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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２０日（火曜日）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

参 事 監 松 岡 将 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、

６番 奥 村 英 俊 議員

１６番 佐々木 寿 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。

水害被害の状況と減災対応について外２件を、

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

本年８月は、台風が頻繁に発生し、北海道には

８月１８日の台風７号を初めとして過去最多とな

る４つの台風が上陸及び接近する事態となりまし

た。その結果、大雨災害による甚大な被害の報告

が全道各地から寄せられています。そこで、大項

目１、水害被害の状況と減災対応についてお伺い

いたします。

最初に、小項目１、８月の水害被害の状況につ

いてお聞きいたします。名寄市においても風連別

川や真狩川が増水し、２０日には一部冠水の被害

が出ました。被害の詳細についてお聞きいたしま

す。

次に、小項目２、河川増水に対する減災対応に

ついてお聞きいたします。地域の中では、大雨が

降るたびに真狩川が氾濫する、６年前も被害があ

ったなどの声が聞かれます。さきに被害を経験し

ていながら再び被害に見舞われるこの状況を解決

する治水対策についてのお考えをお聞きいたしま

す。

続いて、小項目３、農業被害に対する助成につ

いてお聞きいたします。被災された方に話を伺う

と、流された作物も痛ましいが、それ以上に流さ

れた土が痛ましい。肥えた土がなければよい作物

は育たない。土は１年、２年では取り戻せないと

悲痛な胸中を話してくださいました。災害に屈す

ることなく、継続した農業経営を行う上での助成

についてお聞きいたします。

最後に、小項目４、自主防災組織と高齢者避難

についてどのような状況にあるのかお聞きいたし

ます。

次に、大項目２、名風聖苑の環境改善について

であります。平成元年着工、平成２年から使用が

始まった名風聖苑は、施設設置の目的から少しで

も心静まる施設であってほしいと願います。しか

し、既に２６年を経過している施設であることか

ら、環境の改善を求める声も聞かれます。最初に、

小項目１、施設の状況についてお伺いいたします。

次に、小項目２、空調設備の改善についてお聞

きいたします。近年では、北海道においても熱中

症対策が必要なほどの気候変化が見られる中、夏

期間においては冷房が必要になってきていると考

えます。改善についての見通しをお聞かせくださ

い。

また、小項目３、高齢者に配慮した備品整備に

ついてはどのような配慮がなされているでしょう

か、お聞かせください。

次に、大項目３、地域おこし協力隊についてで

あります。最初に、小項目１、現状と課題につい

てお聞きいたします。

次に、小項目２、地域おこし協力隊に対する地

域ニーズについてお聞きいたします。委嘱期間が

終了した後に移住、定住していただくことへの期

待は大きなものがあります。しかし、それだけが

ゴールではないと考えると、隊員に期待する地域
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ニーズ及び設置者が求める姿とはどのような姿で

であるのかお伺いいたします。

小項目３は、まち・ひと・しごと創生総合戦略

と地域おこし協力隊についてであります。名寄市

地域おこし協力隊・農業支援員設置要綱第３条に

示された地域協力活動の項目を考えるとき、総合

戦略で冬季スポーツの拠点化を目指す名寄市とし

ては、スポーツ分野も絡めた形での地域おこし協

力隊の姿を描くことができるのではないかと考え

ますが、見解についてお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、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のうち小項目

１及び４につきましては私のほうから、同じく小

項目の２につきましては建設水道部長から、小項

目の３については経済部長から、大項目の２につ

きましては市民部長から、大項目の３のうち小項

目の１については経済部長から、同じく小項目の

２及び３につきましては企画担当参事監からそれ

ぞれ答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目の１、水害被害の状況と減災

対応について、初めに小項目の１、８月の大雨な

どによる被害状況について申し上げます。本年８

月にありました大雨などによる災害のうち、特に

被害の大きかった２０日、２１日の台風１１号な

どによる風連地域における被害状況についてであ

りますが、まず河川の関係につきましては北海道

河川である風連別川の堤防が一部洗掘したほか、

丸三川、大沼川で河岸崩落、真狩川では橋梁、護

岸ブロックの崩れ、無名川では土砂が堆積するな

どの河川被害が合わせて２４件発生をいたしまし

た。

次に、道路の関係でございますが、日進御料１

２線橋が落橋、南２番東線で道路が崩落、池の上

御料線及び御料１１線などで土砂が堆積、忠烈布

４線及び２９線道路などで路肩崩れなど合わせて

１６件の道路被害が発生をいたしました。このほ

か林道日東線で一部路面の崩壊や路面洗掘が発生

をし、住宅の床下浸水は４件発生しております。

次に、農業被害についてでありますが、農作物

被害農家は４８戸となっており、５５カ所で被害

が確認をされております。農作物の被害状況とい

たしましては、水稲、大豆を初めとした冠水が５

０カ所で約８８ヘクタール、スイートコーンを初

めとした倒伏が３カ所で約６ヘクタール、カボチ

ャ、タマネギの一部流出が２カ所となっておりま

す。農業施設では、ビニールハウスへの浸水が９

件３０棟、用排水路の破損や埋没が１１件、のり

面、あぜの崩壊が７件、農道、取りつけ道路の破

損が２件、農地の表土流出が２件など合わせて４

３件となってございます。

最後に、災害発生時の避難所への避難状況につ

いてでありますが、旭コミュニティセンターに９

世帯１５人、東風連子供と老人福祉館に４世帯９

人、風連農村環境改善センターに１世帯２人、ふ

うれん地域交流センターに１世帯２人、合わせて

１５世帯２８人の方々が避難をされております。

続きまして、小項目の４、自主防災組織の現状

と高齢者避難について申し上げます。自主防災組

織につきましては、市内８１町内会のうち約２０

％に当たります１７町内会で組織が設立されてい

る状況にございます。活動内容につきましては、

各組織によって異なりますが、避難訓練や炊き出

しあるいは研修への参加など積極的に取り組みが

進められてございます。高齢者や障害者などの避

難行動要支援者の避難につきましては、地域の方

々の力で助け合う共助が重要な役割を果たすもの

と考えておりますので、今後とも災害発生の防止

並びに災害発生時の被害軽減を図るため、地域に

おける自主防災組織の設置及び育成に向けて町内

会への働きに努めてまいりたいと考えております。

続きまして、高齢者の避難についてでございま

すが、避難が困難であるなど漠然とした不安から
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御心配をされている高齢者の方も多いと伺ってお

りますが、高齢者の方々においては早目の避難や

平常時から近所と顔の見えるおつき合いを通した

避難支援の確保が重要なポイントになります。

また、台風１１号、９号の大雨対応では、北海

道全体の現状も見えてきておりまして、水防活動

を担う方も高齢化をしているという課題もありま

すことから、迅速、確実な避難達成のため、世代

を問わない積極的な意識啓発を図ってまいりたい

と考えております。

また、避難所に入ることだけが避難ではござい

ませんので、親戚や、あるいは近所の方などの頑

丈な建物や近くに安全な場所があればそこへの移

動による避難もありますことから、各自が避難の

考え方に沿った命を守る行動がとれるよう意識啓

発などを進めてまいります。

なお、避難所では一時的に命を守ることが主の

目的となりますので、平常時の快適な環境が全て

確保されるわけではございませんが、基本的には

保健師を配置することとしており、また高齢者や

障害のある方など体調が悪くなったり、介護が必

要な場合には福祉避難所に移動していただくこと

も想定してございます。災害時には、全てのサー

ビスを自治体が行うことは困難となりますので、

自助、共助の取り組みにも期待をしながら、避難

所のあり方を推進してまいりたいと考えておりま

す。

最後になりますが、近年の大雨はこれまでの想

定を超えるものであり、激化の一途をたどってご

ざいます。特に２０日から２３日の大雨に関する

事前の防災情報につきましては、これまでにはな

い長い時間の警報予告と２４時間で１５０ミリ以

上の降雨が予想されていたことから、大河川を視

野に入れた防災活動として命を守ることを主軸と

する活動に移行しての取り組みとなっております。

また、名寄市では平成２８年３月末に水害用のタ

イムライン案を作成し、運用を図っており、これ

からの防災活動につきましては局所的な観点の対

応ではなく、資機材やポンプを初め水防活動に当

たる人員につきましてもタイムラインを中心とし

た大河川の氾濫への備えが求められていることか

ら、これに対応してまいりたいと考えてございま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目１、水害被害の状況と減災対応について、小項

目２の河川増水に対する減災対応についてお答え

いたします。

８月２０日から２１日にかけての台風１１号の

影響により、風連地区において道路の路肩崩れや

河川の河岸崩れ、一部の河川で越流による被害が

発生しました。大雨による河川や排水の被害につ

きましては、河川の整備状況により対策の手法が

変わってまいります。整備済みの河川においては、

河川の水量に耐えられるよう護岸にコンクリート

ブロックを施しており、あわせて増水に対応でき

るよう両岸を高く盛り上げた堤防を設置している

ところです。しかし、昔ながらの堤防やコンクリ

ートブロックなどの整備をしていない未改修の河

川もあります。

議員からの御指摘がありました真狩川につきま

しては、国の農業事業により農業排水路としてコ

ンクリートブロック等による整備を既に行ってお

り、後に市が引き継ぎ普通河川として位置づけて

管理しているところでございます。この排水路と

して整備された真狩川につきましては、農業事業

による補助事業の採択基準により整備を実施して

いることから、集中豪雨等に対応した整備水準と

なっておらず、その対応を講じたものでもござい

ません。また、コンクリートブロック等での護岸

整備や河川の用地整備も行っていることから、治

水対策として河川断面を大きくするなどの対応は

難しい状況であることから、市の河川維持補修工

事の範囲内での対応としてきました。平成２２年

７月の大雨では、風連市街地に真狩川からの濁流
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が流れ込み、多くの住宅浸水の被害が発生しまし

たが、平成２３年度に河川に堆積した土砂の床さ

らいを行い、平成２４年度には越流水防止のため

河川管理用道路のかさ上げと鋼矢板設置工事を行

いました。これらの対応を行ったことから、今回

の大雨では越流はしたものの被害は以前より軽減

できていたと思っております。しかし、今回の大

雨により再度越流が確認されたことから、鋼矢板

や布団かごなどを設置し、河岸をかさ上げする対

応などについて検討しているところです。市が管

理する普通河川につきましては、国の補助制度が

ないことから、河川改修等に多額の工事費や河川

用地取得などの課題もあることから、今後も引き

続き維持補修工事費により課題解消に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目１、

水害被害の状況と減災対応について、小項目３、

農業被害に対する助成についてお答えさせていた

だきます。

今回の災害における農業災害につきましては、

農作物においてはカボチャやタマネギの流出によ

る被害がありましたが、多くは冠水や倒伏などの

被害となっており、現時点での作物への影響は限

定的なものと認識しております。また、用排水路

など農業用施設につきましてはのり面の崩れやト

ラフの破損などの被害がありましたが、土地改良

区等のそれぞれ施設を管理する機関において収穫

後などの時期を見て対応する予定となっておりま

す。農業被害に対する対応につきましては、道北

なよろ農業協同組合とも被害状況や生産者の状況

を含め対応を協議してきたところですが、現段階

では経済的な影響は限定的との判断から、冠水な

どによる生育への影響に対する営農技術対策等に

おいて関係機関での協議のもと指導を行ってまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いし

ます。

また、今後においては収穫の状況を見ながら次

年度における再生産への影響等を確認した上で関

係団体と対応について協議してまいりたいと考え

ております。

次に、大項目３、地域おこし協力隊について、

小項目１、現状と課題の分析についてお答えいた

します。これまでの経過としては、地域おこし協

力隊制度を活用し、農業支援員として平成２５年

度より採用を開始し、現在４名の方が地域におい

て活動されています。現在の活動状況としまして

は、風連日進地区において３名、東風連地区にお

いて１名が地域の農業者の方々の協力により栽培

技術や農業経営に関する研修に取り組んでいると

ころです。また、協力隊としての期限を終え、独

立就農を目指す方については農地の取得や資金対

応などについて相談、支援を行っているところで

す。

課題としましては、昨年度より新たな採用者が

ないことが挙げられます。平成２７年度において

は３件の応募があったものの、いずれも辞退をさ

れており、採用はなく、現在も募集活動に取り組

んでいますが、現時点で応募がない状況です。原

因としましては、応募いただいた方が目指す農業

のスタイルと名寄での就農条件が合わないといっ

たことや全国的に農業法人の雇用改善により就農

者が増加していること、また地域おこし協力隊制

度に取り組む自治体の増加などがあり、特色ある

ＰＲ活動等が求められております。こうした状況

を踏まえ、名寄での就農形態について的確に伝え

るとともに、募集活動について内容、手法などに

ついて検討してまいりたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、名風聖苑の環境改善について申し上げます。

初めに、小項目１の施設の状況についてですが、

旧名寄市、旧風連町がそれぞれ設置をしていた旧

火葬場につきましては老朽化が著しい上に待合室
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などの施設も狭隘で、さらには公害防止装置のな

い旧形式の炉であったことから、施設の将来を見

据えた中で、当時北海道内でも初めてとなる名寄

市、風連町の共同施設として火葬場が建設をされ、

広域行政の推進と財政の効率的な運用を図ること

を目的に平成２年９月から供用を開始し、２６年

が経過をしてございます。建物につきましては、

平成２１年度に屋上防水、外壁塗装の改修を実施

しており、内装では障子の張りかえや畳の張りか

え等経年劣化に伴う修繕を行ってきており、現状

では和室の壁など長年使用してきたことから、若

干くすんできている現状でございます。

一方で、高温で運転をされる火葬炉の整備につ

きましては、使用中の故障を未然に防止すること

により安定的な機器の運転を目的に定期的な点検

整備を行うとともに、炉自体の耐火物の交換や燃

焼炉のバーナー等交換など耐用年数に応じ計画的

に部品の交換を行ってまいりました。今後におき

ましても計画的な施設の整備を心がけ、快適な空

間を維持していきたいと考えております。

次に、小項目の２、空調設備の改善につきまし

ては、多くのほかの施設もそうですが、開設の当

初から暖房設備しかございません。夏の間は扇風

機とうちわを準備している現状ですが、当施設を

利用する方は葬儀等のさなかにあって心身ともに

疲れている中、喪服等正装での利用であります。

御指摘をいただきましたが、近年の気候変動で北

海道におきましても熱中症対策が必要となってき

ておりますので、空調設備の改善、冷房の導入に

ついて施設の利用状況等も踏まえ、検討してまい

りたいと考えております。

次に、小項目３の高齢者に配慮した備品整備に

つきましては、車椅子を初め和室控室には低座卓

椅子を配置、膝が痛い等の利用者にはロビーの応

接セットを御利用をいただいております。少しで

も癒やされる空間であることを目指して、今後と

も利用状況や要望等をお聞きしながら必要な整備

を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、私からは大

項目３、地域おこし協力隊について、小項目２の

地域おこし協力隊に対する地域ニーズについて申

し上げます。

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等

に生活の拠点を移動して最長３年間地域に居住し、

地域協力活動を行いながら、定住、定着を目指す

とともに、あわせて地域力の維持、向上を目的と

しております。本市におきましても地域おこし協

力隊の募集時におきまして農業者宅での作業従事

による農業研修に加え、地域貢献活動にも従事し

ていただく農業支援員として地域おこし協力隊の

委嘱を行ってきており、草刈りや屋根の雪おろし

のほか、自身の才能や能力を生かした地域貢献活

動を行うなど積極的に地域とかかわりながら活動

をしていただいております。したがいまして、本

市といたしまして地域おこし協力隊に期待する姿

といたしましては、農業労働力・担い手としての

定住をいただくことだけではありませんで、地域

に大きな刺激を与え、地域の活性化につながる活

躍をいただけることを期待しているところでござ

います。

続きまして、小項目３、まち・ひと・しごと創

生総合戦略と地域おこし協力隊について申し上げ

させていただきます。昨年１０月に策定いたしま

した名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱

の一つといたしまして、冬季スポーツの拠点化を

掲げ、取り組みを進めてきているところでござい

ますが、農業支援員としての地域おこし協力隊を

募集する際に農業研修に加えて、例えば冬季スポ

ーツの振興に御協力いただく、あるいはみずから

冬季スポーツを楽しみながら理想とする暮らしや

生きがいを発見して定住、定着に向けた活動をし

ていただくなど、冬季スポーツの拠点化を目指す

まちだからこそできる特色を大きく示すといった

ことも検討してまいりたいと考えております。

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれに御答弁い

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず、水害被害の状況と減災対策についてです

が、河川といいましてもいろいろな河川がござい

ますし、その等級等も違いがあって、管理をする

ところも国、道、市とさまざまであるということ

について、私も今回さまざまな機会に学ばせてい

ただきました。その中で特に既に改修等一定の工

事が終わっている河川について、市で維持管理と

いうことでの改修というところで対応を迫られて

いるという御答弁があったと思いますが、維持補

修工事の範囲というものはやはり床ざらいですと

か、雑木の処理ということになっていくのかなと

いうふうに思います。しかし、先日７月に議会報

告会を持たせていただきましたときに、その中で

も地域の方からやはりその点にかかわってのさら

にというところの要望を求める声がありました。

今回川を見てまいりますと、真狩川につきまして

も風連別川につきましてもまだまだ１カ月が過ぎ

るところですので、大きな材木等ひっかかったま

まになっています。その処理について今後進めら

れていくと思いますが、被災した後の維持補修、

それから被災するまでの定期的な維持補修、その

点についてもう少し具体的な補修工事についてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今山崎議員のほ

うから今回のような大雨の災害が発生した場合に

それ以降どうするのか、あるいはそれまでの間ど

ういう維持補修をしていくのかということの御質

問かというふうに思いますが、現状としては２２

年、２６年、それぞれ大雨によりまして河川にお

いて護岸が崩れるですとか、そういった被害が発

生しました。その都度補正予算をつけて、原状を

復旧する、直すということでやらさせていただい

ております。今回もそうですけれども、やはり大

雨の際には河川に沿っていろいろ解消しなければ

ならない箇所が出てくるというのは実態としてあ

りますが、発生をした河川において全て護岸整備

をするですとか、そういう状況には実はございま

せん。したがいまして、災害が発生をして以降、

護岸の崩れ等について原形復旧をするというのが

一つの補修工事ということで考えてございます。

あと、そのほか河川の中に雑木とかが現行ある部

分については、単年度予算をつけながらそれぞれ

対応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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） お答えいただきまし

た中身につきまして、やはりその地域で実際被害

に遭われて困られている方たちは、とにかく早い

復旧を願われているわけですけれども、その点に

ついて見通しが持てるというところでの安心感と

いうのはあると思われます。今中村部長から御答

弁いただきましたこれからの見通しを具体的に取

り上げますと、これから地域の方へはどのような

具体的な方策が伝わっていくのでしょうか。

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） 地域の方に対し

て具体的にどうということの御質問でしたけれど

も、先ほども言いましたけれども、現状それぞれ

大雨によりまして河川が河岸が崩れたり、のり面

含めて、道路の場合はのり面とかとありますけれ

ども、河川については原形復旧について当面全力

でやらさせていただきたいという考え方にありま

して、このことについて地域の皆さんにここの現

場が崩れたのでというような御報告については特

に差し上げていません。私どもが現地を確認しま

して、原形復旧をするということになってござい

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的な姿を見せる
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ことで、それが間接的に地域の方に伝わっていく

ということであると捉えます。調査等に入ってこ

られている、作業を具体的にされている現場にや

はり地域の方も見に来られておりますので、その

ときに話が交わされているところで、地域の声と

いうのは吸い上げることができるのではないかと

いうふうに思っています。仕事をしていただける、

そのことについて安心感は持っておりますけれど

も、その点についてなかなか捉えにくい方たちも

いらっしゃいますので、そういうところで実際の

現場できちっとした見通しについて話されるよう

な機会がありますと、地域の方たちもより一層見

通しを持った農業経営ですとか、地域の生活につ

いての安心感を持たれると思いますので、その点

についてはより一層ソフト面でのといいますか、

心に寄り添うような対応を求めたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

それから、例えば日進の１２線橋が落ちており

ますけれども、それについては原形復旧というこ

とでしか対応することはできないのでしょうか。

例えば落ちた橋は木橋になっております。その木

橋についても中にはもう少し頑強な大型機械を乗

り入れることができるような機会にならないかと

いうような声も届いてきてはいるのですけれども、

その点についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今具体的な現場

についてのお話ということでございました。私ど

もこの議会最終日に災害、被害において一定の補

正予算も組みながらやらさせていただきたいとい

うふうに考えてございまして、今の橋についても

その中での対応をさせていただきたいというふう

には考えてございます。

なお、この橋につきましては、以前からまちづ

くり懇談会等では大型の機械をぜひ通れるように

というようなお話もいただいておりますので、そ

の点も踏まえまして対応はさせていただきたいと

思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 後ほど提示していた

だけるということですので、そのことをまた確認

させていただきたいと思います。

次に移らせていただきます。防災にかかわって

いろいろな地域での自主防災組織ですとか、対応

がとられているということで、私の住まいしてお

ります風連町の西区町内会でも防災ラジオを設置

していただいているということで、町内会長さん

からも見せていただいたりする機会があって、具

体的なやり方についても確認はさせていただいて

いるところですが、名寄市の場合は１つの町内会

に３台の防災ラジオの配置になっているのではな

いかというふうに考えています。今後防災行政無

線ですとか、もう少し各家庭に瞬時にいろいろな

情報が伝わるような仕組みの構築を考えておられ

るところはないでしょうか。その点についてお聞

きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま山崎議員の

ほうからは、市民に対する防災情報の伝達のとこ

ろにかかわって、ラジオをお配りしていますが、

そのほかの方法も含めてという、そういう御質問

かと思います。まず、ラジオの配付につきまして

は、これは議員が言われますように基本的には各

町内会３台を配付をさせていただいているという

ことであります。ただ、特別の事情がある地域に

ついては、個別の御相談もいただきながら、そこ

については一定の考慮もさせていただいていると

いうところであります。この間も申し上げている

部分はありますけれども、市民の皆様に対する情

報伝達の方法については、これは複数で確保させ

ていただきたいというお話をさせていただいてい

るかと思います。それの一つの方法の代表的なも

のが実は防災ラジオということです。これの特徴

は、本人が意識しなくても自動的にラジオが立ち

上がりますので、そういう意味では必然的に気づ
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きにつながるというところがあるかと思いますし、

ラジオでございますので、地域の細かな情報につ

いても伝達できるのが一つの有利性があるのでは

ないかということで実施をさせていただいている

ものであります。

それと、もう一つ、市民の皆さんが多く活用い

ただいている、特に議員の皆さんもお気づきだと

思いますけれども、実はＬアラートということで、

これはシステムに入力することによりまして皆さ

んが携帯をしております電話のほうに、スマホや

何かに瞬時に情報が流れるという形になっており

ますので、いろいろな集まり、私どもも防災の関

係で集まったりしますと、さまざまな避難情報を

出したときにはＬアラートが起動して携帯電話が

鳴るというところも確認をさせていただいており

ますので、そういった部分も含めてやらせていた

だいております。これらも含め、あるいはホーム

ページ等も含めたり、あるいは町内会長さんに直

接連絡をしたりして市民の皆さんに少しでも早く

情報が伝達するようにということで、この間も工

夫をさせていただいております。

現状の中でいいますと、まずこれらの方法につ

いてより一層検証を進めていく必要があるだろう

と思っておりますので、まずは現状の方法につい

て検証を進めてまいりたいと思いますが、その検

証の中で現在の情報伝達方法が不足している、あ

るいは新たな方法などがあるということであれば、

これについては調査研究をしてまいりたいと思い

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今検証を進めていき

たいというお言葉を聞かせていただきましたので、

そこについてはぜひやっていただきたいと思って

います。複数の情報をキャッチするシステムがあ

ったとしても、それを多く使えるという人たちは

その情報をキャッチしたときにすぐに自分がどの

ような行動をするかということの判断ができる人

たちではなかろうかと思います。高齢者でひとり

暮らしの方という方もふえている名寄市の状況を

思いますと、やはりその方のところに瞬時に連絡

が届くようなという、そういうものの必要性を感

じています。だからといって逃げられないのであ

れば不安を余計に助長するのではないかという考

えもあろうかと思いますが、私自身は兵庫県で生

まれておりまして、日本海のそばでありましたの

で、毎年台風から逃げてまいりました。兵庫県は、

平成７年に神戸の大震災を経験しておりますので、

やはり防災行政無線の必要性については身をもっ

て感じて生活してきた人間であります。これにつ

いては、毎回朝と夕方について必要な情報が流さ

れる。防災に対しての情報だけではなく、市とし

て必要な情報が流されるということで、高齢の方

もそれが鳴らなければその無線が機能していない

のだということを毎日確認することができて、担

当の市役所のほうに連絡を入れるという、そうい

う仕組みも構築されています。そういうものが名

寄市にとってどうなのかということは今後の検討

になりますけれども、やはりそういうものが必要

な気候変動の世の中にきているということについ

ては強く求めたいと思います。特に冬があります

ので、子供たちの登下校にかかわっても毎回この

吹雪の状況の登下校がどうなのだということは各

家庭で心配の種になっております。それも含めて

一考いただく価値はあるのではないかと思います

ので、そのことについては求めておきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

ちょっと時間が気になりますので、次に進ませ

ていただきます。名風聖苑の環境改善についてで

すが、先ほど冷房の必要性についても御確認いた

だいていると捉えられる御答弁をいただきました

ので、これについてはぜひお願いしたいと思いま

す。やはり日本は昔からそういう見送る場で和服

を着るという女性の日本古来の服装もございます

ので、それについてぐあいが悪くなっている方の

話も実際耳に届いています。ですので、この点に

ついてはできれば今年度の中で予算の措置を検討
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していただいて、来年の夏にはというような早い

時点での設置をお願いしたいというふうに思って

います。これも議会報告会の中で市民から聞かれ

た声ですが、やっていただいていることはわかる

けれども、どうして上げた声の手応えがこんなに

時間かからないと届かないのでしょうかという声

をいただいております。ですので、やはり必要だ

と思われることについての早急な動きということ

についてはお願いしたいと思っておりますが、い

かがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 質問いただきました。

とりわけ和装の女性の方など、例えば夏、７月か

ら８月ぐらいの参列は大変に大変だろうと容易に

想像ができます。スピード感を持って当たってほ

しいということで、改めて質問いただきました。

例えば全館を冷房したらどうなのかという場合、

それと控室だけ空調をそろえてはどうか、いろい

ろパターンがあるかと思いますけれども、名寄市

の公共施設等管理計画とのバランスもございます。

何パターンか改修費用そろえさせていただいて、

庁内議論、予算協議を含めて取り組んでまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

したように、ロビーについては広うございますの

で、控室、和室が３室ありますし、そのロビーも

含めてということになると予算がどのようになっ

てくるのかということについても具体的な見積も

りをとっていただかなければいけないと思います

けれども、いっときのことだけではなく、やはり

これからという一定の期間を考えるところでの御

判断をいただきたいと思いますので、どうぞその

点についてもよろしくお願いしたいと思います。

それでは、３点目の地域おこし協力隊について

質問をさせていただきますけれども、地域おこし

協力隊今現在４名の方が入ってくださっています。

日進地区に３名と東風連地区に１名の方、いろい

ろな日進の行事ですとか東風連の行事では顔を合

わさせていただいて、親しく話ができるような状

況をつくっていただいておりますので、それぞれ

農業を中心に活躍いただいているなというふうに

思っています。でも、その方の人生をかけて名寄

市を選ばれて、ここで今過ごされているというこ

と、それから３年が終わった後のその方の御自身

の人生設計、そこと名寄市の思い描く姿、求める

姿がどのように合致していくかということにつき

ましてはどんなやりとりがなされているのかとふ

と思うことがございますので、今現在いらしてく

ださっている方々とのそれぞれ受け入れている地

域ですとか農家というところを超えて、名寄市と

しての、設置者としての思いの吸い上げといいま

しょうか、その点についてどのような具体的な方

策がとられているのでしょうか、お聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 現在地域おこし協力

隊の皆さん、４名の方が活動いただいておりまし

て、その方々の意見のやりとりなのですけれども、

営農シーズンに入りますと月に定期的にお集まり

をいただいて、それぞれ意見交換をさせていただ

いています。冬期間になりますと振興センターの

ほうで研修をしていただくというふうになります

ので、それぞれの営農の目指す姿ですとか、そう

いった方面についてはその場でいろいろ指導を含

めて研修をさせていただいているという状況でご

ざいますので、隊員の皆さんの一定の御意見なり

進むべき方向の中でそういった御協力はさせてい

ただいているものと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その中で４名の方か

ら名寄市に対しての課題といいますか、もっとこ

のような姿をという求められるような声というの

は上がってきてはいないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。
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〇経済部長（川田弘志君） 研修の内容等につい

て御意見を伺うことはございます。それは、意見

交換ということでございますので、まず私ども農

業者になっていただきたいという前提の中で支援

員を公募させていただいて採用しているという状

況でございます。その中にあっては、研修方法に

ついてやっぱりそれぞれ目指す農業の姿もござい

ますので、そういった部分での御意見はいただく

こともありますし、研修先の問題、そういったこ

とで御意見を交換することはございますけれども、

いずれにしても地域の方々の本当に懸命な御努力

もいただいて、この制度は運用させていただいて

いますので、そういった意味では地域の方に感謝

をしているというのが実情でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した内容につきましては、おおむね営農というこ

と、それから農業という研修の分野がある程度限

定されたものであるというふうに思っています。

研修先で仕事をされている姿をそんなに多くはな

いのですが、たまに見せていただいたり、それか

ら地域のお祭りですとか、そういう事業の中で過

ごされている様子を見ていると、その地域の中で

はうまくいっているというふうにもちろん思って

いますし、だからといってよりベターを目指す必

要がないというふうにも思わない状況があるので

すが、先ほど申し上げました地域おこし協力隊、

それから農業支援員の名寄市の設置要綱、その中

の第３条は（１）番が農業の研修に関する活動、

（２）番が住民の生活支援に関する活動、（３）

番が地域おこしの支援に関する活動、（４）番は

その他地域振興に関する活動と４項目が挙げられ

ておりますので、今は名寄市は農業ということで

主に進められていて、そのように動いてくださっ

ていて、この後ももちろん期待している望ましい

姿がおおむね見えてきている状況かなというふう

には思いますが、農業に特化した上で、さらに地

域の地域おこし、その部分ですとか住民の生活支

援に関するという部分についての活動をどのよう

に捉えていけばいいのか、どのように捉えておら

れるのかという部分についてお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山崎議員から地域支援

員ということで、農業支援員ですけれども、要綱

を定めて４点にわたって、今御指摘のあったとお

りなのですが、そもそも地域おこし協力隊という

制度はやっぱり地域、その文言で示したとおりで

ありますので、いろんなジャンルとか領域で御活

躍いただける方を創生するという意図が前段あっ

たわけでありますけれども、とりわけこの地帯は

基幹産業を農業としておりますので、農業者とし

てしっかりとなりわいとして位置づけができる方

を招請しようということで、それぞれそういう意

図を持ってこれまで進めてきたところであります。

山崎議員御承知だと思いますけれども、農業は

本当に大変な職種と言ったほうがよろしいでしょ

うか。技術は営農技術だけではなくて、そこは農

村社会を形成する担い手としても地域活動を一緒

にしたりとか、あるいはさまざまな気象学も含め

て天候に左右される、そういう職業でもあります

ので、まずはそこをしっかりと習得していただき

たいと。そのために名寄市として何ができるかと

いうと、農業振興センター等々、そこでしっかり

した営農技術を学んだり、あるいは今後の自分の

描く農業の姿をしっかりと求めていただくなりの

ことで進めていっておりまして、特に冬場のあい

ている時間等々については座学等々で進めてきて

いて、どうにか３年たった今で就農の道が開けて

きたという段階に入っているところであります。

山崎議員おっしゃるように、そのほかにも課外と

いうか、農業以外のことで貢献できることが多々

あるのではないかというふうに、そういう指摘で

ありますが、まさにそういう指摘は私どももしっ

かりと受けとめているわけでありますけれども、
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この地域で生活してみて、この地域に気づいた点

とか、医療だとか、子育ての関係や何かでも御意

見いただいているところでありますので、そうい

うところを十分に踏まえて、今４人の方研修とい

うことで入っておりますけれども、地域と私ども

と、それと支援員と３軸でしっかりと今後の地域

社会の形成だとか、あるいは農村のあり方だとか

ということも含めて詰めていきたいというふうに

思っていますので、今までもそういうふうには進

めてきているのですけれども、さらに充実させて

いきたいと思っていますので、その点については

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 本当に今入ってくだ

さっている４名の方は、よくやってくださってい

ると思います。今の４名の方に続く方たちが同じ

ように毎年決まっていけば、その方法で進んでい

けばいいというふうに判断できるのだと思うので

すが、今回も決まっていないという状況がありま

すので、その点についてどこをどう改善していか

なければいけないのか、どのように分析していけ

ばいいかということを思うわけです。そう考えた

ときに今久保副市長からの御答弁にもありました

ように、農業は本当に自然相手の厳しい部分がご

ざいますので、そこだけを特化してしまいますと

やはり二の足を踏む方も多くなってくるのではな

いかなというふうに思っています。現実はもちろ

ん現実として伝えていかなければいけないですし、

受けとめなければいけませんけれども、その現実

を認識した上で、では何を夢として描くのかとい

うふうに思ったときに、やはり名寄は冬季スポー

ツ、農業については冬の時間をどう過ごすかとい

うことをそれぞれの農家の方が考えておられて、

新たな作物に挑戦されている方もおられますし、

冬はスポーツに時間を使いたいので、冬の時間を

とれるように夏の作物はこれをつくるのだという

話をしてくださる方もあるので、そこのところで

地域おこし協力隊について冬のスポーツと何とか

絡めるところができないのかというところについ

ての提案をさせていただきたいなと思っていると

ころです。東川町などは、子供のスポーツの指導

に特化して地域おこし協力隊を募集していますし、

私は総合型地域スポーツクラブをやっていますの

で、羅臼町には私の仲間でことし４月に地域おこ

し協力隊で総合型地域スポーツクラブのスタッフ

として仕事を始めた方もいらっしゃいます。そう

いうことも含めて農業を主軸に置きながら、そこ

に何かをつけ加えることでということについての

見通しが展開が求められないかということについ

て、そのお考えについてお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山崎議員から御指摘い

ただいた点については、まさに今まで農業だけで

支援員を募集したということが多かったなという

ことを改めて検証していきたいと思います。それ

で、名寄の魅力、名寄で生活する、あるいは名寄

で楽しんでこれから営農にも励みたいというのが

農業だけではなくて、さまざまな冬季スポーツと

いう、そういう御提案でありますけれども、この

ことも基本に置きながら、いろいろ支援員の募集

については検討に入らせていただきたいと思って

いますので、その点についてお答え申し上げたい

というふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思っています。本当に名寄市、例えば介護現場で

も保育の現場でも人を欲しい箇所がたくさんござ

いますので、それを全部話しているとポイントが

絞れなくなりますけれども、やはり農業という名

寄の基幹産業を一番に軸に置きながらということ

についての見通しを、夢を話し合うということに

ついては、地域を巻き込んでどんどん進めていた

だきたいというふうに思っておりますので、これ

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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も余り時間を置かない形の中で多数の意見を吸い

上げていただきたいというふうに思っています。

そのことを求めて、私の一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

観光の振興について外２件を、東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、観光の振興についてお伺いいたします。

名寄市の観光振興計画は、名寄市総合計画第１次

の後期計画観光部門の具体的なアクションプラン

として定められ、その計画の施策目標は名寄市民

の満足度アップ、いつでも名（ひと）が寄ってみ

たいまち名寄、名寄知名度向上、観光関連人材の

連携、育成の４つの方向性に分けられ、計画の理

念、目標が設定をされておりました。具体的な戦

略スケジュールは、平成２４年から２５年度は事

業整備期間として、２４年度は播種期、２５年度

は育成期、平成２６年度から２８年度は事業展開

期間として、２６年度は開花期、２７年度から２

８年度は収穫期として位置づけられております。

各年度の名称は名寄の代表的なイメージの一つで

ありますひまわりに例え、播種期、育成期、開花

期、収穫期と名づけられております。さらに、平

成２９年度から３３年度は事業拡大期間として観

光入り込み人数の数値目標を平成２２年度見込み

客数より５０％増加の目標となっております。

また、その計画内容は名寄市には四季折々に楽

しめるピヤシリスキー場、望湖台自然公園、なよ

ろ健康の森、そして１０周年を迎えたサンピラー

パークなどすぐれた自然環境を生かした環境資源

が多くあり、旅行者のニーズも多様化しているこ

とから、その中で体験型観光のニーズに向けて充

実を図るとのことでありました。その中でひまわ

り観光の現状と課題についても分析がなされてお

り、当市でのひまわり栽培は昭和６２年度から始

まり、平成３年度からは１０ヘクタール以上の作

付がなされ、夏の象徴的な観光資源として市民に

も認知され、開花期間中は観光客誘致の牽引資源

として、さらには名寄市のシンボル的資源として

各種パンフレットにも取り上げられているとのこ

とでした。こうした長年にわたる取り組み成果に

より、平成２２年度には映画「星守る犬」のメー

ンロケ地になったことは市民の皆様も記憶に残っ

ていることと思います。

また、持続可能な年間交流人口の増加を図るた

めに、行政、観光協会、民間、市民それぞれが果

たすべき役割を認識し、相互に連携協力する協働

の取り組みの中で効果的な事業を進めていくとの

ことでありました。それぞれの具体的施策実行に

当たっては、各年度の検証結果に基づき新たな施

策が実行されていると認識をしております。

そこで、小項目の１番目、平成２７年度の行政

評価についてお伺いをいたします。各種の施策の

中で、観光資源の充実に向けて行政の役割、民間、

市民との連携、そして観光協会など観光関連団体

との情報共有を含めた連携はどのように推進をさ

れてきたのかお伺いいたします。また、知名度向

上に向けた具体的施策についてもお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、ひまわり事業について

お伺いいたします。当市のひまわり観光について

は、先ほど述べましたとおり昭和６２年に始まり、

約３０年の歴史が刻まれております。そこで、夏

のひまわり観光について、作付面積と観光入り込

み人数の推移、そして今までの取り組み経過と今

後の展望についてお伺いいたします。また、ひま

わりをブランド化していくための具体的施策につ

いてもお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、広域観光の連携につい

てお伺いいたします。広域連携で地域活性化を推

進する目的で、ことしの６月２３日に名寄市、美

深町、下川町による北・北海道インバウンド促進
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協議会が設置されております。当市を含めた美深

町、下川町、それぞれに今まで推進されてきた実

績をベースに行政、民間、そして観光協会とのよ

り緊密な連携が重要になると思いますが、当面の

具体的施策についてお伺いいたします。

また、国土交通省は、テーマ性、ストーリー性

を持った一連の魅力ある観光地をネットワーク化

した広域観光周遊ルートの形成を促進し、海外へ

積極的に発信する広域観光周遊ルート促進事業を

平成２７年度より進めております。昨年６月に全

国７つの広域観光周遊ルート形成計画の設定が行

われ、具体的な取り組みが進められております。

さらに、地方創生の一層の促進の観点から、こと

しの４月２６日から５月１８日まで広域観光周遊

ルート形成計画の追加募集が行われました。この

期間に４件の応募があり、有識者委員会において

応募された４件の計画が認定をされております。

その一つに日本のてっぺん。きた北海道ルート。

が採択をされております。計画が発表されて間も

ないわけですが、このルートには当市も含まれて

おり、今後どのような取り組みを進めていこうと

されているのかお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、地方創生事業の進捗に

ついてお伺いをいたします。まち・ひと・しごと

創生総合戦略の推進に向けては、平成２７年度に

当市の今後の５年間の基本目標に沿って取り組む

べき施策の基本的方向が示されております。具体

的な施策実行に向けては、先駆性を高め、レベル

アップの加速化を図るために地域活性化・地域住

民生活等緊急支援金を活用した中でいわゆる地方

創生先行型の事業が推進をされております。

そこで、小項目の１番目、大会、合宿誘致事業

についてお伺いをいたします。当市では、ことし

２月に開催された全国中学スキー大会を初めとし

て各種の冬季スポーツ大会が実施をされておりま

す。具体的運営実施に向けては、関係者並びにボ

ランティアの皆様は大変御苦労をされていると思

います。しかし、名寄市民に対しての周知及び理

解が不足しているように思われますが、周知に対

しての具体的な取り組みについてお伺いをいたし

ます。

また、効果検証調書において合宿誘致に必要な

機材を整備することで、誘致活動がさらに加速し

たと報告をされておりますが、具体的内容につい

てお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、農産物のブランド確立

事業についてお伺いをいたします。当市は、基幹

産業である農業の一層の推進を図るために作付日

本一のモチ米を生かした取り組みが進められてお

ります。そこで、モチ米文化を創生するためのも

ち米サポーターの養成やモチ米を使用した補助食

品のＰＲに向けての具体的取り組み内容について

お伺いをいたします。

また、信頼される産地づくりを進め、実需者へ

のブランド力を高める施策はどのように進めてこ

られたのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、新名寄市病院事業改革

プランについてお伺いいたします。新名寄市病院

事業改革プランは、昨年の１０月に着手され、こ

としの３月までに６回にわたる改革プランの策定

検討会議が開催をされております。その結果をも

って６月１６日から７月１５日までパブリックコ

メントの手続が実施され、市民からの意見により

一部修正が加えられ、平成２８年度から平成３２

年までの計画が策定をされております。名寄市立

病院は、地域地方センター病院、災害拠点病院と

して、また道北の基幹病院としての役割を果たし

ており、平成２７年８月には救命救急センターの

指定を受け、一般診療から高度特殊医療、急性期

医療から慢性期医療、いわゆる１次救急から３次

救急まで全ての医療を担っております。さらには、

サテライト診療や地方への医師派遣など地域医療

支援事業も含めて当市はもとより上川北部医療圏

において重要な役割を担っていると認識をしてお

ります。

そこで、小項目の１番目、地域包括ケアシステ
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ムの構築についてお伺いをいたします。取り組み

の展開方針において医療機関との連携については

継続の取り組みとなっておりますが、教育機関と

の連携の中で市立大学との人材交流、共同研究に

ついては検討のままとなっております。名寄市立

大学は、ことし４月よりコミュニティケア教育研

究センターが設置されており、今後の活動に大い

に期待をするところであります。それぞれに事情

はあるとは思いますが、地域包括ケアシステムの

構築に向けて名寄市立大学との連携はどのように

進めていかれるのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、再編、ネットワーク化

についてお伺いいたします。名寄市立病院は、上

川医療圏、いわゆる第２次医療圏において救急医

療を初めとした専門、特殊医療を担っていると思

いますが、患者の受け入れ人数並びに医師の派遣

はどのようになっているのかお伺いをいたします。

また、財政支援の検討項目で圏域市町村の費用

分担について検討のままとなっております。病院

単独では解決できない課題も多くあると思います

が、平成32年度には黒字化を見込むとの計画が示

されており、策定内容の進め方についてお伺いを

いたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東川議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１については私から、大項目２の小項目１に

ついては教育部長から、小項目２については経済

部長から、大項目３については市立総合病院事務

部長からそれぞれお答えさせていただきます。

まず初めに、大項目１、観光振興について、小

項目１、平成２７年度行政評価についてお答えい

たします。観光事業については、平成２３年度に

策定した名寄市観光振興計画に基づき、地域資源

を生かした交流人口の拡大に向けてオール名寄で

推進することを目的に、名寄市観光交流振興協議

会を設立いたしました。具体的な取り組みについ

ては、ブランド推進部会、ひまわり部会、ホスピ

タリティー部会、交流推進部会の４つの部会でお

のおのの役割を担いながら事業を進めてきました

が、現在は協議会内の検証等を踏まえ、ブランド

推進部会、交流・ホスピタリティー部会の２つの

部会に集約し、事業を実施しております。

本市の観光を推進するに当たり、観光にかかわ

るソフト事業の牽引役を担っていただいておりま

す風連まちづくり観光、なよろ観光まちづくり協

会の役割は大変重要であり、この両協会との連携

は必要不可欠であります。この間実施してきてお

ります協議会事業においても部会事務局の役割を

市と分担し取り組んでおり、個別の事業について

も連携をとりながら実施しております。

市民のかかわりについては、ホスピタリティー

部会の中で観光ボランティアの募集や市民を対象

とした観光客の受け入れ、外国語対応などの研修

事業の取り組みを初めひまわり事業においてもひ

まわりボランティアの募集や一般家庭でのひまわ

りの植えつけに対する種の配布など市民にもかか

わっていただきながら、本市の観光事業に対する

理解を深める取り組みを行ってきたところであり

ますが、各種事業への参加人数については増加傾

向に向かっている状況ではないため、今年度取り

組んでおります観光振興計画の見直し作業の中で

議論していきたいと考えております。

各種イベント、観光事業についてですが、継続

的に実施をしている歴史のある市内イベントにつ

いては風連、名寄地区のそれぞれの観光協会が実

行委員会の事務局を務め、企画、周知、運営の中

心を担っていただいております。それらのイベン

トに関しては、市民の認知度も高いと考えており

ますが、人口減少や市民の休日、余暇の過ごし方

の多様化もあり、それぞれの来場者や参加人数に

関しては減少傾向にあります。イベントの周知に

関しましては、これまでも近隣自治体を中心にポ

スターやチラシ等で周知を図ってきておりますが、

今後も周知、媒体の検討を含め、広く情報発信し
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ていけるよう実施主体と協議してまいります。

また、市民参加型の観光イベント等に関しまし

ては、新規事業、単年度事業を含め多くの団体に

取り組んでいただいており、実施主体も多様な形

態があります。いずれも周知に関しては、日程等

の詳細が決定した段階からさまざま方法で周知を

図ってきておりますが、開催日により他のイベン

トとの重複等さまざまな要因で参加人数等が左右

されているところであります。引き続きイベント

等の周知については、効果的な手法の調査をしな

がら、全てのイベントにできるだけ多くの方に参

加、訪れていただけるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２、ひまわり事業についてお答え

いたします。本市の地域資源を生かした夏のひま

わり観光は、平成１９年から道立サンピラーパー

クの日進地区を中心とし、智恵文地区も含めたひ

まわり畑には多くの市民や観光客、帰省客が訪れ

ております。今年度については、例年に比べ天候

不良により８月に入ってからの開花となりました

が、全国放送でのテレビ放映で取り上げられた影

響もあり、多い日にはサンピラーパークの１日の

来場者数が ５００人を超える日もありました。

メーン会場である道立サンピラーパークには、ひ

まわり開花期間中に観光案内所を設置し、ひまわ

り畑の案内やパンフレットの配布、市内の観光案

内等を行っております。また、日没後にはひまわ

りライトアップを行い、日中とは違った幻想的な

空間を鑑賞いただいております。

情報発信としては、エフエムなよろにおける開

花状況を各番組にて発信、ＪＲ名寄駅構内と道の

駅での開花情報の掲示を行いました。また、新た

に来場観光客が名寄市、ひまわりのキーワードを

入力し、ＳＮＳ発信をしていただく取り組みを行

いました。これまでひまわり畑を見てすぐに帰っ

てしまうといった課題があったことから、市内へ

の誘導策としてひまわり畑とランチの提供できる

飲食店を回るスタンプラリーを開催し、２４５件

の応募がありました。

今年度については、８月中旬の台風により最盛

期に一部ひまわりが倒れた影響もあり、道立サン

ピラーパークの今年度のひまわり観光入り込み客

数は ９６５人、平成２７年度の ８３１人に対

して９０％となりました。平成２３年度の映画

「星守る犬」の公開年の１万 ２０７人をピーク

に来場者数が減少傾向にあることから、来場者の

増加に向けて周知を含めた取り組みが必要と考え

ているところであります。

これまでのひまわり観光は、市民参加によるま

ちづくりとして、平成２４年度からはひまわりの

種の無料配布を行い、各家庭、企業でのひまわり

栽培に御協力いただき、市内各所でひまわりが咲

いているのが見られ、本市を訪れる観光客等の目

を楽しまさせていただいております。また、ひま

わりボランティアでは、市民、学校、企業の皆様

などに参加いただき、種植えから雑草取りなどを

行ってきました。今後のひまわり観光については、

名寄市観光振興計画の見直しの年であることから、

市民委員の皆様による意見やオール名寄で構成さ

れております名寄市観光交流振興協議会での議論

を通じてこれまでのひまわり観光を振り返り、作

付の場所やＰＲ方法、ブランド化に向けた取り組

みなどを検討していくこととなりますが、商品開

発やブランド化などは民間企業との連携が必要不

可欠と考えており、市内事業者の協力をいただき

ながら、事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、広域観光の連携についてお答

えいたします。北・北海道インバウンド促進協議

会については、下川町、美深町、名寄市の行政と

観光関連団体で組織し、６月２３日に設立し、事

業を開始いたしました。北海道に訪れる外国人観

光客の９割を占めるアジア地域の来訪者、そのう

ちの３割が台湾と最も多い地域となっており、北

北海道地域のバレイショやカボチャなど農産物の

最大の輸出地域であることから、台湾をターゲッ

トにインバウンドの促進と農林産物等の海外展開
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事業を実施し、本地域経済の活性化と安定的な仕

事を創出しようというものであります。今年度の

具体的な事業内容につきましては、インバウンド

事業では本市でこれまで実施してきておりました

台湾からの教育旅行の実施、地域産物海外展開事

業では地域農林産物の台湾におけるマーケティン

グやバイヤーとの交渉などの事業を計画しており

ます。農林産物の海外展開事業においては、７月

に台湾マーケット進出可能性検討会を開催し、有

識者の講演と担当者でのディスカッション等を実

施しており、今後具体的な事業展開を行う予定で

あります。

次に、北海道広域観光周遊ルート推進協議会に

つきましては、平成２７年度に観光庁が富良野市

を初め帯広市、網走市、釧路市などから構成され

ているプライムロードひがし北海道推進協議会を

初めとした全国７つの広域観光周遊ルートを認定

し、外国人旅行者の地方への誘客を図るため、地

域が推進する取り組みをパッケージで支援し、海

外に地域の魅力を発信していく取り組みでありま

すが、今年度広域周遊ルートの追加募集を行った

ことから、北海道の協力のもと、千歳空港を北海

道の入り口として、旭川、士別、名寄を含めた稚

内までの北北海道を新たなルート候補として申請

を行いました。去る６月に本協議会が国土交通大

臣の認定を受けたことから、今年度については受

け入れ環境整備、交通アクセスの円滑化にかかわ

る調査事業等を中心に行われる予定で、周遊ルー

ト構成市町村が実施する具体的な事業については

来年度以降に本格的に取り組むことになることか

ら、来年度事業申請までに本市の外国人観光客の

受け入れ態勢の整備はもとより、近隣の士別市を

初めとする道北観光連盟として、この上川北部と

して広域的な受け入れ態勢の可能性についても検

討していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

地方創生事業の進捗について、小項目１の大会、

合宿誘致事業についてお答えいたします。

昨年１０月に策定しました名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略において、冬季スポーツの大

会や合宿の誘致、ジュニア世代の育成強化や冬季

スポーツの拠点化を図ることを目指して取り組み

を進めてきております。また、これらの施策に取

り組むに当たっては、平成２７年度から国の交付

金であります地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金を活用しているところであります。平成

２７年度の具体的な取り組みについてですが、大

会、合宿誘致事業では、昨年１１月に合宿誘致の

推進に向けた説明会を開催し、関係者の皆様に選

手団の受け入れに対する協力をお願いするととも

に、地元紙に合宿をしている団体や大会の開催の

お知らせを掲載し、市民の周知に努めてきたとこ

ろであります。

また、本年２月に行われました全国中学生スキ

ー大会では、名寄市ＰＴＡ連合会からお汁粉でお

もてなしするなど選手団を歓迎する取り組みを行

っていただきました。しかし、大会出場選手への

応援をするための市民への働きかけや旅館業、商

店街など関係する皆様への周知や具体的な協力依

頼などに課題が見られました。今後開催されます

ＪＯＣジュニアオリンピックカップなどにおいて

は、これまでの反省を生かし、開催事務局の設置

や大会合宿にかかわる受け入れ組織の立ち上げに

より、多くの市民が大会会場へ足を運んでいただ

くための体制や円滑な合宿への受け入れ態勢の構

築など適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、設備、備品等の整備についてありますが、

大会に係る事前準備を行うため、スノーモービル

の更新やクロスカントリースキーのコース整備用

機器の購入を行ったほか、合宿の歓迎としてのの

ぼりを３１０本作成し、公共施設やホテル、旅館、

商工会議所を通じて各商店街へ配付し、設置をし

ているところであります。また、ノベルティーと
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してスポーツタオル ９２０本を作成し、ホテル、

旅館に宿泊した監督、コーチ、選手に渡している

ところであります。今後は、関係の皆様と連携を

深めながら、市民の皆様が冬季スポーツへの理解

と関心を高めたり、本市の冬季スポーツに適した

自然環境や競技施設を生かして大会や合宿の誘致

活動が推進できるようこれまで以上に監督、コー

チや選手から選ばれる合宿となるよう取り組みを

進めてまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

地方創生事業の進捗について、小項目２、農産物

ブランド確立事業について申し上げます。

地方創生事業による農産物ブランド確立事業と

しましては、モチ米文化創生事業、地域ブランド

確立事業、実需者との連携拡大事業に取り組んで

まいりました。もち米サポーターの養成について

は、市民の方に名寄市がモチ米日本一のまちであ

ると理解を深めていただくため、農作業体験や餅

つきを通じて生産者との交流を図り、モチ米の生

育過程や現在の農業の姿を知っていただき、すば

らしさを広めていただく取り組みです。昨年度は

１２名、本年度は１５名で、幅広い年代から参加

をいただいているところです。

また、モチ米を使用したスポーツ補助食品の取

り組みについては、運動に必要なカロリーを効率

的に摂取できるというモチ米の特性を生かして、

スポーツ補助食品の開発を食品製造メーカーに依

頼し、進めてきましたが、商品化したときの需要

やコストを考えたときに採算をとるのが難しいこ

とから、パン生地への活用について検討をいただ

いているところです。

また、実需者との連携拡大の取り組みについて

は、モチ米の関連企業の企業研修という位置づけ

で昨年度は４社から５名の方を派遣いただき、農

作業体験や生産者との意見交換などを通してお互

いモチ米の生産にかかわる者として理解を深め、

信頼関係を築いているところです。本年度は、３

社からの受け入れを予定していますが、新たな企

業やモチ米以外の実需企業も視野に入れた取り組

みを検討していく必要があると考えております。

今後もこれらの取り組みを生かし、引き続き市内

外へのモチ米を初めとする名寄産農産物の品質の

高さやそれを維持するための生産現場での取り組

みなどをＰＲするとともに、責任産地として安定

生産に取り組むことがブランド力を高める取り組

みとして進めてまいりますので、御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

小項目１、地域包括ケアシステムの構築につい

てでございますが、御指摘のとおり改革プラン第

３章では、地域医療構想を踏まえた役割の明確化

について市立総合病院として地域包括ケアシステ

ムの構築と運用を進めるに当たり、医療機関との

連携、福祉機関、施設との連携、教育機関との連

携、人材交流、共同研究の３項目について取り組

んでいくこととしております。このうち医療機関

との連携及び福祉機関、施設との連携につきまし

ては、既に各診療所や地域医療連携室を中心に当

院で急性期の治療を終えた患者の在宅復帰を念頭

に取り組んでおり、介護、福祉行政に精通した職

員の配置などで取り組みの強化を進めているとこ

ろであります。このため、この２項目については、

展開方針で計画期間中は継続の方針を示している

ところであります。

教育機関との連携、人材交流、共同研究につき

ましては、市立大学の看護学科を中心に地域にお

ける看護師の稼働状況の研究を踏まえた看護師確

保対策の取り組みや市立大学の教員や学生が当院

と共同で研究を行うなど、多くの連携した取り組
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みを進めているところでありますが、地域包括ケ

アシステムに焦点を当てた共同研究や具体的な取

り組みは今後の課題となっているところでありま

す。市立大学では、看護学科に加え、福祉、栄養、

子育ての専門的な見識を有する人材を多く有して

いることから、地域包括ケアシステムの仕組みづ

くりにおいて共同で取り組むことでよりよい形に

できるのではないかと考え、プランに盛り込んだ

ところであります。現在北海道が策定中の地域医

療構想で示される医療資源の推計を踏まえ、地域

の実情に応じた地域包括ケアシステムの実現に向

けコミュニティケア教育研究センターなどとの連

携を図りながら、人材交流や共同研究を進め、課

題の解決に努めてまいりたいと考えております。

また、本プランは計画期間中の状況の変化に応

じて必要な見直しを行うこととしております。御

質問にございました地域包括ケアシステムに関す

る教育機関との連携につきましても具体的な作業

などが定まった段階でプランを見直しし、展開方

針についても明示させていただきますので、御理

解をお願いいたします。

次に、小項目２、再編、ネットワーク化につい

てでございますが、平成２７年度の患者の受け入

れ実績について上川北部医療圏からの患者数は入

院が７万 ０７４名で全体の７ ３％、外来が１

９万 ５７４名で全体の８ ６％を占めており、

このうち名寄市内からの患者につきましては入院

４万 ７３６名で４ ７％、外来が１３万 ６１

９名で６ ５％となっており、入院で約６割、外

来で約４割が市外からの患者となっているところ

であります。また、救急車の受け入れ数では、上

川北部医療圏からの受け入れが ３７５件で全体

の７６％を占めているところであります。平成２

７年度の医師の派遣状況につきましては、上川北

部医療圏の７病院、診療所に対して延べ３８６日、

同圏域以外の６病院、診療所に対しても延べ１８

８日の派遣を行い、また乳幼児健診では７市町村

で延べ１１０日、理学療法士の派遣につきまして

も５市町村で２００日となっており、それぞれの

市町村、医療機関との連携を通じて地域医療の確

保に努めてまいりました。

これらの地域医療連携に関する費用負担であり

ますが、医師、医療スタッフの派遣につきまして

は国庫補助金及び道補助金と各病院及び市町村か

らの派遣負担金の拠出により支弁しております。

また、患者診療につきましては、原則として医療

保険制度に基づく診療報酬と患者負担金により支

弁することとなっており、救急医療や周産期医療

など採算のとりにくい分野につきましては一般会

計からの繰り出しが認められ、地方交付税で措置

されることになっております。しかしながら、救

急医療の分野につきましては、病院群輪番制病院

運営事業に関する国庫補助金が平成１７年度の三

位一体改革に伴い一般財源化され、各市町村に地

方交付税措置されることになったため、地方交付

税相当分を各市町村が負担して拠出する枠組みを

創設し、負担をお願いしてきたところであります。

現在では、北・北海道中央圏域定住自立圏を構成

する市町村に対象を拡大し、それぞれの市町村に

御負担いただいているところであります。

御質問にありました今後の費用負担の枠組みで

ありますが、今年度北・北海道中央圏域定住自立

圏共生ビジョンの改定時期を迎えておりますこと

から、来年度以降の負担の枠組みについて事務局

であります名寄市保健センターを中心に協議を進

めていくことになります。当院といたしましては、

上川北部地域を取り巻く医療スタッフの不足など

厳しい環境を考慮しつつ、地域医療構想で示され

た将来の機能の分化を踏まえながら、事務局と連

携し、適正な費用の負担について意見を示してま

いりたいと考えております。

また、同圏域以外につきましても特に宗谷管内

の医療機関におけるスタッフ不足などから、多く

の患者搬送などを受けている現状にあります。当

院が救命救急センターを設置し、道北地域におけ

る救急医療の中核的存在となっている現状を踏ま
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え、宗谷管内の市町村につきましても今後理事者

との協議を行い、費用負担に関する協議を進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。順不同にはなるかもしれませんけれ

ども、再質問させていただきたいというふうに思

います。

最初に、観光の振興の中で２７年度の行政評価

について答弁をいただきました。そこで、先ほど

観光振興協議会、今まで４つの部会を推進をして、

平成２７年度から部会を２つに集約をして活動を

進めてきたというふうな御答弁をいただきました

けれども、なぜ４つの部会を２つに集約をしたの

か、その集約に至った経過と具体的な成果につい

て改めてお伺いをしたいと思います。

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） 先ほど答弁させ

ていただきましたように、当初は４つということ

で、ブランド推進部会とひまわり部会ということ

と交流推進部会とホスピタリティー部会というこ

とで、いずれもブランドとひまわりの部分につい

てはどちらも傾向的には名寄のブランドにかかわ

るというもので、全体的に集約させていただいた

ほうがブランド部会とひまわり部会のそれぞれの

部会のメンバーが違いますので、一緒にあわせて

検討させていただいたほうがより多くの意見等を

いただけるということで、ブランドとひまわりの

推進部会を一緒にさせていただきました。また、

ホスピタリティー部会と交流推進部会ということ

で、こちらの部分につきましてもそれぞれ合宿等

の受け入れ等や全体的に交流受け入れの部分につ

いてもホスピタリティーに関連するということで、

こちらもそれぞれの部会のメンバーが重複する方

もいらっしゃいますけれども、別々ということで、

これらもあわせて御意見をいただいたほうが効率

的にいろんな意見が集約できるということを踏ま

えて、２つの部会に集約させていただいたほうが

意見等も踏まえて効率的に事業を行えるというこ

とで、今年度から２つの部会にさせていただいた

というところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 僕の聞き違い、これは

２７年度から４つを２つにしたのではなくて、２

８年度から４つの部会を２つにしたのですか。

それと、もう一点は、今ホスピタリティーと交

流はそれぞれ同じ人のメンバーで構成をされてい

ましたと。ですから、それを一緒にしたと。それ

では、ブランドとひまわりのほうのメンバーとい

うのはどういうふうな形になっていて推進をして

きたのか、改めてお伺いをしたいと思います。

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） 申しわけござい

ません。２７年度でございます。から２つの部会

に統合させていただいているということで、先ほ

どの私の答弁もちょっと語弊がある言い方だった

のですけれども、どちらの部会のほうも重複して

それぞれブランドとひまわりも一緒に入っている

方もいらっしゃるのですけれども、基本的にはそ

れぞれ別々に分かれたメンバーがいましたので、

一緒に統合させていただいたほうが意見が広く拾

えるということで、先ほどの交流とホスピタリテ

ィー部会も同じ重複するメンバーもいますけれど

も、基本的には別々の部会のメンバーでしたので、

あわせて意見を集約させていただいたというとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ２７年度からの中身は。

せっかく２つに集約をされたという経過の中で、

それまでの取り組みと昨年１年間、２７年度２つ

に集約をしてどういうふうな形で具体的な成果と

して結びついているのか、その点について改めて

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。
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〇営業戦略室長（水間 剛君） ブランド推進部

会につきましては、観光交流振興協議会ができて

名寄の観光イメージキャラクターということで、

なよろうをつくらさせていただいて、いろんな場

面でＰＲをさせていただいております。また、ひ

まわりにつきましては、先ほど答弁させていただ

きましたように、平成１９年度からサンピラーパ

ークで取り組みをさせていただいて、ちょうど議

員もおっしゃっていたように、平成２２年に「星

守る犬」の映画のロケがされて、２３年度に全国

一斉ロードショーされたということで、これらを

生かして道立サンピラーパークでひまわりを含め

た観光の資源として起爆剤にしようということで、

いろんなライトアップひまわりなどの取り組みな

どもさせていただきました。交流推進部会につき

ましては、それぞれ交流人口の拡大ということで、

ひまわりの油やモチ米を使った新商品の開発も含

めた新たな違う部分の合宿の受け入れということ

で、香川調理製菓専門学校の学生の受け入れなど

のそういった部分をさせていただきました。その

中でこういった合宿の受け入れをさせていただく

中で、どういったおもてなしをしたら合宿に有効

だということの取り組みをさせていただいて、そ

の関連としてホスピタリティー部会と合同で事業

の取り組みをさせていただいた経過もありますけ

れども、そんな事業をさせていただきました。ま

た、ホスピタリティー部会については、当初観光

振興計画が策定されたときは外国人観光の受け入

れということは将来的には想定していたのですけ

れども、身近な問題として取り上げられなかった

のが実情でありまして、議員御承知のように３年

前から台湾の教育旅行の受け入れなども含めて外

国人観光の受け入れという部分についても現実問

題としてホスピタリティー部会で受け入れを考え

ないといけないということで、先ほど答弁させて

いただいたように外国語の対応などの外国人の受

け入れの講座などもホスピタリティー部会で取り

組みをさせていただいたところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 私ちょっと理解できて

いない部分がある。これは、それぞれ行事を推進

した結果については今答弁をいただいた内容で理

解をさせていただきます。

それで、観光事業のうち観光協会との連携とい

うことで、今言われたそれぞれの２つの部会に集

約をして活動を進めてきたという背景の中で、特

に名寄、風連、まちづくり協会、観光協会とのい

ろんな連携も当然進められていると思うのですけ

れども、先ほども答弁の中でありました。どうも

開催日にいろんな行事が重複をしているというふ

うな、その辺の取り組みといいますか、その辺の

調整というのは具体的にどういうふうにされてい

るのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

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） それぞれのイベ

ントにつきましては、私どものほうも実行委員会

に一緒に入らさせてもらって、事業の内容等を検

討させていただいていたのですけれども、具体的

な日にちの部分については前段の実行委員会の開

催の前のそれぞれの観光協会のところで日程が取

り組まれていたというのが現状であります。その

結果として、他のイベントと重複することが現状

としてありましたので、今後の部分についてはそ

れらの日程の部分についても前段に観光協会等と

もお話をさせていただいて、それぞれの地域の事

情もあるかもしれませんけれども、そういったこ

とができる限りないような取り組みとして今後対

応を進めていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 限られた行事でありま

すので、できるだけ重複を避けるような形での取

り組みの今後の推進をお願いをしたいと思います。

続いて、ひまわり事業なのですけれども、先ほ

ど平成２２年度の入り込み人数、ひまわりの入り

込み１万 ２７０人、ことしは多いときで ５０
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０人というふうな答弁をいただいたのですけれど

も、実際の作付面積とこれまで何年間でも構わな

いのですけれども、ひまわり観光に関しての入り

込み人数について、実績についてお伺いをしたい

と思います。

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） ひまわり観光の

入り込み数につきましては、サンピラーパークの

ひまわりイベント会場のところでそれぞれ実際に

カウントして算出させていただいております。先

ほど御答弁させていただいた平成２３年度が１万

２０７人、平成２４年度が１万 ２２６人、平

成２５年度が ２３０人、平成２６年度が ９６

０人、平成２７年度が先ほどお答えさせていただ

いた ８３１人、平成２８年度が ９６５人とな

っております。また、ひまわりの作付面積なので

すけれども、こちらの部分についてはそれぞれひ

まわりの部分についてはサンピラーパークとＭＯ

Ａさんに御協力をいただいて、東雲峠とＭＯＡさ

んの農場の部分で観賞用のひまわりとして作付さ

せていただいております。こちらの面積につきま

しては、平成１９年度が １ヘクタール、平成２

０年度が６ヘクタール、２１年、２２年度も同様

の６ヘクタール、平成２３年度が ３ヘクタール、

平成２４年度が ６ヘクタール、平成２５年度が

６ヘクタールということで、２６年、２７年も

同様の ６ヘクタールというような形になってお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今作付面積について答

弁をいただきました。名寄市の営業戦略課のホー

ムページ、「「ひまわりのまち」なよろ」掲載を

されています。そこの文言の中には、その面積は

６０ヘクタール、札幌ドーム１１個分、東京ドー

ム約１３個分、総本数５００万本以上を数えます

と。これことしのホームページです。それから、

ことし８月２０日にＥＮ―ＲＡＹホールで開催を

されましたひまわりフェスタでひまわりに関する

スタンプラリーのクイズがありました。自分も参

加をさせていただきました。その中に名寄で植え

られているひまわりは何本という設問があり、答

えは５００万本。名寄市の観光ＰＲとして、２０

１４年７月１１日に発行された「死ぬまでに行き

たい！世界の絶景日本編」、この中の表紙もひま

わりです。この中にも名寄市のひまわりが紹介を

されております。これは、この当時４１万部発行

された写真集であります。そのほか２０１４年１

１月、「日本の絶景パレット１００」、この中に

も名寄市のひまわりが紹介をされております。先

ほど答弁の中にありましたように、これもこの中

にも東京ドームおよそ１３個分、５００万本、作

付面積が日本有数、夏のパワーをぎゅっと凝縮し

た色に包まれていると元気を分けてもらえる気が

しますとの紹介がされております。また、先ほど

答弁の中でありました８月２日の北海道文化放送、

夜の９時から「ニッポンのぞき見太郎」という番

組、サブタイトルが「夏に行っとけ穴場スポッ

ト」で放映され、ベストファイブのトップとして

名寄の幻想的なひまわりが紹介をされておりまし

た。これだけ多くの雑誌あるいはメディアに取り

上げられている中で、ひまわりを見に来たお客様

あるいはリピーターに今度また来ていただくため

に、正確な情報発信が必要と考えますが、その点

についてどういう考えなのか、考え方をお伺いを

したいと思います。

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） 先ほど申し上げ

たひまわり畑の面積につきましては、サンピラー

パークとＭＯＡの東雲峠とＭＯＡの農場の面積で

ありますけれども、全体的なひまわりの作付面積

につきましては油用のひまわりと景観、観賞用の

ひまわり、また緑肥用のひまわりも合わせての面

積ということで、そのトータルとして面積を提示

しております。その部分について今回それぞれ雑

誌やテレビ等も取り上げられたところであります。
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今回のところも来場のお客様もテレビや雑誌等を

見て、やっぱり広大なところにイメージしたひま

わりがあるというところで来たお客様もいらっし

ゃいました。実際的な部分については写真のイメ

ージと若干違うという部分があって、ちょっとが

っかりされたお客様もいたというのが現状であり

ますので、今後は先ほど言いましたように観光振

興計画の見直しの中でひまわりの観光をどうして

いくかということも含めて検討していきたいとい

うことと面積の部分につきましては全体の面積と

いう、全体の緑肥も含めてのひまわりの面積とい

うことで提示させていただいております。その全

体の面積と来たときの観賞用のひまわり畑のイメ

ージがちょっと異なるという部分が現状としてあ

るということで、これらにつきましては先ほど言

いましたようにひまわり観光をどうしていったら

いいのかということも含めて今後観光計画の見直

しの委員の皆様方と含めて検討させていただきた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今全体を含めて景観用、

搾油用、緑肥用というお話で、これ個別にどれぐ

らいの作付面積になっているのか、改めてお伺い

をします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私どものほうで

押さえております面積につきましては、平成２５

年度が景観と緑肥の部分が２５ヘクタールで油用

が２０ヘクタールということで、合計４５ヘクタ

ールということで押さえております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 答弁いただいた内容が

古いデータで、ことしのホームページの数字の６

０ヘクタールにはちょっと届かないような、その

分を残りが緑肥なのかなというふうな意味合いも

一部では理解をする。ただ、公にこういうふうに

ホームページで掲載をしている内容、今後来てい

ただいたお客様、あるいは先ほど言ったリピータ

ーの皆様、これを見て雄大なひまわり景観を見に

来ているという形のものについては、やはり正確

な情報発信とそれに向けてどういうふうな取り組

みをしていくのかというふうな計画的な取り組み

を強く要望したいというふうに思います。

本来この後北竜町のひまわりの取り組みを紹介

をさせていただきながら、改めて今後の事業展開

というふうなことでやりとりをさせていただきた

かったのですけれども、若干その中でお話をさせ

ていただきたい。北竜町の人口というのは今 ９

６８人、ことし９月。３８年間ひまわり事業を取

り組んできて、いろんな紆余曲折がありながら全

員で取り組みをしていると。北竜町というのは、

もともと観光用にひまわりを植えたのではなくて、

１戸１アールの運動で、当初は観光を呼び寄せる

のではなくて、そこに住んでいる人たちが美しさ

を楽しみ、体によい油で健康運動を推進をさせよ

うというふうな取り組みで始められたということ

です。ことしで３０回目を迎える北竜町ひまわり

まつり、毎年７月中旬から３７日間、２００８年

度は２５万人、２０１２年度は１６万 ０００人、

この年には新たな企画を打ち出したと。翌年は２

１万 ０００人、２０１５年度は２６万 ０００

人、その４分の３が道外からの観光客という形に

なっております。先ほど言いましたことし９月現

在で ９６８人の人口だとすると、およそ２５万

人がいらっしゃると実に人口の１２５倍の方の観

光客が来ていられるというふうな実績です。

先ほど言いました８月２０日のひまわりフェス

タで５年前に「星守る犬」の映画プロデューサー

を担当されました竹山さんの講演を聞く機会があ

りました。非常に人数が少なくて寂しい思いをし

たのですけれども、竹山さんいわく、名寄のロケ

地にひまわり畑を選んだというのは、まちが見え

る。要するにひまわり畑、線路、その向こうにま

ちが見える景色がとてもいいなと。２０２０年に

向けて、また名寄をロケ地にしたいというふうな

お話もされておりました。先ほど言いました北竜
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町の取り組み、非常にＰＤＣＡのサイクルがうま

く機能しているように思うのですけれども、先進

事例として本当は詳しくお話をさせていただきた

かったのですけれども、時間がないので、終わら

せていただきますけれども、今後のひまわり事業

について市長の取り組みの考え方をお話をお聞き

をして、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 智恵文地区の北山からで

したか、始まって、約３０年ぐらい経過をするの

でしょうか、北山地区からそのうちに振興地区に

ひまわり畑が移って、そのときは恐らく１０ヘク

タール前後のひまわり畑を３つに輪作をしながら

大規模ひまわりを作付をして、地元の農家さんの

御協力もいただきながら進めてきたと。しかしな

がら、病害虫の状況が出たということで、大規模

ひまわりができなくなったと。しかし、その後も

ＭＯＡさんだとか、あとは油用のひまわりが作付

をされたり、さらには映画のロケがサンピラーパ

ークのほうでできたということで、ひまわりのま

ちということは継続的に発信をしてきているとい

うことなのですけれども、やはりその当時の振興

地区のひまわり畑の入り込みと比べると今のサン

ピラーパークのほうでの入り込み人数は相当落ち

込んでいると言わざるを得ないのかなというふう

に思います。非常にみんな努力して頑張っている

わけですけれども、今そうした現状にあるという

こと、やはり物理的な問題が解決して可能なので

あれば大規模なひまわりをもう一度復活をさせて

いくということも非常に有効な手段なのかなとい

うふうに思います。いずれにしても、今水間室長

からもお話あったとおり、観光振興計画を議論し

ている中で、ひまわり事業をどうするかというこ

とも恐らくは議論の重要なテーマの一つになると

いうふうに思いますので、そこでいろんな皆さん

の知恵を出していただいて、ぜひたくさんの方た

ちが訪れる、またひまわりが本当に名寄の象徴だ

と言われるようなまちづくりができるような形に

なればいいなというふうに願っているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００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。

農業の振興策について外４件を、佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 通告順に従い、大項

目５点について質問させていただきます。

まず、大項目１、農業の振興に関して、小項目

（１）、ＴＰＰによる影響と今後の農業振興策に

ついてお伺いいたします。昨年３月議会でも質問

させていただきましたが、ＴＰＰ環太平洋連携協

定が批准された場合の北海道における影響と特に

名寄の畑作や酪農、畜産等における主力産品への

影響についてどのような影響が出てくるか、現時

点で所管担当部署で把握している影響額について

お伺いいたします。

また、農業振興策に関して国の政策は規模拡大

と機械化、ロボット化の振興等を推進して国際競

争力に耐え得る強い農業を目指すとの方向で進め

られていますが、全国的には国の肝いりで始まっ

た植物工場に見られる倒産、これは宮城県名取市

農家の３人が震災からの復興を目指して立ち上げ

た企業ですが、帝国データバンク調べ負債総額約

１億 ０００万円、さらに千葉県柏市と宮城県多

賀城市で展開された工場、こちらは千葉大学発の

農業ベンチャーとして注目を集めましたが、東京

商工リサーチ調べ負債総額１０億 ２５１万円な

どいずれもこれは日産１万株のレタスなどを生産

する大規模な完全人工光型植物工場です。また、

水耕栽培施設や植物工場関連の参入企業も６０％

から７０％が高コストによる赤字化で経営不振に

陥り、倒産や撤退をするなどの複数のレポートが
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あります。大型設備投資は、莫大な損失を農家に

背負わすことにつながる危険性があります。そこ

で、ＴＰＰ批准に先駆けて進められている国の政

策、規模拡大と機械化、ロボット化の流れについ

て大型設備投資と農家のリスクについてどのよう

に見ているかお伺いいたします。

①、大規模化と集落人口減少への対応について。

離農などによる農業集落の減少にどう歯どめをか

けていくのか、集落維持には大規模面積の経営体

と小規模のところの適度な融合が必要ではないか。

双方が生計を立てられて混在することで、集落が

維持できるものと考えます。一定の規模拡大は時

の趨勢としても、小規模農家も生き残れる施策を

講ずべきと考えるが、いかがでしょうか。近年の

離農農家数や対策についてお伺いいたします。

②、多品種少量作付農家への支援策について。

消費者は多品種、少量消費です。多くの種類の農

産物を地元産品で賄えるのは、私は大変貴重なこ

とだと常日ごろ思っております。多品種少量作付

は、農家としては手間もかかることですが、地場

産の生産物を多品種つくられる農家への支援策も

検討してはどうかと考えております。消費者ニー

ズに合致した高付加価値型産地の育成を目指して

内需拡大によって安全、安心な農産物の供給とこ

れからは輸入品と区別した店頭販売を市としても

より以上に推奨していくべきではないかと思いま

す。小規模農地活用・高付加価値型農業による地

域づくり支援事業、これは北見市、佐呂間町、津

別町も近隣自治体では行われているところであり

ます。当市において小規模農家、特に兼業農家へ

の支援事業メニューはどのようなものがあるかお

伺いいたします。

小項目（２）、市内での農業生産物活用、消費

喚起、販売促進等の考え方について。名寄市の地

産地消の推奨の活動状況と名寄市食のモデル地域

実行協議会の議論状況についてどのような論議が

なされているかお伺いしたいと思います。

また、朝市あるいは青空マーケット等を１カ所

でやることによる相乗効果などを検討してみては

どうかと思いますが、この点についてお伺いいた

します。

次に、大項目２の名寄市の総合交通体系のあり

方についてでありますが、名寄市では平成２３年

３月に策定された名寄市地域公共交通総合連携計

画に基づいて、車を持たない市民でも移動可能な

地域の足の確保に努められていると考えておりま

す。

そこで、小項目（１）の通学生の行事などにも

対応できる生活交通の確保についてお尋ねいたし

ます。近年普通列車の減便によって日中時間帯に

走る列車本数が減らされ、また長年のスパンの中

で普通列車の快速化移行に伴い、高速化の反面、

停車してほしい駅でとまらなくなり、下車できな

いなどの列車を利用している市民にとって使いづ

らい、利用しづらい環境も生まれてきております。

また、ＪＲ北海道の経営を維持する経営安定基金

の貸付利息の利率の引き下げに伴う運用収益の減

により、ＪＲ北海道の経営そのものが窮屈になっ

ており、乗車率の低い路線への廃線、減便が進め

られております。こうした中で、つい先般の台風

水害によるＪＲ根室線や日高線における橋梁の流

失などでその負担を自治体に求められる、廃線か、

高額な自治体の負担を受け入れての運行継続かと

の二者択一の選択を突きつけられる、こういう事

象も考えられるわけであります。近年の異常気象、

そして特別豪雪地帯の当市としては、だからこそ

複数の交通手段が準備されていることが必要であ

ると思っております。

現在名寄高校の列車通学者は１０１人、産業高

校同じく６３人、バス通学は名寄高校３１人、産

業高校３９人と合計すると列車１６４人、バス７

０人の２３４人が近郊から市内に通ってきており

ます。私は、市内中心部まで安心して通うことの

できる交通体系の確立は行政としての基本的なサ

ービスであると考えますし、生活交通の確保の観

点から農村、郊外に居住する市民、学生も含めた
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交通弱者に対する市内のデマンド化路線の拡大、

拡充を図っていくべきだと考えておりますが、こ

のあたりについてどのようにお考えかお尋ねいた

します。

小項目（２）、ＪＲ宗谷本線問題についてです

が、利用状況の悪い８区間として宗谷本線名寄―

稚内間が道内６番目に挙げられております。２番

目のＪＲ石勝線夕張支線、新夕張―夕張間は２０

１９年３月で廃止が決まり、３番目とされる留萌

線の一部区間、留萌―増毛間も２０１６年１２月

４日の最終運行を最後に廃止となることが決まり

ました。本市としてもこれまで宗谷本線の運行維

持を求め、沿線自治体とともにＪＲ北海道や道や

国への要請等行われておりますが、この間の取り

組みについて御報告をお願いいたします。

大項目３、名寄市役所の今後の考え方について、

小項目（１）、分庁舎方式の統合の考え方につい

て。当市も合併から１０年たち、分庁舎方式で今

日まできておりますが、分庁舎方式の不便さも市

民から指摘されているところであります。第２次

総合計画の中で庁舎のあり方について調査研究を

進めるとされておりますが、これまでとってきた

分庁舎方式で市民ニーズに十分応え切れていたか

どうか、課題についてお伺いしたいと思います。

また、コンパクトシティーを志向する中で、分

庁舎方式は一定の見直しが必要になっているので

はないかと考えますが、見解についてお伺いした

いと思います。

小項目（２）、建てかえ計画と予算づけについ

て。これまで長寿命化計画で改修等を行いながら

対応されておりますが、名寄庁舎が建築後４８年、

風連庁舎が３６年となります。耐震診断において

も耐震強度不足の不安を抱えております。今すぐ

どうこうというわけではないですが、今からしっ

かりとした計画を練っていく必要性があるのでは

ないでしょうか。特に予算づけについても原資が

なければ計画も立てられないわけで、基金の積み

立てなど今後の考え方についてお伺いしたいと思

います。

また、今後１０年間の間でどこまでを展望する

のか、見通しについてお伺いします。

大項目４、空き家対策について、小項目（１）、

空き家のデータ集積状況と現在までの対策実績に

ついて。空家等対策協議会条例が本市において施

行されたのが本年４月１日とまだ日が浅いわけで

ありますが、空き家等に関するデータ集積状況は

どの程度進んでいるのか、またこれまでの空き家

対策等の実績についてあればお伺いしたいと思い

ます。

小項目（２）、電線などにかかる立ち木対策に

ついて。空き家周辺の立ち木が電線や通信ケーブ

ルにかかっている場合の処理などについて、近ご

ろの台風や異常気象に備えるという立場から、枝

払いや芯とめ、伐採などの適宜な対策についてど

のように考えているかお伺いしたいと思います。

大項目５、住民票の取り扱いについて、小項目

（１）、名寄市立大学学生の住民票の扱いについ

て。他の市町村から見えている名寄市立大学学生

のうち、名寄市に住民票を置いている学生はどの

程度いるかお知らせいただきたいと思います。

また、入学時の転入届提出の啓発はどのように

行っているかお伺いいたします。

小項目（２）、国勢調査人口と住民基本台帳人

口の差について。平成２７年１０月の当市の国勢

調査人口は２万 ０６０人、１万 ０８３世帯で

あり、住民基本台帳人口は２万 ７６０人、１万

３７８世帯、これは平成２７年９月末のもので

す。国勢調査は、住民基本台帳と比較して人口で

３００人多く、世帯数で ２９５世帯が少なくな

っております。この結果をどう分析しているかお

伺いしたいと思います。

小項目（３）、住民票移動の法的根拠と転入届

提出促進対策について。住民基本台帳法に基づい

て、住民票移動は取り扱われていると思いますが、

転入は１４日以内に届け出を出すことになってお

り、遅延の場合は過料を科せられる場合もあると
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規定されております。当市における転入届提出の

促進、啓発等の対策はどのように行っているかお

伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 佐久間議員からは、

大項目で５点について御質問をいただいておりま

す。大項目１は私から、大項目２、３と大項目５

の小項目２は総務部長から、大項目４と大項目５、

小項目３は市民部長から、大項目５、小項目１は

大学事務局長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、大項目１の農業の振興策に関して、小項

目の１の①、大規模化と集落人口減少への対応に

ついて申し上げます。ＴＰＰの影響額については、

北海道における影響額では道内農林水産物の生産

額全体の三、四％に当たる４０２億円から５９８

億円程度目減りするとの試算を公表しており、特

に酪農、畜産での影響が大きいものとしておりま

す。名寄市においても小麦、てん菜、牛肉や牛乳

が影響を受けるものと想定しており、ＴＰＰ批准

も不透明であることから、影響額においては慎重

に分析作業を行い、算出してまいりたいと考えて

おります。国の施策で推進されている各種施策に

おいては、民間も含めて推進されておりますが、

施設の建設には初期投資として多額の費用を要す

るものやイニシャルコストやランニングコストの

低減等に研究課題があるものと考えておりますの

で、名寄市の農業状況を勘案しながら取り組み状

況を見守ってまいりたいと考えております。

次に、市の農業においては、農業者の高齢化、

担い手不足により農地の集約化が進んでおり、農

林業センサスの販売農家戸数によりますと平成２

２年に７１４戸でありましたが、平成２７年には

５９３戸となっており、１２１戸減少となってお

ります。現在策定中の農業・農村振興計画では、

１０年後の生産農家戸数を現在から１００戸程度

減少することが想定されることから、その対策や

施策の検討を行っているところですが、生産者の

今後の営農状況としては生産規模拡大を目指して

いく方、現状維持をして高収益作物等を取り入れ

ていく方、規模を縮小していく方などが考えられ

るところですが、農家人口をできるだけ減らさな

い取り組みとともに、生産者の農業収入を確保し、

再生産可能な収入の確保が必要だと考えておりま

す。特に高齢農業者の就農期間を少しでも延長す

るために農作業負担が少ない軽量作物の導入に向

けた試験研究と栽培技術の普及に取り組んでまい

ります。

次に、小項目１の②、多品種少量作付農家への

支援策についてお答えします。農業者の生産方式

にはさまざまな作付体系があり、小面積で多品種

を作付している生産者や品目を絞って作付されて

いる生産者など多様な生産活動が行われておりま

す。販売方法につきましても生産者同士で共同し

ての直売所やインターネットを活用しての販売方

法も行われているところです。小ロットの農産物

におきましては、道北藤田生鮮市場を通じて市内

の個店等で販売が行われており、市内で名寄産農

産物のコーナーが設けられているなど安心、安全

な農産物が市民の皆様に提供されているものと考

えております。

また、農作物の支援策としては、市の単独での

支援は困難な状況でありますが、国の経営所得安

定対策事業により畑作物の直接支払交付金、水田

活用の直接支払交付金等により支援が行われてお

り、引き続き有効活用に努めてまいります。

北見市等で実施されている小規模農地活用・高

付加価値型農業による地域づくり支援事業は、人

口減少、高齢化の進展に伴い、増加する耕作放棄

地を利活用して農業活性化と地域コミュニティー

形成の推進を目的に福祉関係のＮＰＯ法人が主体

となって農産物栽培、加工技術の取得、人材育成

事業等が取り組まれているところです。耕作放棄

地の一つの研究課題として考えてまいります。

次に、小項目２の市内での農業生産物の活用、
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消費喚起、販売促進等の考え方についてお答えし

ます。地産地消の推進につきましては、生産者、

農協、行政を初め消費者や商工業者におきまして

名寄産農産物消費拡大における取り組みやＰＲ活

動が行われております。また、８月の産業まつり

や１１月の地産地消フェアｉｎなよろを通じて名

寄産農産物を初めとして加工品等の取り組みを市

内外に向けてＰＲを行っております。また、市内

加工グループ等によりトマトジュース、ピクルス、

みそ等の販売活動や直売グループにおける農産物

販売を通じた取り組みが進められております。名

寄市食のモデル実行協議会では、もっともち米プ

ロジェクトとしてモチ米に特化して市内外に向け

てのＰＲ活動を含めて取り組んでいるところです。

直売グループが各箇所で開催している朝市や青空

マーケットの統一につきましては、それぞれのグ

ループの思いや開催を楽しみにしている市民もい

ることから、まずグループ同士の交流活動を通じ

て御意見を伺ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２及び３並びに大項目５のうち小項目の２

について申し上げます。

初めに、大項目の２、名寄市の総合交通体系の

あり方について、小項目の１、通学生の行事など

にも対応できる生活交通の確保についてでありま

すが、市内のバス路線につきましては現在名寄地

区中心部を循環する路線が３系統、市内中心部と

郊外及び周辺自治体を結ぶ路線が７系統、さらに

デマンド型のバスとして郊外と市内中心部を結ぶ

路線が１系統、合わせて１１の系統が市民生活を

支える公共交通として運行してございます。名寄

地区中心部の循環線につきましては、昨年度まで

３年半にわたる実証運行及び利用促進を行ってき

たコミュニティバスが運行しており、循環線３路

線を合計した推計では実証運行以前と比較して利

用者が増加をしているほか、公共施設や名寄地区

中心部へのアクセス手段として市民の方々に定着

しているものと認識をしているところでございま

す。

一方で、農村地域を中心とした郊外につきまし

ては、公共交通の利便性が低い地域が存在すると

ともに、運行中のバス路線につきましても時代と

ともに利用状況が変化をし、利用者の減少などに

よりまして大幅な赤字運行となっている路線も多

く、市の補助金の額も増加している傾向にあると

ころでございます。このような現状を踏まえた地

域全体の公共交通のあり方につきましては、既存

のバス路線の見直しやデマンド型バスなどの新し

い交通体系の導入などを含めた再編が必要である

と認識をしているところでありまして、バス事業

者とも協議の上、地域の移動手段の確保とともに

運行の効率化も図ることができるよう調査研究を

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、ＪＲ宗谷本線の問題につい

て申し上げます。宗谷本線をめぐる動きにつきま

しては、本年３月にＳきっぷフォーの販売終了、

名寄駅ツインクルプラザの廃止が行われ、特急列

車の老朽化に伴う特急区間短縮の考えが示されま

した。あわせて全道的に乗車人員の少ない駅が示

され、駅廃止の検討対象となり得るとの説明もご

ざいました。このような情勢変化に伴い、本年５

月２６日に沿線１０の自治体が参加をし、宗谷本

線沿線自治体市町村長意見交換会を開催したとこ

ろでございます。ＪＲ北海道、上川、宗谷の両総

合振興局を加え、宗谷本線の維持に向けて自治体

とＪＲ北海道が情報を共有して前向きに取り組む

ことで一致をしたところでございます。その後宗

谷本線の維持存続に向けたＪＲ北海道への支援を

求め、名寄市長が会長を務めます宗谷本線活性化

推進協議会では本年７月２５日に北海道議会、北

海道交通政策局、北海道運輸局へ、さらには７月

２７日には国土交通省へ中央要望を行ってきたと

ころでございます。また、上川２３自治体で構成
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をします上川総合開発期成会におきましても７月

２６日に同様の要望を行ってきているところであ

り、今後も宗谷本線活性化推進協議会を中心とし

ながら活動を展開してまいります。

続いて、大項目の３、名寄市役所庁舎の今後の

考え方についてでありますが、小項目の１、分庁

舎方式の統合の考え方と小項目の２、建てかえ計

画と予算づけにつきましては関連がございますの

で、一括して申し上げたいと思います。まずは、

現在の庁舎についてでありますが、平成１８年３

月の合併に向けた両市町の合併協定では、将来の

新市の事務所の位置については地理的状況などを

踏まえ、新市において改めて協議をし、それまで

の間は両庁舎を有効活用することとし、平成２１

年度から２３年度にかけて両庁舎の大規模改修を

行い、老朽化した庁舎の延命を図りながら現在に

至っているところでございます。

また、耐震診断は名寄庁舎、風連庁舎それぞれ

平成１４年、２２年に実施しておりまして、その

結果はほとんどの階層でＮＧの判定となり、とも

に耐震改修工事が必要な状態であることが明らか

になったことから、工事の実施について検討を行

った経緯がございますが、将来につきましては改

めて第２次総合計画において検討するとしたこと

から、現庁舎の耐震化は見送ってきているところ

でございます。

分庁舎方式による課題といたしましては、効率

的な行政運営の面から庁舎の維持管理経費の重複

や会議、打ち合わせ時における職員の移動時間の

ロスなどの点が挙げることができるかというふう

に思いますが、分庁舎方式をやめ一方の庁舎を総

合庁舎とした場合、もう一方の地区には支所を置

く必要があり、現庁舎を引き続き使用すると仮定

しますと電気代や暖房費などの光熱水費において

一定の削減が見込めるものの、維持管理費全体で

は大幅な削減効果は得られないと考えているとこ

ろでございます。また、仮に庁舎を統合する場合

であっても現在のいずれかの庁舎に統合すること

が職員数と施設規模から困難であることから、必

然的に新庁舎の建設あるいは現庁舎の増改築など

が必要となり、多額の経費を要することとなりま

す。いずれにいたしましても、庁舎の今後のあり

方につきましては重要な課題の一つであり、時間

をかけた丁寧かつ慎重な議論が必要と認識してお

りますので、第２次総合計画を進めていく中で近

隣市の状況も参考にしながら庁舎のあり方につい

て調査研究を進めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。

なお、基金につきましてはその用途、目的を定

めて積み立てるものと認識しておりますので、庁

舎のあり方や方針の検討にあわせて協議を進めて

まいりたいと考えております。

続いて、大項目５、小項目の２、国勢調査人口

と住民基本台帳人口の差について申し上げます。

国勢調査と住民基本台帳の数値に差が発生する要

因として、まず人口につきましては国勢調査の調

査対象が住民基本台帳登録の有無にかかわらず、

１０月１日の基準日に常住している者となるため、

仕事での長期滞在、長期入院、また学生寮や宿舎

から通学している学生など本市に住民登録をして

いない方についても調査対象となるため、それら

の方も含め、調査員の方々に適切かつ丁寧に調査

いただいたことにより、住民基本台帳の９月末人

口を上回る調査結果となったものと認識をしてお

ります。

一方、世帯数についてでございますが、国勢調

査世帯数が住民基本台帳世帯数より少ない結果と

なっておりますが、要因といたしましては世帯数

の考え方に違いがございまして、国勢調査では社

会福祉施設１施設を１世帯として扱うこととなっ

ておりますが、住民基本台帳では入所者一人一人

がそれぞれ世帯数となるため差異が生じ、国勢調

査の結果が少なくなったものと推察をしていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。



－60－

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

４、空き家対策についてと大項目５の住民票の取

り扱いについてのうち小項目３の住民票移動の法

的根拠と転入届提出促進対策について申し上げま

す。

初めに、小項目１の空き家のデータ集積状況と

現在までの対策実績につきましては、冬期間にお

ける空き家の屋根に積もった雪の状況や人の出入

りなどについて平成２６年度に調査を行いまして、

管理されていないと思われる家屋は８１戸という

結果となりました。その後の空き家の把握状況で

は、主に市民からの苦情や通報等の情報提供をも

とに市が調査、管理不全と思われる空き家の軒数

が２０軒、市からの指導やみずから除却された建

物が１１軒、そのほか空き家が再利用された軒数

が３軒となっており、現在集積されている管理が

行き届いていない空き家は８７軒となってござい

ます。この情報は、電子地図上に所有者や相続者

の情報、これまでの経過などの情報とともに登録

をしており、庁内の関係部署との情報共有が可能

となっております。また、管理不全の個々の家屋

の状態につきましては、北海道が積雪寒冷地を考

慮した判断基準を示したことから、今後はこの基

準によりまして特定空き家等の認定調査を行って

まいりたいと考えております。

次に、空き家対策の実績ですが、市民や関係機

関からの苦情や通報を受け、所有者あるいは相続

者等に対して文書、電話など現状についてお知ら

せをし、空き家の適切な管理や必要な修繕等対応

についてもお願いをしてきております。実績件数

では、平成２６年度では３件で、内訳としまして

は屋根トタン、建材の飛散が１件、倒壊の危険が

１件、防犯関連が１件で、その後の対応はそれぞ

れ３件とも解体済みとなってございます。平成２

７年度では７件で、内訳としましては屋根トタン、

建材飛散が６件、落雪の危険が１件となっており、

対応状況につきましてはそれぞれ解体や修復、撤

去等の対応をしていただきました。平成２８年度

は既に１０件で、内訳としましては屋根トタン、

建材の飛散が７件、立ち木等が１件、落雪の危険

が２件となっており、対応状況は解体や修繕、撤

去等の対応済みが６件、残りの４件につきまして

は所有者死亡に伴う相続人等管理責任のある方の

調査中または文書などの通知に対する返事待ちと

なってございます。

次に、小項目２の電線などにかかる立ち木の対

策につきまして、苦情や通報等がありましたらま

ずは現地を確認し、危険な状態である場合はその

土地の所有者等に対し伐採や枝払いのお願いと電

線等を所有している事業者へ状況等を通報し、適

切な対応をお願いすることになります。この対応

につきましては、建物同様立ち木につきましても

個人の財産であり、管理責任は所有者にあること

から、適切に管理をしていただく必要があります。

万が一倒木等で被害が発生した場合につきまして

は、被害者に対して賠償責任が発生する場合もあ

りますので、これらのことも含めて所有者の方に

説明をし、適切な対応をお願いしてまいりたいと

考えております。

続きまして、大項目５の住民票の取り扱いにつ

いてのうち小項目３、住民票移動の法的根拠と転

入届提出促進対策について申し上げます。住民票

移動の法的根拠につきましては、住民基本台帳法

第２２条の中で市町村内に住所を定めた場合、１

４日以内に転入届をしなければならないとされて

おり、ここの部分が法的根拠と考えておりますが、

この場合、住所等は生活の本拠と民法第２２条で

は定義をされてございます。民法が定める生活の

本拠につきましては、明確な定義はございません

が、最高裁の判決の中では仕事、日常生活、財産、

家族、コミュニティーなどの客観的事実と居住者

の意思を尊重して判断するのが相当であるとし、

単身赴任の方や学生などは御本人が生活の本拠を

どこにするのかの判断によりまして、住所を移動

しない選択も正当とされております。しかし、本

年６月に施行された公職選挙法の改正によりまし
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て選挙権年齢が引き下げられたことやマイナンバ

ーカードの普及など、住所の移動に伴い正確な住

所変更の届け出が行われることによるメリットも

大きく、利便性の向上につながる状況がございま

す。また、総務省から文部科学省を通じて各高等

学校に対して進学等に伴い住所を移動する学生に

正確な住所変更の届け出が行われるよう促し、住

民登録が行政サービスの基礎となる重要な情報で

あることを周知するよう依頼をしてございます。

市といたしましても住民票を移していただくこと

で名寄市に愛着を持っていただき、最終的には名

寄市で活躍をしていただける人材の確保につなげ

ればとの思いもあります。

転入届提出促進対策について質問をいただきま

したが、住所の定義そのものについてさまざまな

議論があり、名寄市に転入された方が名寄市に住

民票の転入届を提出しているか、実態として把握

が不可能なため、これまで同様ホームページでの

呼びかけを掲載するほか、広報などでも住所変更

の制度について周知を図るとともに、御相談を受

けた際には個別の状況を丁寧に聞き取り、適切な

対応を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） 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５点目、住民票の取り扱いについてのうち

小項目１点目の名寄市立大学学生の住民票の取り

扱いについてお答えをいたします。

市立大学では、学生の入学前に入学手続に必要

な書類の一つとして住民票の提出を求め、本人確

認をしておりますが、入学後は連絡先など現住所

の把握はしているものの、住民票の提出までは求

めておりませんので、名寄市に住民登録をしてい

る学生がどの程度いるかについては正確に把握を

しておりません。

なお、参考までに申し上げますと、日本学生支

援機構の奨学金貸与手続には住民票の添付が必要

になっており、本年度入学した学生１９６名のう

ち５ ６％の１１１名が貸与手続を行い、そのう

ちの２ ８％の３２名が名寄市に住民登録をして

います。また、栄養学科の学生が卒業時栄養士免

許を申請する際に添付する住民票では、本年３月

の卒業生３８名のうち５ ３％に当たる２１名が

名寄市に住民登録をしておりました。

次に、入学時における転入届提出の啓発活動に

ついては、入学生全員に配付をする学生生活に関

するガイドブックに転入届の手続について記載を

するとともに、オリエンテーションの際に手続を

説明し、啓発を行っております。本年６月に施行

された公職選挙法の改正により、選挙権年齢が１

８歳以上に引き下げられたことも踏まえ、今後は

さらに啓発活動を推進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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたから、可能な限り順を追って再質問し

たいと思います。

まず、ＴＰＰの関係の影響調査でございます。

御答弁いただいたように、酪農、畜産、畑作農家

のダメージがかなり大きいと。名寄における影響

額も慎重に分析して算出するということですから、

ぜひ取り組みを急いで明らかにしていただきたい

というふうに思います。特に畑作は、てん菜ある

いは小麦、大豆、カボチャ、バレイショ、小豆、

スイートコーンなど名寄の主力産品で作付面積の

大きなもの、あるいは生産量の大きいもの、こう

いったものを種類ごとに道の試算方法等に準じて

行うべきではないかというふうに思いますし、そ

れから乳製品については加工乳の影響は多岐にわ

たることから算出が難しいのかもしれませんけれ

ども、生乳で計算をするという方法もありますか

ら、まずは影響額を出すべきではないかというふ

うに思っています。

それで、私何でこんなに影響額にこだわるかと

いうと、国内の飲食品に関して１次産業の生産段
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階の産出額が国内では約１０兆円なのに対して、

第２次、第３次の製造加工だとか流通販売を経た

最終額というのは約７倍の７４兆円というふうに

言われているのです。つまり逆に考えれば、名寄

においても１次産業の産出額が減ってくればその

７倍の経済のダメージにつながりかねないと、そ

ういう危機感を持っておりますから、ぜひしっか

り取り組んで名寄の経済の発展に生かしていただ

きますよう再度影響額の調査の関係について御答

弁をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今佐久間議員から御

指摘いただいたとおり、１次産業にかかわる影響

が出るということでございますので、道も含めて、

近隣、類似市町村も含めて調査をさせてもらいま

して、早期に影響額の算定を行ってまいりたいと

思いますので、御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひその方向でお願

いしたいと思います。

それと、植物工場の関係について触れたのです

けれども、イニシャルコストだとかランニングコ

ストの低減に課題があると。ここら辺の御答弁に

ついては、私も同じ認識に立つものというふうに

考えております。それで、植物工場の例を挙げま

したのは、十分な研究データもそろわない中で、

莫大な国費を費やして、またプロジェクトに参加

した農家の皆さんにも大型設備投資をやらせるこ

とによって多大な借財を背負わせて、あげくは倒

産という、こうした行政のミスリードがあっては

ならないという、そうした見地から申し上げまし

た。

それで、①の大規模化と集落人口減少への対応

についてなのですが、先ほどの御答弁で現在策定

中の農業・農村振興計画のお話がありました。１

０年後の生産農家戸数を１００戸程度の減少を想

定しているというふうにお話あったわけですが、

平成２７年度の農家戸数について、先ほど５９３

戸という御回答かなというふうに思っているので

すが、私は経営体数としては６２４の経営体があ

るというふうに認識しておりますが、それでいい

のかどうなのかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほど答弁させても

らった部分につきましては、農林業センサスによ

る販売農家ということで限って調査をさせていた

だいています。そういった意味で、そこでは統計

上５９３戸ということでございまして、さまざま

な農家戸数のものがありますけれども、さっき答

弁させていただいた部分はセンサスの部分という

ことで御理解お願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） そうしますと、平成

２２年が７４７経営体でありまして、それから平

成２７年５９３ということで、この５年間で１５

４戸ほど減少していることになりますけれども、

そういう認識でよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 減っていっている部

分については、そういうことで徐々に減っている

という状況は先ほどのセンサス等の部分で御紹介

させていただきましたけれども、確実に農家戸数

は減少しているという意味では、今議員がおっし

ゃられていました数値の部分に私承知してござい

ませんで、先ほど言いました農林業センサスの部

分でということで、そういう認識でございますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平成２２年の７４７

経営体というのは、これ名寄の農業委員会のほう

で出している数字なのです。そして、先ほどお話

ありましたように平成２７年が５９３経営体だと

いうことになりますと、引き算すれば１５４戸と

いうことになるわけで、少し調べてみたら平成１

２年から平成２２年で見ると農家戸数の減少とい
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うのは９９件だったのです。それがここ５年間、

２２年から平成２７年までの５年間で１５４戸の

減ということで、そうすると先ほどお話あった１

０年後の生産農家戸数を１００戸程度の減少を想

定という見通しは、これはかなり甘くなるのでは

ないかと。甘い見通しではないかと。倍以上の農

家戸数の減少が危惧されるのではないかというふ

うに思うのですが、そのあたりはどうお考えなの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） その関係も今議員が

おっしゃった相当数の戸数が減少するという認識

は私どもも持っておりまして、減少の幅は１００

戸程度ということでございますので、さらに詳細

は検討委員会なども含めて御相談させていただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） かなり相当な勢いで

離農が進んでいるということで、私は小規模農家

あるいは兼業農家への支援を厚くしていかないと

離農はとまらないのではないかと、このように考

えております。

それで、平成１７年と、それから平成２２年の

比較で見ますと、経営規模が ３ヘクタール未満

の農家、これは多分自分の自家用のものを食べる

分ぐらいのものを残しておいて離農された方かな

と思うのですが、ここが２７戸ほどふえているの

ですけれども、あとそれ以外のところは１０ヘク

タール未満の離農者というのがもうかなり多くな

っております。そして、ふえているのが２０ヘク

タールから５０ヘクタール以上の農家というふう

になっておりまして、農地の集約化が進んでいる

というふうに私思っているのですが、ぜひ１０ヘ

クタール未満の経営体に絞った離農の抑止対策と

いいますか、農業活性化対策、これをとっていっ

ていただきたいというふうに考えております。ち

ょっと時間ないので、答弁欲しかったのですが、

あとのものと一緒にもしあればお願いしたいと思

います。

それと、多品種少量作付農家への支援策という

ことで、これは複数作物の作付というのは近年の

気象変動、それからこういう農業経営のリスクを

軽減するという観点からも重要だというふうに思

っております。先ほど紹介しました北見、佐呂間、

津別での小規模農地活用の支援事業、これは時間

ないので、余り言えないのですけれども、例えば

近くにあります東京農大の専門家による栽培や加

工の指導だとか、それから野菜ソムリエによるレ

シピ作成アドバイスだとか、中小企業診断士によ

る商品開発提携先確保、あるいは商談先のリサー

チ法だとか、バイヤーとの知り合うためのハンズ

オン、つまり体験学習支援、それから金融機関の

ほうでは販売展示先の紹介だとか、それから商談

時の説明資料作成方法のアドバイス等々、まだた

くさんあるのですけれども、名寄においてももち

ろん似たような取り組みもあります。しかし、結

構やっていることを見たときに、同じように活用

できる面もあったり、それから形を少し変えて離

農抑止対策、農業の活性化対策に学んで生かせる

面もあるというふうに私考えておりますが、この

あたり含めていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほど言ったこの事

業に関しては、耕作放棄地を有効活用するという

観点では総合的に取り組まれているということは

認識しておりまして、そういった内容については

参考になる部分があるのかなというふうに思って

ございます。また、先ほど申し上げましたとおり

さきの農業・農村の検討委員会の会議の中では、

ＪＡの委員さんからは名寄市内５０歳未満の方で

３５％で約６割の農地を持っていらっしゃるとい

うことでございますので、そういった部分で農村

コミュニティーという部分で小規模、中間農家が

いなくなるということになるとここにも影響が出

るということで、そういった対策についても危惧
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の御意見が出されておりますので、それらを含め

て検討素材としているところでございますので、

よろしくお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今の御答弁で、ぜひ

積極的に進めていただきたいというふうに申し上

げたいと思います。

それと、市内での農業生産物の活用だとか、消

費喚起、販売促進の考え方についてなのですけれ

ども、ぜひこれ多品種生産を伸ばしていく、ある

いは高付加価値型産地の育成にもつなげていくと

いう面から、今やられております青空市場だとか、

それから朝市、こうやっているのですけれども、

これらを統合してやっぱり買う人と顔が見える形

というか、つくっていくべきではないかというふ

うに思うのです。先般やられた風連の取り組みな

んかもかなり大勢の人が集まられたというふうに

思っていますし、それから函館の朝市に私も赴い

たことあるのですが、あそこが観光名所化してい

るというのもやっぱり最初は駅の片隅での野菜の

立ち売りから始まっているのです。それが露店化、

露天商みたいな形になって、そして今の現在のと

ころに、若松町に市が土地を提供して、そこで今

の歴史を育んでおりますから、ぜひそういうこと

を積極的に考えていただきたい。少しおもしろく

してほしいと思うのです。楽しくないとやっぱり

事業というのは続けられないし、離農もとめられ

ないのではないかというふうに私思っております。

これは御答弁は要りません。

次に、名寄市の総合交通体系の関係で先ほど御

答弁いただきました。それで、名寄市の高齢化率

３０％超しておりますから、ますます総合交通体

系のあり方というのは重要なテーマになっていき

ますし、それから今後もこれは掘り下げてやって

いかなければならないところなのですが、農村郊

外から市内中心部まで安心して通うことのできる

交通体系の確立というのは急務だというふうに思

っております。もちろん予算面もありますが、多

様な観点から進めていくべきではないかと。スク

ールバスの混乗化だとか、あるいは自家用有償旅

客運送制度、これは公共交通空白地有償運送とい

うことで白ナンバーで運送もできるというもので

す。それから、ここなどもコスト面だとか、委託

先がない場合の交通手段として考えられるのです

が、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今公共交通について

ということで、特に郊外については多様な手段も

含めて検討すべきではないかという御意見をいた

だきました。具体的な事業方法についても提言も

いただいたというふうに思っております。私ども

も先ほど述べたように、市街地の路線については

コミュニティバスで一定の検証、さらには工夫を

凝らしてさせていただいたというふうに思ってお

りますが、郊外については議員が言われるように

まだ課題もあるなというふうに思っておりますの

で、これについてはまずはどのような工夫ができ

るのか、調査研究してまいりたいというふうに思

っております。今議員が言われたようなさまざま

な手法も含めて今後検討してまいりたいと思いま

すが、ただ公共交通を進めるに当たって幾つか押

さえておかなければいけないところがあると思い

ます。これは、１つは行政だけではなかなか進ま

ないという部分です。１つは、交通事業者が当然

おられますので、そことの協議あるいは調整が必

要になると。今提言いただいた方法の中には、地

域の皆さんに御協力をいただかなければいけない

方法もございましたので、そういったところの御

協力がいただけるのか、あるいは調整がつくのか、

その方法が効果的なのかを含めてさまざまな視点

から調査研究を進めてまいりたいと思っておりま

すので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ＪＲ北海道の関係で

加藤市長にお伺いしたいというふうに思います。
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ＪＲ北海道は、７月２９日、単独での維持が難

しい路線をこの秋にも公表して沿線自治体などと

存廃を含めた協議を始めるというふうに発表しま

した。それで、宗谷北線もこれは俎上に上る可能

性もあって、利用者や市民の不安はかなり高まっ

ております。それで、これ以上北海道の鉄路を剥

がさせない、廃止させない、存続を求めるという

立場で、ぜひ矢面に立っている全道の自治体と連

携をとって超党派で北海道の選出の国会議員も動

かして、お力をおかりして、改めてまた国、国土

交通省への働きかけを強力に進めていただきたい

というふうに思うのですが、市長もこれまでそれ

ぞれ推進協議会の会長として各方面に要請されて

おりますから、その際の感触についてお話しいた

だきたいことと今後の決意をお伺いいたしたいと

いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど答弁させていただ

きましたが、７月２５日と２７日に宗谷線の活性

化協議会で札幌にある北海道のところと、あと運

輸局、さらには２７日には国土交通省の鉄道局に

お邪魔をして要請活動を行っております。国のほ

うは、国土交通省のほうは当時は事務局も入れて

４０人ぐらいの人数で要請活動を行っておりまし

て、そうした危機感も含めて重く受けとめると。

しかしながら、やっぱりこれまでＪＲ北海道民営

化して以降も国としては必要な手段を講じてきた

というスタンスは今のところ崩していないという

ふうに思います。ＪＲ北海道の今の経営状況、あ

るいは今現在のスタンスを鑑みても、やはり国が

かなり踏み込んだ、あるいは抜本的な策を講じて

いかない限り、宗谷線も含めた鉄路の維持は私は

難しいだろうというふうに考えています。引き続

き先ほど佐久間議員がおっしゃったように、我々

は積雪寒冷、特別な豪雪地帯というところでの鉄

路の重要性だとか、あるいは稚内は日本の一番最

北で、いわば国境と面している場所でもあって、

そうしたことからの国土保全の観点からの鉄路と、

さらには先ほどもちょっと出ましたけれども、き

た北海道ルートというのが国土交通省、観光局で

今回指定をされましたけれども、これは札幌から

稚内までと。当然これ鉄路も含んでの観光ルート

ということでありまして、この動きと全く逆行す

るお話になっているのでないかと。そんなことも

地元の声としてしっかりと届けながら、要請活動

をこれからも続けていきたいというふうに思って

います。１０月の頭に北海道市長会のほうで連携

して要請活動をすることを決めておりまして、私

もここに参加をさせていただきますし、宗谷線の

活性化協議会でも引き続きまた改めて要請活動を

行っていく所存でありまして、粘り強く今後とも

国あるいは国会議員の先生、あらゆる機関に要請

活動を行っていきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

市の商工振興策について外２件を、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

３件、６項目について質問を行います。

最初に、市の商工振興策、市街地の活性化への

取り組みから順次お伺いをいたします。名寄市に

本店を持つ市内金融機関がこのほどまとめた上第

２・四半期の上川北部地域別経済動向調査による

と、業況は無難に推移しているものの、依然とし

て人手不足の状況が続いている上、消費者の購買

力は低く、業況は相変わらず厳しいものの、上第

１・四半期のやや低調から普通に回復したと分析

をしております。とはいえ、経済活動の拠点でも

ある市街地の沈滞や停滞という名の長いトンネル

からいまだ脱却できずにいる景況感は、低調から

普通に回復した業況感とはほど遠く、活性化を模

索する市内商工機関からは市街地の公有地の利用

を図る私案の提言も行われるなど、市街地の活性

化への期待感が高まりを見せています。新年度以

降に向けた商工振興策、市街地の活性化策につい

て御答弁をお願いいたします。
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次に、少子化対策から、子育てと家族支援のネ

ウボラについてお聞きをいたします。表題に掲げ

たネウボラは、余り聞きなれない言葉ですが、フ

ィンランドで取り組まれている子育て支援拠点ネ

ウボラを指し、アドバイスもしくは助言するとい

う意味合いがございます。ネウボラ事業は、結婚、

妊娠期から育児期まで継続して母親だけではなく、

子供や父親も寄り添って話を聞き、家族全体の支

援を行っていくものです。結婚、妊娠、出産、育

児の切れ目のない支援、不安のない子育て環境を

目指す名寄版ネウボラの事業の取り組みについて

御答弁をお願い申し上げます。

続いて、妊娠、特定不妊治療、一般不妊治療に

ついてお聞きをいたします。妊娠による出産、育

児は、極めて私的な家庭の問題であると同時に、

その子が名寄市の２１世紀の社会を担っていくこ

とを考え合わせれば妊娠、出産、育児は社会的な

意味合いを伴ってまいります。安心して安全に子

供を産み育てることができるように、高額負担と

なっている妊婦の定期健診費の助成について御答

弁をお願い申し上げます。

また、子供が欲しいのにできない、しかし子供

は欲しい、不妊治療はタイミング指導や薬、人工

授精、体外受精、顕微授精などさまざまな治療法

があり、目覚ましく進歩している反面、大方の受

診者は心身ともに大きな負担を強いられています。

排卵誘発剤など一部保険が適用されるものもござ

いますが、保険適用外の治療が多く、ほとんどが

妊娠まで多額の治療費を自己負担しているのが現

状でございます。そこで、国などの助成制度とは

別に名寄市独自の不妊治療の助成制度の創設によ

り、不妊で悩む市民の負担軽減について御答弁を

お願い申し上げます。

次に、ふるさと納税の再構築についてお聞きを

いたします。平成２０年度からスタートした名寄

市ふるさと納税は、大学、天体、雪、医療、その

他の５事業に区分されています。スタートから６

年間は２０件前後で推移してきた寄附件数も２７

年度は９８６件と約５０倍にまで倍増、寄附金額

は ２０８万円と６年間平均金額の約１０倍強に

まで増加をいたしました。これは、２６年度から

寄附に対する記念品、いわゆる返礼品贈呈事業が

スタートしたこと、あわせて税制改正による税額

控除が２倍に改められたことに起因していると考

えます。ふるさと納税は、その手法や取り組み方

のいかんによっては飛躍的な向上が期待できます。

新たな仕組みづくりによる再構築で、前述の少子

化対策の自主財源として、また地に足をつけた人

口減対策の具現化に向けた取り組みとしてお考え

を御答弁をお願い申し上げます。

最後に、市民の声から、台風被害の検証と今後

の災害対策についてお聞きをいたします。観測史

上１週間のうち３つ、さらには新たな台風も加わ

って４つの上陸、接近で矢継ぎ早に発令された名

寄川、天塩川の河川氾濫情報を初め、大雨、洪水

警報、避難指示など夜半から未明にかけては多く

の市民の皆様も十分な防災対応もできずにいたの

が実態でした。今回の台風上陸に伴う被害状況等

については調査中とのことでございますが、今後

の想定外、予想を超える災害に対応するため、被

災地域の声を取り入れた検証について、また市民

の皆さんが名寄川及び天塩川の水位を見るために

現地へ足を運んで被災する事故や危険回避のため

に市のホームページで閲覧できる両河川に水量計

の目盛りが見えるテレビカメラの設置等について

の考え方についてそれぞれ御答弁をお願いいたし

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） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 大石議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１については私から、大項目２の小項目１及

び２については健康福祉部長から、大項目２の小

項目３及び大項目３については総務部長からそれ

ぞれお答えいたします。

まず初めに、大項目１、市の商工振興策に関し
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て、小項目１、活力ある商工業振興策等からにつ

いてお答えいたします。本市においては、平成１

１年から徳田地区に商業及び娯楽施設が開設され

て以降、名寄地区中心街店舗数の減少数も加速し、

さらには大型店の進出も重なり、ＪＲ名寄駅前を

中心とした市街地の空洞化に歯どめがかからない

状況が続いております。本市では、中小企業振興

条例に基づき、名寄、風連地区の都市計画用途地

域の商業地域に位置する、いわゆる中心市街地に

おいて商業等の活性化を図るため、関係機関及び

中小企業振興審議会の助言等に基づき、市独自の

支援策を講じて商業地区の振興を図ってまいりま

した。具体的な支援メニューにつきましては、商

業地域内における店舗及び事務所の新築、増改築

費用、商店街環境整備にかかわる費用、店舗の家

賃、にぎわいづくりのためのコミュニティー事業

に対する助成制度などが挙げられます。今年度も

商店会を会場にして過去に実施されたイベントの

復活が取り組まれるなど、これまでもさまざまな

支援メニューが利用されてはおりますが、目に見

える形での活性化に至っていないのが現状であり

ます。そうした中、商工会議所からは商業地域内

にある市有地の有効活用策として公共施設の設置

を含めた官民連携事業の導入に関する提言があり、

本市といたしましても庁内に名寄市公共施設等検

討ワーキンググループを設置し、これらの提言を

含めて検討を始めたところであります。

今年度は、中小企業振興条例の一部を改正し、

支援制度の見直しを行いましたが、これらのメニ

ューの中では新たに創業支援を加え、新規開業事

業に対して資金的な後押しをするとともに、これ

まで事業所等からの相談、サポートの充実が求め

られていたことに鑑み、市、金融機関、商工団体

の関係機関が連携し、オール名寄でサポートする

体制を構築するため、産官金名寄市サポートネッ

トワークも設置いたしました。このネットワーク

により、それぞれの機関が持っている情報の共有

を行うことなどで事業者のニーズを的確に把握し、

今後の商工施策に反映、さらには相談体制を強化

する中で第２創業や事業承継などの後継者の課題

解決に向けて協議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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の名寄市の少子化対策に関して、小項目１と

２について申し上げます。

初めに、小項目１の子育てと家族支援のネウボ

ラから、名寄市版ネウボラについて申し上げます。

母子保健を取り巻く状況として、少子化の進行、

核家族化と地域とのつながりの希薄化から、悩み

を相談する相手がなく、不安感や負担感を抱えた

まま子育てをしているケースが年々増加している

現状にあります。名寄地区の地域的な特徴として、

転勤者が多く、母子健康手帳の交付については転

勤者の割合が約５割を占め、子育てに関する相談

相手がいないことなど育児が孤立化しやすい状況

になっております。フィンランド版ネウボラは、

家族にとっては妊娠がわかったときから子供が誕

生し、小学校に入るまで、家族の心身の健康にか

かわる全てのことを相談できるワンストップの拠

点であり、担当者と対話、面談を継続して行うこ

とで家族と担当者の間に信頼関係が築かれます。

ほぼ全ての家庭がネウボラを利用することで、困

る前につながる状況が生まれ、リスクの早期発見、

早期支援が可能になると言われております。

名寄市の母子支援の状況ですが、妊娠届け出に

よる母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票の

交付、初妊婦、経産婦を対象にしたお父さん・お

母さん教室、出産後生後ゼロから４カ月を対象と

したこんにちは赤ちゃん訪問、そして乳幼児健診

の実施により子供の疾病や発達のおくれを早期に

発見し、子育てに寄り添いながら虐待防止も含め、

子供の健やかな発育、発達を支援しております。

具体的な取り組みや状況として、平成２７年度よ

り保健師の地区担当制を導入し、市内を４地区に
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分けてそれぞれ二、三名の担当保健師を配置、母

子だけでなく個別の家庭全体を把握して、健康づ

くりを中心とした保健指導や支援を行っており、

特に地域の見守り支援が必要な場合は主任児童委

員を中心に相談できる体制になっております。

妊娠届け出の時期では、妊娠１１週以内の届け

出が９ ３％で、適切な時期に届け出がされてお

り、母子健康手帳を交付する際には出産後の育児

を行っていく上でのリスクの要因を把握し、支援

が必要な場合は医療機関や子育て支援サービス等

関係機関と連携して継続支援に努めております。

また、医療機関との連携においては母子健康手帳

を活用して出産時の情報や保健センターにおける

支援の内容を共有しており、医療機関からは支援

が必要な場合は療育支援連絡票が送付される体制

が構築されております。こんにちは赤ちゃん訪問

では、産婦及び新生児の１カ月健診の受診結果の

状況を確認しており、乳幼児健診における未受診

者がいた場合は家庭訪問や保育所等での相談を行

うなど対象者全員への状況確認を行っております。

平成２７年１０月２７日に乳幼児とその保護者

を対象に親子の居場所づくり、子育て支援の場と

して、名寄市地域子育て支援センターひまわりら

んどが市内中心部に常設されました。子育てに関

する悩みの相談や子育てコンシェルジュによる市

内の幼児教育、保育施設、地域の子育て支援に関

する相談や情報をお伝えする医療者支援事業を初

め、利用者の希望に沿った講座等を開催し、多く

の親子に御利用をいただいております。また、青

空保育事業として月に１度名寄市立保育所の所長

が市内の公園等を利用し、保育を行い、幼児教育、

保育施設を利用されていない親子を中心に御利用

をいただいているところです。今後とも妊娠、出

産、育児の切れ目のない包み込むような支援を行

い、母親の心身の健康サポートや子供の健やかな

成長と発達の支援を行うことにより、安心して子

供を産み、育てることができるような取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の妊娠、不妊治療への助成、支

援策から、妊娠及び特定不妊治療、一般不妊治療

等について申し上げます。初めに、妊婦に係る定

期健診費の助成についてでありますが、妊婦と胎

児の健康管理を目的として、実施時期や回数、検

査内容などは国の基準に基づき、母子健康手帳を

交付する際に妊婦一般健康診査受診票をあわせて

交付し、妊婦健診に係る費用負担の軽減を図って

おります。また、道外へ里帰りした場合も償還払

いとして利用者の不利益が生じないように対応し

ております。平成２１年度より５回から１４回に

健診回数が拡大され、さらに償還払いを導入して

以降、当市においては健診未受診のまま出産に至

ったケースは発生しておりません。妊婦一般健康

診査は、北海道知事が各自治体を代表して北海道

医師会及び助産師会と協定を結び、道内の医療機

関並びに助産所においては統一した検査項目や検

査費用で受診することが可能となり、受診者の状

況や医師の判断により検査が追加される場合も一

部ありますが、交付された受診票を利用して名寄

市立総合病院を受診される場合は、全額無料で受

診できる体制となっております。平成２７年度の

名寄市における出生のうち７割が名寄市立総合病

院において出産していることもあり、現在実施し

ている助成内容を基本と考えております。また、

妊娠確認のための受診に係る経費のほとんどは保

険適用されており、名寄市立総合病院の場合では

０００円から ０００円の自己負担となってお

り、現在のところ費用の助成は考えておりません。

次に、特定不妊治療、一般不妊治療に対する市

独自の助成の考え方についてでありますが、少子

化対策の一つとして不妊治療のうち体外受精及び

顕微授精については１回の治療費が高額であり、

その経済的負担が重く、十分な治療を受けること

ができず、子供を持つことを諦めてしまう方も少

なくないことから、不妊に悩む夫婦への治療の経

済的負担の軽減を図るため、平成１６年度に国が

特定治療支援事業を創設し、北海道が事業主体と



－69－

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

なり、北海道特定不妊治療費助成事業を実施して

おります。平成２８年度より対象範囲、助成回数

等が変更され、助成限度額１回１５万円が初回の

み３０万円と引き上げられ、安心、安全な妊娠、

出産の観点から対象年齢が４３歳未満となり、通

算助成回数が初回４０歳未満で６回まで、初回４

３歳未満で３回までとなり、同時に北海道の単独

事業により第２子以降の不妊治療への助成拡充が

図られました。

名寄市民の申請状況ですが、平成２６年度で１

１件、２７年度で７件の方々が助成制度を利用し

ており、不妊に悩む方への妊娠、出産支援につな

がっております。道内における各市の単独助成の

状況ですが、特定不妊治療では平成２８年度当初

で政令市、中核市を除く道内３２市中２１市が助

成を行っており、道の助成金を控除した額に対し

上限を設けて助成を行い、費用負担の軽減を図っ

ております。また、一般不妊治療では２市が助成

を行っております。名寄市におきましては、現在

母子健康手帳交付の際に不妊治療の有無を聞き取

りし、治療経過やニーズを把握しており、今後こ

の聞き取り結果を踏まえて当市の実情に合った効

果的な助成のあり方について検討してまいります。

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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の３、ふるさと納税の再構築から、少子化、子育

て支援対策などについて申し上げます。

ふるさと納税制度は、ふるさとを応援したい、

ふさとに貢献したいという納税者の思いを具現化

するため、平成２０年度に国において制度化され

ました。本市では、制度開始初年度から取り組み

を始め、平成２６年度からは新たに１万円以上の

御寄附をいただいた方に対して本市の特産品を１

点、３万円以上の御寄附をいただいた方には２点

贈呈するふるさと応援寄附記念品贈呈事業をスタ

ートさせました。事業の実績についてであります

が、平成２７年度は実件数で９２５件、寄附額で

２０８万 ２１５円、平成２６年度は同じく実

件数で７３３件、寄附額で １８７万 ３８８円

となっておりまして、記念品贈呈事業開始前の平

成２５年度の３１件、１５５万 ８００円と比較

しますと大幅に増加しているところでありますが、

今年度これまで５カ月を経過した時点におきまし

ては、この２年間と比較しますと低く推移をして

いる状況にございます。当市といたしましては、

この事業を通じて安全、安心な農作物やおいしい

スイーツなど地域ブランドとしての知名度アップ

につなげていくとともに、自主財源の確保策とし

ても有効な施策の一つとして考えておりますので、

今後は全国的にもアクセス数の多いふるさと納税

専用サイトをより一層活用してのＰＲや新たな特

産品の選定、３万円以上一律の上限枠を見直し、

高額納税者を取り組むための記念品などの検討も

行ってまいりたいと考えております。あわせて現

在条例で定められております使途指定５事業の中

身につきましても検証を行い、使途指定事業の追

加や細分化なども含めた全体的な見直しの必要性

についても検討してまいります。

次に、大項目の３、市民の声から、小項目１の

台風被害の検証と今後の災害対策について、初め

に①の地域の声を取り入れた検証で双方向の視点

について申し上げます。近年の自然災害は、激化

の一途をたどり、過去に例のない大雨や複数台風

の連続した北海道通過など、私たちがこれまで経

験をしたことがない気象現象が頻発をしておりま

す。昨年の関東・東北豪雨による被害から国土交

通省による全国的な避難を促す緊急行動、そして

水防災意識社会の再構築ビジョンの取り組みが始

まっておりまして、今後の取り組み目標を設定し、

迅速、確実な避難を主軸に防災対応を考えるとと

もに、これまで中小河川対策として取り組んでお

りました防災活動、水防活動につきまして、これ

からは大河川の氾濫に備えた水防活動が喫緊の課

題とされたことによりまして、新たなステージに

移行したものとの認識をしているところでありま
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す。このことから、名寄市では平成２８年３月末

に水害用のタイムライン案を旭川開発建設部と協

議の上作成をし、運用を図っているところであり

まして、さきの８月２０日から２３日にかけての

台風１１号、台風９号の対応では、これまでの災

害発生状況をもとに台風の接近前に土のう積みや

避難所の開設準備を行うなどタイムラインに基づ

いた防災活動を実施したところでございます。こ

れからの防災対策といたしまして、住民と双方向

の視点ではこれまでの災害時に情報提供をいただ

いた過去災害の対策や町内会の避難計画に基づい

た避難所の指定、開設などの対応がありましたが、

今後さまざまな防災対策に柔軟な対応が可能とな

るよう防災体制の整備や災害発生の情報の円滑な

共有などを継続して実施し、自助、共助を主軸と

した地域の防災力向上のため、関係機関、そして

住民の方々、自主防災組織など全てが同じ方向で

自然災害に向き合っていくことを目標とし、地域

防災会議の中の検討を経て取り組みを進めてまい

ります。

次に、②、河川の水位の見える化について申し

上げます。河川の水位につきましては、国土交通

大臣による洪水予報指定河川、知事による水位周

知河川にそれぞれ水位計が設けられており、名寄

市では天塩川と名寄川がその対象となっておりま

すので、北海道開発局のホームページにあります

河川のサイトから河川リアルタイム情報や川の防

災情報から確認をすることができます。水位の危

険度には、水防団待機水位、氾濫注意水位、避難

判断水位、氾濫危険水位がございまして、防災関

係機関が住民の避難や水防活動の目安として設置

しているものであります。水位情報は、避難行動

における一つの目安として活用できますが、避難

行動には気象や上流の状況、さらには堤防の構造

など総合的な判断が必要なことから、見た目だけ

の水位で自己判断してしまいますと大変危険な状

況が生じたり、避難しないことにつながってしま

うことなどが懸念されるところであります。この

ことから、あくまでも参考として河川リアルタイ

ム情報を御利用いただき、自治体から発信される

避難情報やテレビのデータ放送を優先し、御利用

いただくことがより安全でありますことから、今

後とも継続して周知、啓発を図ってまいります。

また、河川の増水時に河川を見に行くことによ

る事故が全国的に多発しております。平成２６年

８月の大雨では、神奈川県山北町で３名が流され

る事故があったほか、過去には平成２０年７月２

８日の神戸市の都賀川で児童ら５人が増水した川

に流されて亡くなるという大変痛ましい事故が起

きました。このときは、上流で降った大雨により

わずか１０分で川の水位が１メートル３０センチ

も上昇したとされております。本市におきまして

も河川管理者がパトロールしている際に川を見に

来た住民に声かけをしているとの報告を受けてお

りますが、増水した河川に近づかないことが大原

則であり、必ず守っていただきたい事項でありま

すので、今後とも啓発及び指導を強化してまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

これから再質問を行ってまいりたいと思いますが、

順序どおりというふうにはならないかもしれませ

んが、あらかじめ御承知おき願います。

最初に、活力ある商工業振興策からお聞きをし

てまいります。冒頭について御答弁をいただきま

したが、今定例会の行政報告の中で、商工業の振

興というセクションの中で融資関係について触れ

ておられました。それによると、経営資金は件数

で２２件、金額で１億 ９２０万円、前年同期比

で８件増、１６ ５％増というふうになっていま

す。また、設備資金では１７件、１億 ２３３万

円で前年同期比５件増、あるいは金額では ５５

０万円増となっているというような報告がござい

ました。こうした融資の件数、設備と経営資金、



－71－

平成２８年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

それぞれ件数、金額ともアップしているわけです

けれども、名寄の市況という観点から見た場合、

この融資の増というのはどのように分析をされて

おられるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました融資の関係なのですけれども、昨年より

融資の件数が増加しているということで、中身を

見させていただきますとちょうどそれぞれの施設

の更新ということでの融資が多いということで、

全体的に経営の拡大というよりは既存の経営の中

の設備的な更新の部分が多いというのが実態とな

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

続いて、矢継ぎ早に質問させていただきたいと

思いますが、先ほど答弁の中でも名寄の経済サポ

ートネットワークと。これも行政報告の中にござ

いました。それについてはちょっと御説明があっ

たかなと思うのですが、産官金と。相談体制を充

実させていきたいと。中小企業振興条例に基づい

て事業承継、あるいはそういった体制を組んでい

きたい、充実したものにしていきたいというお話

でございましたけれども、６月に立ち上げて今後

このなよろ経済サポートネットワークが果たして

いく役割というのはかなり重要なものになってい

くだろうと思うのですけれども、具体的にネット

ワーク事業として効果が見られるだろうというよ

うな事例というか、そういったものはもう上がっ

てきているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の産官金サ

ポートネットワークにつきましては、６月から立

ち上げさせていただきました。その中で今回議会

の中で議決していただきました中小企業の振興条

例の一部改正ということで、これに伴いまして支

援メニューも改正させていただいたということで、

それらの支援メニューを今までは行政も一般の事

業所向けに周知させて、商工会議所、商工会も関

係機関も周知させていただきましたけれども、金

融機関もそれぞれの事業所のほうでお取引をして、

それぞれの事業所のいろんな相談とかを受けてい

るということで、今までなかったのが金融機関か

らの事業等への周知ということで、その部分を今

担っていただく部分も含めて産官金ネットワーク

をつくらさせていただきました。実態的な効果と

いう部分に、実際の部分はちょっとわからないで

すけれども、今現在今回支援メニューで新たに創

業ということで、今まで事業を営んでいる方でな

いと支援メニューが当たらなかったということな

のですけれども、事業を営んでいらっしゃらなか

ったもの、新たに名寄市内で企業や創業をしたい

場合についての創業メニューということを設立さ

せて支援メニューをつくらさせていただいた中で、

まだ実際の御利用はないのですけれども、相談件

数が現在のところ３件、私どものほうの市のほう

にも相談に来ていただいております。その部分に

ついて金融機関も含めての実際的ないろんな情報

を聞いたということで、それらが伝わったという

ことで、今まで創業に対する支援メニューがなか

ったので、市に直接御相談ということがほとんど

なかったのですけれども、メニューができたとい

うことで、実際に事業を営むかどうかは別なので

すけれども、相談が６月から３件市内のほうに来

ているということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ効果を上げ

つつあるというお話でございますので、周知を徹

底してさらに拡大につながるような行動をとって

いただきたいなと思うのですが、この質問では最

後になるのですけれども、冒頭で質問申し上げた

とおり、市内の商工団体から市内の遊休地を使っ

た複合施設というような御提言がございましたけ

れども、こういったことを含めて今後ともいろん

な団体のほうから提言なり提案なり行われてくる

可能性もあるだろうというふうに考えるのですけ
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れども、こうした市民を巻き込んだ、あるいはそ

ういう関係機関も巻き込んだ市街地の活性化とい

うことで、ぜひとも取り組んでいただきたいなと

思うのですが、こうした取り組みについては具体

的な私案みたいのはお持ちなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今お話ありまし

た関係機関のほうからの御提言もあったというこ

とで、私どものほうで先ほどの産官金ネットワー

クではないのですけれども、中でも話題に上って

いるのが今回支援メニューの中で新たに仕事、市

内で起業していただく方に対するメニューをつく

ったのですけれども、先ほど答弁の中でありまし

たように今現状で御商売をされている方に少しで

も長く御商売していただくということ等含めて事

業承継という部分が今近々の課題になっておりま

して、その中で金融機関が先行してそれぞれの事

業所の部分を含めて相当事業承継に対する相談と

かも事業に取り組んでいるということで、それら

の部分について今回そういうサポートネットワー

クをつくりましたので、事業承継等に対する具体

的な取り組みを含めて、検討を含めて取り組んで

いきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今水間室長のほうか

らお話があった事業承継、その事業承継、例えば

Ａという業者の方が年齢的な問題、いろんな後継

者の問題も含めて、例えばの話ですよ。事業を畳

みたい。同じ業種、事業で新たに起こしたいとい

う人がいると。そういうやめたいという方と新た

に起こしたいという人とのマッチングというので

しょうか、コーディネートというのでしょうか、

そういったものを金融機関がやるのか、商工会議

所がやるのか、名寄市がやるのか、どうなのでし

ょう。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今現状としては、

先ほどお話しさせていただいたように、金融機関

は先行してそういった部分に取り組んでおります。

ただ、今までの中ではそういった全体的に産官金

が連携して取り組むという体制がありませんでし

たので、基本的には連携して取り組むというのが

最善の取り組みだと思っておりますので、それら

を含めて先ほどから何回も申し上げていますよう

にサポートネットワークが連携を図りながら取り

組んで、全体で、オール名寄で取り組んでまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、そういう

事業承継にかかわる事案については今後そういう

サポートネットワークの中で検討あるいは詰めて

まいられるというような意味合いでお伺いをいた

しました。

ちょっとここで順番変えて台風被害についてお

伺いをしてみたいなと思います。午前中にも御質

問があったので、重複は避けたいなと思うのです

けれども、今も１６号が接近して九州、四国に大

変な被害をもたらしているという、テレビのニュ

ースでけさほど見てまいりましたけれども、河川

の水位について再度お伺いをいたします。カメラ

の設置は、国や道の所管でなかなか名寄市が取り

つけるわけにはいかないというようなニュアンス

で受け取りましたけれども、私も開発局のホーム

ページを見まして、画面を見ました。画面はリア

ルタイムではなくて静止画像で、かなりタイムラ

グがあるというような余り臨場感のない画像でご

ざいました。画面も３掛ける４センチぐらいで非

常に小さい画面で、なかなか見づらいなというの

がありました。なかなか河川管理者が名寄市でな

いということもあって、勝手にカメラを取りつけ

て量水計をカメラで中継するというわけにもいか

ないでしょうけれども、もう少し水位が的確に判

断ができて、部長のほうからもお話がありました

けれども、堤防伝いに親子で見に行くだとか、高

齢者がパークゴルフ場に冠水しているところに足

を運んで水位の状況を見に行くというのを現実に
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私も見ておりますので、先ほどのお話がありまし

た１０分ぐらいで３０センチも増水するのだなん

ていう万々が一のことも考えますと、開発局のホ

ームページを見て、天塩川、名寄川の河川を見て

いくというような、なかなかネットサーフィンに

なれていないと見られないというのがありますの

で、できるのであれば名寄市のホームページにリ

ンクしていただくことが可能なのかどうなのか、

その可能性についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま水位の見え

る化についてということでいただきました。先ほ

ど申し上げたように、水位というのは非常にいき

なり上がる可能性があるということです。さきの

台風も名寄市街のほうについてはさほど雨量があ

りませんでしたけれども、実は風連地域の被害等

についても隣接するまちに多く降った雨などの影

響によって被害が起きたというのもありますので、

その場の見た目だけではなかなかわからないと。

さまざまな要素を判断していかないと、判断が難

しいというところはあるのかなというふうに思っ

ています。その一つの材料となるのが今大石議員

が言われた水位の見える化ということだというふ

うに思います。ただ、これ先ほど申し上げたよう

になかなか複数の要素で判断をしなければいけま

せんので、一概に全ての市民の皆さんが見て判断

することがいいかどうかについては、ここは少し

議論のあるところかと思います。私どもは、でき

れば慎重に判断をいただいて、市なりの避難指示

に基づき、避難情報に基づいて判断いただきたい

というのが考え方でありますが、ただなれた、精

通された方もおられると思いますので、そういっ

た意味ではテレビが設置されるのも一つの方法か

と思っています。ここは、今言われたように河川

管理者のほうが設置をするというのが基本的な部

分でありますので、名寄市が独自に設置をすると

いうことについてはなかなか難しい部分があるか

と思いますが、ただ、今国のほうもこの間の災害

の状況を受けて、先ほど申しましたように水防災

意識社会再構築ビジョンというところで随分取り

組みを見直してきているところがあります。その

中では、今年度から皆さんのお持ちの携帯のほう

でも先ほど言ったような画面が見られるような取

り組みを進めるというような話もありますし、テ

レビの設置についてもそれが天塩川、名寄川につ

くかどうかについてはわかりませんけれども、全

国的な中では見える化を進めたいということで、

そこら辺についても検討してまいりたいというよ

うな動きがございますので、名寄市独自に設置す

ることについてはなかなか難しいものがあります

が、そういった国の動きなども留意をしながら、

その動きを注意深く見守ってまいりたいと思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

最後に、災害のところでお聞きしたいのですけ

れども、天塩川は国内で第４位の長大河川ですか

ら、堤防だとか、そういうような築堤の技術はか

なり進められているのだろうなと思うのですけれ

ども、先日の新聞で読んだところ、名寄は３０年

来大きな洪水、水害に遭っていないみたいなニュ

アンスで伝えられておりましたけれども、天塩川

の天塩岳源流なのでしょうけれども、ずっと流れ

の中で堤防の破壊といいましょうか、損壊といい

ましょうか、そういったものは全然起きていない

のだろうと思うのですけれども、決壊が起きてい

ない。たまたま起きていないのか、それとも完全

に起きないようにしているのか、これから先ほど

部長がおっしゃっていたように想定外、想像を超

える雨量があったときに天塩川の氾濫あるいは名

寄川の氾濫というのはあり得ないのかどうなのか、

この辺いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 近年来想定を超える

気象現象が起きているということでありますし、

天塩川等についても国は１００年に１度の災害に
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備えて整備をするということで進めてきています

ので、その言葉をかりれば絶対に起きないという

ことはないのだというふうに思っていますし、逆

に言うと市民の皆さんも含めて絶対安全だという

意識ではなくて、常にそういう意味では危機感を

持っていただくことが重要なのかなというふうに

思っています。天塩川の中でも支流も含めてであ

りますけれども、無堤地区もまだございますし、

改修が全て終わっているわけでございません。特

に国の中では、重要巡視箇所でしたか、ちょっと

言葉は正確に覚えていませんけれども、リスクの

あるところについては市町村も含めて巡視をする

というような、こういった取り組みを行ってござ

いますので、今後もそういった取り組みを進めな

がら、できるだけリスクの高いところについては

しっかりと確認をし、市民の皆様に適切な情報が

提供できるような形で進めてまいりたいと思って

おりますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） もう一回お聞きした

いのですが、名寄川あるいは天塩川で長い流域の

中で決壊する危険性の高い箇所はあるのかないの

か、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 済みません。先ほど

来ちょっと言葉が正確に思い出せなくて申しわけ

ないのですが、その重要何とかという箇所につい

ては例えば１００年に備えたときに堤防の高さが

どうだとか、そういったところがうたわれている

ものがありますので、一定程度の対応はされてき

ておりますし、先ほど言った水防災意識社会の再

構築の中で堤防の天端を舗装して災害をおくらせ

るというような、そんなような手だてもとられて

おりますので、さまざまな手だてはとられており

ますけれども、言われるような危険な箇所につい

ても全くないというわけではないということで御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと１点、２点になるかなと思いますが、防災

情報についてちょっと確認をさせていただきます。

部長の答弁の中でも水位のところでお話があった

のですが、水防団の待機水位、氾濫危険水位、避

難判断水位、判断注意水位と。レベルが１から４

ぐらいまである。だけれども、従前の警戒水位、

特別警戒水位、危険水位、計画高水位、氾濫の発

生と、こういった５レベルぐらいの情報もあわせ

て今回テレビのテロップの中で私見ていました。

そして、私もスマホの中で防災情報が出るように

してあるのですけれども、大雨、洪水警報、避難

警報といろいろ警報の種類が錯綜していまして、

一体どの時点で避難をすべきなのか、判断に迷う

市民も大勢いるのかなと思うのですけれども、警

報の内容について簡単に御説明いただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） お答えの前に先ほど

ちょっと言葉が思い浮かばなかったところなので

すが、重要水防箇所というところでございます。

これ市内でいきますと、掘削の不足しているとこ

ろが４カ所あるということであります。先ほどち

ょっと言葉が思いつかないで申しわけありません

でしたが、おくればせながら報告させていただき

ます。

今避難勧告等の種類ということでありましたが、

これは防災計画のほうの中でも記載をさせていた

だいているところであります。法改正に伴って呼

び方等が少し変わっている部分がありますが、複

数の要素があるということでお含みいただきたい

と思います。水位が氾濫注意水位を超える場合に

ついては避難準備情報を出すということでありま

すし、水位が避難判断水位を超えた場合につきま

しては避難勧告を出すと、このような形でそれぞ

れ水位に応じて、当然ほかの要素も含めての判断

というのがありますが、この水位を一定の判断基

準としてそれぞれ避難勧告等出させていただくと

いうことでありますので、御理解いただければと
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思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 最後に、防災でもも

う一点だけお聞きをしたいと思います。

私は、８月１７日以降の防災情報携帯にずっと

残っているのですけれども、そういったものを見

ていくと、最初の１７でしたか、ちょっと最初の

発令が出たときに内淵のほうに行く用事があった

ものですから、名寄大橋を車で通行したのですけ

れども、そのときちょうど天塩川も流れているの

ですけれども、携帯でいただいた情報よりは水位

がそんなに河川敷に冠水しているわけでもないの

で、伝えられるほどの水位ではなかったなという

ふうに少し安心した記憶があるのですけれども、

こういった微妙なタイムラグで発令される情報と

いうのはどこが発信してどのようにマスコミに流

れてテレビやスマホに流れるのか、この経路につ

いてお教えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難情報等の発信の

考え方ということになるかと思いますが、ここは

先ほど言ったように単純に水位だけが全ての要素

ではないというのがあります。先ほど言ったよう

に、これから見込まれる気象情報などもあります

し、当然河川の管理についての考え方もあります

ので、ここは防災担当のほうで例えば気象台のほ

うに気象情報の確認をする、あるいは絵で出てい

る部分はありますが、河川管理者に確認をする、

あるいは警察なども含めて、消防も当然一緒に詰

めておりますけれども、それら関係機関と打ち合

わせをしながら必要な情報を発信しているところ

でありますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 発信元はどこになる

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、防災本部が

立ち上がれば本部長が行うということになります

ので、本部長については加藤名寄市長でございま

すので、市長名で発令をさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 次に、少子化対策に

ついてお聞きをしてまいりたいと思います。

ネウボラについては、田邊部長のほうからるる

懇切丁寧な御答弁をいただきましたので、私のほ

うから繰り返してお話をする必要はないかと思い

ますが、ところで最初の御質問でも申し上げたと

おり、結婚、妊娠、出産、育児というこの過程の

中でお話をすると、出産前、産前についてネウボ

ラはかなり手厚い仕組みが出ています。例えばど

んなのというと、望まない妊娠とか、あるいは計

画していない妊娠、あるいは思いがけない妊娠と

いう、そういうふうに妊婦さんが抱えている不安

というものを産前の中で対応している機関という

のは名寄市の場合どうなっているのでしょう。ケ

アはどうなっていますか。

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） 名寄市の場合に

つきましては、経済的な理由によりまして妊娠が

継続されないような場合についてはこれまでも妊

婦一般健診の回数を１４回にふやしたり、また乳

幼児の医療費ですとか、ひとり親の医療費の子供

たちに対しては無償化ですとか、一部助成の拡大

などを行いながら、経済面では御支援を申し上げ

てきたところでもありますけれども、妊娠が継続

できない理由については経済的な理由ばかりでは

なくて、未婚ですとか、また若年というような理

由によりましてできない場合、出産をちゅうちょ

されるような場合があるかとは思っております。

思いがけない妊娠を誰にも知られず相談したいで

すとか、妊娠や出産にかかわるお金のことが心配

であるとか、もしくは出産後に育てていくことが

できるか心配だとか、こういったさまざまな悩み

をお一人で抱えていられる方もいらっしゃるので

はないかと考えております。妊娠ですとか出産に
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関する相談窓口といたしましては、名寄市はまず

もって保健センターがございますし、またこども

未来課に家庭児童相談員を配置しております。ま

た、道の施設では保健所ですとか、それから児童

相談所がありますが、平成２７年７月１日からは

全国共通ダイヤルの３桁の番号１８９、いち早く

ということで、全国の児童相談所の窓口につなが

るような制度にもなっております。これらの相談

窓口に悩みを抱えた女性の方々がつながり、１人

で悩んでいることがないように関係機関と今後一

層連携をさせていただきながら、またネットワー

ク化を図りながら相談窓口の周知啓発に努めてい

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

名寄市独自では、まだかゆいところにまで手は

届いていないのだなという、そういう意味合いで

捉えさせていただきましたが、部長の答弁の中で

妊娠届け出についての届け率みたいのをおっしゃ

っていたかなと思うのですけれども、妊娠しまし

たよというふうに来ますよね。それの届け率みた

いなのをおっしゃっていたかなと思うのですが、

もう一度御答弁いただけますか。

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） 妊娠の届け出と

いうのが１１週以内に届けていただくということ

が母子保健法でしたか、定められておりまして、

それについてはたしか９０％以上の方々が適正な

時期に届け出ていただいているということを申し

上げたと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） １００％ではないの

だなというところで改めて確認をさせていただい

たのですが、妊娠の届け出を全ての妊婦が行うわ

けではないのだなということを今改めて確認をさ

せていただいたのですが、だからどうだというふ

うに言われるとあれですけれども、妊娠の届け出

をしていただくために何らかのインセンティブが

あってみると、また妊娠届を促進することにもな

ろうかなと思うのですけれども、いかがですか。

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） 今申し上げたの

は、９ ３％の方が１１週までの適切な時期に届

けていただいているということでありますので、

それ以降届けていただいている方もいらっしゃる

ということでありますので、限りなく１００％に

近い方々が母子手帳を受け取られているというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、特定不妊治療についてお伺いをして

まいりたいなと思いますが、私も男性ですからそ

んなに詳しくはないのですけれども、今特定不妊

治療を受けていくと１回につき上限で３０万円助

成があるということなのですが、実際に１回のか

かる費用というのが６０万円から７０万円ぐらい

と。その差額たるや３０万円から４０万円あると。

それは、不妊に悩む御家庭、御夫婦は自己負担を

している。１回で済めば、１回で妊娠をすれば何

の問題もないのでしょうけれども、先ほどもおっ

しゃっていたように４０歳以上、あるいは４３歳

以上はもうだめだというような、そういうような

条件の中で限られた６回という中で不妊治療を受

けていくわけですけれども、いずれにしても１回

当たり６０万円から７０万円の治療費がかかると。

それを負担するというふうになると、いずれも若

い、子供が授からない御夫婦で負担をしていかな

ければならないということを考えていくと、かな

り経済的な負担が大きいと。

大変言いづらいところもあるのですけれども、

名寄は人口動態を見ていきますと亡くなる方のほ

うが生まれる方よりも大きいという自然減がこの

合併以来ずっと続いています。また、転出する人

が転入する人よりも多いということで、自然減、

社会減がいずれも多いということで、ちょっと１

０年間の人口推移を調べて見ましたらびっくりす
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るような数字が出てきました。過去１０年間で

８６８人減っていました。ですから、１０年間で

８６８人というと１年当たり２８０人、約３０

０人近い方が流出あるいは亡くなっているという

ような、簡単なアバウトな数字で申しわけないの

ですけれども、こういう数字が出てくる。６５歳

以上の方が激増していると。加えて先ほども申し

たように、転入が１０年間比較で、累計でやると

転出のほうが４３１人と。転入の８人を上回って

しまう。あるいは、出生も死亡届の死亡が上回っ

てしまうというようなびっくりするような数字が

出てきまして、着実に名寄市は自然減、社会減が

進んで、間違いなく人が減っているというのがわ

かりました。このために地に足をつけた自然増、

社会増を図っていくためには、名寄が若い人にと

って魅力のあるまちであると。そこで、産み育て、

子育てに励もうというようなまちづくをしていか

ないと、なかなか名寄市の人口動態を見ていく中

で自然増と社会増というのはあり得ないというふ

うに考えるのですが、部長、どのように考えます

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） 今の御質問も含

めて不妊治療の部分につきましては、少子化が進

む中、子供を産み育てることは個人や夫婦だけの

問題ではなくて、社会全体で取り組んでいくとい

う考えによりまして、国も不妊治療の制度を創設

したということであります。また、子供を欲しい

という願いがその希望をかなえることができるよ

うに、これから正しい知識の普及と不妊治療の周

知啓発に努め、早期に受診をしていただけるよう

な活動もしてまいりたいと考えております。不妊

治療の後押しとなる市独自の施策についても、子

供を望む方たちが今言われた安心して子供を産み

育てることを応援できるような形で、本市の実情

に合った助成策について検討させていただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 佐々木 寿
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