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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１６日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 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（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

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） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１１番 山 田 典 幸 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。

ＥＮ―ＲＡＹホールの有効活用について外２件

を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長より指名をいただきました

ので、通告順に従い質問いたします。

芸術文化の新殿堂として名寄文化センターＥＮ

―ＲＡＹが昨年５月に開館、１年が経過しました。

文化センターに大ホールは市民長年の願いであり、

芸術文化の振興、生涯学習の新たな拠点として期

待されてスタートし、さまざまな取り組みが進め

られているところでございます。大項目の１、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールの有効活用について、小項目１、

これまでの利用実績をどのように総括されておら

れるのか、今後の課題と考えていることについて、

小項目２、高齢者、障害を持つ方などホールに出

向くことが難しい方に向けた文化のアウトリーチ

も行っているところでございますが、今後どのよ

うな対応を考えられておられるのか質問いたしま

す。

また、この地域には士別市朝日町、サンライズ

ホール、美深町、ＣＯＭ、士別市、下川町と類似

規模の施設もございます。北の星座音楽祭など近

隣市町村との連携も進みつつあると考えます。交

通手段を持たない方もひとしく広域的に文化に取

り組む機会づくりとして、送迎に乗り物を用意す

るなど、小項目３、近隣施設の連携について、名

寄市における、小項目４、文化芸術の向上を目指

した取り組みについて質問いたします。

名寄市立大学は、５月２８日に開学１０周年を

迎え、記念式典が盛大にとり行われたところでご

ざいます。大項目の２、名寄大学の将来展望につ

いて質問いたします。今回今まで設置されていま

した道北地域研究所と地域交流センターを統合し

たコミュニティケア教育研究センターも開設され

たところでございます。小項目１、その目指す姿

について質問いたします。

私が議員になった２６年第２定例会での初めて

の一般質問は、市内の雇用状況について、就職状

況についての質問でございました。大学の看護師

の市立病院への就職が１名と回答をいただき、思

わずえっという驚きの声を上げてしまいました。

市民の方からは、大学があるから市内の看護師、

介護士、保育士確保は大丈夫と聞かされていたも

のですから、本当に意外でした。その後大学関係

者、学生、市民の方からいろいろな考え、また教

えや声をいただきました。改めて小項目２、平成

２７年度の就職状況と奨学金貸与制度について質

問いたします。

現在建設中でございます、小項目３、大学図書

館を有効に活用する取り組みについて、またその

ことを受けまして、小項目４、地域に開かれた大

学とするためについて質問いたします。

次に、大項目の３、高齢化社会に適応したまち

づくりについて質問いたします。議員になりまし

て日中の市内を歩いていますと、高齢の方の姿ば

かりです。今まで仕事をしていましたので、改め

て名寄にもこんなにもたくさんの高齢の方がいら

っしゃるのだということを再確認しています。健

康に不安がある、今までできていたことができな
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くなってしまった、年を重ねるごとに除雪や庭の

手入れがつらくなってきた、来年これ以上悪くな

ったらどうなるのか心配だ、ことしでこの家に住

むのが最後かもしれないなど、困り感を持つ高齢

者が不安を抱えて毎日を送っていらっしゃいます。

厳しい戦後を生き抜いてきた人生の先輩たちはな

かなか愚痴や不満は言いませんが、何回かお伺い

したり、お話をお聞きすると、本音でしょうか、

不安を口にされます。そんな名寄市における小項

目１、高齢者の現状と具体的な対応について、小

項目２、高齢生活困窮者の支援、対応について、

小項目３、高齢者の見守りについて質問いたしま

す。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１につきまして

は私のほうから、大項目２につきましては大学事

務局長から、大項目３につきましてはこども・高

齢者支援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。

初めに、大項目１、ＥＮ―ＲＡＹホールの有効

活用について、小項目１のこれまでの利用実績と

課題についてお答えをいたします。ＥＮ―ＲＡＹ

ホールを中心とする名寄市民文化センター西館は、

昨年５月９日のオープン以来、昨年度末時点で４

万 ０００人を超える来場をいただき、うちＥＮ

―ＲＡＹホールでは３万 ０００人を超える方々

に御来場いただいてきました。また、休館日を除

いた稼働率は７ １％となっており、平成２２年

度に財団法人地域創造が行った調査による全国の

ホールの平均稼働率６０％を大幅に上回ることが

できました。さらに、ホールの自主事業や提携事

業として開催いたしました２５事業には約 ９０

０人の御来場をいただくとともに、市民劇を初め

とする市民手づくりの事業や学校、福祉施設への

アウトリーチも積極的に取り組んできており、多

くの市民の皆様にホールに足を運んでいただける

機会や舞台に上がっていただく取り組みを一定程

度進めることができたと考えております。

２年度目となる本年につきましては、市民みず

から実行委員会を結成し、実施する事業が多く企

画されており、市といたしましても各実行委員会

との連携事業や自主事業として昨年度と同じ程度

の事業数を予定しているところであります。また、

ことし１月に開催した北海道農民管弦楽団名寄公

演会の開催を機にＮＰＯ法人日本少年少女オーケ

ストラ協会北海道・東北支部長の助乗慎一氏から

事業などへの支援をしていただけることとなりま

した。このことにより、本市に日本最北のオーケ

ストラとしてジュニアオーケストラの立ち上げを

目指した市民講座、バイオリン体験教室を開催す

る運びとなりました。本年度は、１年目の取り組

みからさらに発展した文化芸術事業を進めてまい

ります。

一方、課題といたしましては、初年度と比べ本

年度予定をしている事業に市民参加型の事業が少

ないことであると考えております。今後におきま

しても市民に質の高い文化芸術の鑑賞機会を創出

するとともに、一人でも多くの市民が舞台に上が

ること、みずから文化活動に参加していただける

機会の創出に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の高齢者、障がい者等への対応

につきましては、昨年度においては６月のＥＮ―

ＲＡＹホール開館記念事業にあわせて札幌交響楽

団員による障害者施設への慰問を行ったほか、２

月にはピアノのデュオ、トロイメライのコンサー

トにあわせて社会福祉協議会との連携により総合

福祉センターにおいて高齢者介護施設や障害者支

援施設を利用されている方などに向けてアウトリ

ーチコンサートを開催してきているところであり

ます。また、どなたでもお気軽にＥＮ―ＲＡＹホ

ールへ足を運んでいただける機会づくりとして、

ＥＮ―ＫＡＮと名づけたホールでの無料コンサー

トを２回開催したほか、ホワイエを活用した自由
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来館型のコンサートを開催してまいりました。今

後におきましても多くの市民の皆様がひとしく文

化芸術に触れ、心豊かな生活を送っていただける

取り組みを継続して進めてまいります。

次に、小項目３の近隣施設との連携についてで

すが、本年１月に名寄市、下川町、美深町、音威

子府村で構成する北の星座音楽祭組織委員会が立

ち上がりました。本市においては、これまでも広

域連携の取り組みとして北の星座音楽祭を通じて

質の高いクラシック音楽の鑑賞機会を設けている

ところであり、今後においても近隣市町村等と連

携しながら、地域としての文化芸術の振興を図っ

てまいりたいと考えております。広域連携による

取り組みの一環として、５月に美深で行われまし

た世界的バイオリニストの庄司紗矢香さんのコン

サート前日に本市のバイオリン教室参加者等が庄

司さんのリハーサル見学と対話の機会を持ってい

ただくことができました。

市外から文化芸術事業来場者への交通手段の確

保としては、昨年度北の星座音楽祭のコンサート

に近隣町村から運行するバスを用意したことがあ

りますが、利用者はありませんでした。今後は、

各町村で開催される北の星座音楽祭コンサートへ

の交通手段の一つとして、送迎バスの利用のあり

方などについて各町村と相談してまいりたいと考

えております。

次に、小項目４の文化芸術の向上を目指した取

り組みについてですが、ＥＮ―ＲＡＹホールを拠

点として地域に根づいた文化芸術を育てるために、

現在ＮＰＯと連携し、ジュニアオーケストラの立

ち上げを目指しております。この取り組みを単発

的なものとするのではなく、青少年の健全育成も

含めて長期的な視点に立ち、活動の支援を行って

まいりたいと考えております。さらには、幅広い

世代の方々が文化芸術を鑑賞するだけでなく、ワ

ークショップやアーティスト交流を織りまぜなが

ら、自主企画事業の展開に努めるとともに、多く

の市民が舞台に上がることのできる機会の創出に

も努めてまいります。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールは市民のコミュニテ

ィーの醸成の場としても位置づけられていること

から、交流スペースに絵本や知育玩具を整備する

とともに、ロビーコンサートなどにぎわいの創出

にも取り組んでおり、ホワイエ空間においても日

常的に児童生徒が勉強したり、市民の交流の場と

して活用していただいているところであります。

今後におきましても文化芸術の拠点、市民のコミ

ュニティーの醸成の場として、さらに市民の皆様

方に身近な施設と感じていただけるよう努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２点目の名寄市立大学の将来展望について

申し上げます。

初めに、コミュニティケア教育研究センターの

目指す姿について申し上げます。本学では、地域

社会の教育的活用と地域資源の推進などを目的に

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、本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いたしました。

本センターは、地域との連携、協働により保健、

医療、福祉、保育、教育、産業振興、加えて地域

活性化等に関する課題解決に取り組み、地域貢献

に資する教育研究活動を行うことを目的としてい

ます。センター開設後２カ月半が経過いたしまし

たが、既に教育研究、地域交流に関する多くの問

い合わせや御相談を多くの皆様からいただいてお

り、改めてセンターの果たす役割と責任の大きさ

を感じているところであります。今後もセンター

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

べく積極的に取り組んでまいりますので、御理解
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と御協力をお願いいたします。

次に、平成２７年度の就職状況と奨学金貸付制

度について申し上げます。平成２７年度は、大学、

短期大学合わせて１８５名の卒業生を輩出いたし

ました。そのうち就職を希望した学生は１７６名

で、３月末で１７５名が就職を決定し、９ ４％

の就職率になりました。就職地域を見ますと、市

内に就職した学生が１６名、そのほかに道内に１

１７名、道外に４２名、比率で申しますと就職決

定者の７６％が道内に就職をしております。

次に、奨学金の利用状況についてでありますが、

平成２７年度の卒業生の６３％が日本学生支援機

構の奨学金の貸与を受けておりました。日本学生

支援機構が公表している平成２５年度の貸与実績

では、全国の大学生２５６万 ０００人に対しま

して３ ５％の貸与率であることから、本学学生

の利用状況の高さがうかがえますが、その要因は

家庭の経済状況のほか、親元を離れてのひとり暮

らしによる負担に起因しているものと思われます。

また、学生支援機構以外の奨学金には北海道によ

る看護職員養成のための修学資金、名寄市立総合

病院を初めとした医療機関による学資金のほか、

自治体による奨学資金があります。いずれも就職

を前提に貸し付け、就職後一定期間勤務すること

で免除する制度で、卒業後の進路目標を明確に持

っている学生が利用しているものと思われ、主に

看護学科の学生が利用しています。

次に、図書館を有効に活用するための取り組み

について申し上げます。御案内のとおり、図書館

は平成２７年度から２カ年の工期で建設工事に着

手し、平成２９年４月のオープンに向けて現在工

事を進めております。新図書館を有効に活用する

ための取り組みについて、まず学生の利用に関す

る取り組みから申し上げます。大学図書館は、大

学における学生の学習や大学が行う高等教育及び

学術研究活動全般を支える重要な学術情報基盤の

役割を担っており、ハード面のみならずソフト面

の充実も求められております。文部科学省からは、

大学図書館に求められる機能、役割として学習支

援及び教育活動への直接の関与が提言されており、

特に学生の主体的な学びを実現するため、図書館

の学術情報基盤をもとにして共同学習、ＩＴを活

用した学習が行える総合的な学習環境の場を提供

するラーニングコモンズの導入が重要とされてお

ります。新図書館の１階にはパソコン室やプレゼ

ンテーションスペース、オープングループワーク

スペースなどラーニングコモンズ導入の環境が整

備されておりますので、今後先進地の状況等を踏

まえて導入方法や図書館スタッフの専門性の確保

等について協議検討してまいります。

次に、市民の皆さんなど学外の方の利用につい

て申し上げます。従来から大学図書館は学外の方

の利用に制限を設けておりませんが、利用者は少

ない現状です。今回新図書館のオープンに伴い、

これまで２カ所に分離されていた図書室が統合さ

れること、コミュニティケア教育研究センターが

新図書館１階に設置されること、平成３０年には

図書館北側に新棟が完成することなど、従来以上

に学外の方が利用しやすい環境が整うものと思わ

れます。今後オープンまでのおよそ９カ月間整備

しなければならない課題は多岐にわたりますが、

市立図書館との連携などを含めて、新図書館が学

内外を問わず利用しやすい施設となるよう環境の

整備に努めてまいります。

次に、地域に開かれた大学とするためにについ

て申し上げます。大学は、地域社会の知の拠点と

して地域住民の生涯学習や多様な活動を支えると

同時に課題をともに解決し、その活性化や新たな

価値の創造への積極的な貢献が求められておりま

す。また、こうした取り組みを継続して実施する

ことで、大学が地域などに支えられる機関として

確固たる地位を築くことにつながっていくと考え

ております。本学は、社会保育学科の設置により

まして栄養、看護、社会福祉、社会保育とまさに

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、地域が抱えている少子高齢
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化などの問題に教育研究などを通して幅広く取り

組める環境が整いました。本学のこれらの特徴を

生かしながら、新たに設置したコミュニティケア

教育研究センターを核として、これまで道北地域

研究所で行ってきた市民公開講座などの事業を継

続実施するほか、地域のさまざまな課題解決に向

けて関係機関や地域住民の皆さんと連携しながら

取り組んでまいります。また、現在大学のホーム

ページのほか、地元紙や名寄市の広報における大

学情報欄の中で本学の教員や学生の情報を発信し

ておりますので、今後も引き続き教員や学生の地

域での取り組みや活動、大学の現状等を発信し、

地域に親しまれ、応援される大学づくりに努めた

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） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目３、高齢化社会に適応したまちづく

りについて、初めに小項目１、高齢者の現状と具

体的な対応について申し上げます。

本市における平成２８年５月末の高齢化率は３

０１％で、新市発足直後の平成１８年５月末と

比較いたしますと総人口が １８３人減少した中、

高齢化率は６％の増加、６５歳以上人口だけを見

ますと９４２人増加している状況にあります。こ

のような中、本年４月末の数字となりますが、高

齢者の単身世帯は ５１８世帯、要介護、要支援

認定を受けている方は ６３３人、要介護、要支

援認定を受けている中で認知症高齢者の日常生活

自立度がⅡａ以上と判定されている方が９５９人

と高齢化に伴う疾病や生活上の不安を抱える方が

増加しております。高齢者の総合相談を受け付け

ております地域包括支援センターにおいても相談

件数が毎年増加しており、昨年度には ４６２件

の相談を受け付けているところでございます。

平成２９年４月から事業を開始いたします介護

予防・日常生活支援総合事業では、いわゆる団塊

の世代が７５歳を迎える平成３７年に向け、生活

支援、介護予防サービスを地域の実情、ニーズに

合わせ多様な主体から提供できるようにすること

が求められております。本市におきましても現在

生活支援等サービスネットワーク会議において新

たな通いの場の仕組みづくりについて検討を重ね

ております。高齢者への生活支援のみならず、社

会参加を促すことにより、年齢や心身の状況など

が変化しても生きがいを持って生活ができ、介護

予防につながるという考えのもと、よりよい制度

となるよう準備を進めてまいります。

次に、小項目２、高齢生活困窮者の支援につい

て申し上げます。本市では、地域包括支援センタ

ーにおいて高齢者の総合相談を受け付けており、

認知症に関する相談を初め、高齢者の生活全般に

わたる相談に対応しております。また、高齢者御

本人からの相談だけではなく、御家族や地域の民

生委員児童委員からの相談も数多く寄せられてい

るところですが、議員の御指摘の家族や地域との

かかわりが希薄なことにより相談につながること

に時間のかかるケースもございます。本市におい

ても昨年度から「もの忘れ“めやす”チェックリ

スト」を６５歳以上介護保険第１号被保険者の方

々に配布することにより、認知症の初期段階を個

人並びに家族の方と気づきが得られる取り組みや

町内会や職場などの地域の方々に対して認知症サ

ポーター養成講座や介護予防教室などを開催する

ことにより、地域による見守りの輪を拡大してい

くとともに、その輪をもっと大きくしていくこと

と若いうちから気づきを得ていただくきっかけと

するために大学生や小学生などの学生の皆さんに

も講座に参加をしていただいているところです。

また、電気、ガス、灯油、水道事業などのライ

フライン事業者や郵便、新聞、宅配事業者などの

皆様が自宅に訪問した際に気になる点があった場

合に地域包括支援センターに連絡をいただく名寄

市地域見守りネットワーク事業を平成２４年度か

ら運用しているところです。家族での支え合いや
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地域での助け合いの希薄化が進んでいる中、家に

閉じこもりがちで外部との関係を好まず、自宅か

ら外出したがらないひとり暮らしの高齢者の方も

おり、それぞれ複合的な課題を抱えていることか

ら、経済的だけでなく、生活面の支援も必要と考

えているところです。また、今月には民生委員児

童委員の皆様の御協力をいただき、ひきこもりの

実態アンケートを実施する予定となっており、そ

の結果を十分検証していくとともに、行政や民生

委員児童委員、福祉関係機関、町内会やボランテ

ィアなどによる支援の対象となる高齢者の早期発

見や見守り、相談支援につながる体制の構築を地

域支援事業の重要な課題として、体制整備につい

て生活支援等ネットワーク会議において検討して

まいりたいと考えております。

次に、小項目３、高齢者の見守りについて申し

上げます。高齢者の見守りにつきましては、公共、

民間によりさまざまな形で実施をされており、民

間では警備会社等における見守りサービスなども

提供されているとお聞きしているところです。本

市におきましては、公共的な見守りについては町

内会を初めとする地域の皆様のお力をおかりしな

がら、主に行政や社会福祉協議会において実施を

しております。１つには、町内会ネットワーク事

業でございまして、名寄市社会福祉協議会におい

て本市の協調事業として実施をされている事業で、

町内会において地域での生活に不安を抱えている

世帯に対し、訪問、声かけ活動を行うことを必須

として展開をされている事業で、昨年度実績では

５８町内会で実施をされているところです。

２つ目には、救急医療情報キット命のカプセル

交付事業でございまして、自宅で高齢者が救急車

を呼んだとき、救急隊員に治療中の病名や服薬中

の薬、緊急連絡先などの必要情報を伝えるため、

平成２２年度から各町内会や民生委員児童委員の

御理解と御協力のもと、必要な高齢者に利用を進

めていただいている事業で、登録者は昨年度末

１４０人となっております。

３つ目には、平成２０年より交通機関や町内会、

警察署等と連携を図り、徘回による事故を未然に

防ぐことを目的に実施しております名寄市徘徊高

齢者ＳＯＳネットワーク事業で、本年６月現在５

４名の登録となっております。昨年度におきまし

て高齢者が未帰宅であると家族が名寄警察署に通

報し、同署より捜査協力を求められ、ＳＯＳネッ

トワークとして対応した件数は５件でございまし

て、健康福祉部を中心に捜索班を編成し、市内を

巡回、商店や交通機関の協力事業者に行方不明者

の特徴などを直接周知、協力依頼したほか、市職

員には庁内掲示板による周知、協力事業者や町内

会による協力をいただくなどのＳＯＳネットワー

クを発動させ、幸いにも全員同日に発見、保護さ

れているところです。

４つ目には、小項目２においてもお答えしまし

た名寄市地域見守りネットワーク事業でございま

して、昨年度の実施状況では生活関連事業者や地

域の方から５件の御連絡をいただき、うち１件は

残念ながら御遺体で発見されましたが、死後早期

の発見であったとのことでした。現在事業の協定

を締結している生活関連事業者は１６事業者とな

っており、地域や通常業務中の見守り強化に御協

力をいただいているところです。ひとり暮らしの

高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の人がますま

す増加していく中、市の体制だけではなく、地域

の方や関連事業者の見守りと御協力を今後もいた

だきながら、異変に早期に気づく仕組みや体制の

強化を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁をいた

だきました。順番に沿って再質問させていただき

ます。

ＥＮ―ＲＡＹホールの有効活用にということで

再質問させていただきます。先ほど北海道農民管

弦楽団、名寄公演を通じてジュニアオーケストラ、

バイオリンですね。体験教室を開催するというこ
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とになったということですが、応募者もかなり多

くて、名寄でバイオリンを習えるということで、

すごく子供たち、また御両親も喜んで参加されて

いるというふうにお聞きしております。そのこと

についてなのですけれども、一度いらしたそうい

う方たちと今後もどういう交流を進めていくのか

ということです。また来てみたい、このホールが

すばらしい、そういうふうにおっしゃられる出演

者の方も数多く拝見しているところでございます

けれども、１回ではなくて次につなげる、このよ

うな取り組みについてどのように考えているか質

問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま昨年も各種

事業を行った中で出演者といいますか、アーティ

ストの方、多くの方に来ていただいて、その方と

の関係をつくりながら、今後も継続して名寄市の

ためにまた来てもらうような、そういった体制づ

くりということでお話でありました。当然私ども

もそういった方を受け入れするに当たっては、当

初は素人というか、なかなかどういうふうにやっ

ていいかわからない部分もありましたけれども、

いろいろほかのホールの情報を聞きながらそうい

う人たちにどういうおもてなしをして、心地よく

演奏なりしてもらえるか、そういった体制づくり

も日々努力をしているところであります。そして

一方で、今言いましたようにそうした方々からも

ホールについては高い評価を得て、皆さん帰られ

ているところであります。今回バイオリンの関係

で助乗氏の話もされましたけれども、これは名寄

市にとっては大きな成果というか、今までバイオ

リンに触れるというか、身近にできる環境がなか

ったということで、本当に多くの方に来ていただ

いて、このこともＥＮ―ＲＡＹができての大きな

成果だというふうに思っていますし、今言いまし

たこれまで来てくれた方の中にもアウトリーチと

いう形で、これはステージでやるだけではなくて

学校や福祉施設とかに行って多くの方に聞かせて

もらう、そういったこともそういう人たちとの良

好な関係を築き上げる結果だというふうに思って

いますので、そういったことも常に今後も考えな

がら、そして幅広い方に聞かせてもらうような、

そういったことも出演者やアーティストの方とも

連携をとらせていただきながら、さらに充実して

進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） バイオリン教室につ

きましては、もう一回募集していただきたいとい

う声もいただいているところでございますので、

子供たちに早くからそういう名寄ではなかなか触

れられないものに触れられるチャンスをＥＮ―Ｒ

ＡＹでつくっていただきたいというふうに思って

おります。

昨年視察で何カ所か文化センターとか会館にお

邪魔したところでございます。その経緯について

は実にさまざまでございまして、その土地柄や人

間性もあらわれているような感じもいたしました。

ボランティアが大活躍しているところもございま

したし、生え抜きの職員が名十年もそこにいて、

本当に地域で有名になっている、そういう方もい

らっしゃいました。名寄市文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹについて、プロデュースの方向、プロデュー

スされる方について、今始まったばかりでござい

ますけれども、今後どのように考えていらっしゃ

るのかを質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ＥＮ―ＲＡＹホール

を開館するに当たって、その事前の協議の中でも

事業を展開していくためにどのようなプロデュー

ス、そういった役割を担う人をどうしていくかと

いう議論がありました。１つは、外部人材を登用

してやっていくかという話もありましたけれども、

最終的にはやっぱりこの地域に根差した文化芸術

を進めていくためには、この地域で長く生活して

いて、さらには運営については運営委託事業者と

の連携も良好にしていかねばという状況もありま
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すので、そういった意味では庁内の職員を登用し

てやっていくのがいいだろうということで、職員

がそのプロデュース的な役割を担ってきていると

ころです。ただ、経験がないこともありますから、

佐藤信アドバイザーにも引き続き指導、助言をい

ただきながら体制を整えて進めているところであ

ります。

実際運営するに当たっては、先ほど言いました

運営委託事業者のほうにホールの技術的な面だっ

たり、いろいろサポートをしてもらっているわけ

ですけれども、スタッフについてはどういったこ

とが演出効果できるのか、また来場者に快く来て

いただいて、帰っていただけるおもてなしをどう

していくかというものも日々検討しながら進めて

いく中で、本当に去年からことしに比べて大きく

スタッフの動きや対応も変わってきているのかな

というふうに思っています。そういった意味では、

これは委託業者ではありますけれども、私の立場

からもそういったスタッフの皆さんに本当に感謝

を申し上げて、これまでの努力に敬意を表してい

るところであります。そういったスタッフと私ど

もがしっかり連携をしながら進めてまいりたいと

思っていますけれども、ホールについてはよく最

初の３年が、そのホールの格付をされるのが３年

で決まるというふうに言われていますので、しっ

かり今の体制の中で３年間事業展開をしながら、

将来的にどういったふうな体制をしていくかとい

うのもあわせて検討していきながら、どうしても

うちら異動で人がかわりますので、そういった対

応も含めてどうなのかという検討をしながら、外

部人材の登用も視野に入れながら引き続き体制づ

くりについては検討をしながら進めてまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） すばらしいホールで

ございますし、職員の方も何か夜もいらっしゃい

ますし、土日も働いておられますし、本当に一生

懸命に努力している姿を見るにつけ、何とかＥＮ

―ＲＡＹホールが末永く盛大にこの地域で頑張っ

てほしいなというふうに思っております。今のと

ころは順調ですけれども、今後においては最初の

ころは行きましたけれども、だんだん来なくなる

という例も多いところでございますので、スタッ

フも大変でしょうけれども、専任を置くという道

もあるかと思います。ぜひいろんな道を考えなが

ら、よりよいものを選んでいっていただきたいと

いうふうに思います。

次、名寄市は今教育都市宣言をして教育に力を

入れているところでございます。教育のまち名寄

として文化芸術に今後どのように取り組んでいこ

うと考えていられるのか、また市民が芸術に触れ

る機会がふえることによって、どのようなメリッ

ト、影響があるのか考えておられるのか質問いた

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） 今言われたように名

寄市は教育都市宣言を制定しているところであり

ます。その条文では、豊かな心と知性を育み、生

涯にわたって生き生きと学ぶことを掲げていると

ころであります。これは、子供たちが質の高い文

化芸術を鑑賞し、親しむことで情操を高め、豊か

な教養が育まれ、また専用のホールで発表するこ

となどによって音の響きや雰囲気、迫力など体育

館では味わえない体験ができること、そのことが

感性や創造性を高めることにつながっていくのか

なというふうに思っています。そのことは、本当

に将来にわたって名寄市が文化芸術といいますか、

そういった意識を高めていく素地ができるという

か、子供たちがそういった感性を身につけるのは

大変重要だというふうに考えていますので、そう

いったことを重視しながら取り組みを進めてきて

いるところであります。特に教育改善プロジェク

ト委員会の中では、開館に当たり研究グループの

中でどのように活用して学校教育に生かしたらい

いかというお話も研究されて、引き続き今もやっ

ていますけれども、そういった中で昨年も各小学
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校で機会あれば発表会をあそこで行ったりしてい

ます。本年度におきましても劇団四季の御厚意に

よって８月にはそこで公演を小学校５、６年生に

見せていただくというようになりましたし、学校

での発表会だったり、小中学校の音楽発表会も実

施することとなっているところであります。これ

は、そういったことによってやっぱり雰囲気も体

育館と全く違いますから、子供たちが聞く姿勢で

あったり、本当にいい音、良質な音を聞く、そう

いったことが子供たちの将来にとって心豊かな成

長にもつながっていくかというふうに思っていま

す。あわせて、子供からお年寄りまでそういった

いろんな鑑賞する機会をまた先ほども言いました

けれども、与えることによって、名寄市全体が文

化芸術に親しむ、それが心豊かな生活にも暮らし

にもつながっていく、そういったことができれば

というふうに考えていますので、そういったこと

を思いつつ、今後もＥＮ―ＲＡＹホールを中心と

した文化芸術の推進に取り組んでまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に子供っていい

音楽を聞くとぴたっととまるというか、聞くので

す。本当に音楽というのは、芸術というのはすば

らしい。そして、この道北のまち名寄にあってす

ばらしいホールを有効に活用してみんなで盛り上

げていく、そのことが大事だというふうに改めて

小川部長の思いを聞いた思いがいたします。ぜひ

ぜひ頑張っていただきたい。そして、私たちも応

援していきたいというふうに考えております。

次に、大学のほうに移らせていただきます。コ

ミュニティケア教育研究センターの目指す姿とい

うことでございますが、インターネットで結城セ

ンター長の４つの夢が書かれていて、これが公表

されているわけでございますけれども、大学とし

て時間はかかるというふうに、長い目でというふ

うに書いているところでございますが、やはり非

常に期待している市民が多い。もちろん私も期待

しておりますので、その辺についてどのように考

えているのか質問いたします。

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） センター

が開設されて２カ月半ということで、ことしから

専任の事務局職員も配置をしておりまして、もと

いる嘱託の職員等含めて、本当に問い合わせ等は

多くなっているという報告を受けているところで

ございます。ただ、今までの部分を統合して新た

な事業を実施していくのはそのとおりなのですけ

れども、何でもかんでも最初からたくさんもやれ

ないものですから、企画運営会議なり学内の連携

推進協議会としっかり事業をやれるものから１つ

ずつ実施していこうということでセンターの会議

なんかで確認をしております。

また、あわせまして特に来年度から新図書館の

ほうに事務所が移りますと、より一層市民の方が

来やすくなるのではないかなというふうに考えて

おりまして、そこから交流ですとか、そういうボ

ランティアの活動を通して幾つかその地域に貢献

できるといいますか、そういう事業等も生まれて

いくのではないかなと思っておりまして、特に来

年度に向けまして、新たに移った後の活用も今か

ら準備をしていきたいなと思っているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民の期待も大きい

わけでございますので、なるべく早く形になるよ

うに思っておりますので。

あとは、２７年の就職状況をお聞きいたしまし

た。私がお聞きした１名ということよりは非常に

ふえたわけでありますけれども、このことは努力

のたまものだというふうに考えているのか、それ

ともたまたまこういうことになっているのか、ど

のようにお考えなのか質問いたします。

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） 地元への

就職といいますか、ことしは臨時の方も含めて１
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６名ということで、ここ数年で一番多い人数にな

っております。特に就職に当たりましては、いわ

ゆる実習先、実習というのが学生に与える影響は

大事ですので、就職あるいは実習の担当の先生、

各学科ごとに学生と連絡をしながら、実習先との

協力、あるいは学生のその後の就職につながるよ

うな意識含めて充実しているところでございます。

引き続きそういうのは充実させて取り組んでいく

のですけれども、毎年１６名を確保できるかとい

うと、ちょっとそこは厳しいかなという部分もあ

りまして、いずれにいたしましても地元に残って

もらえるように学内でしっかり取り組んでいきた

いと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） どうもお話を伺って

いると、学生が考えている就職、大学側が考えて

いる就職、市民が考えている就職、受け入れ側が

考えている就職は、これはマッチングしているの

かいないのかというふうに思うのですけれども、

そのことについてどのように思われますか。

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） 私も１件

１件就職先全部回っているということではありま

せんので、できるだけ大学側の思い、学生側の思

い、その学科の先生方は実習先の担当の先生と協

議を行っているところでございまして、その部分

については引き続きこれからも誠実に実施してい

きたいなということと今年度から総合戦略で大学

を含めた学生の地元定着ということで今取り組ん

でおりますので、そこの部分で今年度からはハロ

ーワークさん、うちのキャリア支援センターの職

員なども入れまして、人材定着化の推進会議とい

うのをつくる予定でして、これからつくる予定な

のですけれども、特にマッチングの機会がふえる

ようにその会議の中では取り組んでいきたいなと

思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市内では、看護師も

介護士も保育士も大幅に不足しております。その

ことについて大学側、また受け入れ側はどのよう

に考えているのか質問いたします。

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） 大学とい

たしましては、やはりできるだけ地元に残ってほ

しいというのはありますので、そこの部分はこれ

から引き続きやっていくのですけれども、そこの

受け入れ側との細かな調整については、一番学生

がこの職場に残ってみたいなと思っていただける

ような実習になるように教員側、学生側、それか

ら施設側との連携といいますか、そういうのが大

切になってくるのかなと考えております。

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） 大学の学生が地

元のさまざまな福祉団体等に就職、残っていただ

くということは大変私たちも切望しているところ

でありますので、その部分では各実習の受け入れ

等を積極的に行わさせていただいておりまして、

例えば包括などでは授業の非常勤講師として大学

とかかわらさせていただいたり、また看護学科の

総合実習公衆衛生看護学領域の実習施設としての

受け入れを行っております。

また、保育所におきましては、児童学科の１年

生の観察実習、また２年生の保育実習の受け入れ

を実施をしておりまして、保育士の補助的な役割

としての保育に携わっていただきながら、保育の

仕事や声かけの仕方などを学びながら、保育の大

切さを実感していただく取り組みを行っておりま

して、このことにより地元に定着していただきた

いというようなお話もさせていただいているとこ

ろであります。

また、保健センターにおきましては、地元の大

学生へのアプローチといたしまして、毎年６月、

７月に開催されております名寄市立大学就職合同

説明会において地域包括センターの職員とともに

参加をいたしまして、名寄市のＰＲや職場説明を

行ってきておりますし、名寄市立大学が主催をし
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ております名寄市立大学保健師研修会には市立大

学の卒業生であります当市の保健師を派遣をいた

しまして、保健師を目指す学生を中心に交流、ま

た職場の魅力や募集状況などもお伝えしておりま

す。そのような取り組みを通しながら、一人でも

多くの学生の方が地元に定着していただきたいと

いうような取り組みをさせていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 市立総

合病院といたしましては、近年市立大学からの看

護師の受け入れ数もふえてきているということで、

大変助かっているという状況にございますけれど

も、ことしも看護学科の実習については受け入れ

が始まっておりまして、院内に多くの学生が訪れ

ているという状況が出てきております。病院側と

しましては、実習の受け入れとしまして病棟の実

習につきましては看護師を増員配置して実習に対

応するということもしておりますし、多くの医師、

それから技術者が大学に出向いて講義を担当する

というようなことも行ってきているところでござ

います。また、採用に向けては大学の合同説明会

などにも行かさせておりますし、これまでどおり

学資金のほうも対応性をふやしなから今後も受け

入れ数をふやしていきたい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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次の質問もございま

すので、まだまだ質問したいところでございます

が、学生がやはり実習に行ってやめたという、そ

ういうお話もお聞きしているところです。忙しい

がために学生にきちっと対応できていなかった事

例もあり得るのではないかというふうに考えてお

りますし、先ほど奨学金のことをお聞きしたとこ

ろでございますけれども、やはり多額の奨学金を

抱えている学生も多くいらっしゃいます。それで、

少しでも給料のいいところ、少しでも待遇のいい

ところというふうに選びますと、やはりそこに名

寄市が残っていけない事情もあるのかというふう

にも考えております。また、母子家庭とか、親の

ところに帰るという約束でこの大学を選んだとか、

そこにはさまざまな学生の事情がございまして、

それを１つずつ丁寧に、就職、このまちに市長が

きのうからおっしゃるように、名寄の市民力を発

揮して、何とかこの地域に残っていただく、そう

いう取り組みをしていくことが大切だと思います

し、この地域は本当にすばらしい人と、自分たち

のことを言っているわけではないですけれども、

すばらしい人間力があるというふうに私も思って

いますし、大学生の方も新聞とか、いろんなとこ

ろで書いていただいておりますし、市長がきのう

大学の、「いずみ」という欄に書いてありまして、

きのう東川議員がおっしゃいましたので、多くは

語りませんけれども、そのコピーを持って私回っ

ていましたら、市長もコピー持って歩いていたと

いうような状況で、やはり本当に我がまちがそう

いうふうに高く評価されている。特に親御さんに

名寄に行ってよかったと、そういうふうに思って

いただける大学になりつつあるということですの

で、そのすばらしい名寄市で就職しようと親子と

もども思っていただけるような、そんな取り組み

をしていただきたいと思います。

吉中准教授の「奨学金制度の利用からみる大学

生活の実態と課題」、紀要の第１０巻でございま

すけれども、奨学金の問題、今国でもいろいろ政

策、返納型でない給付型の奨学金ということも詰

められているところでございますけれども、名寄

市だけで考えるのも限界があるのかと思いますけ

れども、やはり将来を担う大切な学生をこの地域

で大切に育てていくという、そういう姿勢で今後

も取り組んでいただきたいと思います。

次に、高齢化社会のほうで質問させていただき

ます。３の１です。現状と具体的な対応について

のところで、現在生活支援ネットワーク会議に新

たな通いの場、仕組みづくりについて検討を重ね

ているということでございますが、どのような内
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容になっているのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 生活

支援等サービスネットワーク会議につきましては、

この間開催しましてから５回開催させていただい

ておりまして、特に通いの場の検討につきまして

は６月の初めに第５回のサービスネットワーク会

議の中でも検討させていただいているところでご

ざいます。意見の中では、厚生労働省のほうで全

国的にいろんな身近な場の通いの場の内容を紹介

しているものがございますので、その内容を御紹

介させていただいた中に委員さんが１１名いらっ

しゃいますので、グループワークの中で名寄市に

おいてはどのような通いの場があったらいいのか

というようなことの検討というか、意見交換をさ

せていただいているところでございます。意見と

して出ていたところは、多世代交流ができたらい

いのではないかだとか、食事ができる場所があっ

たらいいのではないかとかというような御意見だ

とか、また身近な場所で交流することで、それが

見守り体制にもなっていくのではないかというよ

うな御意見をいただいていたところでございます。

いずれにいたしましても、本件につきましては来

年の４月から新しい総合事業が開始していくわけ

なのですけれども、この間申し上げさせていただ

いたとおり、平成３７年の団塊の世代の方々がピ

ークになるというところに向けて、この１０年間

かけて一歩一歩身近な通いの場というのをつくっ

ていければというふうに考えておりますので、御

理解いただけますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たくさん質問は用意

してきたのですけれども、やはり自分が気づかな

いうちにひとりぼっちになってしまって、どうし

ていいかわからないという高齢者の方もいらっし

ゃいます。年々できることができなくなってしま

って、聞こえていたものが聞こえなくなって、見

ていたものが見えなくなってしまった。それでも

仕方ないなとうちの中にいる方が誰にも相談しな

いで、こんなものかなみたいな、そういう方にど

うやって寄り添っていけるかということがこれか

らの超高齢化社会をこの地域で、人生の先輩とし

てこの地域を築いていただいた、本当に戦後貧し

い中を生き抜いてきた我が母親、父親、また地域

の方々、その方をいかに大切に思って接するかと

いうことがやはり高齢化事業の一番のかなめとい

うか、大事なところであるというふうに思います

ので、今後ますますふえ続ける高齢者のためにぜ

ひ頑張っていただきたいというふうに思っており

ます。

最後に、加藤市長に質問いたします。本日は、

文化センターＥＮ―ＲＡＹについて、市立大学に

ついて、高齢化社会に適応したまちづくりについ

て質問してまいりました。これから超高齢化社会

を迎えるわけですが、我がまち名寄市にはケアの

未来を開く大学があり、そしてアーティストがす

ばらしいホールですと絶賛する文化の殿堂である

文化センターＥＮ―ＲＡＹがあります。豊かな超

高齢化社会を送るための基盤はあります。あとは、

この地域に住む私たちの市民力、人間力がまさに

試されるときです。その市民の力をどう引き出し、

安心が実感できる地域をつくるのか質問いたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高野議員のおっしゃると

おりだというふうに私も思います。今まさに総合

計画を策定をしている最中でありますけれども、

加えて総合戦略の中でも議論にありましたけれど

も、持続可能なまちづくりのために最後はやはり

人だよねと、人づくりだよねと、それに尽きるか

なというお話をいろんなところでお聞きをしたと

ころであります。今お話しのとおり、名寄には本

当にかけがえのない財産である大学でありますと

か、あと昨年できた市民ホール、さらには病院と

いったこの地域で最後までというか、生涯元気で
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安心して過ごせる基盤が整っているというふうに

思います。それをさらに推し進めていくために、

市民の皆さんとしっかり対話と連携をしていくこ

とを肝に銘じてまちづくりを進めていきたいとい

うふうに思います。必ずや先ほどからお話のある

とおり、名寄市にはすばらしい市民力があって、

それをなし遂げていけるというふうに確信をして

いるところでありまして、今後とも我々行政職員

も一丸となって汗をかいてすばらしいまちづくり

のために邁進していくと、このことをお誓いを申

し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に厳しい状況の

中に入ってきました。経済的にもやはり厳しいで

すし、高齢化社会も厳しいといえば厳しい。子供

を産むこともできない。少子化でございます。だ

けれども、やはり私たちは夢を持って前に進んで

いきたい、そのことを申し上げて質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

社会福祉事業について外２件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名をいただきましたので、大項目３点にわた

り質問してまいります。

第１点目は、社会福祉事業について質問してま

いります。その１項めは、生活困窮者自立支援事

業１年経過の状況について伺います。これは、貧

困や格差に苦しむ人々がふえ続けているにもかか

わらず、生活保護などの社会保障制度が脆弱であ

るため、それを補う形で導入された生活困窮者自

立支援法が２０１５年４月から開始されました。

これまでは、生活が著しく困窮したときに頼るこ

とができる制度は生活保護しかなかったわけであ

りますが、そこに至る手前のセーフティーネット

で人々が元気を取り戻すことを支え、地域社会と

雇用へのつなぎを促す仕組みで、生活に困ってい

る人々を中心に誰もが相談できる窓口であります。

そこで、当市の支援事業の実施状況、生活困窮者、

いわゆる現に生活保護受給に至っていないが、今

後そのおそれがある層というのの取り組みについ

て伺います。

２項めは、民生委員児童委員協議会活動の充実

確保について伺います。近年住民の抱える課題が

多様化、複雑化する中で、相談支援に当たる民生

委員児童委員の力量を高める研修等が不可欠と思

われますし、身近な相談役である民生委員児童委

員の存在と役割や活動をより一層地域住民にＰＲ

し、理解されることが重要だと考えております。

どのように取り組んでいるのかお知らせをいただ

きたいと思います。

次に、第２点目にまち・ひと・しごと創生総合

戦略について伺います。国においては、人口減少

の抑止や東京一極集中の是正に取り組むため、５

カ年の施策の方向性を示すまち・ひと・しごと創

生総合戦略が策定され、当市においても名寄市ま

ち・ひと・しごと創生本部を設置して人口の将来

展望を示す人口ビジョンを策定するとともに、地

方創生の基本的な計画や取り組むべき具体的な施

策を提示するまち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定したところであります。施策を具現化し、い

よいよ実行の段階に入ってくるわけでありますけ

れども、現状の進捗状況はどのようになっている

のかお知らせをいただきたいと思います。

３点目に、教育行政について伺います。１項め

は、２０２０年に向けての英語教育について伺い

ます。東京オリンピック、パラリンピックを迎え

る２０２０年、平成３２年度には、小学３年生か

らの必修化、小学５年生からの教科化が完全実施

される見通しであります。そこで、英語学習を小

学校、中学校、保護者を含めてどのように取り組

まれているのか、今後どのように進めていかれる

のか伺います。

２項めに、そろばん学習について伺います。文

部科学省が平成２０年３月に改訂した新学習指導

要領でこれまでのゆとり教育からの方針の転換を
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打ち出し、教育内容では理数教育、伝統や文化に

関する教育などの充実をうたい、そろばんについ

ては小学３年生、４年生の複数学年で学習するこ

とが盛り込まれ、平成２１年度から先行実施され

ましたが、当市はそろばん学習をどのように取り

組んでいるのか伺います。

３項めに、運動部活動の推進について伺います。

中学校における運動部活動は、学校教育の一環と

してスポーツに興味と関心を持つ同好の生徒の自

主的、自発的な参加により顧問の教員を初めとし

た関係者の取り組みや指導のもとに運動やスポー

ツを行うものであり、当市の各学校では多様な活

動が行われていると思いますが、そこで保護者を

含む学校組織全体で運営や指導の方針の共有をす

るため、どのように取り組んでいるのか、また全

国的に部活動の顧問を務める教員の負担が問題と

なっているようでありますが、当市の指導教員の

課題、あるいは外部指導者の現状と導入の考え方

について伺います。

さらに、勝利にこだわる過重練習、あるいは体

罰防止のための取り組みについて伺います。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま佐々木

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は私から、大項目２は総務部

長から、大項目３は教育部長から答弁させていた

だきますので、よろしくお願いします。

大項目１の社会福祉事業について、初めに小項

目１の生活困窮者自立支援事業１年経過の状況に

ついて申し上げます。生活困窮者自立支援制度が

平成２７年４月から実施され、名寄市においても

必須事業であります自立相談支援事業と住居確保

給付金の給付事業を開始いたしました。平成２７

年度の実施状況は、新規相談件数の実数は７７件、

再相談を含む延べ支援件数は１９８件であり、支

援について検討する支援調整会議の対象となった

件数が５件、調整会議を経て具体的な支援を示す

プランの作成については３件となっております。

新規相談の内容としては、収入やローンなど金銭

にかかわることが多く、半分を占め、就労に関し

ては１割程度でありました。また、病院や家族、

住まいなどの多種多様な相談を受けております。

相談結果の対応では、一番多かったのが生活資金

へのつながりとなり、全体の約３割となっており

ます。また、生活保護へのつながりも約１割を占

めております。相談者の年齢は、男性では４０代

以降、女性では３０代以降の方が多く、当事者や

家族からの相談、民生委員児童委員を通した相談、

関係機関からの紹介、匿名の相談など多様となっ

ております。

生活困窮者の実態として、現在支援事業を利用

されている方々は５名ですが、ひとり親の方、障

害を疑われる方、債務問題を抱える方など少数な

がらも困窮されている方は多様であることが改め

て確認されております。また、平時の見守りにつ

いては、民生委員児童委員を中心に町内会ネット

ワーク事業や生活関連事業者等に協力を依頼して

いる地域見守りネットワークなども活用しながら、

より多くの見守りの目で対象者の早期発見や情報

収集、把握に努めております。

また、市役所での連携として、住宅、水道や納

税など各窓口において生活苦の相談があった場合

は相談事業の紹介と指導を行うようにしておりま

す。先ほども申し上げましたが、相談結果におい

ても生活支援へのつながりが多いことから、市立

大学との連携により実態の分析を行い、平成２８

年度からは任意事業として家計相談支援事業を実

施して、家計収支の改善、再建に向けた滞納、債

務整理、貸し付けあっせんなどの支援に取り組ん

でおります。また、関係機関などに対して昨年度

の実績を報告しながら、制度の説明を引き続き行

いますとともに、今月民生委員児童委員に協力を

していただき、ひきこもりの実態についてのアン

ケート調査を実施することにしております。

次に、小項目２の民生委員児童委員連絡協議会
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活動の充実確保について申し上げます。名寄市の

民生委員児童委員の定数は９８人であり、東地区、

西地区、南地区、北地区、風連地区の５つの協議

会に分かれて活動をしております。その５つの地

区の連合組織として連絡調整の役割を担っている

のが名寄市民生委員児童委員連絡協議会、通称民

児連です。民児連は、北海道民生委員児童委員連

盟に加入しており、連盟等が主催する初任者研修、

中堅研修、会長・副会長研究協議会、児童委員研

究集会、全国民生委員児童委員大会、全国主任児

童委員研修会など各種研修会に参加し、民生委員

児童委員としての研さんに励んでおります。去る

６月８日に行われた専門研修では、民生委員児童

委員の３分の１が出席するもので、研修内容につ

いては民生委員児童委員活動とメンタルヘルス、

高齢者等に対する犯罪被害の実態と対応など、講

師も北海道、北海道警察などと連携した内容とな

っております。また、民児連としても独自に年１

回の全体会議における研修の実施や市や社会福祉

協議会が主催する各種研修会等への参加促進を行

ってきております。さらに、各地区協議会におい

てもテーマを設定し、年数回の研修会を開催して

おり、名寄警察署、消費生活センター、名寄保健

所から講師を招いて講義を受けたり、市内公共機

関や障害事業所等を訪問するなど地区ごとに工夫

しながらスキルアップに努めているところです。

民生委員児童委員の周知につきましては、例年

広報なよろ５月号に民生委員児童委員強化月間の

一環として、民生委員児童委員の氏名を掲載させ

ていただいております。また、地域へのＰＲとし

て民生委員児童委員は地域の実情に詳しい方を町

内会より推薦していただいておりますので、地域

には認知されている方が多いと思われますが、民

生委員児童委員は身分を証明するバッジや手帳を

所持し、啓発パンフレットなどの配布、見守りな

どみずからその活動を通じ広報しております。ま

た、社会福祉協議会で実施しております町内会ネ

ットワーク事業などでは、地域での支え合いが必

要とされる方と町内会、民生委員児童委員などが

連携し、食事会、茶話会など地域活動を行ってお

り、このような場においても直接見守りが必要な

方へ民生委員児童委員のＰＲを行っております。

民生委員児童委員の活動は、地域の複雑多様化す

る相談、さまざまな福祉サービスへのつなぎ、見

守りなど福祉の増進と健全な地域社会づくりのた

めの大変重要な活動として認識されているところ

です。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、まち・ひと・しごと創生総合戦略について、

小項目の１、まち・ひと・しごと創生総合戦略事

業の具体的な施策の進捗状況について申し上げま

す。

国においては、人口減少、少子高齢化などに対

応するため、各自治体が実施する地方創生の取り

組みの支援として平成２６年度補正予算により地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金地方創

生先行型を創設し、本市におきましても平成２７

年度に予算を繰り越して交流人口拡大事業、農産

物ブランド確立事業や青空子育て事業など９本の

地方創生先行型交付金事業を実施してきたところ

でございます。これらの交付金事業につきまして

は、ＰＤＣＡサイクルを通じて効果検証を行う自

治体の自主的、主体的な取り組みが求められます

ことから、具体的な成果目標である重要業績評価

指標（ＫＰＩ）を設定し、事業完了後に庁内で達

成状況を取りまとめ、産業界や金融機関などで構

成される外部組織、名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進委員会で検証作業を行いましたの

で、今後市議会においても報告の機会をいただき

たいと考えてございます。

また、国では地方版総合戦略の取り組みの先駆

性を高め、レベルアップの加速化を図ることによ

り、地方における安定した雇用創出、地方へ新し

い人の流れ、まちの活性化など目に見える地方創
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生を実現するため、平成２７年度の補正予算にお

きまして地方創生加速化交付金が創設をされ、本

市におきましては官民が連携して冬季スポーツ大

会合宿の開催誘致を推進するとともに、リレハン

メルオリンピック金メダリストであります阿部雅

司氏を招聘し、冬季スポーツの拠点化を図り、交

流人口の拡大を目指す冬季スポーツ拠点化推進事

業を初めとし、地域間連携事業として東京都杉並

区と連携し、地方への新たな人の流れをつくる都

市と地方の連携による移住交流促進事業のほか、

下川町、美深町と連携をし、台湾をターゲットに

教育旅行の受け入れなどを行い、インバウンドの

促進を図る北・北海道インバウンド促進事業の合

わせて３事業が採択を受け、平成２８年度当初か

ら取り組みを進めているところでございます。

さらに、平成２８年度からの地方版総合戦略の

本格的な推進に向けて新たに地方創生推進交付金

が創設をされ、本市におきましては冬季スポーツ

の拠点化に向け地方創生加速化交付金での取り組

みを進化させる事業及び名寄市立大学を活用した

地域のケア力の底上げを図るため、保健、医療、

福祉の専門職と共同で研究を実施するとともに、

卒業生の地元定着を促進するための事業、合わせ

まして２事業について交付金申請に向けて現在内

閣府に事前相談を行っているところでございます。

今後におきましても名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の着実な推進を図るため、国の財政支

援策を有効に活用するとともに、あわせて内閣府

による地方創生人材支援制度により財務省から向

こう２年間の人材派遣をいただきながら事業を推

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の教育行政についてお答えいたします。

初めに、小項目１の２０２０年に向けての英語

教育についてですが、平成２０年に改訂された現

行の学習指導要領では小学校において外国語活動

を新設したり、中学校の外国語の授業時数や指導

する語数をふやすなどして外国語を通じて言語や

文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケー

ションをとろうとする態度の育成に努めてきたと

ころであります。一方、中央教育審議会による学

習指導要領改訂に向けた教育課程企画特別部会に

おいて、現在小学校５、６年生外国語活動におい

ては児童が身につけている外国語を使って伝え合

う楽しさを体験する音声中心の活動が行われてい

ますが、小学校５、６年生でのそのような学習が

中学校進学後の外国語の学習に生かされていない

状況があること、また中学校においては国語と英

語の音声の違いや英語の発音とつづりの関係を理

解することが不十分であることなどの課題が指摘

されるところであります。このようなことから、

今後の学習指導要領の改訂においては、小学校３

年生から「聞く」「話す」を中心とした外国語に

触れ親しむ学習を行い、５、６年生はこれまで取

り組んできました「聞く」「話す」に「書く」

「読む」を加え、４技能を総合的、系統的に扱う

教科として学習を行うこと、中学校においてはよ

り具体的で身近な話題についての表現や簡単な情

報交換ができるコミュニケーション能力を養うた

めの学習活動を重視することなどの改善が図られ

る予定であります。

さらに、平成２８年度には生徒の英語力に係る

都道府県ごとの目標を設定したり、平成３１年度

には中学校の英語４技能を測定する全国的な学力

調査を導入するなどの具体的なスケジュールも示

されているところであります。教育委員会といた

しましては、各学校が学習指導要領改訂に関する

答申や資料などを効果的に活用し、英語教育につ

いての保護者の理解を深めることができるよう情

報提供に努めてまいります。

次に、小中学校での取り組みについて、児童生

徒の英語力向上を図る取り組みについてですが、

本市におきましては子供たちの言語や文化につい

ての体験的理解を深め、コミュニケーションの素



－112－

平成２８年６月１６日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

地を養うよう外国人英語指導助手、ＡＬＴ２名を

効率的に派遣し、教員の指導を支援しております。

平成２７年度の派遣実績は、小学校１０校へ延べ

２３９回、中学校４校へ延べ１４４回となってお

ります。具体的な活動といたしましては、英語を

使った会話の進め方を説明したり、発音のお手本

を示したり、外国の言語や文化についての情報を

提供するなどして児童生徒が外国語を使って伝え

合う楽しさを実感できるよう努めております。

また、名寄市教育研究所の外国語活動英語班で

は、公開授業を行うなどして授業の導入の工夫や

効果的なＴＴのあり方などについて研修を深め、

子供たちの英語力の向上に努めております。

次に、中学生の英語検定の取得状況についてで

ありますが、平成２７年度英語教育実施状況調査

においては、中学校３年生のうち英検３級以上が

それに相当すると判断された生徒の割合は全国平

均が３ ６％、北海道が２ １％、本市が２ ４

％でした。英語検定につきましては、各中学校が

英語検定の案内資料等を配付し、１年生で５級、

２年生で４級、３年で３級を取ろうなどと呼びか

け、受検を促しております。また、放課後子ども

教室においてはテーマ学習、英検にチャレンジの

取り組みを通して中学生が受検し、３級から５級

に合格しております。教育委員会といたしまして

は、現在道教委が中学生を対象とする北海道独自

の英語検定を開発しようとしていることなどの動

向を踏まえ、生徒から英語を通して聞くこと、話

すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケー

ション能力の基礎を身につけることができるよう

英語教育の充実に努めてまいります。

次に、小項目２のそろばんの学習についてです

が、議員が御指摘のようにそろばんは古くから我

が国で用いられている計算のための道具で、数を

あらわすための位を定め、玉を操作することによ

って計算するための便利なものであります。学校

教育においては、以前は読み書きそろばんと言わ

れていたなど、そろばんは盤面を視覚的に捉える

ことから、十進法の概念理解を促す教材として活

用されてきました。学校では、小学校３年生と小

学校４年生の算数の授業においてそろばんによる

数のあらわし方について知り、そろばんを用いて

簡単な加法及び減法の計算ができるようにするこ

とを目的として、教員が大型そろばんを使用し、

数のあらわし方や計算の仕方などを説明したり、

児童が教材、備品等のそろばんを使用して小学校

３年生では３時間程度、小学校４年生では２時間

程度のそろばんの学習に取り組んでおります。

具体的には、小学校３年生ではそろばんを用い

て万の単位までの整数と１０分の１の位までの小

数をあらわす指導をしております。計算に関して

は、８足す９や１５引く７、３万足す５万などの

１位数、２位数や ６プラス ３などの１０分の

１の位までの単位、簡単な加法及び減法の計算が

できるよう指導することになっております。小学

校４年生では、億や兆の単位までの整数と１００

分の１までの小数をあらわす指導をしております。

計算に関しては、２億足す６億や１０兆足す２０

兆などの２位数や ０２足す ８５など１００分

の１の位までの簡単な加法及び減法の計算ができ

るよう指導することになっております。教育委員

会といたしましては、電子計算機が手動の計算道

具であるそろばんに成りかわっている現実はあり

ますが、教具としてのそろばんの価値に変わりは

ないことから、学校では全ての児童が確実にそろ

ばんを用いた計算ができるよう児童が互いに教え

合う活動を指導計画に位置づけたり、少人数指導

を実施するなど指導方法等の一層の工夫改善を図

るようお願いしてまいりたいと考えております。

次に、小項目３の本市における部活動の現状と

課題についてですが、中学校における部活動とは

スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間関

係の形成等に資するものであります。教育課程外

の活動であるものの、学校教育活動の一環として

中学校教育において大きな役割を果たすものであ
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ります。部活動は、教育課程において学習したこ

となどを踏まえ、みずからの適正や興味、関心等

をより深く追求していく機会であることから、中

学校教育の一環として教育課程と関連を図ること

や地域の人々、各種団体と連携しながら、学校全

体で推進することが大切であります。本市の各中

学校における部活動の現状といたしましては、設

置部活動数は学校規模に応じて１から１３の部活

があり、部活の種類は全体で１６種類の部活が設

置されております。生徒の部活動加入率について

は、全体で６ ３％の生徒が部活動に加入してお

ります。とりわけ運動部活動については、全部活

動加入者における加入率は７３％となっておりま

す。

各中学校における運動部活動の組織的な取り組

みにつきましては、部活動、委員会等を校内組織

に位置づけ、指導方針や活動上の決まり等につい

て共通理解を図ったり、定期的な顧問会議を開催

して活動状況等を確認するなど、学校全体で組織

的に運動部活動指導の充実に努めております。ま

た、運動部活動を推進するには、家庭、地域との

連携、協力が不可欠であることから、各学校では

保護者会等を設置し、顧問が保護者に部活の指導

方針等を説明したり、部活動通信等を通して活動

状況等について発信し、理解と協力を求めるなど

学校と家庭が一体となって部活動の充実を図って

おります。

本市における指導教員の課題といたしましては、

運動部活動指導における教員の負担が大きいこと

であります。このため各中学校では定期的に部活

動休止日を設定したり、できる限り複数の教員が

指導する体制を整えているところであります。外

部指導者につきましては、学校が校内の指導体制

等の実情に応じて活用の有無を判断するものであ

り、現在４つの中学校全体で１名の外部指導者が

運動部活動指導に携わっております。今後も教員

の負担を軽減するためにも本市の生涯学習リーダ

ーバンク等の活用を促してまいります。

また、本市の運動部活動では、スポーツ等に親

しませることや好ましい人間関係の形成等を目的

としていることから、生徒の意欲向上を図り、一

人一人の体力や技能の程度に応じたきめ細やかな

指導を行っており、過剰な練習になっていないと

考えております。体罰等防止のための取り組みに

つきましては、学校には北海道教育委員会が作成

した運動部活動顧問、外部指導者向け研修資料

「一人一人の生徒が輝く運動部活動を目指して」

を有効に活用するなど、体罰によることのない生

徒理解に基づく指導が適切に行われるようお願い

しております。今後も教育委員会といたしまして

は、学校には北海道教育委員会の「効率的な部活

動指導の推進～部活動休止日の実践事例集～」を

活用するなど学校が一体となり、保護者や外部指

導者等と連携した効果的な部活動運営を推進する

ようお願いしてまいります。

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） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ答弁をい

ただきました。何点か再質問をさせていただきま

す。

まず、社会福祉事業についてでございますけれ

ども、やはりこの事業はどの制度に限らず、相談

者の対応が物すごく影響するわけであります。そ

の対応のよしあしによって、やはり来られた方の

人生を左右すると言ってもいいぐらい影響するわ

けでありますけれども、一人一人の人生を左右し

かねない事業であることをしっかり肝に銘じなけ

ればならないということで、先ほど児童民生委員

の執務については伺いました。これは、今現状か

ら考えるのと先ほどの御答弁に反するようでござ

いますけれども、例えば町内会の、本当に形骸化

していないかと。例えばあなた、民生委員やって

くれ、あなた、児童委員やってくれやという簡単

なことで形骸化されていないかなというふうに私

は考えているのですが、その辺を考えるとしっか

りとした児童委員あるいは民生委員の方、しっか
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りと協議をしなければならない、あるいは研修し

なければならないというふうに考えております。

そこで、この児童委員民生委員はそういうことを

しっかりやろうとすると、やはり先ほども御答弁

をいただきましたけれども、ニーズの発見とかつ

ながり、あるいはそれぞれの生活支援に対する相

談というのは本当に真剣になってやるというふう

になると大変な仕事なのです。したがって、これ

はやはり何かの形で、あるいは交通費とか、ある

いは通信費、そういうような処遇が図れないのか、

その辺を考えがあれば伺いたいと思います。

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） 民生委員さんの

処遇というところでよろしいでしょうか。民生委

員さんの処遇につきましては、今言われていまし

た交通費、通信費などに充てます実費弁償の部分

につきましては北海道から活動費として１人当た

り５万 ０００円、それと市独自の補助といたし

まして北海道の支部とほとんど同額、平均値とほ

ぼ同額となっておりますが、１人当たり１万 １

００円、これを支出いたしておりまして、全体で

８０２万８００円を市から民児連に補助金として

支出をしている状況でございます。民児連は、そ

れを受けまして１人当たりの単価を５万 １００

円として合計５１０万 ８００円を５つの地区に

活動費として支出をし、それにより運営されてい

るというところでございます。民生児童委員は、

同時に名寄市の福祉委員、介護相談協力員として

の委嘱を受けておりますので、報酬は年に４万円

となっておりまして、この部分は市より直接民生

委員さん、児童委員さんに支出をさせていただい

ております。民生委員児童委員の皆様におかれま

しては、このように決して十分な活動費とは言え

ませんけれども、名寄市の財政状況など御理解を

いただいているところであります。今後とも道内

の各市の状況を注視しながら、適正な処遇につい

ては考慮してまいりたいと考えております。

また、地域福祉のかなめとして活動していただ

いております。活動を市としても御支援したいと

いう意味もありまして、地区定例会などへの職員

の出席ですとか、名寄市としても微力ながら協力

支援をさせていただく取り組みをさせていただい

ているところでありますけれども、ここで改めま

して民生児童委員の活動に関しましては心より感

謝を申し上げる次第であります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 北海道から５万

０００円、合わせて８万何がしの、それは適当な

額かどうかちょっと判断しかねますが、やはりこ

の仕事を本当にやろうとすると手当だけでいいの

か、民生委員の方に伺うとどうしても忙しいから、

１人では足りないよねというふうな話もあったの

ですが、そういうような部分というのは、ほかの

ところの民生委員と、あるいは各町内会以外の民

生委員とのつながり、あるいはそういう連携とい

うのはどういうふうな形になっているのですか。

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） 名寄市の民生委

員児童委員連絡協議会につきましては、平成２４

年度までは協議会主体の活動を行っておりました

けれども、平成２４年度に５つの地区のそれぞれ

の地区を主体として活動するという取り組みに変

更させていただいたところでありますので、各地

区それぞれ例会を月１回開いておりまして、その

中で先ほども申し上げましたが、さまざまな研修、

また市内の施設等を訪問などを通じながら、互い

に連携しながら活動をしていただいているという

ような状況だと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） １人ではなくて、

やはりそういうような連携をしながら取り組まな

ければいけないなというふうに思っています。

それで、生活困窮者自立支援法からすれば、い

わゆる困っている人、これを早期発見するという

ことについても先ほど若干御答弁をいただいたわ
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けでありますけれども、これはどの辺の連絡協議

会で情報が集まっているのかという部分では、私

も例えば一番困っている公的料金が詰まっている、

あるいは滞っているというところがやはり情報に

なるのではないかというふうに思っております。

それは、個人情報でありまして、どういうふうな

形で取り扱うのかちょっと問題ですけれども、そ

ういう情報の共有というのはどういうふうに取り

組まれているのでしょうか。

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） 先ほども少し触

れさせていただいたのですが、市役所の庁内連携

会議というものを立ち上げさせていただいており

まして、そこで縦横の連携をとらさせていただい

ているということでありまして、具体的な事例と

いたしましては先ほど申し上げました住宅、水道、

また納税などの各窓口にお客さんがいらっしゃっ

たときに生活苦の相談をされた場合などは、こち

らの生活困窮者自立支援事業のほうにつないでい

ただくというような取り組みをさせていただいて

おりますし、またことし昨年度の実績等を事例等

を共有をして研修を一度開催したいというような

ことを考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） そういう一番先の

兆候というのが一番大事になると思いますので、

個人情報もあるとは思いますけれども、しっかり

と情報を共有していただきたいなというふうに思

います。

それで、先般新聞等で脱法ハウスとか、あるい

は貧困ビジネスについて報道というか、ありまし

た。脱法ハウス、いわゆる人が暮らす住居の最低

限備えるべきものが備わっていなくて不安全だと

いううち、あるいは生活困窮者らに生活保護費を

受給させて、そして金銭管理契約を結んで通帳を

預かる。その家主が操作するというような事案が

新聞に報道されておりました。これらは、名寄あ

たりはそういうふうに考えられないのですけれど

も、そういう事例を聞いたことがありませんが、

その辺の未然防止の段階の取り組みというものは

何かとられているようなことがありますか。

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） 脱法ハウスにつ

きましては、防火関係規定などの建築基準法違反

の疑いのある建築物につきましては消防と、それ

から建築のサイドが連携をして情報共有、合同パ

トロール等を実施しておりまして、現状ではいわ

ゆる議員おっしゃった脱法ハウス、それから違法

貸しルーム等の把握はされていないような状況で

あります。また、今ございました生活保護者、ま

た生活困窮者につきましては、生活保護世帯につ

きましてはケースワーカーが御家庭を訪問し、さ

まざまな御相談に乗っておりますが、そのような

実態はないということでありますし、また生活困

窮者の自立支援事業の相談の中でもそのような訴

えといいますか、そのような相談はないというよ

うに承知しております。議員が御指摘されており

ます脱法ハウスを初め貧困ビジネスにつきまして

は、保護世帯や生活困窮世帯が被害に遭わないよ

うに注意しながら、訪問や生活指導、また御相談

に乗っていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 名寄ではそういう

ようなのはないということでございますけれども、

本当にそういうようなないための未然防止策は何

かの形で一応考えていただきたいなというふうに

思っております。

それでは、質問をかえまして、次の２項めのま

ち・ひと・しごと創生総合戦略について伺います

けれども、先ほど御答弁では地方創生加速化交付

金が２７年度で交付されたということでございま

すけれども、私の認識では２７年度分では通常事

業分として ９００万円ちょっとぐらい交付され

ておりますが、先般の補正では明許繰り越しで

１０００万円何がしの繰り越しになっています。

これは、先ほど３つの事業に分かれるというのは、
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どれほどの額になるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地方創生の推進に係

って、国が示している支援策を活用しながらこの

間進めさせていただいたというものであります。

この間は３回にわたって活用させていただいたと

いうことでありますが、特に佐々木議員からは２

７年度に国が補正で対応した加速化交付金の関係

について御質問がありましたので、ここのところ

について御説明させていただきたいと思います。

国ベースでは、ここは ０００億円の予算化を

したということでありまして、名寄市からは先ほ

ど申し上げました３つの事業を申請をさせていた

だきまして採択を受けたということであります。

１つは、これは名寄市独自の取り組みとなります

が、冬季スポーツ拠点化推進事業として ９０４

万 ０００円の交付を決定をいただいているとこ

ろでございますし、また地域間の連携の取り組み

として２事業採択を受けてございます。１つは、

下川、美深との連携となりますが、北・北海道イ

ンバウンド促進事業として２８７万 ０００円、

また東京都杉並区との連携事業となります都市と

地方の連携による移住交流促進事業として２５万

円、合わせまして ２１７万 ０００円の交付決

定をいただいているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） わかりました。合

わせて ２１７万円ということでございます。イ

ンバウンド促進事業、これは２８７万円ですか、

わかりました。この事業は、これから実際に行う

ときに施策を実現化していくのだと思いますけれ

ども、既に阿部雅司さんとか、冬季スポーツ拠点

化推進事業については推進していると思います。

私もいよいよ動き出したなというふうに実感して

おります。

その中で、市長の行政執行方針にもございまし

たけれども、金融機関との各地元の銀行とで包括

連携協力に関する協定を締結しておりますけれど

も、これはある程度目的あるいはそういうふうな

何を期待して具体的な取り組みをしていくのか、

趣旨だけでもお知らせをいただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回のまち・ひと・

しごと創生総合戦略の関係については、国のほう

でも計画策定の段階から地域における金融機関と

の連携というのは１つキーワードとしてアドバイ

スをいただいてきたところであります。そういっ

たところも受けて、先ほど申し上げました名寄市

での外部組織として、名寄市まち・ひと・しごと

創生総合戦略の推進委員会というのを設けており

まして、この中にも金融機関を入れさせていただ

いております。私どもどうしてもこの間いろいろ

なプランつくるときに金融機関という視点が抜け

ておりましたけれども、今回国からの指導等もあ

りまして金融機関に入っていただいたということ

であります。これが１つこの推進委員会が契機に

なったということと、もう一つは国のほうでも総

合戦略進めるに当たっての金融機関の役割という

のも一つのキーワードとしておりましたので、金

融機関と市と総合戦略推進するに当たっての連携

協定を結ばさせていただいたということでありま

す。具体的には、ことしの３月末に北星信用金庫、

北海道銀行、さらには北洋銀行の３つの金融機関

と協定を結ばせていただいたということでありま

す。具体的には、連携の範囲につきましては総合

戦略の中で掲げている項目についてということで

ありますので、例えを挙げますと産業の振興であ

ったり、人材の育成であったり、あるいは移住の

促進、観光の振興、自治体の連携ですとか、ある

いは大学関係についても連携の範囲とさせていた

だいたところであります。

今回この協定を結んだ目的でありますけれども、

これは私どもが持ち得ない金融機関独自のやはり

知見があります。特にシンクタンクなんかも持っ

ているわけでありますので、ぜひそこのところの

知見からのアドバイスを引き続きいただきたいと
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いうのもありますし、あるいは金融機関が持つ本

来の機能もございますので、そういったものを発

揮する場も今後想定されるだろうというのもあり

ましたので、この連携協定を結ばさせていただい

たということでありますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 非常に金融機関と

いうのは情報をいっぱい持っておりますので、か

なり当市の総合戦略には影響すると、効果的だと

いうふうに理解しております。これからはやっぱ

り産学官金労、これがもう本当に連携して創生戦

略に取り組むのだと思いますが、ぜひしっかりと

した実現に向けて御努力をいただきたいなという

ふうに思います。

さて、最後に教育行政について伺いたいと思い

ます。先ほど英語教育等の御答弁をいただきまし

た。それで、先ほどＡＬＴのこともいただいたの

ですけれども、大体小学校で２４０回程度、中学

校で百四十数回ということでございましたけれど

も、これは今の現状でＡＬＴはこういうような英

語教育の現場においてその人員としては足りてい

るのでしょうか。今後そのほかにもＡＬＴをふや

す、あるいはＡＬＴ以外の人材をふやすとか、そ

ういうようなことは考えておられるのか、その取

り組みについて見解があれば。

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２名のＡＬＴを派

遣しながら、先ほど小学校、中学校それぞれの回

数等は御報告をさせていただきましたけれども、

足りているのかということでありますけれども、

恐らくは人数ももっと多くふやしていけばよろし

いかと思います。ただ、一方では、これまでも言

っていますように小中学校それぞれの学習指導要

領に基づいた中での単元時数がありますので、そ

の範囲の中でどうＡＬＴを有効に活用してやって

いくかということでありますので、基本的な英語

等の授業の中を教えながら、やっぱり実際に外国

語の生の方の発音であったり、そういったものも

含めて聞くという、交流も含めてやるということ

で、今の状況の中で有効に活用されているかとい

うふうに思いますし、今の中では学校から細かい

話は聞いていませんけれども、十分ＡＬＴの活用

として対応できている範囲かなというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ４技能を高めると

いう部分になると、私も英語は余り得意でありま

せんけれども、高めるという段階においてはやは

りいっぱいそういうような現場のそういうＡＬＴ

が必要なのではないのかなというふうに思ってい

ます。今学んでいる子供たちが将来的に高校に入

る段階においては、もう試験もあるということで

ございますので、それを考えるとやっぱりもう一

歩踏み込まなければいけないのではないのかなと

いうふうに考えております。その辺については、

今後のレベルの、あるいは技能の向上ぐあいだと

思うのですけれども、しっかりとその辺踏まえて

やっていただきたいなというふうに思います。

それから、そろばん授業についてですけれども、

小学校３年生では３時間程度、４年生では２時間

程度という、もう本当に少ない基本的な取り組み

内容ですけれども、そろばんをやることという目

的は、やっぱり小学校の中学年も３年生ぐらいに

なるとどうしても数学のところにつまずくという

ところがあるみたいなのです。それから、書かれ

ているのが記憶力とか集中力とか、あるいは暗算

力とか計算力とか、そういうようなものがそろば

んやることによって発達するというふうに聞いて

いるのですけれども、それは今後そういう授業の

中で時間単位があるから制限されるとは思うので

すけれども、やはり子供たちにとってはそういう

ようなものを少し向上させる部分があってもいい

のかなというふうに考えているのですけれども、

その考えについて何か見解がありますか、ふやす

ということはできないとは思うのですけれども。
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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） そろばんにつきまし

ては、私の年代でいけば必ず家にそろばんがあっ

て、家族や何かでもそろばんをよく家でもはじい

ていた時代なのですけれども、今は家庭にもなか

なかそろばんが多分見られないような状況になっ

ていて、教材として学校に備えついているという

状況であります。先ほど申し上げましたとおり、

それぞれ小学校３年生、４年生の時数については

限られていますけれども、その中でそろばんはど

ういうものかというのと基礎的な計算方法を教え

ているところであります。その時数をふやすとい

うことは、これは議員がおっしゃられたとおり大

変難しい状況になろうかというふうに思っていま

すので、違った形でそろばんを教えるのに、そろ

ばんに取り組むきっかけづくりができないかとい

うところもちょっと今後考えていきたいなという

ふうに思っているところであります。例えば放課

後子ども教室を今やっているわけですけれども、

その中での一つのテーマとしてできないのか、ま

た社会教育の何かの取り組みの中でそういったこ

ともできないかどうかも含めてちょっと考えてい

きながら、そういったことが取り組める状況があ

れば取り組んでまいりたいというふうに考えてい

るところでありますし、この前の新聞報道ありま

したけれども、東中学校の３年生が暗算１０段を

受けて初めて名寄で受かったということでありま

すので、そういったこともそろばんの普及にもつ

ながっていくというか、そろばんも改めて再認識

して、その予算も含めて皆さんが、保護者の方も

感じていただいていければいいかなというふうに

思っていますので、先ほど申し上げたとおりにそ

のきっかけづくり的なものはできるところがあれ

ば取り組んでまいり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） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 今計算だけだった

ら電卓の時代なのですけれども、やっぱりそろば

んを使うことによって、先ほど言った記憶力だ、

集中力、忍耐力あるいは暗算力、こういうような

ものが鍛えられるということになれば、何かそう

いうものをきっかけをつくってやってほかのとこ

ろで学ばせるとか、そういうきっかけを捉えられ

るような授業になっていけばいいのかなというふ

うに考えていますので、今後検討いただきたいと

いうふうに思います。

それでは最後に、部活動について伺いますが、

先般報道でも部活動の顧問の先生の負担が大きい

ということで、文科省も中学校では週２日以上、

高校では週１日以上休養日を設けるというふうな

こともやっておりますし、また担任の先生が、や

っぱり顧問の先生がいろんな業務をやっているの

で、業務アシスタントの配置とか、あるいは保護

者らの要望に対応する際に弁護士等専門の支援を

受けられるような仕組みを進める、あるいは導入

するというようなことも文科省では打ち出してい

るみたいですけれども、今現状で顧問に当たって

いる人は中学校あたりでは７割の方が、大体全教

員がほとんど部活の顧問になっているというふう

に聞いております。先ほど負担が多いというのは、

指導に追われて教材研究とか、あるいは生徒と向

き合う余裕がないというふうになったら本末転倒

になっているわけですから、今の現状ではやはり

そういう事情がかなりあると思うのですけれども、

外部指導者をもうちょっと入れながら、あるいは

そういう今国でやっている以上、先取りしながら

やれるというふうなことは今の現状で進められる

かどうか、この見解を伺って終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、教職員におきましてはさまざまな取り

組み、やることが増加している状況もありまして、

かなり負担がふえていることから、複数体制での

顧問が指導に当たったりしているところでありま

す。外部指導者の活用ということでは、私もそれ
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は大変必要なことだと思いますし、負担を軽減す

ることとあわせまして、教職員の方がそういった

スポーツ経験のない方も顧問に当たっているとい

う状況もありますので、そういった面では専門的

な指導に当たるという意味も含めて外部指導者の

活用というのは大変重要視できるかなというふう

に思っています。ただ、現段階ではその外部指導

に対する法令的な位置づけが明確になっていない

ということで、先ほど議員が言われましたように

文部科学省のほうでは指導だったり、顧問であっ

たり、引率、そういったものをきちんと法令で位

置づけていくこと、仮称でありますけれども、部

活動指導員として位置づけをしていくということ

で検討されていますので、その動向を見きわめな

がら、うちのほうも対応してまいりたいというふ

うに思っています。やっぱり学校現場に入ります

から、きちんとした位置づけがなければ子供たち

に何かけがとかあった場合は外部指導者に迷惑か

けることになりますので、そういった法的な部分

もきちんと注視しながら今後対応してまいりたい

と考えていますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

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

を開きます。

平成２７年度決算概要にかかわって外２件を、

佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名いただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

１点目は、平成２７年度決算概要についてであ

ります。名寄市の平成２５年度決算は、実質公債

費比率、将来負担比率とも改善となったが、大き

な要因の一つは一般会計繰り入れの約４割を占め

る地方交付税に臨時財政対策債発行可能額を加え

た標準財政規模が確保されたことによるものであ

る。このことは、自立的な財政運営とは言えない

状況であり、将来の重要な財政課題である普通交

付税における合併算定がえ終了を見据えると、楽

観視できるものではないことを示している。これ

は、平成２７年度予算編成作業に当たり２６年１

０月３１日に発せられた市長訓令の表現です。自

立的な財政運営とは言えない、楽観視できるもの

ではないと厳しい見通しを示し、その中にあって

も市民生活向上や課題解決のため、原課が精査し

ながら編成した予算案を財政課長、総務部長、副

市長、そして市長という４段階の査定の中でさら

に切り込みを行った結果、当該年度の当初予算は

一般会計で過去最高の２３２億 ６３３万 ００

０円となりました。その後必要に応じ補正増額も

行いましたが、行政報告によれば２７年度決算概

要は一般会計では繰り越しすべき財源を除いてお

おむね５億 ０００万円の黒字、基金残高も前年

度に比べ９億 ７５８万 ０００円増の８０億８

２２万 ０００円となりました。自立的な財政運

営とは言えない、楽観視できるものではないとい

いながら、終わってみればこの多額の黒字計上、

基金積み戻しは、財政健全化が守られた将来への

蓄えという言葉だけで理解できるのでしょうか。

改めて予算編成方針と決算概要の整合性について

お伺いします。

加えて市長は、平成２２年の市長就任時、この

市議会の場において民間会社名寄市的発想の行政

運営を第一義に訴えました。行政と民間の財務シ

ステムの差異は理解するものですが、民間では毎

月財務状況を明らかにし、効果的な財務運営や投

資、改善を図りますが、市長は財政運営にかかわ

りどう民間会社名寄市的発想を導入し、市民の期

待する効果的な財政運営を図っているのかについ

てもお伺いします。

また、今回の行政報告の中で歳出にかかわり、

各費目における歳出削減による不用額を黒字の主
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な原因に掲げておりますが、さまざまな市民ニー

ズを厳しい財政事情の名のもとに削減している中

にあって、この言葉の意味を改めて御説明いただ

きたいと思います。

小泉内閣による三位一体改革以降、名寄市にあ

っては財政上における厳しい見通しを強調しなが

ら、さまざまな小さな施策の見直しを行ってきま

した。しかし、一方では市民ニーズ、時代の趨勢

から大型事業も展開しています。その中にあって

も２７年度決算でいえば５億 ０００万円の黒字、

９億円を超える基金増が現実です。ことし４月末

の名寄市の高齢化率は３ ９１％とまさに高齢社

会自治体となっています。財政状況が黒字により

好転しているのであれば、もっと的確に市民ニー

ズを把握され、市民生活向上に直結する施策の展

開、改善に結びつける必要があると考えますが、

御見解をお伺いします。

２点目に、現在策定作業が進められている総合

計画にかかわり質問をいたします。ことし１月に

示された名寄市総合計画第１次の推進状況の中で、

関係者とのさらなる協議、財源の確保などを理由

に同計画で実現を見なかった地域自治区の創設、

図書館の改修、市役所庁舎、消防庁舎の整備につ

いて、第２次計画の中で方向性を示す決意につい

てお伺いします。

地域自治区についてはこの後同僚の奥村英俊議

員が厳しく姿勢をただしますので、私は特に市役

所庁舎のあり方と図書館改修に対し、総合計画策

定審議会の協議の成り行きを注目しながらも、理

事者の基本的姿勢についてお聞かせをいただきた

いと思います。庁舎のあり方についてはこれまで

も議論をさせていただいておりますが、危機管理

上、耐震度上、そして人口２万 ０００人程度の

自治体として、さらには名寄市公共施設等総合管

理計画推進上から改めて基本的考えをお伺いしま

す。

また、今後議会の場においても議決事項である

基本構想、基本計画について議論されることにな

りますが、基本的姿勢についてお伺いします。１

つは、市民ニーズの把握と計画への反映手法につ

いてであります。昨年１１月広報にあわせ別冊と

してアンケート用紙を全戸配布し、返信用封筒で

回収をされていますが、結果的には１万 ２６４

世帯への配布で回答は５８４人、率にしてわずか

に １％、人口では２％にとどまっています。そ

のほかワークショップで１０６人、タウンミーテ

ィングで１９０人、まちづくり懇談会で１７６人、

合計４７２人でありました。策定審議会において

も部会によっては開催が３回にとどまり、出席者

の日程調整が難しい状況にあるという声も聞きま

す。総合計画は、名寄市にとって１０年後を見詰

めた最重要計画であり、その意味でも市民のニー

ズをしっかりと把握し、市民の合意に基づく計画

策定が求められますが、数字上ではそういう姿が

見えないのが現実であります。改めて素案策定を

間近に控え、行政として状況をどう把握されてい

るのか、さらには新計画での１０年、市と市民が

ともに同じ方向を見詰め歩むためには、策定後の

計画を互いに共有することも重要と考えてもおり

ますが、その手法についての考え方をお伺いしま

す。

最後に、新名寄市病院事業改革プランについて

お伺いします。まず、経営指標にかかわる数値目

標の特に収入確保についてでありますが、平成２

５年度実績によりますと患者１人１日当たりの診

療収入は一般科入院５万 ６３９円、精神科入院

１万 ４２０円、一般科外来 ５５８円、精神科

外来 ２０１円となっていますが、黒字化となる

平成３１年度目標では一般科入院６万 ８４７円、

精神科入院１万 ８６５円、一般科外来１万６４

９円、精神科外来 ０９７円と伸びることが想定

されています。人口減少、少子化、さらに急性期、

回復期、慢性期の病院間の役割分担が目指されて

いる中にあって、この数値が可能とする根拠をお

伺いします。

また、行政報告の中で市長は、平成２７年度病
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院運営概要について入院で ０８７人、外来で

０４６人の増加となったものの、収支では病院事

業収益で８７億 ４８６万円、病院事業費用で９

０億７０７万円と差し引き２億 ２２１万円の単

年度純損失を計上したと明らかにしました。内容

においては、入院収益は３億 ３３１万円増収、

外来でも循環器内科、救急科の患者数が増加した

ことから ３５０万円の増加となったものの、医

療スタッフの充実の結果、給与費で前年度比１億

１０４万円の増、患者増に伴い診療材料費で１

億 ５３３万円の増となったことが約２億円の純

損失を計上する背景にあるということですが、今

回のプランではマンパワーの確保に努めるととも

に、患者の増によって診療材料費もふえることが

想定される中にあって、どう３１年度の黒字化を

見据えているのかお伺いします。

最後に、一般会計負担金の考え方についてお伺

いします。この中では、救急医療、小児医療、周

産期医療のいわゆる不採算部門の経費については、

引き続き総務省の繰り出し基準に基づいた繰り入

れを受ける必要にあるとしていますが、これはあ

くまでも同基準に基づいた繰り入れしか望まない

ということなのか、また上川北部のみならず、宗

谷、留萌、オホーツクの一部地域からも救急医療、

周産期医療の患者を受け入れる状況にあり、これ

らにかかわる経費負担について適切なあり方を検

討しているが、適切なあり方の基本的考え方と可

能性及び方向性についてお伺いし、この場からの

質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま佐藤議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１及び２につきましては私のほうか

ら、大項目の３につきましては病院事務部長のほ

うから答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目の１、平成２７年度決算概要に

かかわって、小項目の１、当初予算編成方針と決

算概要との整合性について申し上げます。さきの

行政報告においては、平成２７年度の一般会計決

算につきましてはおおむね５億 ０００万円の黒

字と御報告を申し上げましたが、出納閉鎖を終え、

現在決算に係る計数整理中ではございますが、お

おむね６億 ０００万円の実質収支となる見込み

でございます。主な要因といたしましては、行政

報告のとおり、１つとして地方交付税が予算額を

上回ったこと、２つとして歳出削減などによる不

用額によるものと思われます。実質収支は、地方

公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイ

ントであることから、平成２７年度の一般会計決

算の実質収支を捉えますと、良好であったと考え

られます。しかしながら、本市の歳入構造には依

然として自主財源の比率が約３０％と低い状況に

あること、また約７０％の依存財源のうち、地方

交付税が約４０％を占めており、地方交付税に依

存している状況でございます。また、市債の残高

につきましても近年の大型事業の影響により残高

が増加傾向にあります。さらには、今年度からの

普通交付税の合併算定がえ縮減による地方交付税

の削減や公共施設やインフラ施設の老朽化対策な

ど、本市の財政的課題は山積しており、こうした

ことからも予算編成の訓令で述べているとおり、

決して自立的な財政運営とは言いがたく、楽観で

きるような状況ではないと考えているところでご

ざいます。

また、市長の民間的発想の導入といたしまして

は、トップセールスによる名寄の売り込みを初め

とし、ホームページのリニューアルやフェイスブ

ックによるわかりやすい情報の発信、総合窓口の

設置によるより親しみやすく、利用しやすい市役

所づくりなどにおいて発揮されておりますし、財

政運営におきましては平成２２年度決算より財務

書類を作成してきておりますが、今後においては

それら財務書類を行財政運営の有効な手段として

活用してまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、各費目における歳出削減の
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意味と不用額についてでありますが、経常的経費

の予算の執行に当たりましては、各担当部局にお

いて改めて無駄がない、効率的な執行に努めてい

るもので、また人件費や扶助費といった義務的経

費の執行残などにより、毎年度の決算時には不用

額が生じ、このことが実質収支が黒字となる主な

要因と考えられます。特に平成２７年度決算にお

いては、燃料単価が予算編成時より低く推移した

ことから、燃料費の歳出削減が例年以上に生じた

ことも大きな要因と考えられます。このように予

算づけしている事業について市民サービスを確保

しながら、効率的あるいは適正な予算執行の結果

として不用額が生じたということでございますの

で、御理解いただけますようお願い申し上げます。

次に、小項目の３、市民ニーズと黒字決算につ

いてでありますが、毎年度決算剰余金につきまし

てはその２分の１以上を財政調整基金または減債

基金に積み立てし、その残りにつきましては次年

度へ繰り越しし、主に補正予算時の財源として活

用させていただいております。引き続き限られた

財源の中で、市民の多様なニーズをしっかりと把

握をし、その結果速やかに実行すべき事業につき

ましては年度途中であっても補正予算等で対応さ

せていただきたいと考えてございます。

続きまして、大項目の２、名寄市総合計画第２

次について、小項目の１、第１次総合計画の積み

残し事業への考え方と対応について申し上げます。

まず初めに、第２次総合計画策定の進捗状況につ

いてでありますが、さきの議員協議会におきまし

ても御報告をさせていただいたところでございま

すが、現在各専門部会での議論が行われておりま

して、今後総務部会及び全体会議となります策定

審議会を経ましてまとめを行い、７月下旬の市長

への答申が予定されております。本市といたしま

しては、この答申を受け、市としての案を取りま

とめ、パブリックコメントを経まして市議会へ提

案をさせていただきたいと考えてございます。

さて、お尋ねのありました第１次総合計画の積

み残し事業への考え方についてでありますが、御

質問にありましたように、地域自治区、市立図書

館、これらについては積み残し課題として、また

市役所については第２次総合計画の中で議論させ

ていただきたいとしておりました。本市の総合計

画は、第２次総合計画策定方針で示すように、市

民と行政とが協働してまちづくりを進める行動指

針として作成するため、市民参加を基本的な考え

方とし、市民意見の反映を策定手法としているた

め、策定審議会の答申を尊重しながら、市の考え

を加えて市民の皆様、議会にお示ししたいと考え

ており、現段階では明確に申し上げることはでき

ませんが、いずれも市政運営の重要な課題と認識

しておりますので、今後お示しをします第２次総

合計画案の中で方向性を示したいと考えておりま

すので、御理解いただきますようお願いいたしま

す。

次に、小項目の２、市民ニーズの把握と反映に

ついて申し上げます。この間総合計画の策定に当

たりましては、先行して作業を進めた総合戦略の

アンケート調査を初めとしまして、全戸配布によ

るアンケート調査、名寄市民ワークショップの開

催、町内会組織の意識調査アンケートの実施、ま

ちづくり懇談会などを行い、市民ニーズの把握に

努めてまいりました。それぞれの取り組みにつき

ましては、市民からの回答数や参加状況などから

見ますと十分な数には至っているとは言い切れな

い状況と認識しておりますが、数に限らず貴重な

御意見をいただいていることはもとより、このよ

うな状況を踏まえ、多様な手法を講じて広く意見

をいただく工夫を凝らしてきているところでござ

います。また、そのほかにも日々市民の皆様と接

しておりますが、これら業務を通じていただいた、

あるいは寄せられた意見なども計画への反映に努

めているところでございます。

次に、小項目の３、市民との計画共有手法につ

いて申し上げます。まず、策定段階においては今

後のパブリックコメントと並行しまして市民の皆
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様への説明と意見聴取の方向について現在検討し

ております。また、市民との計画を共有する手法

についてでございますが、名寄市総合計画を全て

記載をした冊子の作成のほか、計画内容を要約し、

見やすく編集したダイジェスト版の作成、当市ホ

ームページの公開による自由閲覧環境の提供、出

前トークによる説明会などを考えてございます。

特にダイジェスト版につきましては、全戸配布に

より市民周知に努めてまいりたいと考えておりま

すが、さらに読みやすい工夫をさせていただきた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、新名寄市病院事業改革プランにつ

いてお答えいたします。

１点目の現状の実績に対して収支均衡を目指す

平成３１年度での診療収入の伸びについての捉え

方でありますが、前提としまして地域医療構想や

本改革プランにおいて市立総合病院は高度急性期

及び急性期を中心とした役割を担うことを基本と

しております。まず、過去５年の１日当たりの診

療収入単価については、年度によりばらつきもあ

りますが、平均して年 ８％程度の伸びで推移し

てきております。平成２８年度以降の試算に当た

っては、国の総医療費の抑制の方向性を視野に入

れると、平成３０年度と３２年度の診療報酬改定

を見据えた場合に従来のような高い伸びは期待で

きないものの、計画としては年 ９％程度の診療

収入単価の伸びを想定できると考えております。

その理由といたしまして、入院では７対１看護基

準を維持する中で、ＤＰＣの適正なコーディング

や入院期間をこれまで以上に見定めること、地域

包括ケア病床の活用や地域の慢性期病床を有する

病院と連携を密にし、患者の状態に合わせて転床、

転院を推し進めることなどで診療報酬を高目に維

持していくことを目指しております。

また、外来では初期診断をかかりつけ医で受け

た紹介患者や急性期の疾患について集中的に診療

が必要となる患者の比較的高度な検査や治療を担

うことが求められており、一定程度落ちついて継

続的な経過観察や投薬に移行した患者については、

かかりつけ医の受診に戻ることになります。その

ため、診療収入単価は相対的に上昇していくと見

ております。

御指摘のとおり、プランの中で医療圏域の人口

が減少すると予測を示しておりますことから、患

者数も増加しないのではないかと推測されている

と思いますが、道が示しました地域医療構想の基

礎資料の中では、上川北部２次医療圏内の７５歳

以上の人口は２０２５年には ６％増加すると推

計されております。患者数の面では、かかりつけ

医の受診に移行した慢性期の患者数は減少するこ

とになりますが、上川北部に加え、宗谷管内での

医療機関における医師不足は深刻なものがあり、

また高齢化の進展に伴い、脳血管疾患や心臓血管

疾患など高度な急性期医療を必要とする患者数は

むしろ増加することが予想されているため、地域

のかかりつけ医では治療が困難な疾患を有する患

者が当院を受診するケースは今後ふえると想定し

ております。これらの想定に対応するためには、

地域における医療機関との連携が重要であり、今

後は地域医療連携室の強化や逆紹介の増加に努め

るとともに、病院の機能、役割の分担について市

民の皆様に御理解をいただくよう各方面の御協力

もいただきながら周知を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、２点目の平成３１年度の収支均衡をどの

ように図っていくかについてでありますが、プラ

ンでは職員数につきまして平成２８年度からの３

年間で看護師を中心とした医療スタッフで４５名

の増員を想定しており、職員給与費につきまして

は平成２７年度決算から平成３１年度までの４年

間で約３億 ０００万円の伸びを見込んでおりま

す。また、材料費についても高度な急性期医療を

平成２８年６月１６日（木曜日）第２回６月定例会・第３号
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必要とする患者の増加を想定していることから、

同様に約１億 ０００万円の増加を見込んでおり

ます。これらの費用は、病院機能の役割分担が明

確化し、当院が急性期医療を中心とする中で病院

機能を維持するために必要なコストとしてプラン

に盛り込んでいるところであります。

一方で、先ほども申し上げましたが、収入につ

いては急性期医療を中心とすることで診療収入単

価の伸びが想定されること、高齢化の進展により

高度な急性期医療を必要とする患者については増

加が推定されることから、平成２７年度決算から

平成３１年度までの４年間に医業収益で約１０億

０００万円の増収を想定しております。基本的

な考え方として、必要な答申による増収分をもっ

て増加するコストを吸収しながら収支均衡を目指

しておりますが、実現には幾つかの課題があり、

御指摘のとおり決して簡単に実現できるものでは

ないと認識しております。今後の収支改善策とし

ては、プランに基づき医業収益の確保と適切な診

療報酬の請求強化、業務改善による効率的な人員

配置や費用分析の強化などに取り組んでまいりま

す。あわせて、地域の医療機関の役割分担と連携

強化、それに伴い受診する患者側で適切に医療機

関を選択していただくことが地域の医療を持続的

に維持発展させ、当院が急性期医療を提供し続け

ることができる病院であるためにとても重要とな

ります。

また、具体的な費用の抑制手法の一つとして、

診療部門別原価計算システムの導入を計画してお

ります。このシステムにより当院の現状を的確に

把握し、より詳細な経営分析を行い、将来的に限

りある医療資源を効果的に投資することで、でき

る限りコストを抑えた形でよりよい医療を実現し

てまいりたいと考えております。

次に、３点目の一般会計からの負担金と周辺市

町村からの費用負担のあり方についてであります

が、平成２７年度決算において一般会計からの繰

出金は救急医療や小児医療など総務省が定める繰

り出し基準に基づいたものが９億 ９４８万円、

市独自の繰り出しである看護師確保に要する経費

が ０００万円、合計で９億 ９４８万円となっ

ております。当院の考え方としては、決して基準

外繰り入れを受けることを否定するものではあり

ませんが、ガイドラインにおいては公立病院とし

て不採算部門の機能を維持しながらの改善が求め

られており、その点を根拠に国が一般会計から繰

り出すことを認めている趣旨を考慮した上で、現

時点では基準外繰り出しについて計画に組み込む

ことなくプランを作成したものであります。今後

診療報酬制度の大幅な改定や地方交付税制度の大

規模な改編など病院経営に多大な影響を受ける事

態が生じた場合には、地域における急性期医療の

重要性を考慮しながら、プランの変更及び一般会

計からの負担の可否について市と協議してまいり

たいと考えております。

また、周辺市町村における費用負担の考え方に

ついてですが、例えば救急外来の受診患者数は平

成２７年度の実績で上川北部医療圏にお住まいの

患者が約２６％、宗谷管内を中心とした道内在住

の患者が約１４％と合わせて４割の患者が名寄市

外からの受診となっております。また、医師の確

保が困難な各市町村の病院等に対して、医師や技

師などの医療スタッフの派遣を実施しているとこ

ろです。既に北・北海道中央圏域定住自立圏共生

ビジョンにおいて、それぞれの事業について構成

市町村の費用負担などが示されておりますが、医

師の地域的偏在により一部の病院では必要な医師

の確保がさらに困難となっているなど、地域医療

の環境は変化し続けていることから、今後地域医

療構想に基づいた各病院の機能の変化を見定めた

上で、宗谷管内を含めた北北海道を構成する市町

村との連携を構築しつつ、当院を含めたそれぞれ

の適正な負担のあり方について提案を検討してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。
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〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、基本的な状況というのは理解

をするものでありますので、いただいた答弁をも

とに再質問へ移行していきたいと思いますが、ま

ず決算概要にかかわってでありますけれども、ち

ょっと視点を変えて見てみると、今の決算状況あ

るいは予算編成状況をつくるときに、やはり基本

になっているのは新名寄市行財政改革推進計画、

これが一定程度基本になっていると思いますが、

ここで同計画で掲げている改革の必要性、理念、

基本方針について、これまでの計画推進が堅持さ

れてきたという認識でいらっしゃるのか、まずお

伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どもとすれば、前

向きなところについては総合計画をもとに進めさ

せていただきますし、ある意味ではその進捗状況

を含め、手法を含めて点検するところがまさに行

財政改革の推進計画だと思っていますので、全て

が取り組めているかというとまだ途上なものはあ

るかと思いますが、基本的にはその考えを踏まえ

ながら取り組みを進めさせていただいているとい

う認識であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今決算というか、財

政の部分ですので、全体的には行財政改革でなく

財政の部分でいうと、この改革の必要性の一つに

盛り込まれた計画を実施すべき最大理由について

は、地域の財政がさらに縮小していくことが予想

されているというのがこのときの計画の推進の基

本であります。名寄市は、今そういう状況にある

のでありましょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 財政規模からいきま

すと、近年は増加傾向にあるということでありま

すが、ここは毎年度の点検をしながら、あるいは

必要なものについては取り組んでいくという方針

のもとに進めさせていただいたということであり

ます。縮小するものは縮小させていただいており

ますし、新たに取り組まなければいけないものに

ついては議会にも相談させていただきながら、こ

の間取り組みを進めさせていただいたという考え

ではあります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 特に健全財政の柱と

なっている表現に１つ、一般財源の増額の伸びは

期待できず、今後の財政状況は悪化と硬直化が予

想され、依然として厳しい状況にあるとする見通

し、これは正しいということになるのか。加えて

また、合併を選択しただけではふえ続ける収支不

足を簡単に解消できないという見通しについても

ここ数年の予算編成状況あるいは決算状況から見

て正しいという判断をされているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この間財政規模が膨

らんできたというのは、喫緊の課題としていわゆ

るハードと呼ばれる分が必要だったということで

す。これは、合併以前から両市町が抱えていた懸

案事項、単独では実施ができなかったので、合併

に伴って実施ができた部分もありますし、新市に

なってから必要だということで整備したものもあ

りますが、そういった部分に基づいて財政規模が

膨らんできたというふうに認識をしております。

これらを実施するに当たっては、私どもも特定財

源の確保ですとか、あるいはこの間基金なんかを

使わせていただきながら、あるいは起債も含めて

財源の効率化というのでしょうか、適切な財政運

営を図りながら進めてきたということであります。

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今実施本部の中の事

業等見直し検討部会、ここが進めている新たな使

用料設定基準の策定と使用料の見直しについて、

この作業を進めておりますけれども、平成２３年

第３回定例会で行財政改革推進実施本部内での協

議をもとに学校施設等施設使用料の見直しを求め
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る条例の改正案が提出されて、議会では特別委員

会を組織して１０回議論をしてきて、最終的には

理事者の提案を受け入れたわけですけれども、こ

のときの財政状況は２２年度決算、前年度決算か

らいえば一般会計で１億 ０００万円の黒字、基

金総額は４６億 ３５９万円、先ほど言ったよう

に今回の黒字は６億 ０００万円、それで基金は

８０億円、この状況の中でのこういう今例えば市

民の皆さんに、これから協議されて議会に提案さ

れるのかもしれませんけれども、国もそうであり

ます。今回の消費税増税もそうでありますけれど

も、やっぱり市民財政、市民の状況がどうあるべ

きかというのを考えてこういうものを出してくる

というのは、検討されるというのはいいのですけ

れども、そこに視点がなくて計画を推進すること

だけが主になってくると、私はちょっと本末転倒

だというふうに思うのですけれども、今現在総務

部長はこの件についてどういうふうにお考えにな

っていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、計画があるから進めるということではなく

て、やはり計画を立てたときの考えなり目指すも

のがあるわけでありますので、それに基づいて計

画を進めていくということになります。計画であ

りますので、必要なときには見直しを含めて必要

なのかもしれませんが、今回の使用料の見直しに

当たってはいわゆる財源確保を主たる目的として

やるということではないということです。２３年

度のときに議会にも慎重に審議をいただきまして、

使用料改正いただきました。このときは、旧名寄

市と旧風連町の中で取り扱いの異なるものがあっ

たということです。例えば象徴的に言われるのが

風連地区で言われていた施設の共通使用券があり

ました。ここについては、地区によっての差があ

る。取り扱いの違いがあります。こういったもの

についてはなくそう。あるいは、施設の中では有

料施設、無料施設がある。同じ用途なのに有料で

ある、無料であるという、ここの違いがありまし

たので、まずはそこを第１弾、見直しをして、統

一を図ろうというのが２３年度の見直しであった

というふうに認識してございます。

今回は、そのときの議論にもありましたけれど

も、もともとの使用料の算出の方法について、こ

れはそれぞれの歴史がある中で算出をされてきた

わけですから、いい、悪いということではありま

せんけれども、これについて新市としての統一し

た基準がないというのが今回の課題ということで

ありますので、そこがないとある意味では市民の

皆さんにとって公平感が保てないという部分もあ

ると思いますので、今回は財源対策を主たる目的

とするのではなくて、あくまでも新市としての基

準を設け、市民の皆さんの間にやはり公平感を持

っていただきたいというのが主たる目的として進

めさせていただきたいという考え方でありますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 財源確保が目的では

ないということですと、新しいルールをつくるの

は当然でありますけれども、そこに今回の一般会

計の６億 ０００万円の黒字、あるいは基金で残

っている８０億円、これに備荒資金の超過納付金

が入っているかどうかわかりませんけれども、入

っていないとすれば約１００億円を超える基金を

名寄市は持っている。こういう状況の中で、本当

に財源対策だけを考えるのではなくて、市民生活

を考えたルールをつくると。これはなぜそれを言

うかというと、２３年の特別委員会をつくったと

き、東委員長のもとでやりましたけれども、結局

最初はやっぱり意見が分かれたのです、議会側。

不均衡はあったにしろ、やはり低いほうに合わせ

るべきだと。やはり市民が利用するものというの

は、もっと利用しやすいようにすべきだという議

論もあります。でも、結果的にはやっぱりこのと

きの財政事情が、あるいは将来の不安を含めると

市民の皆さんにも一定担っていただくものは担っ
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ていただこうと。不均衡はあるのなら、やっぱり

担っていただくのはいただこうという論理はあり

ますけれども、今回６億 ０００万円という一般

会計の黒字を出して、基金も積み立てて、さらに

ここに本当に財源対策というものがないとすれば、

低いほうに合わせるものも含めての検討というふ

うに考えてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、今回については主としては財源対策で

なくて、あくまでも新市としてのルールを決め、

市民に公平感を持ってお使いいただけるというの

を主眼とさせていただきたいと思います。ただ、

将来にわたって施設については維持をしていくと

いうのもありますので、主たる目的でありません

けれども、将来にわたって維持できる部分も当然

加味はしていかなければいけないかと思っていま

す。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そこに６億 ０００

万円の黒字は配慮するのですかということです。

この６億 ０００万円は、確かに交付税がふえた

り、いろんなものでやっていくと、結局不用額を

含めて、やっぱり市民の皆さんの御協力を得て６

億 ０００万円という一般会計の黒字を出して、

基金にも積んだものがあったというふうに考えた

ときに、そこを例えば消費税ではないですけれど

も、先送りしてでも今市民生活をどうやって守る

のか。ルールはいいですよ。そういう見地を持っ

て検討されるのですか、それとも今までのとおり

の見直し部会をそのまま引き継がれてくるのです

かという、そこが私大きな分かれ道になると思い

ますけれども、総務部長はどういうふうにお考え

になりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 当然単年度の決算を

踏まえてということにはなかなかならないと思い

ますけれども、今後の財政の状況の見通しも含め

た中で考えていかなければいけないことだという

ふうに思っておりますし、導入の時期についても

先ほどの議員協議会の中でもお話しさせていただ

いたように、国の消費税の動向についてもいまい

ちと言ったら言葉悪いですけれども、ちょっと不

透明な部分もありますので、消費税も含めて当然

そこの部分はオンになりますので、そこも含めた

中で導入時期等についても検討はさせていただか

なければ、考慮しなければいけないのかなという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この間市民の皆さん、

今部長おっしゃるように将来的に財政的に不安が

あるというものを含めて、やっぱりいろいろ我慢

してきた。例えば福祉バスの補助金なんかそうで

すよね。今まで利用できたものを有料化にしたと。

それによってどんな影響が出ているかと分析され

ていますか、田邊部長。

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） 分析とまではい

きませんけれども、各高齢者団体、利用されてい

る団体等の会合等でいろんな御意見はいただいて

おりますし、また今回の福祉バスの若干の要綱の

改定等についても丁寧に御説明させていただきた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そういうことではな

くて、有料化にしたこと、負担をふやしたことで、

今各団体、いろんな町内会もそう、老人クラブも

そうでありますが、高齢化なり会員が減少してい

る状況があって、会費や何かの納入を含めてなか

なかうまくいかないと。そのときにバスを利用し

て社会福祉あるいは生涯学習、いろんなことに活

用しようというときに、さらにお金を出すという

システムが利用度、あるいは社会教育上、生涯学

習上支障があったのかなかったのか。場合によっ

ては、そういうことであるならば市民の皆さんの

要望が強いなら、こういう６億 ０００万円の黒
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字を出した状況を考えると、やはり市民の皆さん

に還元する、それが私はある意味で民間会社名寄

の発想だと思うのです。市民の皆さんは顧客とい

う市長の認識でいらっしゃるなら、やはり還元す

ると。市民の皆さんにどうやってこの名寄に住ん

でよかったか、どうやって活動を活発化させるか

というふうに一方視点にあったほうがいいと思う

のですけれども、お答えは。橋本副市長。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐藤議員の壇上からの

質問も踏まえまして、どうしても市民ニーズとい

う部分が今回大きな質問のテーマとしてクローズ

アップされているというようなことであると思い

ます。まず、６億円を超える基金でありますけれ

ども、これ私どもも今考えなければならないのは、

佐藤議員の一番最初の質問で一般財源、それから

財政の縮小ということで、どうなのだということ

がありました。単年度決算で見れば確かに黒字な

のですが、この議会の中でもいろいろ出てきまし

た。公共施設の老朽化、あるいはいろんな要因、

それから公債費の部分も加えますと、総量を見ま

すと必ずしも楽観視できる状況ではない。その中

で単年度黒字ということであります。行財政改革

の中で市民の皆様に御理解をいただきながら削減

してきている部分もあるのは認識しております。

今後この１０年間が総合計画でございますので、

この中で今後の財政展望もこれはきっちり明らか

にしなければならないと思っております。いろん

なファクターあって非常に難しい問題ですが、改

めて市民ニーズの把握にはこれ努めなければなら

ないと、ここは思っております。それと同時に、

ちょっと言葉は悪いですけれども、どうしても危

機感というものが我々にもあります。将来財政に

向けた危機感、それから午前中の御質問でもあり

ました、今の病院の御質問でもありましたけれど

も、２０２５年に７５歳以上の方で団塊の世代が

ふえてくるという、こういう実態もございます。

そうなりますと、やはりこの１０年間を見据えた

中で危機感をどこまで市民の皆さんと共有し、そ

の中でどこまで市民ニーズを把握できるか、そし

てそれを実現できるか、これ名寄市一体となって

取り組まなければならないものであると改めて認

識させていただいたところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市民ニーズのとりよ

うというか、それは副市長おっしゃるとおりなの

です。だけれども、結局小泉内閣、その前の合併

前からずっとそうでありますけれども、三位一体

改革、その前の財政状況からも財政が厳しい、苦

しい、厳しい、苦しいでずっときているのです、

名寄市。そのために市民の皆さんに負担はどんど

ん、どんどんお願いしているのです、公共料金の

値上げ、あるいは除雪、排雪、全てにおいて。き

のう、きょうもそうです。質問すると、財政が厳

しいから、財政状況がと言うけれども、結果的に

今年度これ見たら６億 ０００万円の黒字を出し

ているわけです。この第１次総合計画の推進状況

の健全な財政運営の中で、目標に対する実施状況

というのがあります。平成２８年度から開始され

る普通交付税の合併算定がえに備え基金を確保、

平成２７年度１２月現在での想定では２７年度末

における一般会計基金残高は約６８億円、実質８

０億円です。１２億円ふえているのです。ですか

ら、こういうことを市民ニーズを的確に捉えて、

今お返しできることはする。やっぱりそこを市民

の皆さんに一緒に名寄市として考えていけるよう

な施策を展開することが、私はそれが市長が言う

民間会社名寄市、要するに計画に左右されるので

なくてきちっとした顧客たる市民のニーズを的確

に把握して、それを施策に反映する。していない

とは言いませんけれども、どこを体系的に考えた

らいいかというのがあってもいいのではないか。

その背景が今回の財政を考えたときに、これから

またその財政が苦しいという状況が言い切れるの

か、市民の皆さんはそれは理解できるのかと思っ

ていたら、それこそ水間室長のきのうの答弁では
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ないですけれども、サンピラーだって ７００万

円市からお金を入れて、さらに ９００万円赤字

をつくって、今度はお風呂を直してという話。し

かも、そこに一回日進再整備計画というプランを

出すためにマックアースさんにきのうの市長の答

弁によれば実態を少し調査してみたいのだという

ことで委託をする。委託料というのは払うわけで

す。今振興公社、うち、市が半分以上の株を持っ

て大株主で、中でも振興公社ってもっと行政の営

戦と交流といろんなところの折衝で協議したもの

をたたき上げるというのならわかるのです。また

マックアースさんに外注して、出てきたら露天風

呂つくれといったって、あの虫どうするのだとい

ったら、ではいつ調査したのよという話になって

きたら、そういうところにはお金をもっと市民の

皆さんに使うようなことがあってもいいのではな

いと。要するに臨機応変に考えたほうがいいので

ないのという、その視点を変えたほうがいいよう

に私は考えていたので、これは一般質問は言うま

でもなくそれぞれの主張を言い合って、最後は見

解の不一致は見解の不一致でいいので、判断は市

民の皆さんにしていただければいいと思いますが、

そういう見地を持たないと、次の総合計画もそう

でありますけれども、なかなか市民の皆さんとの

和というのはつくっていけないのではないかなと

思いますけれども、改めてそのことは市長からも

御答弁をいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まず、財政的な見解、私

なりにも非常に先行き厳しいとやっぱり思ってお

ります。基金が９億円ぐらいの積み増しをしたと

いうことでありますけれども、一方で公債費はち

ょっと数字はっきりしませんけれども、２０億円

以上多分積み増ししているのです。そういうこと

だとすると、２７年度だけで見るとそれはよく見

えるかもしれない。全体的に見ると、決していい

方向には向かっていない。今期も、２７年度も過

去最高の一般会計の規模だったと、こういうこと

でありまして、これはここにきていろんな施設や

建物が経年劣化もしてきているところもあって大

型投資が続いていると、こういうことで、しかし

やらなければならないことが続いていくし、これ

からもそれが見えてきているという非常に厳しい

状況であるということであります。その中でやっ

ぱり予算額が大きくなってくると、それだけ事業

一つ一つにきちっとした精査をしていく中で、少

しでも無駄を削っていこうということで、余って

きて出てきたという観点もあるということであり

まして、職員それぞれ一人一人のみんなの努力も

あってこれだけの黒字が出せたということですけ

れども、決してこれは切り口で見て楽観的な数字

ではないというふうに判断をしています。

振興公社の話も出ましたが、これも大変大きな

金額の投資をしていくということでありますので、

時代、時代によって背景も変わってきているとい

うことで、今回慎重にそうした専門的な見地から

の見解も改めて御指導いただいたということであ

りまして、やはり決して楽観視できる状況ではな

いので、できるだけしっかりと市民の皆さんに御

納得のいただけるお金の使い方をしていかなけれ

ばならないと。説明責任という意味で、なかなか

わかりにくいということに関しては謙虚に受けと

めさせていただいて、できるだけこうした財政事

情に関してもわかりやすく明らかにお話をしてい

く中で、市民の合意をしっかりと進めていき、政

策を進めていきたい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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市長の言うこともわ

かるのです。でも、市民の皆さんにとって、例え

ばずっと財政厳しい、財政厳しい、財政大変だと、

将来不安だと言っていて、目標が見えればいいで

す。これ８０億円なのです。貯金というか、基金

で８０億円積んでいれば、これで一定程度頑張れ

るのだ、いや、１００億円だ。その目標がどこな

のかが見えないで毎年予算編成すれば厳しい、厳
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しい。多分いろんな団体と調整するとき、また補

助金をカットする、いや、あれをする、これをす

るというときも財政状況が悪いですからと。目標

は、市長はどこに、どのぐらい名寄の財政力があ

ったときに、ここが限度というのは言い方大変お

かしいですけれども、その目安というのは市民は

どこを見ていればいいというふうに御判断。これ

は民間会社は必ずやりますよね。例えばうちの会

社の財政状況がどうなのだ、いや、このぐらい蓄

えないと将来的にはこれを償還していくときには

銀行側から金貸してくれぬから、いろんなことを

考えて、このぐらい蓄えないとやっぱりだめだよ

ねというのがあると思うのですけれども、民間会

社名寄市の市長としてどういうふうにそこはお考

えなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） どれくらいの財政的な指

数が目安になるかというのは、これはこの間もい

ろんな議員との議論でもしてきたと思うのです。

これは、やっぱり一定の線をどこかで引く必要は

あるねということで我々も認識していますけれど

も、今のところでここだという議論はなかなか決

めているわけではありません。先ほどもお話しの

とおり、やっぱり我々は国からの交付税も含めて

依存財源がたくさん、７割近くを占めている中で、

なかなか入りを我々がコントロールして把握でき

ないという、そうした宿命みたいなものもありま

して、このことは国がどういう政策に触れるかに

よっても大分変わってくるということでありまし

て、そう考えると基準を決めるというのは非常に

難しいことだというふうに思います。その中で１

つ大きな参考になる指標というのは、今実質公債

費の比率だとか将来負担の比率、これは自治体別

ごとに数字、順位も出るということでありまして、

ここが大体どれくらいの位置にいるかというのは

非常に参考にはなるのかなというふうに思います。

北海道内でも名寄市は、それぞれありますけれど

も、中ぐらい、あるいは指標によっては中の上ぐ

らいということだというふうに思いますけれども、

余りにもこれが悪過ぎると非常に厳しい状況だと

いうことだと思いますし、余りにもよ過ぎても、

これはきちんと市民の皆さんに還元をしていない

のではないかという議論もあるのかもしれません。

そうしたことも一つの参考にしながら、また改め

て名寄市としてどういった財政基準を設けなけれ

ばならないのかというのは、ここは我々の中でも

議論はさせていただいて、議会議論もさせていた

だく中で、一つの指標はぜひ近いうちに設けてい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今市長おっしゃられ

るように、１つはやっぱり内部的には財政規律を

どうするのかが１つ。もう一つは、やっぱり財政

をちゃんと市民が理解するように説明できるかが

１つ。もう一つは、きちっと公にする必要はない

ですけれども、内部的にやはりみんながどこを目

標にして歩めるのかという目標設定をするという

のが、私この３題がうまくいけば財政状況という

のは市民の皆さんも、あるいは職員の皆さんも理

解できると思うので、これは総合計画が来年から

スタートしますので、ぜひ早急に確立をしていた

だきたいと思います。

ただ、総合計画で気になるのは、どうしても、

今回資料として議員協議会のほうで審議経過とい

うのを出していただきました。この中で後期計画

の素案についてというのが２月２６日以降各部会

にそれぞれ所管の皆さん、部長が出て説明されて

いると思いますけれども、これがその前は新名寄

市総合計画の取り組み状況と課題です。素案につ

いてというので、やっているのは市民生活環境部

会、保健医療福祉部会、教育文化スポーツ部会、

全部１回ですよ、会議。１回で、会議の資料をそ

の後インターネットから引き出して見ると、もう

これで終わりと。あとは総務部会に渡すと。これ

が本当に市民の皆さんとの一緒の計画になり得る

のかと。そこは非常に懸念するのです。専門部会
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のインターネットで引いても、やっぱり市民の皆

さん、１０人の委員の中に、出席率もありますけ

れども、それぞれこれはどうなっていますかとい

うキャッチボールをしているのだけれども、キャ

ッチボールになっていないのです。状況を説明し

て、終わって、後で計画は出しますからという話

になると、本当に総合計画が市民総合のこの１０

年の、市長が言う１０年、２０年後のまずは１０

年後の名寄市のともに描く形になり得るのか、そ

こをやっぱり一番心配するのです。だから、この

状況についてどういうふうに、本当はもっと時間

があれば各部長にそれここの附箋しているものを

聞こうと思ったのです。時間もないですので、そ

れは後ほど個別に議論をさせていただきたいと。

実は、これは岩手県滝沢市の「幸せの特等席滝

沢」というものなのですが、これ白黒で、別に白

黒でつくったのでなくて本物は、本物というか、

カラーなのです。これをつくっているのは、これ

は基本構想をわかりやすく説明しているのです、

市民の皆さんに。これ誰がつくったかという。市

の職員でなくて岩手県立大学の学生なのです。岩

手県立大学の学生が市と協力をしてつくっている

のです。だから、わかりやすい。漫画を使ったり、

いろいろ。立派な総合計画の本計画あるいはダイ

ジェスト版も必要かもしれませんけれども、市民

の皆さんが同じ目標を向けるのはやはりわかりや

すいものをどれだけつくり上げるか。それと、う

ちの場合はコミュニティケア教育研究センターで

も同じですけれども、大学生というまさに外から

見る目を持った若い世代の子供たちがいるのです

から、その子たちと連携をして、やっぱり一緒に

つくり上げて、本当にそれを市民の計画にしてい

く努力は私は必要だというふうに思いますけれど

も、これは市長、どういうふうに考えますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでの総合計画の議

論が双方的になっていないのではないかというこ

とは、そういう見方もあるという受けとめをさせ

ていただきますが、これまで今までの総合計画で

はなかなかなし得なかったワークショップをやっ

たり、いろんな市民参加型の議論を積み重ねてき

たつもりでもあります。その中でそうした議論を

できるだけまとめる段階でどういうふうに反映さ

せていくのかというのはなかなか難しい課題でも

あって、できるだけ議員がおっしゃるようにわか

りやすい総合計画、一つの完成版としてはそれは

それできちっとしたいろんな計画が網羅されてい

るということでしょうけれども、こういう方向に

向かっていくのだというわかりやすいダイジェス

ト版をぜひとも作成をしていきたいと、そういう

ふうに考えているところであります。そのことに

よってなるほど、いろんな方が見ても、子供たち

が見てもこういう方向に向かっていくのかという

ことが何となくわかるような、そんなダイジェス

ト版にできるようにぜひ努力をしていきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画については、

いずれにしてもこれから議会のほう出てくると思

いますので、また詳細については議論をさせてい

ただく機会があるというふうに思います。

病院についてもあと五十何秒ですので、それは

９月議会、院長が出てきたときにはまたお話をし

たいと思いますけれども、橋本副市長、一般会計

から繰り入れのレッドライン、あるいはイエロー

ライン、今おととしの決算からいうと監査から出

ていたのは不良債務発生まで約８億円という数字

が出ました。今回２億円赤が出ました。そうする

と、レッドラインというのはどこ。過去副市長、

助役時代からずっと不良債務発生前に市は財政投

与をするよというレッドラインというのは、どこ

というふうに橋本副市長が考えているのかをお伺

いして終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） これは、まだ正直言っ

て改革プランが出てきたばかりということもござ
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いまして、具体的な数字は今現在持ち合わせてお

りません。いろんな外部要因があります。診療報

酬の改定ですとか、それから急性期医療というこ

とで地域医療構想の中で示されておりますので、

その中でどれくらい名寄市立総合病院がお金を稼

ぐというのがあるのですけれども、収入を得るこ

とができるか。また、東病院もございます。当然

うちの病院事業会計については東病院と名寄市立

総合病院の２つでできておりますので、この２つ

がバランスよく機能して初めて収益も上がってく

るし、地域の医療も支えていくことができると思

っています。具体的な数字については、今私まだ

持ち合わせておりませんけれども、実際改革プラ

ンが始まりましてどのような状況になってくるか、

それで一番重要なファクターが交付税の状態であ

ります。この２つを兼ね備えた段階でもって不良

債務比率、あるいは資金ショートの関係も踏まえ

て、一定の数字についてはまた病院のほうと相談

させていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

児童生徒の学力と豊かな心の育成を図る取り組

みについて外１件を、野田三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名いた

だきましたので、通告順に従い順次質問をさせて

いただきます。

初めに、大項目１の児童生徒の学力と豊かな心

の育成を図る取り組みについて２点質問いたしま

す。１点目に、児童生徒の家庭学習の現状と課題

についてです。今現代社会の中で児童生徒の家庭

学習の取り組みで、特に中学生を持つ家庭では学

習をしながら音楽を聞いたり、携帯電話で無料通

話のライン等をしながら学習に取り組んでいる姿

がふえてきており、本当に勉強が身についていく

のか心配だと親の方々からお話を聞きますが、本

市としてどの程度の現状を把握しているのか、そ

して今後の課題についてあればお聞かせください。

２点目に、いじめ防止及び不登校等の現状と課

題についてです。現在のいじめ防止及び不登校等

の現状と今後の課題についてお聞かせください。

次に、大項目２の特別支援教育の取り組みにつ

いて３点質問いたします。１点目に、特別支援学

級の児童生徒の現状と課題についてです。一人一

人に行き届いた指導や支援を実施するための現状

の取り組みと今後の課題についてお聞かせくださ

い。

２点目に、発達障害等のある児童生徒の現状と

課題についてです。現在通常学級に在籍している

困り感を抱えている児童生徒の現状と今後の課題

についてお聞かせください。

３点目に、特別支援教育専門家チームによる巡

回相談の実施状況についてです。現在の特別支援

教育専門家チームによる巡回相談の実施状況につ

いてお聞かせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

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） ただいま野田議員か

らは、大項目で２点の御質問をいただきましたの

で、私のほうから答弁をさせていただきます。

初めに、大項目１、児童生徒の学力と豊かな心

の育成を図る取り組みについて、小項目１の児童

生徒の家庭学習の現状と課題についてお答えいた

します。議員も御承知のように、文部科学省では

全国学力・学習状況調査の結果から、学習に対す

る関心、意欲、態度、読書、家庭学習、基本的生

活習慣等の項目で肯定的な回答をした小中学生ほ

ど学力が高いなど学力と生活習慣や学習習慣等と

の間に相関関係があると示しております。本市の

児童生徒の状況といたしましては、平成２７年度

全国学力・学習状況調査等の結果から、全国と比

べ家庭で学習をしているという回答の割合が低い

ことやふだん１日当たり２時間以上テレビゲーム

をするという回答の割合が高いことなどから、望

ましい学習習慣と生活習慣の定着を図ることなど
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が継続的な課題となっております。このため本市

では、名寄市教育改善プロジェクト委員会が作成

した家庭で取り組む７つのポイントが有効に活用

されるよう市のホームページや広報に掲載するな

どして携帯電話等のメディアに触れる時間が長く

ならないよう家庭でルールを決めることや読書に

親しむ習慣、家庭で学習する習慣の定着に係る啓

発に取り組んでまいりました。具体的には、本市

の各学校においては子供たちが家庭学習の習慣を

身につけるためには、与えられた宿題をきちんと

行うとともに、自分で計画的に学習に取り組む態

度を育てていくことが大切であることから、発達

段階に応じて家庭学習のやり方や時間を有効に使

って計画的に取り組むことなどについて児童生徒

に指導しているところであります。例えば児童生

徒が目標や見通しを持って家庭学習に取り組む態

度を育てるために、長期休業中等の生活や学習に

係る計画表を作成させ、その内容について担任が

アドバイスするなど、望ましい生活習慣と家庭学

習の習慣が定着するよう学校が一体となって取り

組んでいます。今後も学校には児童生徒の実態に

応じて授業の内容と関連づけた宿題等を与えるな

ど、予習、授業、復習といった学習サイクルを確

立することを通して、児童生徒が主体的に家庭学

習に取り組む態度を育てるようお願いしてまいり

ます。

次に、小項目２のいじめ防止及び不登校等の現

状と課題についてお答えいたします。初めに、本

市におけるいじめの現状と課題及び観察、分析等

に基づく対応についてでですが、昨年７月に岩手

県で中学２年生、１１月には愛知県で中学１年生

のいじめが原因と思われる自殺が相次ぐなど、依

然として児童生徒が命を絶つ痛ましい事案が生じ

ております。とりわけ７月の岩手県の事案を受け

て、文部科学省ではいじめとして認知されず、組

織的な対応がなされていない事案の有無について、

平成２６年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査の再調査を依頼してきたとこ

ろであります。その結果、本市では学校から新た

にいじめと思われる事案の報告はありませんでし

たが、教育委員会といたしましては改めていじめ

を許さない環境をつくることや学校が組織的にい

じめの問題に取り組むことの重要性を認識したと

ころであります。

いじめは、どの子供にもどの学校でも起き得る

ものであり、学校教育に携わる全ての関係者が常

にいじめの問題に係る危機意識を持って組織的に

迅速かつ適切に対応することが重要であります。

このため、本市では平成２６年度に名寄市いじめ

防止基本方針を策定し、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消、そのほかのいじめの防止等のた

めの対策を推進しております。具体的な取り組み

の一つといたしましては、いじめの問題の早期発

見、早期解消を図るため、学校には北海道教育委

員会のいじめの問題の実態把握及びその対応状況

等調査におけるいじめの把握のためのアンケート

調査を適切に実施するようお願いしております。

昨年の１１月の同調査では、今もいじめられてい

るとの回答が２２件ありました。この２２件につ

いて当該学校の教員が内容を聞いて事実確認し、

校内で検討した結果、いずれもいじめとして認知

する内容ではないと判断されております。各学校

では、同アンケート調査においていじめはどんな

理由があっても許されないと思うと答える児童生

徒の割合を１００％にする取り組みを進めており

ます。昨年の１１月の同調査では、１年前の同時

期と比べ全小学校の平均が９６％から９ ９％、

全中学校の平均が８ １％から９３％になるなど、

いじめは許されないことであるという認識が児童

生徒に広がってきておりますが、まだ十分な状況

であるとは言えないことが課題であります。

また、いじめられたときに誰にも相談できない

という児童生徒がいることが指摘されていること

から、学校においてはいじめられたとき誰にも相

談しないと答える児童生徒の割合をゼロ％にする

取り組みも進めております。昨年の１１月の同調
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査では、１年前の同時期と比べ全小学校の平均が

６％から ４％、全中学校の平均が１ ６％から

１ ４％になるなど、いじめられたとき誰にも相

談しないという回答をした児童生徒の割合は減少

傾向にありますが、いじめられたときに一人で悩

みを抱え込む可能性がある児童生徒がいることも

大きな課題であります。

次に、いじめをなくすためにはよりよい人間関

係づくりを基盤とした集団づくりが大切なことか

ら、児童生徒のいじめを許さない意識や態度をよ

り一層高め、平成２６年度より名寄市小中学校い

じめ防止サミットを実施し、各学校の児童会、生

徒会活動による自発的、自主的な取り組みの活性

化を図っております。同サミットにおいては、全

児童生徒を対象に名寄市小中学校いじめ防止宣言

の定着状況に係るアンケート調査結果について意

見交換を行ったり、各学校のいじめ防止に係る取

り組みの交流を行いました。各学校では、児童会、

生徒会活動において学校のいじめ防止集会等で同

サミットの取り組み等を発表したり、自校のいじ

めのアンケート結果を校内に掲示するなどいじめ

を絶対に許さない学校、学級づくりの取り組みを

推進しております。

また、教育相談センターにおいては、学校や家

庭生活における児童生徒、保護者からのいじめ等

に係る相談に対して学校や関係機関と連携を図り

ながら適切な支援を行っております。さらに、ハ

ートダイヤルを通して教育専門相談員が児童生徒

や保護者等からの悩みについて個人情報の管理に

十分配慮しながら、電話や面談による相談やカウ

ンセリングを行っております。今後とも教育委員

会といたしましては、学校や関係機関等との一層

の推進を図りながら、いじめの根絶に向けて名寄

市いじめ防止基本方針に基づくさまざまな取り組

みを確実に実行するとともに、ふだんの点検、評

価により改善を加えながらいじめの未然防止、早

期発見、早期解消に努めてまいります。

次に、本市における不登校の現状と課題及び観

察分析に基づく対応策についてお答えいたします。

不登校児童とは、病気や経済的な理由を除く何ら

かの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、

背景により、登校しないあるいはしたくてもでき

ない状況にあるため、年間３０日以上欠席した児

童生徒のことであります。現在本市の小中学校か

らは、いじめを原因とする不登校児童生徒の報告

はありませんが、文部科学省の児童生徒の問題行

動等生徒指導上の諸問題に関する調査では、本市

において平成２６年度に不登校の状況にあった児

童生徒は１０名でありました。学校では、児童生

徒が不登校となる要因について、本人、保護者、

学校等に係るさまざまな要因が複雑に絡み合って

いることから、その要因を明確に把握することが

難しく、教員による当該児童生徒への指導や支援

及び家庭への働きかけを行っていても、不登校状

態が改善されるまでに至らない事案があるという

課題があります。

文部科学省の平成２６年度児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問題に係る調査の結果から、北

海道の公立小中学校における不登校児童生徒数が

平成２５年度と比べ小学校では４２人、中学校で

は１９２人ふえていることから、不登校に対する

取り組みの改善、充実を図ることが求められてき

ております。このため、本市の各学校では、不登

校児童生徒への適切な指導や必要な支援の充実を

図るために、担任が中心となって家庭訪問等を通

して当該児童生徒や保護者の個々の状態に応じた

働きかけを行っております。また、当該児童生徒

の様子や保護者との面談等の記録に基づき、生徒

指導部等が中心となって今後の必要な支援のあり

方等を改善したり、必要に応じて適応指導教室や

医療機関等との連携を図りながら、当該児童生徒

の不登校状態が改善するための取り組みを推進し

ております。

教育相談センターでは、同センター長や教育推

進アドバイザー等が本市の各学校を訪問し、不登

校児童生徒について情報を共有するとともに、当
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該児童生徒に対する適切な指導や必要な支援につ

いて指導、助言を行っております。また、適応指

導教室においては、入室している不登校児童生徒

が早期に学校復帰または不登校状態が改善される

よう学校や関係機関、保護者との連携のもと、当

該児童生徒の必要に応じた指導、支援を行ってお

ります。さらに、当該指導生徒の保護者に対して、

不登校の対応に応じた助言、援助を行っておりま

す。今後とも教育委員会といたしましては、不登

校はどの児童生徒にも起こり得ることであり、一

旦欠席状態が長期化すると、学習のおくれや生活

リズムの乱れ等によりその回復が困難となる傾向

が指摘されていることから、学校には不登校の予

兆への対応を含めた初期段階から組織的な取り組

みを一層強力に推進するようお願いをしてまいり

ます。また、不登校を未然に防止するため、児童

生徒が学ぶ意欲を持って学校に通うことができる

よう発達段階に応じたみずからの生きる力や将来

に対する夢や目標意識について考える指導の充実

を図ってまいります。

次に、大項目２、特別支援教育の取り組みにつ

いて、小項目１の本市における特別支援学級の現

状と課題についてですが、特別支援教育とは障害

のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取り組みを支援するという視点に立ち、児童生

徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる

力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服

するため適切な指導及び必要な支援を行うもので

あります。また、特別支援教育は、これまでの特

殊教育の対象の障害だけではなく、知的なおくれ

のない発達障害も含め特別な支援を必要とする児

童生徒が在籍する全ての学校において実施される

とともに、充実を図ることが大切であります。

特別支援学級とは、障害があるために通常の学

級における指導では十分な指導の効果を上げるこ

とが困難な児童生徒に対し実態に応じたきめ細や

かな教育を行うために小学校及び中学校の中に特

別に設置された少人数の学級のことであります。

平成１９年に改正されました学校教育法の規定に

従い、小中学校には障害の種類ごとに知的障害、

肢体不自由、病弱、肢体虚弱、弱視、難聴、言語

障害、自閉症、情緒障害の特別支援学級を設置す

ることができるとされております。特別支援学級

では、基本的には小中学校の学習指導要領に沿っ

て学習が行われますが、児童生徒の障害の状況等

に応じて特別支援学校の学習指導要領を参考とし

て特別な教育課程を編成できることになっており

ます。例えば障害による学習上または生活上の困

難の改善や克服を目的とした指導領域である自立

活動を取り入れたり、各教科の目標、内容を下の

学年の教科の目標、内容にかえるなど、当該児童

生徒の障害の状況等に沿った教育課程を編成する

ことができます。

本市の特別支援学級の現状といたしましては、

昨年と比べ平成２８年度は全体では２学級減って

いますが、在籍する児童生徒数は２％程度ふえて

おります。したがいまして、ますます一人一人の

児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容、指導

方法等を工夫することが重要であります。このた

め、学校では特別支援学級に在籍する児童生徒一

人一人に適切な支援を行うため個々の障害の状態

や特性を把握し、個別の指導計画や教育支援計画

を作成するとともに、当該児童生徒に対する指導

や支援が学級全体で行われるよう校内の支援体制

の充実を図っております。具体的には、特別支援

教育コーディネーターが中心となって通常学級の

児童生徒と交流及び共同学習を推進したり、ＩＣ

Ｔ等を活用し、わかりやすく説明するなど個々の

ニーズに応じた指導、支援の充実を図っておりま

す。また、各学校では名寄市教育委員会の特別支

援教育学習支援員や名寄市立大学との協定に基づ

くティーチングアシスタント派遣事業による学生

支援員を活用するなど、複数の指導者や指導員に

よる指導体制の充実を図っております。今後教育

委員会といたしましては、名寄市特別支援連携協

議会の専門委員会等において各学校の指導実践等
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を共有するなど、特別支援学級における効果的な

指導方法等の一層の改善、充実を図ってまいりま

す。

次に、小項目２の発達障害等のある児童生徒の

現状と課題についてお答えいたします。２００４

年１２月に制定された発達障害者支援法では、発

達障害とは知的発達におくれはないものの、聞く、

話す、読む、書く、計算するなどの能力の中で特

定の分野を極端に苦手とする傾向が見られるＬＤ

や注意力や衝動性、多動性の傾向が見られるＡＤ

ＨＤ、相手の気持ちを察することや周りの状況に

合わせたりする行動を苦手とする高機能自閉症、

アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害

などその症状が低い年齢において発現する脳機能

の障害と定義されております。本市においては、

通常の学級に在籍している発達障害を含め、特別

な支援を必要とする児童生徒、いわゆる困り感を

抱えている児童生徒の割合は平成２６年度は ２

％でありましたが、平成２７年度は ９％となる

など増加傾向にあることから、これら児童生徒へ

の指導や支援の充実を図ることが課題であります。

このことから、学校では発達障害等を抱える子供

たちが学習や生活における困難を主体的に改善、

克服することができるよう必要な知識、技能、態

度、習慣等が身につくよう指導や支援の工夫改善

を図ることが重要であります。具体的には、市内

の各学校では当該児童生徒が主体的に学習に取り

組んだり、行動することができるよう学習の進め

方や一日の日程等を紙に書いて掲示したり、短い

言葉でわかりやすく説明するなど指導や支援の工

夫改善に努めております。とりわけ授業において

は、聞いてもすぐ忘れるなど聴覚系の認知に困難

を抱えている児童生徒には大事なことは文字で書

いてあらわす、また書いた文字が重なるなど色覚

系の認知に困難を抱えている児童生徒には、升の

あるノートを使用させるなどの支援を取り入れる

ことにより、そのほかの児童生徒にもわかる、で

きる授業の、つまりユニバーサルデザインの視点

を取り入れた授業へと改善を図っております。教

育委員会といたしましては、今後とも発達障害や

困り感を抱えている児童生徒のニーズを的確に把

握し、適切な支援について学校全体で共有、共通

理解を図るとともに、個々の特性や適応の状況等

を勘案しながら指導や支援の方法等を定期的に見

直すなど、個に応じたきめ細やかな指導、支援体

制の充実を図るよう各学校にお願いしてまいりま

す。さらに、北海道教育委員会の児童生徒支援加

配教員や名寄市教育委員会の特別支援教育学習支

援員、名寄市立大学との協定に基づくティーチン

グアシスタント派遣事業による学生支援員を一層

有効に活用するようお願いしてまいります。

次に、小項目３の特別支援教育専門家チームに

よる巡回相談の実施状況についてお答えいたしま

す。本市においては、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自

閉症等を含め障害等のある児童生徒への総合的な

支援体制の整備及び指導や支援の充実を図るため、

幼児、児童生徒の障害の有無を判断したり、望ま

しい教育的対応について専門的意見を示す本市特

有の特別支援教育専門家チームを設けております。

専門家チームの委員は、心理学の専門家である名

寄市立大学の教員や特別支援教育に精通している

小中学校の教員、高等養護学校の教員、教育委員

会の指導主事から構成され、各学校等からの要請

を受け、当該学校の教員等に対し学習環境や指導

方法等に関する指導、助言を行う巡回相談を実施

しております。平成２７年度は、各学校等から専

門家チームによる巡回相談の要請が９件あり、延

べ３９人の委員が当該学校を訪問し、巡回指導を

実施いたしました。

本市では、生活や学習上の困り感を抱える児童

生徒が多く見られることから、平成２８年１月に

名寄市特別支援教育専門家チーム設置要綱を改正

し、障害の有無にかかわらず、学校生活や家庭生

活において困り感を持っている全ての児童生徒等

を対象に巡回相談が実施できることといたしまし

た。平成２７年度の巡回相談においては、音声短
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期記憶が苦手な子供、多動性、衝動性の傾向があ

る子供、集中力が持続しない傾向のある子供など

への対応のあり方等について相談要請がありまし

た。この要請を受け専門家チームが巡回相談を行

い、音声短期記憶が苦手な子供に対しては教師が

単語カードに作業の手順を１枚ずつ書いて説明す

ることや多動性、衝動性の傾向がある子供につい

ては本人の判断により気持ちを落ちつかせるため

に一時的に別な場所にいてもよいと認めてあげる

こと、集中力が持続しない傾向のある子供につい

ては授業の中に見る、聞く、取り組む等の活動を

意図的に取り入れるなど、一人一人の困り感に応

じた具体的な教育的支援のあり方について指導、

助言を行う等の対応をしてまいりました。今後と

も学校等には特別支援教育コーディネーターを中

心に児童生徒等が必要としている教育的ニーズを

よりきめ細かく把握し、指導や支援の充実を図る

ことや対処的な巡回相談だけではなく、予防的な

巡回相談を積極的に要請するなど専門家チームを

一層有効に活用するようお願いしてまいります。

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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 御答弁いただきまし

てありがとうございました。それでは、再質問さ

せていただきます。

まず初めに、児童生徒の家庭学習の現状と課題

についてですが、毎年学校では家庭学習の定着を

図るため、家庭と連携した取り組みを行っている

と思いますが、具体的にどのように取り組んでい

るのかをぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま御質問があ

りました本市の家庭での学習習慣の定着を図る取

り組みについてですが、先ほどの答弁で御説明も

いたしましたとおり、本市においては家庭学習の

時間が短いことなどが継続的な課題であるという

ふうに考えております。このことから、本市の各

学校では全国学力・学習状況調査等の結果を分析

し、児童生徒の家庭学習に係る実態を把握すると

ともに、家庭と連携し、家庭学習の習慣の定着を

図る取り組みを推進しているところであります。

具体的には、本市の各学校では学習時間の目安や

各教科の勉強方法の概略をまとめた家庭学習の手

引等を作成して家庭に配付したり、児童生徒の家

庭学習における現状や改善策等について学校便り

や参観日の懇談会等において丁寧に説明するなど

保護者に理解と協力を求める取り組みを推進して

おります。

また、北海道教育委員会の「時間の目安を決め

て子どもの生活リズムを整える！」や生活リズム

チェックシート等を活用して保護者と子供が一緒

に家庭における学習の取り組み方等について話し

合うことなどの啓発に取り組んでいるところであ

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今後も子供たちが将来を補う社会人として

成長していけるような取り組みをぜひ続けていた

だけるようお願いしたいと思います。

そして次に、いじめ防止及び不登校等の現状と

課題についてですが、現在いじめや不登校等で悩

んでいる子供や親に対しての相談に対応するため

に教育相談センターやハートダイヤルを設置して

おりますが、利用状況と今後の課題についてあれ

ばお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま教育相談セ

ンターやハートダイヤルの利用状況、課題といっ

たような御質問がありました。教育相談センター

では、教育専門相談員、適応指導教室指導員、教

育推進アドバイザーを配置し、児童生徒を初め保

護者などから不登校などの問題や学校生活、家庭

生活における悩みなどの相談を受け、学校及び関

係機関等と連携を図りながら解決に向けた支援や

指導を行っているところであります。
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平成２７年度の相談件数については、電話が３

９件、面談１０７件、学校訪問４８件、関係機関

訪問、その他４０件、夜間相談６０件となってい

るところであります。相談につきましては、電話

では保護者からの相談が多く、面談では中学生や

高校生が多い状況になっております。相談内容は、

不登校や登校渋り、学校復帰後の相談が最も多く、

それらの原因となる出来事や児童生徒の心情は学

校内だけではなく、家庭も含めさまざまな問題が

絡み合って多種多様化、複雑化している現状にあ

ります。中には時間がたってからの相談もあり、

いわば重症化してからの相談になれば解決が困難

になることから、不登校などの相談に対する早期

解決のためにはできるだけ早い段階で相談してい

ただける体制づくりと的確なアドバイスが必要と

なってきております。教育相談業務、適応指導教

室のいずれにいたしましても、学校や保護者との

共通認識や対応の統一、関係機関と情報共有や連

携に努め、相談体制の充実を今後も図ってまいり

たいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 今後は、子供や親が

関係団体や関係機関をぜひ利用しやすいような体

制づくりが必要だと思いますけれども、本市とし

てのお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今教育相談やハート

ダイヤル等々の利用しやすい体制づくりの考え方

ということでありますけれども、教育相談業務や

ハートダイヤルについては相談チラシやカードを

児童生徒や保護者に配布するとともに、公共施設

への設置やホームページに登載するなど広く市民

に周知をしているところであります。また、今年

度よりフリーダイヤルを導入し、料金を気にせず

に相談をできる体制も整えてきているところであ

ります。

また、不登校に悩む児童生徒や保護者のほか、

過去に不登校を経験した児童生徒を対象に日中相

談できない方のために毎月第２、第４木曜日に夜

間相談日を設け、ひきこもりの解消や家の外に出

るきっかけづくりと相談、支援を行っているとこ

ろであります。これからも不登校など悩む児童生

徒やそれを取り巻く保護者、学校関係機関が一体

となった対応を図り、教育相談センターが気軽に

利用できる場所となるよう相談しやすい体制づく

りに努めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

次に、発達障害等のある児童生徒の現状と課題

についてですが、子供たちの進学先である小中学

校、そして高校との連携も今後重要になってくる

と思いますが、この点についても考えがあればお

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） 子供たちが進学する

学校等とそれぞれの段階との連携ということだと

思いますけれども、本市の発達障害等のある子供

の各学校段階間の連携についてということで、発

達障害等のある子供に携わる全ての大人が障害の

状態や認知、学習、行動等の特性について情報を

共有し、各学校段階間におけるきめ細やかな途切

れのない支援体制の充実を図ることが重要である

というふうに考えているところであります。名寄

市の教育支援委員会では、心身に障害のある子供

が小学校や中学校に進学するに当たって本人の障

害の状態、教育的ニーズ、保護者や教育学、心理

学等の有識者の意見、学校や地域の実情等を踏ま

えながら総合的な観点から進学にかかわる支援に

努めているところであります。

また、本市では幼稚園、保育所、保育園、認定

こども園、小中学校、高等学校、名寄市立大学、

就労機関等の関係機関から構成される名寄市特別

支援連携協議会専門委員会を設置しているところ
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であります。この専門委員会では、保健センター、

幼稚園、保育所、保育園、認定こども園等の教職

員が所属する部会と小学校、中学校の特別支援教

育コーディネーター等が所属する部会、さらには

高等学校、就労機関等の教職員等が所属する部会

の３つの部会から構成をしているところでありま

す。各部会では、途切れることのない支援体制の

充実を図るため、各学校段階間の連携のあり方等

について情報共有を行っているところであります。

具体的には、専門委員会では名寄版個別の支援計

画「すくらむ」の有効活用や各学校段階間の引き

継ぎ等のあり方について情報交換を行ったり、日

常の授業や活動、行事等を相互に参観する取り組

みを推進するなど、子供の進学等に伴う円滑な接

続を図る取り組みを行っております。今後とも教

育委員会といたしましては、児童生徒が個々のニ

ーズに応じた適切な指導、支援を受けられるよう

名寄市教育支援委員会や名寄市特別支援連携協議

会等の関係機関がお互いに連携を深めなから、途

切れのない一貫した支援体制をより一層充実する

よう進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 今後子供の成長に合

わせて指導方法や支援の方法が変わってくると思

いますが、そこで教職員の研修などもこれからも

より一層充実を図っていかなければいけないと思

いますが、特別支援教育にかかわる教員の研修に

ついて本市としてのお考えをぜひお聞かせくださ

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） 御質問のありました

特別支援教育に係る教職員の研修についてお答え

をいたします。

特別な教育的支援を要する児童生徒に対する指

導や支援を適切に行うためには、教員の特別支援

教育に関する専門性の向上が不可欠であります。

このため本市の各学校では、全ての教職員が特別

支援教育に係る資質向上を図るため、特別支援教

育コーディネーターが中心となり、ＬＤ、ＡＤＨ

Ｄ、高機能自閉症等に係る理解を深めること、指

導方法等の工夫改善を図る校内研修を推進をして

おります。また、名寄市特別支援連携協議会では、

学校全体として特別支援教育に係る指導力の向上

を図るため、教職員の経験年数や役割等に応じた

研修会を実施しているところであります。平成２

７年度には、年度当初に初任者や転入者、初めて

特別支援教育に携わる教職員を対象に特別支援教

育の概要や具体的な指導方法等に係る研修会を実

施しているところであります。

次に、管理職や特別支援教育推進の中核を担う

教職員等を対象にインクルーシブ教育の概要等に

係る研修会を実施しました。さらに、小中学校の

特別支援教育コーディネーターを対象に保護者の

合意形成を図るための教育相談に係る研修会も実

施をしてきているところであります。今後も教育

委員会といたしましては、学校には全ての教員が

発達障害等のある児童生徒への理解や指導や支援

に係る専門性の向上を図るため、北海道教育委員

会の校内研修プログラム活用事例集等を活用する

などして特別支援教育に係る校内研修等の一層の

充実に努めるようお願いをしてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも本市と学校、そして親が連携を

とりやすい体制づくりを続けていただくことをお

願いしたいと思います。

そこで、今後学校と親との連携を進める上で、

特別支援コーディネーターの働きが特に重要にな

ってくるとは思いますが、この特別支援コーディ

ネーターの役割についてぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問のありました

特別支援教育コーディネーターの役割についてお

答えをいたします。

特別支援教育の充実を図るためには、学校が一
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体となって児童生徒一人一人の教育的ニーズの把

握に努め、適切に対応することが重要であります。

このため学校では、特別支援教育コーディネータ

ーを校務分掌に位置づけるなど校内支援体制の充

実に努めております。特別支援教育コーディネー

ターは、校内の教職員や外部の関係機関との連携

調整や保護者との相談の窓口、担任等への支援と

いった役割を担っているところであります。具体

的には、校内の教職員や関係機関と情報交換をす

ることや保護者からの相談に応じ、気持ちを受け

とめながら理解や協力を求めること、担任等の教

員に具体的な支援方法等について助言すること、

特別支援教育専門家チームからの受けた指導、助

言を踏まえ、校内の支援体制について工夫改善を

図るなどの役割を果たしているところであります。

今後も各学校において児童生徒の障害の状態や特

性に応じた適切な指導、支援を行うため、支援内

容等を見直したり、支援方法等の工夫改善に努め

るなど、特別支援教育コーディネーターを中核と

した校内の支援体制が一層充実するようお願いを

してまいるところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

それでは、最後になりますが、ほかに学校にお

ける交流及び共同学習についても何かありました

らぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました各

学校における交流及び共同学習の現状ということ

でお答えをさせていただきます。

障害のある子供が地域社会の中で積極的に活動

し、その一員として豊かに生きるため、障害のあ

る子供、障害のない子供が相互の触れ合いを通じ

て豊かな人間性を育むことを目的とした交流と教

科等の狙いの達成を目的とした共同学習を一体と

して捉えた交流及び共同学習を一層推進すること

が重要であるというふうに考えております。この

ためには、本市の各学校においては個別の教育支

援計画や個別の指導計画を作成し、障害の状態等

に応じた交流及び共同学習を推進しているところ

であります。具体的には、小学校では１週間の授

業の中で約９時間から１５時間、中学校では約４

時間から１４時間の交流及び共同学習を実施して

いるところであります。

交流及び共同学習は、特別支援学級の子供と担

任が通常学校の教室等に行って通常学級の子供と

一緒に授業を受ける形態であります。具体的には、

特別支援学級の担任等が特別支援学級の子供に通

常学級の子供と一緒に受けている授業の内容をわ

かりやすく説明したり、作業等を支援するなど、

一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな支

援を行っております。教育委員会といたしまして

は、名寄市特別支援連携協議会の専門委員会等に

おいて各学校の交流及び共同学習の実践を共有す

るなど、交流及び共同学習における効果的な指導

方法等の一層の改善、充実を図ってまいりたいと

いうふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも学校生活を送っている子供たち

が楽しく学校生活を送り、成長していけるような

体制を続けていただくことをぜひお願いしまして、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

１５時５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５０分

再開 午後 ３時０６分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除雪、排雪について外２件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい
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ただきましたので、通告に従い大項目３点につい

てお伺いをいたしたいと思います。

まずは、除雪、排雪についてお伺いをいたしま

す。快適な冬を過ごしたいという市民の望みは至

極当然でございますけれども、北海道内で同様の

積雪寒冷地における除排雪のあり方と比較して、

名寄市の取り組み状況をどのように評価をされる

のか、まずお伺いをしたいと思います。

２点目、毎年市民からの要望やクレームを受け

ることがあると思いますけれども、特徴的な事項

についてお知らせをいただきたいと思います。

３点目、民間事業者がタイヤショベルで玄関口

を除雪をするというサービスが行われております。

当初はさまざまなトラブルや苦情もありましたが、

近年はマナーもよくなり、市民にも定着し、冬の

生活に必要なものになってまいりました。高齢化

社会の中で快適な冬の暮らしを目指して、このよ

うなサービスを市としても積極的に市民に推奨し

てもよいのではないかと思いますが、考えをお伺

いいたします。

４点目、限られたダンプや重機で排雪をすると

いうことは、最初と最後の地域では大きな時間の

差が発生をいたします。また、排雪された後は夏

のようにきれいに雪が取り除かれておりますけれ

ども、まずは幅員を確保するという考え方をとれ

ないかお伺いをいたしたいと思います。

また、町中に効率よく雪を堆積して排雪効率を

高める方法についてお考えをお伺いをいたしたい

と思います。

大項目の２点目、町並み景観についてお伺いを

いたします。美しい町並み景観は、まちの特徴や

イメージと結びつくもので、一朝一夕にできるも

のではなく、市民の長い生活の中から育まれるも

のであります。美しい町並みは、そのまちの価値

につながり、生活をすることの喜びや愛着、誇り

につながるもので、それはまちの資産の一つと考

えてもよいのではないかと思います。計画性を持

ちつつ、手入れがされている街路、色彩やデザイ

ンが調和した空間形成を計画的に進めることが名

寄市の将来の価値につながると考え、次の何点か

についてお伺いをいたしたいなというふうに思い

ます。

まずは、町中の植樹桝は各町内会等の皆さんの

御協力によりおおむねきれいに管理されていると

思いますけれども、徳田８号道路等の大型の植樹

桝は余り手入れがされていないように思えます。

名寄市への玄関口と考えると、少し残念な状況で

はないかと思いますけれども、これら大型の植樹

桝の今後の管理の考え方についてお伺いをいたし

たいと思います。

２点目、公共施設や構築物の色彩を決定すると

きの決定までのプロセスはどのようになっている

のかお伺いをいたしたいと思います。

３点目、街路灯の支柱は何種類かの色が塗られ

ておりますけれども、どのような考えで設置をさ

れているのかお伺いをいたしたいと思います。

４点目、美しい町並みが形成されるためには長

い年月がかかりますが、まずは将来どのようにし

たいのかというビジョンを持つことが必要ではな

いかと思います。公共施設や住宅等に推薦する色

彩や色調、総合的な街路計画など住んでいて心が

なごみ、心地よさと親しみを感じるような生活空

間や都市空間を育てるために専門家を交えて市民

との話し合いの場を設けるのが望ましいのではな

いかと思いますけれども、考えをお伺いをいたし

たいと思います。

大項目の３点目、移住促進についてお伺いをい

たします。名寄市では、これまで移住、定住につ

いてさまざまな取り組みを行い、一定の成果を上

げております。特に農業の分野では、さまざまな

助成制度を設けて対応され、農業の担い手対策か

らも必ず就農に結びつくように官民挙げた支援を

期待するものですが、現状についてお知らせをい

ただきたいと思います。

名寄の魅力や環境を体験をしていただくために、

お試し住宅を提供しております。利用者は、主に
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どのような暮らしを目指しておられるのかお伺い

をしたいと思います。

また、これまで移住された方たちはどのような

生活を求めて移住を決定をされたのかについても

お伺いをしたいと思います。

２点目、移住を考える方々に名寄の自然や生活

環境を体験していただき、医療、福祉、スポーツ

施設や商業施設等を見ていただき、名寄市の住み

よさを知っていただくとともに、さらに名寄市の

具体的な暮らし方の提案があってもよいのではな

いかと思いますが、考えをお伺いしたいと思いま

す。

３点目、名寄市への移住は人口減少の時代にあ

っては大変ありがたいことでありますけれども、

あわせて何らかのインセンティブをつけながら名

寄市として必要な情報や知識を持った方の移住を

求めてみてはいかがかと思いますが、考えをお伺

いいたしたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ただいま東議員

から大きな項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１、除雪、排雪について、大項目

２、町並み景観については私から、大項目３、移

住促進については営業戦略室長からの答弁とさせ

ていただきます。

初めに、小項目１、積雪寒冷地の中で名寄市の

除排雪の評価について申し上げます。名寄市の除

雪出動は、その日の朝までの降雪量がおおむね１

０センチに達するとの気象情報や降雪状況などを

見きわめて判断しており、この出動基準は近隣自

治体もほぼ同様となっております。早朝の除雪は

かき分け除雪で、道路に降り積もった雪を道路の

両側にかき分けて堆積をさせ、車両の通行の確保

を行っています。このために個人住宅の間口には

どうしてもかき分けた雪が入り込むこととなりま

すが、短時間で効率よく除雪ができることから、

道内の多くの自治体がこの除雪方法を採用してい

ます。この手法により、出動の早い地区では深夜

１時から作業を開始し、その日の降雪状況にもよ

りますが、車道約４５０キロメートルを通勤、通

学時間前のおおむね７時３０分までに作業を完了

することとしております。

また、排雪作業は積雪がおおむね５０センチと

なった段階で道路沿道の状況を勘案しながら重要

幹線道路はシーズン最大４回、生活道路はシーズ

ン１回の作業を行っております。排雪の効率化に

ついても毎年度検討を重ねているところであり、

近隣自治体と比較してもおおむね平均水準と判断

しており、雪堆積場においても９カ所を確保し、

限られたダンプ車両の運搬時間の短縮化による効

率化を図っております。除排雪の出動状況及び内

容については、近隣自治体と同程度の水準を確保

できていると考えております。引き続き本市にお

ける安全、安心で快適な除排雪事業の課題につい

て研究し、快適度向上に努めてまいります。

次に、市民からの特徴的なクレームについて申

し上げます。除排雪に関する要望や苦情につきま

しては、その年の降雪の状況によって内容も変わ

ってきますが、間口に雪を置かれ、その除雪が大

変だ、この雪は道路を除雪した雪なので、市で処

理をしてほしいという間口の対応要望については

例年一番多い要望となっています。また、車両に

踏み固められ、圧雪された車道の路面が気温の上

昇や大型車両の通行により壊れてしまい、ざくざ

くになり、走りにくいというような路面状況の変

化によるものや家の前の道路の排雪はいつ入りま

すかというような排雪地区の予定に関する御要望

や御意見をいただきます。平成２７年度では、１

１月から３月までのシーズン中に２４５件の御意

見をいただき、特に多かったのが家の間口に除雪

した雪や大きな雪の塊を置いていかれる、家の前

や道路の排雪実施が遅いなどが寄せられました。

また、高齢者の方からは、雪を置いていかれては

雪はねが大変だという内容も数件寄せられており

ます。これらの御要望や御意見につきましては、
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危険性や公共性に及ぶ支障には早急に対応してお

りますが、気象状況による降雪や積雪などの影響

によって作業に時間を要する場合もありますこと

を御理解いただいて、一つ一つではありますが、

市民の皆さんの満足度向上に向けて改善に努めて

まいりました。また、間口の雪の関係の要望につ

きましても道路の交通を確保することを優先して

いることから、市民の皆さんに御協力いただかざ

るを得ない状況にありますことに御理解をいただ

き、このことにつきましては引き続き市民周知を

図ってまいりたいと思います。

次に、民間事業者のショベルでの玄関口除雪に

ついて申し上げます。議員の御質問のとおり、早

朝の除雪後に民間事業者による間口除雪を利用さ

れている市民の皆さんがふえている状況となって

おります。民間業者による間口除雪を利用するこ

とで冬期間の除雪作業の軽減が図られるものと考

えますが、この間口除雪はあくまで利用される方

の費用負担になるもので、利用するかどうかは個

々の判断によるものでございます。また、間口除

雪を請け負っている業者の方は土木業者、建築業

者、上下水道業者など多数の業種と業者があり、

業者名を指定して市民の皆様への推奨については

行政からの除雪作業に関する一定のルールなどを

定めることなど課題も多く、現状では難しいもの

と考えております。個人対応の間口除雪が困難と

なりつつある現状の対応策については、今後除排

雪に関する検討の場を設けて議員から御提案いた

だいた内容を含めた方策と市民から寄せられてい

る御意見、御要望の課題について市民合意による

除排雪体制を確立していくことで解決を目指して

まいります。また、引き続き市道及び私道の除排

雪助成や排雪ダンプ助成制度の有効な活用につい

ても積極的に周知してまいります。

次に、効率的な排雪について申し上げます。冬

期間の道路幅員につきましては、路線別に幅員を

定め排雪作業に努めており、シーズン中の排雪を

通学路やバス路線などの重要幹線道路が４回、一

般幹線道路は３回を最大として実施しております。

生活道路はシーズン１回とし、排雪作業にはでき

るだけ多くの沿道の雪を排出して道路幅員を確保

する考えのもと実施しております。現在の名寄地

区における排雪の機械力や人員は、排雪ロータリ

ー車とタイヤショベルやグレーダー、そして運搬

用のダンプのパーティーが最大で３セット稼働し

ており、おおむね毎年１２月中旬から幹線道路の

排雪作業を開始し、年が明けて１月からは引き続

き幹線道路、そして生活道路の作業を着手し、こ

の３セットがフル稼働している状況で生活道路の

１回の排雪が完了するのがそのシーズンの降雪の

状況にもよりますが、おおむね２月の中旬となっ

ています。昨シーズンにおきましては、生活道路

の排雪の最終日が３月３日となりました。このよ

うな対応となることから、生活道路の幅員を常時

確保することは排雪全体スケジュールからは非常

に難しいものと考えているところであります。

また、御提案のございました排雪作業の効率を

上げるため雪堆積場の確保を行い、ダンプ運搬効

率を高める手法につきましては今後の効率的な除

排雪の課題とさせていただきたいと考えておりま

す。

続きまして、大項目の２、町並み景観について、

小項目１、大型植樹桝の整備についてお答えいた

します。大型の植樹桝については、植樹帯として

整備し、街路樹の植栽などを行い、主に市街地道

路の良好な道路交通環境の整備や都市部の良好な

公共空間を形成する役割として道路整備事業にあ

わせて整備を行ってきました。名寄市が管理して

いますこの植樹帯については、東８号線を初め中

央通、名寄市立大学や道立公園サンピラーパーク

周辺の道路など９路線の歩道上に設置しており、

総延長としては約７キロメートルを整備していま

す。これらの植樹帯の維持管理につきましては、

街路樹の剪定等の管理のほかに中央通のように植

樹帯の面積の大きな箇所の街路樹の幹周りの草刈

りなどを業者委託で行っております。また、それ
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以外の植樹帯については、地域の市民の皆さんの

御協力により草刈りや花などを植えていただいて

いる箇所と市の直営で草刈りを含めた維持管理を

行っている箇所となっています。

議員から御指摘のありました東８号線について

は、名寄中学校付近から南に向かって市道２０線

道路までに延長約 ７キロメートルの植樹帯を設

置しており、名寄市街地から風連地区に向かいま

すと、沿道には住宅の張りつきが少なく、車両の

出入り口以外は全ての区間にこの植樹帯を設置し

ている状況となっています。現在は、市の直営班

により年に１回から２回、さらに地域貢献として

市内事業者の皆さんの御協力をいただき、年間３

回程度の下草刈りを実施しているところです。こ

れらの植樹帯につきましては、市街中央部でも同

様の維持管理を行っている植樹帯や植樹桝も多く

あり、今後において今以上の管理水準にする場合

の直営班の作業量や予算措置が伴いますけれども、

業務委託のあり方、また道路愛護や町内会の取り

組みとしての草刈りなどを実施いただくことがで

きないのかなど地域の方とも御相談しながら、さ

らに美しい道路環境の維持管理に努めてまいりま

す。

続きまして、小項目の２及び３について関連が

ありますので、一括して答弁させていただきます。

初めに、公共施設や構築物の色彩の決定に至るプ

ロセスについてですが、公共施設の設計について

は設計会社に委託することが一般的となっており、

特に基本設計の際には設計会社や関係所管課など

がかかわって多くの項目を検討する中で色彩やデ

ザインについても建物の用途や目的、周辺環境等

を配慮しながら設計会社から提案された複数の色

彩計画をもとに議論しながら絞り込み、修正を加

えた上で決定し、実施設計に反映させております。

また、都市計画の決定がされている街路や幹線

市道に設置をしております街路灯には通称ハイウ

ェイ灯と呼ばれている銀色のメッキ加工がされて

いる規格既製品のものとデザイン照明灯と言われ

ている街路灯があります。このデザイン照明灯に

つきましては、照明柱の形状が無機質なハイウェ

イ灯とは全く異なり、まちの特徴などをオリジナ

ルデザインで表現している街路灯であり、名寄市

におきましても歩くスキーをイメージしたデザイ

ンの街路灯が多く設置されているところです。こ

の製作過程で着色が可能なデザイン照明につきま

しては、市内１２路線に１８３基の設置を行って

おり、街路灯のデザインはもとより周辺の景観か

ら逸脱をしないような着色を施していると判断し

ております。街路灯のほとんどが道路整備にあわ

せて設置を行ってきていますが、照明柱の着色に

ついては設置先の商店街の皆さんなどと相談をし

ながら、最終的には市担当部局で決定をしてきて

います。直近では、平成２３年にドーリンスク友

好都市提携２０周年に際して名寄とドーリンスク

のかけ橋、澄み切った空の色をイメージしたデザ

イン照明灯をデザイナーによる造形と配色により

整備してきました。

街路灯を含めた道路附属施設においては、車両

の逸脱防止や運転者への視線誘導や注意喚起など

本来求められる施設の機能に応じてより視認しや

すい色彩を採用することも考慮しなければなりま

せん。これらの建築物や道路など公共施設におけ

る色彩の景観への影響は大きく、不適切な色彩の

採用は周辺の景観へもダメージをもたらすことに

なると思っております。建築物や土木施設には、

その役割や期待される機能の観点から、望ましい

色彩が存在すると考えられますが、これらの色彩

設計に関しては一般に具体的な方法を示した技術

的な指針等はなく、さらには積雪寒冷地の条件等

は考慮されていないことから、担当部局では色彩

の選定に苦慮している実態にあります。今後の施

設整備においても安全、安心や市民が愛着を持っ

て大切に利用してもらえるような設計を心がけた

いと考えておりますので、御理解お願い申し上げ

ます。

次に、将来に向けた美しい町並み形成について
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御質問がございました。町並み形成の要素は、議

員がお話しのとおり公共施設や建造物の色合い、

街路灯の支柱を初め標示物などさまざまな景観要

素が含まれております。これらの要素の統一感が

保たれ、調和がとれた町並みを形成することは、

短期的な取り組みでは困難であり、総合的、計画

的な視点での取り組みが必要となると考えており

ます。また、この実現には町並み形成に対する市

民合意や個人住宅を含めた建物の高さを初めとす

る形状、色合いなどを定めるガイドラインも必要

となるものと考えております。道外の自治体にお

いては、古い町並みあるいは歴史的な建造物をま

ちづくりに生かしていこうという発想から、景観

に関する条例制定がされております。また、道内

においても札幌市、函館市、小樽市などにおいて

は景観形成に関する一定のルールがつくられてい

ると認識しております。先ほど答弁させていただ

きましたとおり、公共施設の建設においては周辺

の環境や町並みを考慮し、景観に配慮した設計を

行っていますが、民間住宅、商業ビルなどについ

てはおのおのの発注者の意向もあることから、一

定の規制をかけることはなかなか難しいものと考

えております。

名寄市の町並みの将来へのビジョンにつきまし

ては、都市計画とも連動しなければならないもの

で、景観に関して行政による規制、ルールづくり

を先行するのではなく、まず景観や色彩について

の知識や情報の普及に努め、市民への意識高揚を

図り、市民の皆さんの自主的な取り組みと連動し

ながら、広範な市民の皆さんとの協働により親し

まれる町並みづくりを進める取り組みに努めてま

いります。議員から御提案がございました御意見

を参考とさせていただき、今後どのような手法に

よる美しい町並み形成に向けた市民の皆さんとの

意見交換がよいのか、多くの市民の皆さんに参加

いただける手法など課題を検証してまいりたいと

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） 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、移住促進について、小項目１、これまで移

住をされた方の決定理由についてお答えいたしま

す。

名寄市では、平成２４年に官民連携による名寄

市移住促進協議会を設立し、移住の促進に向けた

取り組みを行っております。具体的な事業につい

ては、風連地区におけるお試し移住住宅の整備、

首都圏での相談会やプロモーション、モニターツ

アー等を行い、名寄市の住環境の魅力を発信して

おります。お試し移住住宅の利用実績ですが、平

成２５年度は３件７名、２６年度は１０件１６名、

２７年度は９件２２名となっており、１週間から

約１カ月間の滞在期間の中で利用者の方々は住環

境の確認、地域イベントへの参加、地域住民との

交流など移住候補地としての検討材料として利用

をされております。また、公共交通機関の少ない

不便さや健康的に生活できる環境、都会では薄れ

ている近隣住民とのかかわりなどを求めてきてい

るとのお話もお聞きしております。これまで名寄

市へ移住と呼ばれる形式で転入された方の全ては

把握できておりませんが、さまざまな動機、経過

を経て名寄市への移住を決断されてきております。

協議会で移住者に独自にお話を伺ったところ、農

業を始められた方の意見では、農業をしたくて全

道の市町村を伺ったが、本市の農業担当者の対応

がよく、移住したとき、それ以降の受け入れ支援

体制がしっかりしていたとのお話をお聞きしてお

ります。また、趣味の釣りを目的に移住された方

の意見では、名寄市は地理的にいろいろなロケー

ションで釣りをするのに適しており、さらに生活

するにおいても医療機関、商業施設が充実してい

て不便が少ない。また、食品製造販売業を開業さ

れた方の意見では、もともと名寄出身で将来的に

は名寄に住みたいと思っていた。前の仕事のため

に本州で調査研究等の実績を積み、国の創業にか

かわる助成事業の申請について市職員のサポート
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を受けながら申請し、その結果、事業の採択を受

け、晴れて地元で開業することができたことが移

住につながったとのお話をお聞きしております。

それぞれ移住の動機は違いますが、自分の目的を

達成するために名寄市を移住先として選択されて

きております。このことを踏まえ、名寄市では移

住相談のワンストップ窓口を設置しておりますが、

今後もさまざまな移住相談に対応できるよう移住

促進協議会を初めとする関係機関と協力、連携を

しながら移住受け入れサポート体制の確立を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２、名寄でのライフスタイルの提

案についてお答えいたします。本市では、移住を

含めた転入者に対して公共施設案内マップや公共

施設無料お試し券を配付し、公共施設を初め商業

施設や医療機関、教育機関等を紹介しております。

移住希望者には、プロモーションや相談会におい

て住みよさランキングが上位である強みを生かし、

生活の便利さをＰＲし、さらにはお試し住宅利用

者に対しては個別の相談に乗るなど利用者の不安

を取り除く対応をとってきており、地域のイベン

トへの参加やビールパーティーへの参加を希望し

た方には地域の方々と触れる機会も提供しており

ます。現在は、具体的な移住希望者に対する提供

メニューを確立しておりませんが、今後も移住希

望者のニーズを的確に把握しながら、この地域の

文化や自然環境などを含めた情報発信と個別の相

談に対応して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

今年度からお試し住宅の利用に関しては、住み

よさランキングで高く評価されている生活のしや

すさをより体感していただくため、名寄地区の町

中に新たにお試し住宅を整備し、本格的な夏シー

ズンを迎える７月から運用を開始する予定でおり

ます。このお試し住宅は、移住相談者からの問い

合わせが多い冬の除雪などの生活不安を少しでも

解消し、冬期間の利用増を図るために民間の共同

住宅の部屋を賃貸することにより、除雪などの負

担が軽減されることを視野に設置するものであり

ます。このことから、移住候補地選択のニーズが

多様化する中、さまざまなライフスタイルに合わ

せたお試し移住住宅を整備することも本市での具

体的な暮らし方の提案の一つになると考えており、

新たに運用を開始するお試し住宅の利用される方

の意見等を参考としながら、異なるバリエーショ

ンのお試し住宅の設置について検討したいと考え

ております。

次に、小項目３、地域に必要な情報を持った方

の移住促進についてお答えいたします。本市にお

いては、市職員も含めさまざまな業種において必

要としている人材があり、現状としては市内だけ

では十分に賄うことができず、人材不足の状態が

続いており、市街から人材を求めないと改善する

ことは難しいと認識しております。現時点では、

これらの人材に限定した移住施策については考え

ておりませんが、今後の移住促進事業を行ってい

く中で、横断的な視野に立ってインセンティブを

与える施策を考えていく必要があると考えており

ます。各事業所における必要とする求人以外の人

材についても既に移住された方、今後移住する方

が本市のまちづくりにどのような役割を担ってい

ただけるか、また活躍していただけるかなど移住

者を対象にした交流会や情報交換会を開催しなが

ら見出していく必要があると考えております。今

後は、さまざまな情報発信をする中で名寄市の特

性、魅力を知っていただき、移住希望者の目的や

地域に貢献したい気持ちなどマッチングする部分

を発見していただける取り組み、さらには自分の

特質を生かして起業したい方への相談窓口や創業

支援などのサポートする仕組みなど、今後受け入

れ態勢を整備する中で充実させていきたいと考え

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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問に入っていきたいとい
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うふうに思います。順番に行きたいというふうに

思います。

除雪、排雪について御答弁をいただきました。

冒頭については、名寄市の除雪のあり方について

の評価についてお伺いをしましたけれども、標準

的ではないかというふうに御答弁をいただきまし

た。転勤族の知り合いなどから聞くと、名寄の除

雪はなめるように除雪をするねと。非常にいいの

ではないのかという話はしばしば聞くものですか

ら、若干そういったことを踏まえつつ、そうであ

ったとしてもやっぱり市民の望みというのはふえ

ていくということもありますので、決して私は名

寄の除雪が平均以下だとか、そういったことは思

っておりません。これは、住んでいると余りわか

らないかもしれないのですけれども、転勤族の方

々に聞くとそういう評価が比較的高いなというふ

うには思っております。それを踏まえて、さらに

これをどうしていくかという観点からお伺いをし

たいなというふうに思っております。

そういったことから、そういった中であったと

しても、やっぱり市民からのクレームだとかとい

うのもこのような状況であるというふうにお伺い

をしました。大体予想どおりのクレームが来てい

るのかなというふうに思っております。高齢化社

会の中で、同じ人口があっても住んでいる人たち

が高齢化をしていくと、やはり去年まで大丈夫だ

ったけれども、ことしはちょっと家の前の重い雪

はきついなだとか、そういう人もこれから多分ふ

えていくのではないのかなというふうに思うので

す。やはりそういった意見が多いというふうにも

伺いました。そういった観点から、民間業者の皆

さんによる窓口を、年間幾らで契約をしてよけて

もらうというサービスが今は比較的定着している

のかなというふうに思っております。それで、そ

ういった業者の皆さんと市とは話し合いの場を持

っていないというふうに伺ったのですけれども、

これは私ぜひ持っていただいたほうがいいのでは

ないのかなというふうに思っております。そして、

持っていただいて、ここはこういうふうに注意し

てほしいというふうにはっきり言っていただくと、

さらにマナーがよくなっていくのではないのかな

と。そして、そういった受講をした人は広報なよ

ろに載せるよだとか、あるいはお金のかかる話な

のですけれども、例えば３年間なら３年間区切っ

て、年間で頼む人の１割を負担してあげるよだと

か、そういうことをすれば業者さんは黙って名寄

市に私のところでやっていますというふうに来る

ので、これは永遠にやろうとするとちょっときつ

いかもしれないので、年限を区切ってやるとちゃ

んと市とそういう業者さんとの連携がとれてきて、

それがいい方向に進んでいって、それで苦情の数

も減るといううまい形はできないかなというふう

に思ったものですから、そこら辺について考えを

お伺いしたいと思います。

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） 除雪に関して毎

年いろいろなクレームもいただいているところで

ありまして、先ほど２７年の状況を含めてお話を

させていただきました。東議員のほうからもあり

ましたけれども、特に今高齢者の方が自分の自宅

前の間口の除雪について大変苦労されているとい

うことでお話ありましたけれども、まさにこの間

私どもにいただいている御意見はそういう意見が

多いなと思っています。昔は、やはりもう少し家

族の方が一軒にもたくさんいて、ある意味では除

雪の担い手といいますか、がいたのかなと思いま

すけれども、今核家族化が進んで一家における家

族の人数が減ってきているということであります

から、またしかも高齢化をしてきているというこ

とで、従前からしますとどんどん家の前の除雪と

いうことで要望は高まってきているということで

す。それで、いろんな方策が確かにある中で、先

ほど議員からお話がありましたように、市内にも

民間の業者があるので、ぜひそういった手法も取

り入れながら苦情を減らしていったらということ

の御意見については理解をしているところです。
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ただ、中身的にはやはりそれぞれ利用される方の

負担も出てきますし、正直言いまして今そういっ

た民間の方の除排雪に対する助成というのもちょ

っと考えていない状況であるということで、ぜひ

そういう民間の業者の方を市民の皆さんが利用し

やすいといいますか、先ほどのお話のように一定

の除排雪に対するやり方ですとか、そういったこ

とも市のほうで説明会を開催をしながらというよ

うなことでお話もいただいたところであります。

ただ、率直に言いますとなかなか市内の皆さんが

集まってということについては今のところ難しい

のかなという判断をしておりまして、もう少し内

部的に協議もさせていただきながら、そういった

方法についても考えさせていただきたいなという

ふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういうことは考え

ていないという答弁なのですけれども、きょう質

問してきょうやりますという答弁は、これはない

と思いますので、それはそれで結構でございます

けれども、案外そうやって玄関先の除雪をやって

いる業者さんというのはそれぞれつながっている

と思います。だから、まるっきりの一匹オオカミ

でやっている方というのは私は余りいないと思う

のです。だから、一定のそういったちゃんとした

情報を出すと、やっている人全部にはつながらな

くてもポイント、ポイントでつながっていって、

あとちょっと知っている人にという形でもいいか

らやったら、結構私はつながっていくような気が

しています。そういうふうに思いますので、難し

いのはわかると思います。行政でやろうとすると、

均等にやらなくてはいけないだとか、公平性を保

ってやらなくてはいけないだとかというのは、そ

れは当然配慮しなくてはいけないところなので、

この業者さんに声かけ、こっちに声かけていなか

ったからどうなのだと言われたら、これちょっと

つらいところもあるのですけれども、そこはそれ

勇気を持ってぜひやっていただければありがたい

なというふうに思いますので、これは後々考えて

おいていただければというふうに思います。

それと、排雪についてなのですけれども、本当

にきれいに排雪をしていただくのはとても気持ち

がいいのですけれども、時間がかかるのです。一

周するのに１月から３月までかかったなんていっ

たら、やはりさっきのクレームにもあるように、

いつ来るのですかというふうなクレームがある。

結構その期間というのは幅員が確保されていない

場合もあるのかなというふうに思うのです。です

から、全部きれいにとるというより半分ずつぐら

い行って、そうすると幅員は確保できると思いま

すので、そして余裕があったらもう一回後で来る

だとか、何かそういうふうないい方法はとれない

のかということで質問させていただきました。

それとまた、何回か質問しているのですけれど

も、南広場、雪祭りが終わった後に何とかお願い

して一時堆積をさせてもらえないかだとか、ある

いは豊西小学校がなくなりましたので、そういっ

たところの有効活用だとか、大きな街区公園だと

か、街区公園に入れさせてもらったら多分効率は

進むと思いますけれども、それはそのまま置いて

おくという話にはならないかもしれないのですけ

れども、そこら辺一定程度後でよけるからという

ような形でそういったところを利用していくだと

か、これから先ももうちょっといろいろ考えて効

率を図っていく余地もあるのではないのかなとい

うふうに思うのですけれども、そこら辺について

のお考えをお伺いしたいと思います。

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） まず、排雪の関

係、これも生活道路の排雪だというふうに思うの

ですけれども、先ほど言いましたように幹線です

とか一般、重要幹線については一定の幅でやらさ

せていただいているということで、生活道路につ

きましては、先ほど言いました通常できるだけ行

ったときにたくさんとってきて、多少雪降っても
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両サイドにはねられるような状況にしたいという、

実はそういう手法でやっているということで、現

状今両サイドあけていますけれども、例えば片側

をあけようかとか、そういうことにも考えられる

のですけれども、そうすると本当に公平性がどう

なのかなという、お向かいさん同士でいろいろな

状況が出てくるのかなと思いますし、今道路家の

側まで２メートルとっているのを例えば両サイド

１メートルにしようかということで少しスピード

を上げようということもあるのかもしれません。

ただ、先ほども言いましたけれども、行ったとき

に一定程度たくさん雪をとって、排雪をして、そ

の後正直言いましていつ雪は大量に降るかという

の実はわからないわけで、行ったときにたくさん

排雪をしてということでやらさせていただいてい

ます。

効率よくということで、堆積場の関係とかにつ

いてもお話がございましたけれども、豊西小学校

グラウンドとか、たくさんございますけれども、

今のところは一定程度９カ所堆積場については確

保させていただいているということで、何とかな

っているのかなと思っています。ただ、街区公園

の関係については、これ他市町村のほうでも、士

別あたりもそうかなと思いますけれども、利用さ

せていただいて、街区公園に一部雪を搬入してい

るという状況もあるようでございます。ただ、名

寄市におきましては、現状街区公園については愛

護活動ということで公園の管理をお願いしている

ということがございまして、当然冬期間において

もそれぞれの町内会のほうで管理をお願いしたい

ということで、街区公園の大体７割ぐらいの公園

の中に、これはいろいろ手法がありますけれども、

ママさんダンプで入れていたり、使っているとい

うのが大体７割ぐらいかなと。使っていない公園

というのが３割ぐらいあるのかなという状況であ

ります。いずれにしても、雪の排雪については効

率よくしていきたいということで、この間いろい

ろと空き地を利用して堆積をしたらどうだという

ようなことも御意見としていただいておりますの

で、その辺は改めてまた今後除排雪についての検

討委員会なども設置をさせていただくということ

で考えておりますので、またその中で議員の提言

についても検討させていただきたいというふうに

考えております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） これから総合的に除

排雪に関するそういった話し合いの場を設けると

いうこともお伺いをしておりますので、そういっ

たところでしっかりと議論をしていただいて、余

りお金をかけない中であってもよりよい除排雪が

できるように求めておきたいなというふうに思い

ます。

ちょっと一回休んで、移住、定住のほうに先に

行かさせていただきたいなというふうに思います。

それぞれ御答弁をいただきまして、農業の分野で

は対応がよかっただとか評価をされているようで

ありまして、それぞれ釣りに来ている方、あるい

は食品で自営業をされている方、さまざまいらっ

しゃるようで、こういった情報というのはやっぱ

り必要かなというふうに思っております。名寄市

のワンストップ窓口もあります。そして、ホーム

ページを見させていただくと、公共施設なんかの

サービスだとか、医療だとか、福祉だとか、商業

関係だとか、そういったところは載っていて、名

寄市の住みよさはきちっと表現できているのかな

というふうには思うのですけれども、やはりもう

一歩踏み込んでこういった生活のプランニングを

してみませんかというふうな提案をされてはどう

かなというふうに思って質問させていただきまし

た。

それで、そういった中の一つには、都会で暮ら

す皆さんというのはほとんど土に触れることがな

い生活をされてきたと思います。若者というのは、

自分もそうだったかなと思うのですけれども、若

いころは植物を育てようという発想は正直私はあ
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りませんでしたけれども、５０近くなってからや

っぱりそれが楽しくなってきました。そういう感

覚を持っていらっしゃる方もいらっしゃるので、

例えば少し大きな宅地面積１５０坪ぐらいを確保

して、そこに移り住んでいただいて１００坪ぐら

いの面積に畑をつくると、ある程度自給自足的な

生活もできるので、ではそこではどういうふうな

ことができるのかだとか、畑を起こすのはどうす

るのかだとか、肥料はどうする、堆肥どうするの、

何つくったらどういうふうに生活できるのと、そ

こら辺までワンパッケージにして提案をしてみる

だとか、家をもし建てていただくにしても、多分

ひとり暮らし、２人暮らしだと思うのです。小さ

い住宅だったらこの程度のお金でできますよだと

か、先ほどの話でもないですけれども、生活をす

るときに冬の雪大変なのでないですかといったら、

こういうサービスありますよ、家の前もちゃんと

除雪してくれますよだとか、そういった形で名寄

での生活がイメージできるような何かをワンパッ

ケージにしてお示しをするということをちょっと

考えてみていただけないかなと思うのですけれど

も、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） ただいま東議員

から御質問ありました移住の名寄での新たな生活

のパッケージということなのですけれども、実は

今週もお試し住宅のほうに１名茨城のほうから来

られた方いらっしゃいます。私どものほうのお試

し住宅にお申し込みされる方は、大体通常１カ月

以上前に私どものほうにお申し込みをされて、そ

れ以降せっかく名寄に来てお試し住宅をしていた

だけるということで、私どもと何回かやりとりし

た中でそれぞれの要望を聞かさせていただいてお

ります。今回の方については、自然をとりあえず

満喫したいということで、登山とか、そういった

ことをしたいということですので、お試し住宅し

ている間何か要望があればまた再度要望を聞くと

いうことで対応させていただいています。

先ほどの農業の関係なのですけれども、実はそ

ういった農業を希望される方もおります。ただ、

今まで農業を御希望される方の中で、播種から、

種植えから収穫までの間、その期間お試し住宅さ

れていればいいのですけれども、なかなかそれま

でされていないということで、どうしてもお試し

住宅の期間中に体験したいということで収穫体験

を対応させていただいているということで、本来

的には先ほど言ったような実際に畑を起こしたり

とか、そういった体験をさせていただければいい

のかなと思って、実際にはマッチングしない部分

があって対応できていないというのが現状なので

すけれども、ただ、今東議員からの御提言があり

ましたように、そういったこともイメージできる

ようなプランというものを今後提案させていただ

いて、できる限りお試しで来たときにもその一端

を体験させていただけるような形のメニュー等も

今後考えていきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

移住住宅の有効な情報を持った人材ということ

でもお伺いをしましたけれども、やはりこういう

地域に住んでいる人間にしてみると都会でさまざ

まな仕事をしている皆さんの情報というのはなか

なか得ることができません。これから例えば名寄

市をいろんなことで売り込んでいこうだとか、情

報発信をしていこうだとかといったときに、正直

言って私どもはそれほどのノウハウを持っている

わけではないかもしれません。そういった中で、

今までの受け入れの中で商社に勤務をしていた方、

例えばですよ。例えば名寄の農産物をどういうふ

うな形で売り込みの手法があるのかだとか、広告

代理店にお勤めがあった方、名寄どういうふうに

効率的に売り込んでＰＲをしていくのかだとか、

ひょっとしたらそういうノウハウを持ってきた方

とめぐり会うというのはごくまれかもしれません
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けれども、そういった方に対してはやはり何をし

ていいかわからないですけれども、ちょっとイン

センティブをつけていい情報交換をできるような

形で求めていくというのも必要かなというふうに

思いますので、そこら辺もぜひお願いしたいなと

思うのですけれども、簡単に答弁をいただいてよ

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） 先ほども答弁さ

せていただいたように、地方からそういった人材

を本市のほうに来ていただくということは大変貴

重な資源を輸入ではないですけれども、そういっ

たことにもなりますし、今までもどちらかという

とこちらのほうからこういった人材を希望すると

いう取り組みもありますけれども、一方でちょっ

と違う地域、ほかの県ではそういうような自分を

生かした、特技というか、そういった資質を私は

こういうことを持っているのですということで、

ドラフトというような形で、それはあくまでも県

単位でやっているのですけれども、そういったこ

とで移住を希望しながら私の得意の部分のスキル

はこういうことがありますということをやって、

ドラフトのようにしてその地域で取り組みをして

いるという県の事例も載っていました。こちらの

ほうからも求めるのもあるのですけれども、向こ

うのほうからもうちでこういったスキルを生かし

たいのだというような、そういったような取り組

みの部分を今後含めて考えていきたいなと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） さまざまな可能性を

求めながら、いい人材に名寄に来ていただくよう

にぜひお願いをしたいなというふうに思います。

最後に、町並み景観についてお伺いをしたいな

というふうに思います。植樹帯という名前です。

そういったところは本当にさまざまありまして、

正直言って草刈ったときはきれいなのだけれども、

そうでないときはちょっと残念な状況というのが

ほとんどかなというふうに思っております。草刈

ったときはいいのですけれども、私が思ったのは

ただ草を生やすだけのところではなくて、何か違

う目的があってああいうふうに広くとっていたの

かなというふうな発想があったのです。だから、

国もそういうふうな、こういうふうな広い土の空

間をつくっておきなさいと。ここで本当はただ草

生やすのではなくて、何かがあってああいう形か

なと思ったのですけれども、何となくそんな感じ

ではないので、あれはやっぱり草生えて、刈って、

生えて、刈ってしかないのかなと思ったのですけ

れども、今言ってもしようがないかもしれません

ので、何かいい方法があったらちょっと考えてお

いていただければなというふうに思います。

公共施設や構築物あるいは住宅も含めて総合的

などういう町並みにしていこうかということを考

えるのは、少し意義のあることではないかなとい

うふうに思っております。これは、特に思ったの

は先日大学が１０周年のときに、大学がもう何十

年もかけてこういう形になったという話を改めて

聞いてみて、では今から私どもは何を孫、ひ孫に

残せるのだといったときに、こういうことも１つ

なのかなというふうに少し思いました。うまくい

くと財産になっていくかもしれません。本当にさ

っきおっしゃいましたけれども、町並みがきれい

だというのも住みたくなる要件になってくるかも

しれません。市民の皆さんと話し合うということ

も前提にしつつ、こういったところを大学の研究

に絡めて何かができないのかなというふうに思っ

ておりまして、例えばこれを公共政策の一つとし

て捉えるのであれば、加藤市長と親しくされてお

ります北海道大学の石井先生などを通して、北海

道大学の大学院の中には都市地域デザイン学だと

かというところもございますので、そういった専

門に都市空間を研究をしているような専門知識を

いただきながら、そして市民に合ったデザインだ

とか、色だとか、そういうのはどういうことなの

か、将来どういう雰囲気のまちをつくっていくの
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かというのをちょっと協議をしていただけたらあ

りがたいなというふうに私は思っております。今

まで物の色を決めるときに、空の色だから青だね

というふうに青というふうに決めていたのですけ

れども、それはそれで結構だなと思うのです。だ

けれども、もう少し深く考えてみてもよいのでは

ないかというふうに思うのは、例えば名寄には自

然だとか、いろんなものがあって、同じ白という

のにしてもペンキの色の白というよりは、ではオ

オバナノエンレイソウの花の色の白の色というふ

うにしたら、本当の白に何かと何かをちょっとず

つ配合したらその色になるかもしれない。それを

例えば公共施設に使うとすると、少し愛着って違

ってくるような気がするのです。何かそういった

取り組みであるとか、これもそんなにお金をかけ

ないで気持ちだとか配慮だとか、そういったこと

でまちの雰囲気、それこそ市長、将来２０年後、

３０年後雰囲気のちょっといいまちになったねと

いうのもいいのではないのかなというふうに思う

のですけれども、ばふらっとした質問ですけれど

も、答弁をいただきたいと思います。

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） 町並みについて

ということで、この間も東議員から何度か御意見

をいただいているのだというふうに思っています。

ただ、答弁書の中にもちょっと書かせていただい

たのですけれども、例えば色にしても景観にして

も、名寄の場合は特に夏、冬がありまして、これ

は夏、冬両方景観、色合いも含めて均等が保たれ

るというのは非常に難しいことだなというふうに

思っていまして、議員がおっしゃるとおり少し専

門家の皆さんの御意見も聞きなさいということに

ついては、そこに最初にたどり着けるかどうかと

いうことではなくて、もう少し市民の皆さんがど

ういうふうに、まちの例えばイメージですとか、

色ですとか、景観について考え方をお聞きをしな

がらがいいのかなというふうに思っております。

今のところは、私としてはそういう考え方です。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０７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 山 崎 真由美

署名議員 山 田 典 幸
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