合が

進み、かつては６チームが活動していましたが、

現在は３チームまで減少しており、また中学校に

おいても風連中学校と下川中学校が合同チームで

活動している状況にあります。

市内の高校野球の状況は、現在名寄高校と産業

高校がそれぞれ硬式野球部を有しており、日々甲

子園出場を目指して練習に励んでいますが、高野

連名寄支部のチーム数も年々減少している状況に

あります。高野連名寄支部予選大会の開催状況で

すが、現在は士別市と稚内市での開催となってお

り、名寄市での開催は平成２１年春季大会の開催

が最後となっております。関係者並びに多くの高

校野球ファンからは、名寄市営球場での公式戦開

催を望む声が多くなっておりますが、球場と住宅

街が隣接していること、フェンスラバー化による

安全対策、駐車スペースの確保等の課題があり、

これら解決するに至らず、市民の期待に応えられ

ていない状況が続いております。本市といたしま

しては、スポーツ活動を通じた競技力向上、青少

年の健全育成等の観点からもスポーツ施設整備は

重要であると認識しておりますが、ほかのスポー

ツ施設の改修計画とのバランス、整合性、利用頻

度等さまざまな判断基準と照らし合わせながら、

適正なスポーツ施設改修を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄市の農業施策について、小項目１、名寄市農

業支援員の現状と対策について申し上げます。

これまでの経過としては、地域おこし協力隊制

度を活用し、農業支援員として平成２５年度より

採用を開始し、現在４名の方が地域において活動

をされております。現在の活動状況としましては、

風連日進地区において３名、東風連地区において

１名が地域の農業者の方々の協力により栽培技術

や農業経営に関する研修に取り組んでいるところ

です。また、地域活動や市内のボランティアなど
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にも積極的に参加され、地域住民との交流も進ん

でおり、将来の就農に向け取り組んでいるところ

です。また、本年度協力隊としての期限を終えら

れる方については、就農に向けた準備が必要なこ

とから、市、農業委員会、ＪＡ道北なよろなど関

係機関による今後の営農計画や農地や資金などに

ついて相談、支援に取り組むとともに、地域とも

連携し、受け入れに向けて協議を進めているとこ

ろです。

現在の採用状況については、御指摘のとおり平

成２７年度については３件の応募があったものの、

いずれも辞退をされており、採用はありませんで

した。募集活動としては、これまで東京や大阪に

おいて開催されております就農希望者と面談形式

により募集するイベントに参加するとともに、市

や協力隊募集のホームページに掲載し、募集に取

り組んできましたが、今年度についてはこれらの

取り組みに加え杉並区の御協力をいただき、区役

所内にて募集チラシの設置に取り組むとともに、

道内向けの広報などに取り組みを検討していると

ころです。また、新規就農者の就農状況につきま

しては、平成２６年度５名、平成２７年度９名、

ことしは１１名となっており、毎年度一定の新規

就農者が確保されている状況となっております。

次に、小項目２、経営所得安定対策と将来につ

いて、小項目３、米政策の対応については関連が

ございますので、一括して申し上げます。経営所

得安定対策については、担い手農家の経営の安定

に資するよう諸外国との生産条件の格差から生ず

る不利を補正する交付金と農業者の拠出を前提と

した農業経営のセーフティーネット対策により構

成されています。また、食料自給率、食料自給力

の維持向上を図るため、麦、大豆、飼料用米など

戦略作物の方策化を進め、水田のフル活用を図る

水田活用の直接支払交付金があります。

平成２７年度の交付実績の内訳としましては、

米の生産調整目標に従って生産する農家を対象に

水稲作付１０アール当たり ５００円が交付され

る米の直接支払交付金として１億 ４４４万円、

水田の転作において特定の作物の作付に対する水

田活用の直接支払交付金として１３億 ９５８万

円、畑地を対象として特定の作物の作付に対する

畑作物の直接支払交付金として６億 ３１３万円、

関連事業として環境保全型農業の取り組みに対す

る支援などとして６４７万円の合計で２２億 ３

６３万円となっており、平成２６年度対比で２億

４２８万円の増額となっております。増額の主

な要因としましては、加工用米の作付面積の増加

及び畑地における対象作物の作付面積と収穫量の

増加によるものです。今後の見通しとして、これ

まで経過措置として交付されていた米の直接支払

交付金については平成３０年度より廃止されます

が、昨年度策定された食料・農業・農村基本計画

において経営所得安定対策の推進と水田活用直接

支払交付金による支援について示されているとこ

ろです。具体的な交付単価等がどのようになるか

は現時点では見通すことはできませんが、各制度

を有効に活用し、収益性の高い農業生産の確立に

より変化にも対応できる経営基盤をつくることが

重要だと考えております。

水稲における主食用米の生産数量の配分につい

ては、国から前年度の生産数量目標を基本に全国

の需給動向を考慮して決められた数量が生産目標

数量として各都道府県に配分されるとともに、翌

年６月末の民間在庫量を推計し、一定水準に抑え

ることを想定、算出された数量を自主的取り組み

参考値として示されております。本年度の生産目

標数量をもとに名寄市に示された数量は、ウルチ

４５６トン、モチ１万 ４４２トンで、合計１

万 ８９８トン、自主的取り組み参考値ではウル

チ ４４０トン、モチ１万 ３１９トンで、合計

１万 ７５９トンでした。最終的には、生産者団

体の判断により北海道より示された参考値をもと

に数量が配分され、ウルチ ４５３トン、モチ１

万 ４２２トンで、合計１万 ８７５トンとなっ

たところです。
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今後の米政策においては、国からは平成３０年

産から行政による生産数量目標の配分に頼らず、

国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者

や出荷業者、団体が中心となって需要に応じた生

産が行えるようにする見直し方針が示されており

ます。現段階においてこのことによる影響につい

ては未知数ではありますが、需要獲得に向けた取

り組みがより重要となるとともに、需要量に合わ

せた適切な生産に取り組むことが必要と思われま

す。市としましては、道や農業関係機関、生産者

団体、集荷業者の方などと連携をとりながら情報

収集に努め、制度改正に適切に対応できるよう取

り組んでいきたいと考えております。

以上、私から答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、名寄市日進地区再整備基本構想の方向性に

ついて、小項目１、名寄市ピヤシリスキー場地区

にかかわる温浴施設等整備についてお答えいたし

ます。

名寄市日進地区は、平成４年にピヤシリヘルシ

ーゾーン構想基本計画が策定され、それに基づき

各種事業が進められてきたところでありますが、

その後道立サンピラーパークが整備され、同計画

内のなよろ健康の森地区に対する利用及びニーズ

が大きく変化しました。また、近年のスキー需要

の低迷への対応や温泉施設のリニューアル後の経

年劣化による老朽化に対する修繕にかかわる費用

の増加、さらには道から当市に移管されたトムテ

文化の森を含むなよろ健康の森の一体的な維持管

理になるなど、日進地区を取り巻く環境が大きく

さま変わりし、これらの課題に対応するため、日

進地区全体の総合的な整備の方向性について検討

が必要となりました。このことから、平成２５年

度に名寄振興公社も含めた名寄市日進地区再整備

基本構想庁内等検討委員会を設置して、本地区全

体の今後の整備すべき方向性等について検討を進

め、基本構想を取りまとめました。

本構想は、これまでの市民や利用者からの要望

等を踏まえ、庁内等検討委員会で幅広く議論し、

同地区に求められている３つの基本的役割である

市民の憩いの場、人づくりの場、交流人口拡大の

場のそれぞれの役割ごとに優先事業の考え方を示

しており、ハードとソフトに分けて短期、中期、

長期の３段階のスケジュールに分類した中で、そ

れぞれの区分の中で集中的に議論、検討していく

ことといたしました。このスケジュールの中で短

期に分類したスキー場施設の整備については、安

全、安心な利用環境の確保、集客に資する整備と

して速やかに行うことが必要と判断し、毎年スキ

ー場の施設担当及び市関係職員が現地を確認し、

随時整備に取り組んでおります。

一方、市民及び利用者からの要望が多かった温

浴施設の施設改修に対しては、これらの声を重く

受けとめ、厳しい財政状況を含め総合的に勘案し、

優先的に検討することが適当と判断し、その後庁

内等検討委員会で集中的に議論を行いました。庁

内等検討委員会の議題としては、既存温浴施設に

加え、宿泊施設の改修、さらにはそれぞれの施設

の新設の可能性が主な議題となり、どのターゲッ

トに絞るべきか、一定期間で投資分を回収するた

めの計画とすべき、市民サービスの向上の視点を

重要視すべきなどさまざまな意見が出されました。

これらの議論の中で、机上ではなく実際にスキー

場、ホテル経営をしている経営のプロの視点から

見ると、現在のなよろ温泉サンピラーはどのよう

なターゲットに特化し、どこまでの投資が現実的

であるかについての考え方を参考意見として確認

することも今後議論を進める上で必要不可欠であ

ると検討委員会でまとまったことから、昨年度名

寄市ピヤシリスキー場地区にかかわる温浴施設等

整備の検討支援業務として委託事業に取り組むこ

とといたしました。この委託業者の選定につきま

しては、道内でスキー場及び宿泊施設の経営を行

っている民間事業者に対し、本市で求めている調

査内容について調査検討が可能かについて問い合
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わせをし、その中で調査検討が可能な業者が３社

いたことから、これら３社に対しプロポーザルに

より選考審査をした結果、全国的にさまざまなス

キー場施設等にかかわる経営の立て直しなどを行

っており、経営実績も豊富である株式会社マック

アースさんに委託することといたしました。

まず、委託業務の中での最初の取り組みについ

ては、無作為に抽出した２０歳以上の市民の方を

対象にしたなよろ温泉サンピラー等に関するアン

ケートを実施しました。このアンケート結果では、

８５％の市民がなよろ温泉サンピラーを利用され

ており、利用していない市民の半数以上が立地場

所、交通手段を理由として利用していないという

ことの結果が出ました。

次に、主な施設の評価につきましては、施設全

体の満足度は比較的高いものの、温浴施設につい

ては改善を求める声が多く、特に露天風呂の設置

ニーズが高く、また食事を含むレストランについ

ては評価が高い結果となり、施設全体に対する温

浴施設の改善を期待する市民が多いアンケート結

果となりました。

これらの市民ニーズの結果を踏まえ、庁内等検

討委員と委託業者であるマックアースと４回にわ

たり議論をし、本年３月に地域特性や収益性など

経営のプロの視点から捉えた施設整備の方向性に

ついて報告をいただきました。まず、温浴施設に

ついては、エネルギー効率のアップ、市内唯一の

温泉、アンケートニーズから露天風呂を軸とした

施設改修、一方宿泊施設については各部屋にユニ

ットバスが設置されていないなどの宿泊利用者、

旅行エージェントからの要望に対応するためのユ

ニットバス設置を軸とした最低限の整備が現実的

であると提案されました。しかし、サンピラー温

泉の増客、増収及び長期的な安定経営を目指すた

めには、日帰りスキー客に対する施設及び合宿を

ターゲットとした団体客の受け入れが可能な宿泊

施設の整備を軸とした一部新築建てかえプランも

あわせて報告書の中で述べられております。いず

れにしましても、施設改修等には多額の財政負担

が伴いますので、これらの意見を踏まえ、引き続

き振興公社を加えた中で第２次総合計画の個別事

業にかかわるローリング等の議論の中で検討し、

具体的な方向づけをしていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁ありが

とうございました。順次再質問させていただきま

す。

まず、高校野球の関係でありますけれども、平

成２０年に高野連名寄支部からこの施設の改修等

々についての要望といいましょうか、改修要望が

あったというふうに思っているのですけれども、

それらについての回答を含めて、今現在まだ高校

野球が名寄で開催されていないということであり

ますけれども、このことについてどんな協議検討

がなされたのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、北海道高等学校野球連盟名寄支部から

要望という形で平成２０年８月１９日に受けてお

ります。これは、名寄支部の加盟する理事のアン

ケート調査の結果に基づいて名寄市営球場をこの

ように改修してほしいという要望の内容でありま

した。外野の芝であったり、放送施設、スコアボ

ード等の整備にかかわる部分であったり、あと全

面のラバーフェンス化、３塁側のフェンスの設置、

球場全体の拡張ということで、大規模な改修に伴

うものというふうに、大きく２つに分かれて要望

があったところです。前段の整備につきましては、

指定管理者とも相談しながら、対応できるものは

随時対応をしていくということで、あと大規模改

修にかかわるものについては財源も含めて大きく

かかるということでありますので、市営球場が大

規模改修等々を行うことになった場合にはそれに

あわせて要望に応えていく、そういったものを要



－88－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

望のときにお話をさせていただいているところで

あります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ということは、今の改

修の部分については指定管理者と協議をしながら、

財政事情も踏まえた中で要望に応える時期が来た

らというようなことなのかなというふうに受けと

めたのですけれども、まず名寄市営球場の実情か

らすると、やはり当時は住宅がなかったのですけ

れども、現在は普通の住宅街の中に存在をします

ので、駐車場の関係も含めてなかなか拡張も難し

いし、現状要望どおりの改修というふうなのは難

しいのかなというのは現状を見て感ずるところで

はあるのですけれども、ただ大規模改修というふ

うなことでちょっと御答弁あったと思うのですけ

れども、名寄の球場については平成７年１１月に

改修がされています。それから、今２８年ですか

ら１７年ほどたっているということでありますし、

将来の大改修というふうなことをお話をされたと

いうことで、大改修に向けてはどんな考え方があ

るのか、ちょっとお知らせいただきたいと思いま

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） 大改修の考え方の前

に、今議員が最初に述べた先ほどの要望に対する

整備の関係ですが、芝生などの簡易な整備につい

ては指定管理者との協議のもと管理をしているも

ので、改修については指定管理者ではなくて、こ

れは市側の協議でありますので、そこだけちょっ

と確認させてもらいます。

大規模改修、どのような形ということでありま

すけれども、当然過去にはプロ野球の２軍ですか、

呼んだりしていますし、高校野球でいけば今入場

料を取ったり、あるときからしていたりしますの

で、そういった面ではあそこがそういったように

対応できていないところもありますので、本当に

周辺のスタンドであったり、そういった入場料取

る場合のフェンスだったり、いろんな改修はやっ

ぱり想定をしていかなければ、それならば将来に

わたって使うという、そういったことも想定され

るのかなというふうに思っています。ただ、そう

なると膨大なお金がかかるということもあります

けれども、実際にやるようになった場合にはどこ

までやれるかという話になってきますけれども、

やるという中ではやっぱりそういったことも想定

しながら考えの中に考慮する必要があるのかなと

いうふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。わかっ

たというか、いずれにしても名寄市営球場の改修

は私の目から見ても無理だなというふうには認識

はしているのです。ただ、先ほども御答弁もいた

だいたし、私の質問の中にもあったのですけれど

も、名寄支部、旭川以北の部分名寄支部が管轄を

しているのですけれども、３市があるのです。士

別市、名寄市、稚内市ということで、これまでず

っと長い歴史、名寄を中心として高校野球を進め

てきたのです。それが各自治体もいろんな財政事

情の問題、施設の老朽化等々、人口減少もあって、

それからやはり生徒が、選手がいなくなるという

ふうなことも、減少もあって難しいというふうな

ことで、これを３市にまとめて、３市で隔年で開

催をすると。春季大会、それから甲子園につなが

る大会としては夏の大会、そして秋の新人大会、

これは春の甲子園につながる大会ということで、

３つの大会、これを３市で隔年開催をしたという

ふうなことです。それが２１年の年を最後にとい

うことなのですけれども、これは事情があって、

ファウルボールがとめていた車に当たったりとか、

住宅街の屋根に当たるとか、いろんなそういう問

題があって、それらについてなかなか回避できな

い部分、訴訟に至ることはなかったのですけれど

も、そんなこともあって、あそこではもうこれか

らは無理でしょうというふうなことであったかな

というふうに記憶をしているのですけれども、た
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だ先ほどもお話ししましたとおり、名寄市での歴

史というのは、これはもう本当に悲しい結果では

ありますけれども、名寄支部だけがまだ全国で唯

一甲子園に行っていない支部なのです。ただ、野

球少年は甲子園を目指して日夜練習をし、頑張っ

ているということです。そんなこともあって、何

とかやはり周りで盛り上げていかなければならな

いのではないかと。その中にやはり市民の方たち

が見に来て応援をしてくれる。これは、勇気にも

つながるわけですし、今後の教育の上での情操教

育に欠かせないものというふうに認識をしている

ところでありますし、何とか名寄で開催ができな

いかなという部分では、合併をいたしまして名寄

市立風連球場があります。風連球場の部分につい

て言えば周り全然、本当に環境がある意味整って

いるということも含めて、最低限のラバーフェン

スの改修を行えば何とかなるのかなと。ただ、両

翼９０メートルということで、小さい。名寄市営

球場もそうですけれども、両翼９０なのです。で

すから、それは９５くらいに、土手のほうを削っ

てやらなければならないのかなというふうには思

いますけれども、そういう改修が行われることに

よって名寄市で大会することが可能になるという

部分かなというふうに思いますけれども、それら

についてのお考えをお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、私も名寄支部から甲子園に出場すること

はやっぱり昔からの願いだというふうに思います

し、多くの市民の方がそう思っているというふう

に思っております。

先ほどの答弁でも述べましたけれども、市営球

場については住宅街にあるということで、ファウ

ルボールとかを受けるフェンスをつけるといった

ら何メーター必要なのかちょっとわかりませんけ

れども、かなり高いフェンス、フェンスではなく

てネットですね、が必要だというふうに思います

し、駐車場も本当にあそこ少ない状況の中で、多

分高校野球とかやるなら観覧者も含めて相当の人

が来られるというふうに思いますので、そういっ

た面では施設整備なり、そういった駐車場の整備

等余り現実的な部分ではないのかな、スペースも

含めて。そういう面では、今議員が言われたよう

に風連球場においては周りの環境を含めて、そう

いった広さも含めて当然あるというふうに考えて

います。まだこれまで風連球場のラバー化であっ

たり、そういったものの協議検討はしたことはな

いので、新たな発想ということで今後研究、調査

していきたいと思いますけれども、いずれにして

も先ほどの高野連からの要望の中でも両翼を広げ

てほしいという、議員からあったように９０メー

トルでは狭いということだと思うのですけれども、

そういった要望も入っていますので、いずれにし

ても施設改修も伴うところでありますし、あそこ

の観客席も含めて大分老朽化しているという、そ

ういった面ではやるときにはやっぱり総体的な改

修もあわせてする必要があるのかなと思いますの

で、そうなると大幅な財源も必要というふうに思

っています。先ほども申し上げましたけれども、

各種スポーツ施設が老朽化している。それはスポ

ーツセンターを初めいろんな施設が老朽化してい

て、各スポーツ団体からも要望が出されている状

況でありますので、総合計画の中では体育施設の

施設整備というふうになって、個別の整備につい

ては毎年のローリングの中での調整というふうに

なってくると思いますけれども、その中でも市営

球場の部分もどうしていくか等も含めて協議をし

ながら、今後ほかの施設もあわせて対応について

検討してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） なかなか答えづらい部

分もあるのかなというふうに思いますので、理事

者のほうにお聞きをします。

今名寄高校と、それから産業高校野球部員の生

徒たちは、シーズンオフに小学校から中学校、高
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校へと野球を続けてほしいという願いを込めて野

球教室を開催をしています。そんな実態がある。

それから、杉並さんの御厚意もあって台湾との交

流ということで、中学生の交流親善野球も進めて

いらっしゃるというふうなこと、これら含めて競

技力の向上でありますし、青少年の健全育成とい

う観点に立って、やはり市民からの要望も強い名

寄市での開催というふうなことになれば、当然施

設の改修ということが大きな問題になってくると

いうことではありますけれども、現実今８校しか

名寄支部には高校野球のチームがないのです。今

後減少も含めて、チーム数の減少にもつながるの

かなというふうに危惧される部分もありますし、

いち早くといいましょうか、早い対応をしなけれ

ば、半永久的に名寄市での大会は無理なのです。

ですから、少しでも早い改修を含めて、その辺ど

んな改修方法を含めてお考えをお聞きをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄支部という名前がつ

いている地区が甲子園に出場していないと。それ

は、多くの地域住民の願いでもあり、そうした野

球ファンの声もたくさんお聞きしているのは私も

承知をしております。一方で、全体の施設整備あ

るいはどこにお金を配分するかというのは、名寄

市全体で見ていかなければならない問題であると

いうこともぜひとも御理解をいただきたいという

ふうに思います。

今風連のお話もありましたけれども、風連から

走って車で１５分すると士別のふどう球場に到着

するのです。そうしたことを考えたときに名寄支

部だから名寄で絶対開催をしてほしいということ

が、そのことも含めてそのことが本当に甲子園球

児を育てていくことにつながっていくのかという

ことも、そこは議論が分かれるというか、しっか

りと議論していかなければならないところなのか

なというふうに思います。いずれにしても、台湾

との交流をしっかりとやっているのも、高校から、

何とか名寄から甲子園球児を出したいという思い

があるし、我々もそれを願っているということで

ありますので、それこそ本当にもっと違った角度

からいろんな施設整備のやり方もあるのかもしれ

ませんし、そこは塩田議員の専門的な見地も教え

ていただきながら、どういう方策がとれるのか、

ぜひともここは研究をさせ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。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ちょっと意外な答えが

返ってきたのですけれども、そう言われれば時間

的な問題は確かにそうかもしれません。しかしな

がら、名寄市民の中でこの２つの高校があってし

っかり頑張っているというふうなことで、地元の

子供たちを地元で応援するというのはごくごく当

たり前のことだと私は認識していますので、そう

いう改修に向けて知恵を出して何とか結びつけて

いただきたいと要望して終わります。

それでは次、続いて農業のことに関してお聞き

をいたします。２５年、２６年と２人ずつ、今採

用されて農業支援員として研修に入っているとい

うことで、当初の計画では６人、３年間の研修と

いうふうなことになりますから、二三が六という

ことで６人で回していって、やはり農業の担い手

不足というのでしょうか、それらの解消も含めて

計画をされてきたのかなというふうに思っている

のですけれども、現実お答えをいただいた中で２

７年は３名いらっしゃって取り下げになってしま

った。２８年についても今のところはというふう

なことですから、そうするとこれで制度的なもの

については終わるということではないと思うので

すけれども、何とかしっかり名寄市をＰＲをして、

名寄市で農業してみませんかというふうな形で進

めていくものなのかなというふうに思っているの

です。それで、先ほどたしか札幌、それから大阪、

東京、名古屋、こちらでそういう説明会等々開催

をしていると思うのですけれども、このときに、

名寄市には新規就農者で今既に農業をされている
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方おります。やはり実際に自分たちが思いを持っ

て名寄に来て、研修を積み重ねて新規就農者とし

て農業をしている。この人たちがやはりＰＲをす

るその会に参加をして、求めにいろいろ伝えられ

ることというのはあると思うのです。そのような

ことは考えることはありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 地域おこし協力隊の

ＰＲも含めてということだと思いますけれども、

過去にそういった方は今現実に地域おこし協力隊

で活動されている方も御一緒に行っていただいた

ケースはございます。当然実際に就農された方が

一緒に行くというのは、やっぱりそれだけ面談を

する中でも当然よいことだなというふうには思い

ます。そんなことで、どういった方法ができるの

かは少し検討させていただいて、そんな方向もや

っぱり十分検討させていただきたいなと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） せっかくこういう国が

つくっていただいたいい制度ですので、しっかり

やはりそれを使い切っていくというのも大事なの

かなというふうに思っていますので、ぜひそうい

う努力よろしくお願いをしたいと思います。

それから、米政策に関してなのですけれども、

３０年産米から国が関与しなくなるということで、

生産者や、それから系統等、これは需要と供給の

ミスマッチをなくすのだ、米余りをなくすという

対策のもとというのもこの改革の中にあるのかな

というふうに思うのですけれども、実際農家経営

って水田農家を経営されている方についてはやは

り心配な部分というのはあると思うのです。です

から、その辺についてやはり国の先ほども３０年

から ５００円というのはなくなるというふうな

ことですから、それに見合うものがどんなふうに

して出てくるのかわかりませんけれども、現状農

家経営にとっては痛手な部分があるのかなという

ふうに思っていますので、そこら辺も情報をしっ

かりとって、やはりスピードを持って農家さんに

伝えていくというふうなことは大事なのかなとい

うふうに思っています。そういうことで、やはり

農家さんの所得を守るという立場に立って、国の

政策ではありますけれども、道とも連携をとって

しっかりとした対応をしていただきたいというふ

うに思います。

それから、モチ米に関してなのですけれども、

昔はモチ米の部分についてはランクづけというの

があって、名寄市はたしかＡランクに登録されて

いて、今ランクづけというのはないのですか。ラ

ンクづけというのはなくなったのですか。ランク

づけによって水張り面積というのは決まってくる

のです。下位のほうというか、基準の低いほうか

ら高いほうに売れる米をつくる、いい米をつくる

というところには水張りをふやすという、そうい

う対策がたしかあったと思うのですが、今どのよ

うになっているのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） モチ米の配分につき

ましては、出荷量だとか、いろんな成分だとか四

つ五つの項目がございまして、それらを総じて配

分される仕組みになってございます。それで、先

ほど申し上げましたけれども、その配分の中で、

国は一定のそういった部分で配分は来ますけれど

も、今でも生産団体が一定関与して、自主的なり、

そういった部分で需給を見通して調整をして、北

海道段階ではことしはこのくらいでいこうという

数値を現実に作付をしているという状況です。特

にモチ米も含めてなのですけれども、水張りとい

う意識はやっぱり地域ごとに相当強い部分がござ

います。そういった意味では、加工用米というの

が希望すればつくれるということになっているも

のですから、総じて今水張りは変わらない状況の

中ではきております。そういった状況にございま

すので、あとは配分が名寄に来る量がどうなのか

ということでございますので、いずれにしても加

工米になると少しお安くなるということがありま
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すけれども、それは道なりの関与の中で一定の支

援をして水張りを確保しているという状況もござ

いますので、当面はそういった取り組みになるの

かなというふうに思ってございます。ただ、３０

年から ５００円の支援がなくなるということは

非常に大きいというふうに思っています。いわゆ

る肥料１回分がなくなるという感じになると思う

ので、そういった意味ではＪＡも含めた生産団体

も３０年度に向けて今ちょっと課題だということ

を認識しておりますので、今後そういった部分で

検討を協議してまいりたいというふうに思ってい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） やはり農家さんを守っ

ていく行政としてしっかりした対応をお願いをし

たいと思います。要望としてお願いします。

それでは最後に、日進地区の再整備基本構想に

ついてお聞きをいたします。当該施設については、

日進地区全体といいましょうか、平成４年にピヤ

シリヘルシーゾーン構想というか、基本構想がで

きて、そして健康増進、それからレクリエーショ

ンにかかわる部分として施設ができてきた。そこ

に道立のサンピラーパークもあそこにできて、一

体として日進の今後のというふうな方向性を一応

出してきているのではないかなと。その中で２５

年に再整備構想を打ち立てたと。庁内検討委員会

の中で議論をされて、そしてきたというふうに思

いますけれども、これまで指定管理者である名寄

振興公社のほうからの例えば要望とかいうような

のはなかったのかどうなのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今塩田議員のほ

うから御質問ありました指定管理者であります振

興公社のほうからの要望ということに関してなの

ですけれども、なよろ温泉サンピラー施設自体が

平成９年にリニューアルされたということで、約

１０年過ぎると大体ボイラーとか各種器具等が経

年劣化により修繕をする機会がふえてきたという

ことで、また利用者の方も当然施設等が古くなる

と要望としてこういった温浴施設の改善等を望む

声も聞こえてきたということから、実はリニュー

アルしてから約１０年以上、１１年経過した段階

で、平成２１年１１月に本市から振興公社のほう

に温浴施設を初めとするサンピラー施設全体のリ

ニューアルに向けた検討をしていただきたいとい

うことで依頼をさせていただきました。その中で

振興公社の中でその市の依頼を受けまして、振興

公社内で改修プロジェクトチームを設置し、４８

項目の改修案をまとめ、平成２２年３月に市に報

告をしていただいたというような経過があります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） というのは、実際に９

年にホテルサンピラーができ上がって、２１年の

年に行政のほうから指定管理者である名寄振興公

社のほうに逆に提案といいましょうか、されたと

いうふうに理解をしていいのですね。それに対し

て２３年に回答が来たということですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇９番（塩田昌彦議員） ２２年、わかりました。

実際に振興公社も９年からずっと経営は安定をし

ていたというふうに認識をしているのですけれど

も、やはり１０年を経過したころから、いろんな

要素があったと思うのですけれども、経営が少し

ずつ、少しずつ好転していったというふうな状況

なのかなと。その中で２２年にそういう回答が出

てきた。その回答をもとに、要するに行政として

どういう判断をされたのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問のあ

りました振興公社のほうから市のほうに報告をい

ただいた内容につきましては、大きく分けて３つ

の分類された要望がされました。１つ目が先ほど

も言いましたように温浴施設のボイラー等も古く

なってきたということも含めて、温浴施設の改修
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及び露天風呂の新設に関することが１つでありま

す。２つ目が冬のスキーヤーが食事をとるスキー

レストラン等の改修についての内容が２つ目であ

ります。３つ目につきましては、サンピラー温泉

施設の全体の短期間のうちに修繕をしないといけ

ない箇所を指摘した部分と、こういった大きく分

けて３つの要望事項がまとめられて報告いただい

たといったところになります。このうち３番目の

短期間のうちに修繕が必要な事項につきましては、

報告いただきまして毎年市と振興公社が協議をさ

せていただきまして、計画的に修繕を実施させて

いただいたというところであります。残り２つの

要望事項であります温浴施設の改修や露天風呂の

新設、またスキーレストラン等の改修等につきま

しては、多額の財政負担を伴うこと、またそれら

につきましては将来ビジョンや利用客にかかわる

ターゲットにより改修、新設させる構造物も当然

変わってくるということを含めて、振興公社のほ

うから報告をいただいた中には先ほどの１点目と

２点目についてのビジョンやターゲットまでの部

分については項目の中に触れられていなかったと

いうことで、次の段階として振興公社と当市、市

の担当職員が交えてそのことについて協議してい

くというようなことになりました。その協議をし

ていく中で、当然のことながらサンピラー温泉に

かかわる修繕等にかかわる部分も出てきたのです

けれども、日進地区全体として、ほかの地区、健

康の森の部分も含めて設置はしてある施設につい

ても経年劣化による修繕する箇所がふえてきたと

いうことで、温泉施設だけではなく、日進地区全

体に設置してあるさまざまな施設の整備をどのよ

うに方向づけしていくかについても検討するべき

だということから、振興公社も含めた中で日進地

区にかかわる横断的な庁内検討組織を設置し、日

進地区の再整備基本構想の議論をするに至ったと

いう流れになっております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今のお話を聞くと、振

興公社のほうから３点にわたって大きくこのよう

にしてほしいと言ってきているものと今回株式会

社マックアースから指摘されていることと比較的

似ている部分かなというふうに感じたのです。も

っと早くに対応できていたとすればもっともっと

状況は変わってきたのかなというふうに認識をす

るのですけれども、これを今どうのこうのと言っ

ても仕方がないといえば仕方がないことなのかも

しれませんけれども、やはりそういう受けとめと

いう部分でいうと、しっかりしたまともな受けと

め方と言ったらおかしいですけれども、そういう

ふうにしてきたとすれば、再整備計画についても

そうですけれども、もっと早くにできたのではな

いかと思うのです。おかしいですよね。９年から

２５年って１６年たつのです。先ほどお話しした

ら、リニューアルから１０年とか言っていました

よね。ですから、そういうことも含めてしっかり

してほしいなということがまず１つ。

それから、もうこの前の議員協議会でないし、

何だかのときにも説明を営戦のほうからいただき

ましたけれども、今いろんな取り組みをしている

のだという中で、それこそ外国人のお客さんが雪

質がいいということで実際に来ています。という

ことは、それだけここに来ようとするお客さんが

いるということですから、一日でも早い計画を立

てて、そして整備をして、迎える体制を整えなけ

ればならないと思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 日進地区の整備につい

ては市長から説明したとおりなのですが、この間

の議論の中でも日進地区のありようについてはス

キー場も含めて経年劣化が著しいということもあ

って、実際平成２２年の年に振興公社から上がり

ました改修計画については、財源にかかわる部分

がかなり厳しいだろうということで、国の動向を

踏まえて有利な補助金だとか、あるいは有利な起

債等々を参酌する時期に入ったなという、そうい
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うことも含めて全体的な考え方をしっかり示して

いかなければいけないなということで、それから

２２年から数年かけて最終的にマックアースによ

る整備にかかわる考え方等々もいただいたところ

であります。それをもとに今後のなよろ温泉サン

ピラーのあり方については総計の個別事業の中で

しっかり対応していこうというふうに思っていま

すので、塩田議員のお話のあったことについては、

これまでの対応等々のおくれについては率直に私

も認めたいと思いますので、そこは今後の対応を

しっかりやっていきたいというふうに思っていま

すので、その点については御理解をいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします、

一日でも早い解決を。

それでは、もう時間もないので、要望というこ

とで、このことに関する議論としては、市民の中

の要望は露天風呂をつくってほしいという要望が

多いというふうに御答弁いただきました。ただ、

あそこ虫がすごいのです。半端ではないぐらい虫

いるのです。ですから、そのことも含めて、露天

風呂がいいのか、何か別な方法があるのかも検討

してほしいし、それから阿部雅司さんというアド

バイザーが名寄市に来てくださいましたので、や

はりその人のいろんなところでの経験ということ

も含めて、これから合宿に対する対応もしなけれ

ばなりませんから、そのこともしっかり受けとめ

て協議をし、早い建設といいましょうか、改修を

して、お客様を迎えるというような形に進めてい

ただきたいと思います。

以上です。終わります。

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 ４時１５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 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正
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