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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２３日（金曜日）午前１０時００分
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日程第１ 会議録署名議員指名
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日程第３ 報告第３号 平成２７年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２７年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について
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報告第４号 平成２７年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について
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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、

７番 高 野 美枝子 議員

１５番 高 橋 伸 典 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。

指定管理者における施設の管理運営について外

１件を、奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、順次質問

したいというふうに思います。

最初に、指定管理者における施設の管理運営に

ついて、昨年１２月の第４回定例会で名寄市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

第５条第１項第１号による公募によらない施設と

して指定管理者の指定の議決をしました社会福祉

法人名寄市社会福祉事業団における施設の管理運

営についてお伺いします。既にことしの第１回定

例回、第２回定例会、そして今定例会においても

各議員からも質問が出されていますが、改めて名

寄市が指定管理を行っている介護施設について、

３月の第１回定例会で介護職員が不足しているこ

とにより定員を充足させられない状況について市

長から報告がありましたが、その後の状況と現状

からの課題、問題点について、そして解決に向け

ての取り組みについてお伺いします。

次に、公契約条例制定に向けた取り組みについ

て伺います。これまでも公契約条例制定に向けた

質問が取り上げられていたというふうに思います

が、条例化については研究、検討をするという回

答だったかというふうに思います。そこで、その

研究、検討の状況についてお伺いいたします。

また、現在運用されている名寄市公契約に関す

る指針は、市が締結をする公契約において公平、

公正で透明性の高い入札と契約を実施し、品質の

高い適正な履行を確保した上で、地域経済の発展

と安心して働ける労働環境の確保を実現すること

を目標に具体的な措置を取り組むこととしていま

すが、安心して働ける労働環境の確保がどう図ら

れたのか、具体的な事例も含めてお知らせくださ

い。

また、予定価格どおりの適正な賃金水準の確保

が図られているかについてもお伺いし、壇上から

の質問を終わります。

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） おは

ようございます。奥村議員からは、大項目で２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、指定管理者における施設の

管理運営について、小項目１、社会福祉法人名寄

市社会福祉事業団における施設の管理運営につい

てお答えいたします。名寄市が設置し、指定管理

が行っております名寄市特別養護老人ホーム清峰

園では、現在介護職員の定数６０名に対し５１名、

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツで

は３７名の定数に対し３１名となっており、両施

設合わせて１５名の介護職員が不足している状況

で、清峰園では入所定員１００名に対し９０名の

入所、しらかばハイツでは入所定員８０名に対し

７０名の入所状況となっております。

介護士が離職する理由につきましては、出産に

よるもの、介護業務に向かないもの、家庭的な理
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由によるもの、体調によるもの、ほかの介護施設

に転職するものなどさまざまな要因によるもので

あります。

介護職員確保につきましては、平成２８年第１

回定例会終了後、事業団においては理事会を開催

し、介護職員が不足している現状について理事会

で共通認識を図り、理事会で出された意見をもと

に介護職員確保に向けて鋭意努力してきたところ

でありますが、依然として介護職員が充足されて

いない状況が続いているとの報告を受けていると

ころでございます。

社会福祉事業団の具体的な介護職員の確保に向

けた取り組みといたしましては、事業団ホームペ

ージを６月に開設し、施設の概要や職員募集など

情報提供を幅広く行ってきたところです。また、

高校生を対象としたハローワーク主催の企業説明

会にも参加し、特別養護老人ホームの業務内容の

説明や事業団のＰＲを行いました。さらには、平

成２９年３月に卒業する介護士の人材確保のため

に大学、専門学校、高校への訪問により各学校の

就職担当者と連携を図り、情報発信を行っている

ほか、ハローワークや新聞広告などを活用する中

で随時職員募集を行い、採用試験の回数もふやす

など職員確保に向けた取り組みを実施しておりま

す。

理事会の意見を踏まえ、事業団で働く介護職員

の仕事や職場状況を把握し、離職の防止や人材確

保を行うため働きやすい職場環境整備に向けた方

策を検討するため、デイサービスセンターに勤務

する介護職員を含めた９７名に対しアンケート調

査を行いました。事業団では、この結果を通じて

介護人材の募集、あるいは現在働いている職員の

離職防止といった観点から、引き続き対策を講じ

ることとなっております。

課題といたしましては、大学、専門学校を訪問

いたしましたが、ここ二、三年前から入学者が減

少し、各学校も定員の半分以下の学校が多く、少

子高齢化が顕著にあらわれており、新規卒業者の

介護職員確保はとても厳しい状況であると認識し

ているところでございます。

市といたしましてもこの問題に対しましては、

従来より市設置の特別養護老人ホームを初めとす

る社会福祉施設等を名寄市社会福祉事業団を指定

管理者として運営管理を実施させておりますが、

指定管理者に公益的法人等への名寄市職員の派遣

等に関する条例に基づき職員を３名派遣している

ことを初め、所管課でございます高齢介護課、地

域包括支援センターにおいて次の対応を行ってい

るところでございます。１つには、介護給付費等

費用適正化事業、いわゆるケアプランチェックで

ございまして、平成２１年度から居宅の介護支援

専門員向けに実施してきた本事業につきまして、

平成２６年度より特別養護老人ホームなどの施設

に対しても実施をしております。専門職団体に委

託し、理学療法士、社会福祉士、看護師などの専

門職とともに市職員も同席し、入所されている方

々の尊厳の保持と自立支援の視点で施設サービス

計画を計画担当介護支援専門員が立案できるよう

支援をしております。利用者に沿ったケアプラン

は、顧客満足度が高まり、職員の達成感にもつな

がるものと考えているところでございます。

２つ目は、リハビリ職の派遣でございまして、

平成２７年度より地域包括支援センターにおいて

実施しております地域リハビリテーション活動支

援事業を活用し、名寄市立総合病院の理学療法士、

作業療法士などを施設に派遣し、困難ケースのア

セスメントや介護方法などの指導を月１回程度行

っております。適切な介護方法を知ることにより

利用者の自立支援が図られることはもとより、職

員の負担軽減が図られていくものだと考えており

ます。

３つ目は、介護相談員の派遣で、平成２７年度

に介護相談員を臨時職員として配置し、養成研修

を実施した後、清峰園、しらかばハイツを含めた

市内の介護事業所を順次訪問しております。介護

相談員は、利用者から苦情や不満を聞き、単なる
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行き違いや情報不足によるものか、個人の好き嫌

いによる要望なのか、介護の質にかかわるものな

のか、虐待などに当たるのかなど事実確認を経て

見きわめ、御本人の助言や事業所側との意見交換

を重ねて問題のありかを提示し、サービスの質の

改善につながる提案を行う職種で、介護保険制度

の仕組みなど高齢者福祉に関する事項から高齢者

の心身の特性、コミュニケーション技法まで４０

時間に及ぶ内容の養成研修を受けており、本市で

は介護福祉士で介護支援専門員の経験者を配置し

ております。現在の訪問頻度は、１施設当たり月

２回程度となっております。

４つ目が事故等の報告、受理、疑義確認でござ

いまして、特別養護老人ホームは北海道指定介護

老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び同条例施行規則と北海道が定め

ました社会福祉施設等における事故発生時の報告

事務取扱要領により、北海道を初め市町村にも事

故発生時の報告を求めております。特別養護老人

ホームの指定権限は北海道にあり、北海道では重

大事故は直ちに、重大事故以外は３０日以内に報

告を求めており、本市においては市特別養護老人

ホームの設置者であることを鑑み、北海道への事

故報告の写しを市にも求め、所管課より必要に応

じて事故の検証などで疑義や不明の点がある場合

照会、訪問、聞き取りを行い、指定管理者が事故

などの発生要因や再発防止策の実効性を検証し、

入所者に対するサービスの質の向上及び施設など

の運営の適正化を図るための支援を行っていると

ころでございます。

今後指定管理者において人員が確保できない理

由を提示していただき、市としても必要な方策の

実施に対して強力に支援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） 続いて、大項目の２、

公契約条例制定に向けた取り組みについて、小項

目の１、公共工事における施工現場の労働環境の

改善と適正な賃金水準の確保について申し上げま

す。

本市では、平成２５年１２月１６日に名寄市公

契約に関する指針を策定し、適用を図っておりま

す。本指針では、市が締結する公契約において公

平、公正で透明性の高い入札と契約を実施し、品

質の高い適正な履行を確保した上で、地域経済の

発展と安心して働ける労働環境の確保を実現する

ことを目標としております。

御質問のありました労働環境の確保についての

主な取り組みといたしましては、１つ目として適

正な予定価格と工期の設定がございます。工事の

予定価格積算時には最新の道単価を適用し、市場

価格や経済動向も考慮した上で積算を行ってござ

います。また、工期につきましても無理なく安全

に作業に従事できるよう余裕ある工期設定を行っ

ており、適切な賃金水準の確保と長時間労働の改

善や安全確保を図るための方策を講じております。

２つ目につきましては、調査基準価格の引き上

げでございます。必要経費の確保を目的とした調

査基準価格において本年４月に改定がなされまし

た国の基準率について本市発注工事においても速

やかに適用し、人件費を初めとする経費を適切に

設定した価格とすることで低価格入札による賃金

へのしわ寄せがなされないようダンピング防止策

を図ってございます。

３つ目は、入札参加業者の社会保険等の未加入

対策でございます。本市における来年度以降の建

設工事入札参加資格審査の受け付け時より事業者

の社会保険への加入要件を追加しまして、法定加

入義務のある事業者への社会保険加入の徹底を図

ることを予定しております。

４点目につきましては、完成工事代金の支払い

の円滑化でございます。本年４月に事業者の資金

調達の円滑化を目的とし、名寄市発注工事に係る

工事請負代金債権譲渡の承諾等に関する事務取扱

を施行し、受注者が完成工事代金を金融機関など
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から直接支払いを受け、早期に代金債権を現金化

することを可能とする制度を整備いたしました。

この制度の活用により、下請代金や賃金の支払い

遅延の回避が期待できます。

今後とも指針に基づき、適正な労働環境の確保

に向け、具体的な対策を一層講じてまいります。

また、適正な賃金水準の確保につきましては、

入札時に積算内訳書の提出を義務づけており、設

計時の積算額との乖離がないか等の確認作業を行

っているところでございますが、支払い賃金につ

いては労使間での雇用契約にかかわる領域でもあ

りますことから、発注者といたしましては受注者

への指針の周知徹底を通じまして、関連法令など

の遵守と安定した雇用環境の確保について指導啓

発を強め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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁いただき

ましたので、再質問していきたいというふうに思

いますが、臼田部長のほうから公契約の関係で答

弁いただいたのですけれども、冒頭言いました条

例化に向けての研究、検討の状況についてという

ということについて答弁いただいていないかとい

うふうに思いますので、答弁お願いしたいと思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 大変失礼いたしまし

た。

公契約条例についての調査研究の経過というこ

とであります。私どももこの間先進的な自治体が

条例化をしているというところについては認識を

しておりますし、その内容についても調査をさせ

ていただいているところであります。条例の中で

は、野田市のように最低賃金に触れるところもご

ざいますし、違う自治体では理念としてそのこと

を条例として制定するところもあります。さまざ

まな条例がございますし、あるいは条例によらず

に名寄市のように指針で設けているところもござ

います。あるいは、要綱で定めているところもあ

ります。どのような形が名寄市にとって適切なの

かというのもありますし、条例そのものを制定す

るのか、あるいは今の指針を当面は事業者のほう

に周知徹底を図ることで実効性が保たれるのか、

そこについての方策についてもさらに調査が必要

だというふうに思っておりますので、引き続き調

査をし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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 公契約の関係は、また

後でにしたいと思います。

最初に、指定管理にかかわって質問していきた

いというふうに思います。昨年の１２月、先ほど

言いましたように第４定で議決した案件でありま

すけれども、そのときの状態、この間の報告と一

般質問で高野議員、それから川村議員も質問され

たというふうに思いますけれども、その中でも昨

年来人員の関係、あるいは定数が充足されていな

いということについて答弁があったかというふう

に思います。昨年１２月に４定で議決をしたので

すけれども、そのときの資料、指定管理について

の資料の中で、実は選定委員会と担当課及び団体

とのヒアリング要旨ということで触れられている

のですけれども、担当者とのヒアリングで当該施

設の管理状況は適切に行われているというふうに

表記がされています。実は、そのとき既に清峰園

も、それからしらかばハイツも一部定数が満たさ

れない、入れない状況にはなっていたはずです。

それから、職員の定数についても満たされない、

そういうふうな状況に既になっていたかというふ

うに思います。

名寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例の４条の中では、利用者の平等な利

用の確保及びサービスの向上が図られるものであ

ること、それから２つ目に公の施設の効用を最大

限に発揮するものであること、４つ目に公の施設

の管理を安定して行う人員、資産、その他の経営

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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の規模及び能力を有しており、また確保できる見

込みがあることというふうになっています。そう

いう意味では、提案以降きちっと対応されるとい

うことが予定をされていたという、そういう解釈

もできるのかもしれませんけれども、実際にはそ

の後も変わっていない。そういう意味ではめどが

十分立っていなかったのではないかというふうに

思います。そういう意味で、議会でも議決、私も

賛成をしていますので、そういった実態十分に把

握し切れていなかったということも反省しなけれ

ばならない点ではあるかと思いますけれども、議

会としても一方では責任があるかというふうに思

いますけれども、当時の提案したときの状況、当

該施設の管理が適切に行われているという判断が

正しかったかどうなのか、その点についてお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 奥村

議員御指摘のとおり、特別養護老人ホームにつき

ましては、常に介護が必要な方の入所を引き受け

まして、入浴や食事などの日常生活の支援だとか

機能訓練、療養上の世話を提供して、入所者の方

々の意思や人格を尊重して、常に入所者の方々の

立場に立ったサービスを提供するということにな

っており、両施設はサービスを安定的に提供しな

ければならない施設でございまして、介護保険法

の規定により介護福祉士や看護師などの専門職の

配置が必須条件であるということからいたしまし

て、２カ所の特別養護老人ホーム、３カ所のデイ

サービスセンターの管理運営が可能な団体という

のは、名寄市社会福祉事業団であったため同法人

を候補者として非公募するとともに、近年大幅な

介護保険制度の改正とかがございまして、その影

響やこの後策定されます第８期の高齢者保険医療

福祉計画、介護保険事業計画の策定にあわせまし

て施設のあり方を検討することも考慮に入れまし

て、指定期間を５年とすることを適当といたしま

して提案をさせていただいたというところでござ

います。

（「いやいや、判断が正しかったどうかって聞い

たのさ。答えになっていないでしょう」と呼ぶ者

あり）

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） その

当時も定数に達していないという状況はあったか

というふうに思っているのですが、その後の採用

試験も予定されていたということもございまして、

人数の確保がその後できるというふうに想定して、

提案をさせていただいたというところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今ありましたように実

際そのとき充足されていない、定数に達していな

いということがあったけれども、今言ったように

この先何とかということだったのだというふうに

思います。そういったことを受けて、議会として

も議決を、そこしかないというのもあるのですけ

れども、したというふうに思います。

ただ、そういう実態わかっていて、それがどう

なっているかということについてもきちっとその

後検証しなければならないことになっているので

はないかというふうに思います。条例の中でもそ

のことについては、きちっとうたっています。業

務報告の聴取等ということで第９条で、「市長等

は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管

理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関

し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求

め、実地に調査し、又は必要な指示をすることが

できる」と、そういうことになっているのです。

そのことを踏まえると、さっきあったように議決

のときにはこの先何とかなるかもしれないという

か、しようということだったというふうに思いま

すけれども、実際にその後、新たな契約も４月か

らだったというふうに思いますけれども、その時
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点でも何ともなっていないです。さらに状況は悪

くなっているというふうに思います。そういった

中で、当然９条に基づいて管理の適正を期するた

めに報告を求める、そういったことが必要だった

のだというふうに思いますけれども、その報告は

いつ求めて、例えば実地の調査はいつして、どう

必要な指示をしたのか、そのことについてお伺い

したいと思います。

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） 業務

報告などにつきましては、第１３条におきます事

業報告書を初めといたしまして、高齢介護課や地

域包括支援センターの職員が社会福祉事業団の理

事会のほうにもオブザーバー参加をさせていただ

いたりだとか、あと入所判定会議のほうに出席を

させていただいているところでございます。先ほ

ども申し上げましたが、重複いたしますけれども、

事故等の発生報告書の写しの提出を受けた場合は、

必要に応じて口頭、または文書により疑義照会を

行いまして発生原因を明らかにし、場合によって

は専門職の派遣により指導などを行っているとこ

ろでございます。また、介護相談員の派遣を実施

をいたしまして、月２回程度訪問を行いまして、

利用される方々のお話をゆっくり聞き、介護職員

さんはなかなか忙しくて、ゆっくりお話を聞くと

いう機会が少のうございますので、お話をゆっく

り聞かせていただいて、苦情なのか、行き違いな

のかということをしんしゃくさせていただいて、

施設職員にお伝えして、記録にて報告を受けさせ

ていただいているというところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 話がかみ合っていない

ような気がするのですけれども、定数充足されて

いないということと、それから職員の充足もされ

ていないというその点についてどういうふうに聞

き取りをしたり、調査をしたり、指導をしたかと

いうことを聞いたつもりですけれども、そのこと

に一切触れられていなかったと思いますけれども、

その点について答えてください。

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） 一応

月の初めといいますか、定期的に在所者数という

のを確認をさせていただいたり、入退所状況のほ

うを報告をいただいたりというふうにはさせてい

ただいているところでございます。死亡による退

所だとか入院だとかという状況もあるかと思いま

すので、入所定員というのはそのときによって若

干差が出ていたというような状況でございますけ

れども、なかなか職員が充足できないというよう

な状況もございまして、定員が充足させられない

状況だとかというふうになっていたのですけれど

も、そんなような状況だったのですけれども、職

員募集につきましては先ほど申し上げました６月

に開設させていただいたホームページで定期募集

ではなくて随時募集をさせていただくだとか、あ

と事業団の担当、事業の管理者のほうで従来勤め

ていた職員さんのほうに短時間でも結構なので、

勤めていただけないかだとかというようなことの

お願いに回ったりだとかということをやっている

ということで報告を受けているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） そういった報告で実際

にどれくらい入ったかという把握もされているの

ではないかというふうに思いますし、それでいい

ということなのでしょうか。その後も実際には職

員がふえたという話にはなっていないというふう

に思いますし、本来は入れるべき人数が満たされ

たというふうにはなっていないのだというふうに

思います。ユニットをそのまま１つ塞いだまま、

それからしらかばハイツについてもおよそ１０人

前後が入れない状況になっている、それわかって

いましたよね。そういう意味では、わかっていた

のだけれども、放っておいたということなのです。
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管理する側の責任としてその辺について欠けてい

る部分があったのではないかというふうに思いま

す。

そういった現状が長く続くということは、事業

団自体が本来適しているから指定管理者として指

定をしてということなのだけれども、そうではな

い状態になっているのではないかということにな

ってしまうのです。そうすると、同じ条例の中で

１０条では、指定管理者が前条の指示に従わなか

ったり、その他責めに期すべく事由により当該指

定管理者による管理を継続することができないと

認めるときは、その指定を取り消し、または期間

を定めて管理の業務の全部、または一部の停止を

命ずることができるということになっていて、そ

れに当てはまってきてしまうことになってしまう

のです。本来１８０人入っているべきところに２

０人少ない分しか入れていない。それは、名寄市

民に対する福祉のサービスの最もしてはいけない

ことというか、一番気をつけて何とか頑張ってい

かなければならないことだというふうに思うので

すけれども、おおよそきょうの時点では１年近く

たってしまっているという、３月のときとしても

半年ぐらいたっていて、その後なかなか状況の変

化がない。このままでいくと、最悪指定を取り消

してしまわなければならない。市で直営でその後

やればいいですけれども、そういうふうにもなっ

ていないのだというふうに思うのです。だから、

その辺についてこの間どういうふうに考えていた

のか、もうちょっと市民の皆さんにも市としての

対応どうだったのかということを説明していただ

きたいと思いますけれども。やっていなかったら

やっていないときちっと言うべき。

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） まずもってこの

間所管といたしましても介護人材確保に向けまし

たさまざまな情報の提供ですとか提案等もさせて

いただいておりますが、いまだもって入所者の定

員を充足されていないということにつきましては、

大変重く受けとめさせていただいております。大

変申しわけない状況と認識はしております。

この間こちらから御提案をさせていただいた部

分につきましては、具体的には介護のローテーシ

ョンの見直しが何とかならないのか、介護する１

日のローテーションのあり方が少し改善の余地が

ないのかということですとか、また養成学校です

とか大学等を小まめに回ることですとか、また募

集の周知の方法についてももう少し新聞等を活用

して募集を多く出したらどうだろうかとか、その

ようなことについては御提案をさせていただいて

いるような状況でもありました。ただ、なかなか

それらがやってはいただいているのですが、実績

といいますか、人材確保にこの間結びついてこな

いという状況であります。事業団におきましては、

今回の状況から速やかに解消できるような必要な

方策を今後ともとらせていきたいと思いますので、

いましばらく御猶予をいただきたいというふうに

考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 大きくは入所者の方に

サービスを提供する職員の方が少ない、充足され

ていないということが原因だというふうに、それ

は当然そういうことだというふうに思います。指

定管理するに当たって、一定の定員分の見積もり

して人件費も払っているでしょう。清峰園でいえ

ば３億 ０００万円ぐらい、しらかばハイツでも

２億 ０００万円、それ以上かな、払っているわ

け。それが満たされないということは、お金返し

てもらわなければならないという話にもなってし

まうわけで、そういうことで済むかといったらそ

うではないわけです。しっかりサービスを提供し

てもらえる、そういったことを見込んでの予算の

見積もりをしながら、これは税金を投入して運営

をしてもらっている。そこでやりがいも含めて求

めながらみんな働いてもらっている、そういった

ことになっているのではないかと思いますけれど

も、実際に働いている人たちの状況も聞いてみま
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したけれども、そうなっていないのです。それも

含めて改善を一日も早くしていかなければならな

いというふうに思うのですけれども、既に１年、

清峰園はおおよそ１年になってきますか。それか

ら、しらかばハイツは去年の春から少しずつとい

うふうに聞いていますから、おおよそ１年半そう

いった定数を満たせない状況が続いている。悪い

けれども、何にも改善されていないというぐらい

な感じです。人も入るのだけれども、結局やめて

いく、そういったことが繰り返されていて、現場

にとっては十分な改善というか、そういうことに

結びついていない。先ほど来何点か取り組みにつ

いても話ありましたけれども、実際にはそれが功

を奏していないというのが実態であります。

悪いけれども、少し危機感も足りないかなとい

うふうに思います。１年です。丸１年たつのです。

状況が変わっていない。これがこちらからそうい

うふうな話がないとなかなか検討がされないとい

うか、対策が打たれないという、そういったこと

についてはとても危機感を覚えます。市長も先頭

に立って子育てやそういうことについては頑張っ

ている。これは誰もがそう思っているのです。だ

けれども、一方でここのことについては何ら手だ

てがされていないということです。これは、市長、

おかしいですよね。先ほど部長の答弁でも重く受

けとめるという話がありました。この間の高野議

員や川村議員への答弁で市長も重く受けとめると

言っているのです。だけれども、重く受けとめて

いる割には何にもされていないです。それも１日

や２日、きのう、きょうの話ではないです。１年

も、それ以上です。これは、やっぱり市長として、

設置者として、指定管理を発注する責任者として、

この点については非常に責任が重たいことだとい

うふうに思います。この問題について実際に少し

ずつというか、対策もやっていると思います。思

うけれども、解決に至っていないという点でその

責任が最終的には一番大きいものだというふうに

思います。その点について市長から考えをお聞か

せいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先般からもこのことにつ

いてはたくさんの市民の皆さん、あるいは議員か

らも御指摘をいただいておりまして、介護士の不

足により定員どおり運営できていない状況が続い

ていることは重く受けとめておりますし、待機者

の皆さんに御迷惑をおかけている状況と認識はし

ております。

今後におきましても名寄市と社会福祉事業団一

体となって職員確保に努め、一人でも多く入所し

ていただけるよう努力をしてまいりたいというふ

うに思いますけれども、名寄市は事業団のいわゆ

る指定管理主というのですか、という立場もあり

ますが、一方で名寄市全体としての介護あるいは

福祉業界を見渡していかなければならないという

ことだと思います。社会福祉事業団は、名寄市の

出資１００％という性質を持つ公的な施設を運営

していただいているという立場からも、なかなか

飛び抜けた施策が打ち出しにくいということも実

は実情としてはあるのでないかというふうに思っ

ています。その中で、これまでも今できる限りの

ことをしてきたつもりでありますし、現場でも努

力をしてきていただいたのだろうというふうに思

いますが、改めて結果が出ていないということは

事実としてありますので、このことをしっかりと

受けとめて、危機感を持って、管理者としてはも

ちろんでありますが、名寄市全体としてもこれか

ら早急にできるもの、あるいは中長期で考えてい

かなければならないものとしっかりと見きわめて、

検討してまいりたいというふうに考えております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 重く受けとめるという

ことについては、ずっとそういうふうに発言され

ていますから、そういうふうに伝わりましたけれ

ども、言われた清峰園だけのことではないという

のはそのとおりだというふうに思います。当然今
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すぐにどうするかということでは、清峰園に対し

てどう指導するかということをしていただければ

それはそれでいいと思いますけれども、名寄市全

体としてどういうふうにするかということについ

ても私もあわせて考えるべきだというふうにそれ

は思っているところであります。

そういう意味では、私もこの課題の解決につい

ては具体的な方策も含めて考えてきましたから、

そういう立場できょうも臨んでいますけれども、

市長として今あった個別には事業団に指定管理し

ていただいている施設、それから名寄市にある福

祉施設、介護の施設、たくさんありますから、そ

れらも含めて、そこも同じように人材の不足、清

峰園やしらかばハイツほどではないのかもしれな

いけれども、そこも人材について大変だという話

伝わっていますから、そういうことだと。この課

題は、市長として最優先で解決すべきものだとい

うふうにお考えかどうか、そのことについてもう

一度お聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もちろん今の現状は危機

的な状況なので、しっかりと受けとめて、できる

対策を打っていきたいというふうに思います。こ

れは、介護の現場は当然最たる状況だと思います

けれども、そのほかにも名寄市全般でさまざまな

業界において人材不足が顕在化しているところも

多く見受けられますので、当然そうしたところの

全体も俯瞰しつつ、介護人材に関してはとりわけ

今危機的な状況というふうに受けとめさせていた

だき、できる対応策をこれから講じていく検討し

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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今お話ありましたよう

に、地方だからということではないのでしょうけ

れども、多くの業界で人材不足については聞かさ

れていることだというふうに思います。今あった

ようにとりわけ介護の関係については、早急に解

決をしていかなければならない、そういう認識で

よろしいのですよね。そうであれば、先ほども中

長期の関係、あるいはすぐできることなどを検討

していきたいということで市長からありましたけ

れども、具体的に市長が今頭の中に浮かべられる

施策があれば、それについて教えていただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これは、一昨日ですか、

高野議員あるいは川村議員からもさまざまなアイ

デアも御提案をいただきました。その中でも例え

ば早急に検討できるなという事案としては、無資

格者の方を現場で介護補助をしていただくという

ことは、いろいろなハードルあるかもしれません

けれども、これは早急に検討できるのではないか

というふうに思います。やる気のある例えば子育

て終わったぐらいの方たちだとかに声かけをして、

そうしたことができないのかと。

あるいは、これまでもやってきておりますけれ

ども、潜在介護士さんをいま一度マンパワーを駆

使して掘り起こしていくと。これは、即効性のあ

ることだというふうに思いますので、これはしっ

かりとやれるのではないかというふうに思います。

現状でも市内の介護事業所さんと共催で介護就職

応援相談会、さらには人材開発センター、介護・

福祉人材確保推進懇談会、こうした広く業界団体

で連携して介護職の人材確保、育成のネットワー

クをつくっておりますけれども、これをさらにし

っかりと機能させて、そうした情報の掘り起こし

に努めていって、潜在介護士さんの復職をしてい

くということも検討できるのではないかというふ

うに思います。

さらには、今市内に勤めている、あるいは市内

に勤める予定の介護職の方に、例えば無資格者の

方が今後初任者研修を受けていってスキルアップ

をしていくというようなことで、それぞれの事業

所さんに定着を図っていくということも必要かと

いうふうに思いますけれども、そうしたものの受

講費の助成でありますとか、これは名寄市全体で
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考えていく、検討できる事案なのかなというふう

にも思っておりますし、また先ほどの復職に関し

ても復職をするに当たってブランクがある場合に

例えば現場でそうしたものを改めて再教育しても

らうというようなこともこれは先ほど言った人材

確保推進懇談会の中で連携してやれる事業なので

はないかというふうに思っています。即効性のあ

るところでは、そうしたところをぜひしっかりと

推し進めていって、短期的な人材の確保に努めて

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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から今何点か解決

に向けての策が出されました。もうちょっと具体

的にあれば、ネットワーク使うだけではなくて、

使って例えばこういう施策を打つ、名寄市として

こういう施策を打つということがあればいいかな

というふうに思いますけれども、私も考えてきま

した。

実は、名寄市はこの間例えば市立病院の看護師

確保、それから大学の学生確保なり、今は保育士

とかも含めてなのですけれども、人材確保に苦労

しながら、いろんな取り組みをしてきている経験

があります。病院なんかでいえば病院独自の奨学

金を持っているなり、そういったことが実際にあ

るし、看護師確保で一番有効だったのは、現場の

人たちとどういうふうな仕事のつくりをするか。

先ほど市長からもありましたように、自分たちの

専門以外の仕事というか、本来するべき仕事以外

の仕事ってあるのか、ないのか、そういう見直し

をして、無資格者の人でも同じ職場の中でサポー

トしてもらう。介護補助という言い方がいいのか

どうかわかりませんけれども、この間も室長から

全国でもそういう取り組みがモデルで今あるので、

それを検証という話がありましたけれども、検証

しないでうちでやってしまえばいいのです。まず、

うちでやって、内容については具体のやり方きち

っと詰めなければならないと思いますけれども、

すぐできます。それは、現場の人たちときちっと

話しすればできることで、市長も先ほどの話では

そういうお考えかなというふうに思いましたので、

それは全国の検証を待たないで、うちがしっかり

やって全国に宣伝ではないですけれども、こうい

うことって有効だし、最終的に入居の皆さんにも

きちっとお返しできるサービスになると。そうい

うふうなことでしていくべきものかなというふう

に思います。そういう意味では、業務の改善、業

務の見直しというのが一番に必要なことなのでは

ないかというふうに思います。

もう一つは、これは清峰園、しらかばハイツだ

けのことになってしまうかもしれませんけれども、

職員の採用体系が職員、準職員という形で採用が

されているというふうに聞きました。これについ

ては、この間の市長の答弁、３月のときかな、と

いうか今回先ほどのアンケートの中でも触れられ

ていました。準職員の方がやめる確率が高いとい

うふうに先ほどあったかというふうに思います。

そういう意味では、その人たちの、状況いろいろ

あると思いますけれども、職員化をしていくとい

うことが有効な手段にもつながるのかなと。先ほ

ど言いましたように、市長も３月のときにも職員

化の話はしていたかというふうに、私のメモであ

るので、そういうことだったというふうに思いま

すので、そういったこともこの間も取り組んでは

いるのだというふうに思いますけれども、ぜひや

っていただくことかなというふうに思っています。

それから、余り時間がないので、あれですけれ

ども、新規採用の関係ですけれども、先ほど既に

学校訪問、専門学校訪問しているという話があり

ました。ただ、これも学校ただ行ってみても、名

寄人足りないので、ぜひお願いしますと言ってみ

てもどこでも足りない話で、そんなもの今までど

この自治体でも施設でもやっていることであって、

今さらなのです。これは、何か名寄市としての目

玉になる施策なり、そこに学んでいる人たちが名

寄で働いてみたいなと思えるような施策を打って
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いかないと、持っていかないと話に乗ってもらえ

ないのだというふうに思います。そういう意味で

は、先ほど市長が言っていたことにも関連するの

ではないかというふうに思いますけれども、例え

ば資格取得に対する補助を出して、そういう学校

を出てもらうとかというのもあるのだというふう

に思います。これは、つい先日新聞報道されまし

た月形でそういうことを実施するということが出

たというふうに思います。高校生を採用して、給

料を払いながら専門学校に行ってもらう。資格を

取ってもらって、当然また戻ってきて働いてもら

う。それももし働かなくてもそれについてはおと

がめなしという、そういうことみたいですけれど

も、それに係る通学料ですか、通学に係る費用も

含めて補助をする。そういったことも本当に真剣

になれば考えなければならない話であって、これ

だってすぐできる話です。こういうことを単なる

検討ではなくて、実際にやってもらわなければな

らない状況になっていますから、ほかの自治体で

先進的に取り組んでいることについては、しっか

り学んで、大いに活用というか、まねをするべき

ではないかというふうに思って、隣の美深町でも

高校卒業された方が大学や短期大学、専門学校行

くに当たって支援をする、そういったことをして

いるようであります。これは、清峰園やしらかば

ハイツ、市が設置している介護施設だけではなく

て、名寄市内にあるそういった介護施設にかかわ

る仕事に就職しようとする人たち全てに当てはま

ることだというふうに思いますので、名寄市とし

ての施策としてきちっと打てるものかというふう

に思います。そういう意味では、先ほど来市長が

言っていますように名寄市全体を考えるというこ

とにつながっていくものだというふうに思ってい

ます。

それから、先ほども言いました病院の看護師さ

んだけにやっているこれも同じようなことであり

ます。名寄市全体として、少し拡大をしてやって

はどうかというふうに思っています。

それから、名寄市立大学で今度地元就業支度金

助成事業というのをやることになりますよね。そ

れは、うちの大学卒業された方にそういうふうに

お金を出すということだというふうに思いますけ

れども、これも名寄の福祉施設に就職される方、

高校生も含めてそういう方がいたとすれば名寄市

の施策として支度金を出すとか、とりわけ先ほど

来言っているように介護の施設なりに人材が足り

ない、何とかしなければならないということであ

れば、それも考えられるのではないかというふう

に思っています。

それから次に、家賃補助です。それも有効な手

だてでないかというふうに思います。名寄に親元

から離れて住む人もいるだろうし、名寄以外から

名寄に来て住んで仕事をしていただく、そういっ

た方もいるでしょうし、名寄から出ていった方、

もともと名寄の方がまた戻ってきてここで働くと

いうことに対しても有効な手段ではないかという

ふうに思います。例えば月額１万円の補助をする、

そういうことでもいいかと思います。これも名寄

市全体でできる施策になるのではないか。年間１

人１２万円です、１万円だとすれば。そういうこ

とですので、何人いるかというのもあると思いま

すけれども、ここは最優先で解決すべき課題とい

うことでありますから、財政的な発動も含めて絶

対考えていかなければならないと思いますので、

すぐにでも検討して実施をすべきかなというふう

に思っているところであります。

それから、離職防止、再就職支援の関係ですけ

れども、現場の人たちの声で交代制で夜間も働か

なければならない。これは前にもお話あったかと

いうふうに思いますけれども、夜間の保育という

か、子供を預けなければならない状況、それに対

応できないかということがあります。これは、病

院の院内保育所を２４時間なんて使えるかどうか

というのはありますけれども、超法規的にできる

ことかもしれないので、そういった検討もできる

のではないか。
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それから、現場の人たちは、実際にできるかど

うかわからないのですけれども、今やっている仕

事なかなか大変で、リフレッシュをするそういっ

た休暇が制度的にあってもいいのではないか、そ

ういった話も現場からも出ていたところでありま

す。

先ほど市長からもあった再就職に対しての支援、

再就職にかかわるもう一回仕事に戻るときの支援

するプログラムというか、そういうのはやっぱり

あったほうがいいと思います。それは、うちの大

学で無料でやればいいのではないですか。ぜひ先

生たちに協力していただいて、そういうのがある

と思いますから、これは無料で誰もが受けられる、

そういったことでやるべきかなというふうに思っ

ています。

それから、復職支援でいえば、これはちょっと

内容違うかもしれませんけれども、国のほうの補

助で札幌市で保育士の復職支援にかかわって、こ

れも新聞に出ていましたけれども、保育料の半額

を負担するというふうな制度を持ったというふう

に思います。貸し付けということですけれども、

何年か働くと免除をすると、そういうふうなこと

であります。これは、国の補助があって、保育士

にかかわる保育士確保プランという中でやってい

る事業だというふうに思いますけれども、これも

まねしていいのではないですか。名寄市において

も、それは保育もいいでしょうし、介護もいいで

しょうし、福祉に関連する職場に働く人たちがそ

ういうことであれば保育料なり半額なり補助をし

て、そのまま就職していただく、そういったこと

につながるかなというふうに思います。

今幾つか挙げましたけれども、こうした施策が

あるというふうに思います。これらについて今言

ってすぐあれやる、これやるということではない

かというふうに思いますけれども、最優先課題と

いうことでありますし、財政的な発動も含めてぜ

ひ検討していただきたいというふうに思います。

先ほど来ある全体的な問題を当面は市が設置して

いる施設ということになると思いますけれども、

名寄市全体の福祉に働く、介護に働く人たちの人

材確保も含めて市長としてしっかり取り組む、そ

のことについて約束をしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たくさんの御提言をいた

だきまして、ありがとうございます。

まず、議員からもお話があったように現状の中

で運用改善でもう少し工夫して少し余裕を出して

いくことはできないのか、あるいは補助員を入れ

るところも含めて、業務改善で定員が今不足して

いる部分を改善していくということは、これはす

ぐにもやれることだというふうに思いますので、

ここは現場の皆さんともよく相談をして、ぜひや

っていきたいというふうに思います。

いろんな御提言いただきました。市でやるべき

もの、あるいは事業主体がやるべきものというと

ころもあったと思います。財政的にも相当お金か

かるものとかからないもの、あるいはその効果が

どうなのかということを少し見きわめなければな

らぬなというのもあろうかというふうに思います

ので、今いただいた御意見しっかりと受けとめさ

せていただいて、やるべきことをしっかりとやっ

ていきたいというふうに思います。

何回も言いますけれども、事業団は公の施設を

運営しているという公の立場もありますので、事

業団が率先して例えば今お話のあったような給付

型の奨学金的なものをやっていくというのは、な

かなか難しいのかもしれないなというふうに思い

ますが、名寄市全体として取り組むということに

なると、ほかの業界とのバランスも出てくる。ま

た、莫大な財政的なことにもかかわるという、そ

ういった側面はあるのかなというふうに思います。

しかし、現在国のほうで一億総活躍ということで

介護士、あるいは働き方をどう改革していくかと

いうような事業も打ち出されておりますので、そ

うした国や北海道の状況も見きわめながら、名寄



－142－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

市としてできることをしっかりとやっていきたい

ということをお約束を申し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） お金もかかる、当たり

前なのです。今危機的な状況を打破するのに即効

性でお金も使ってやらなければならないというの

はもちろんであります。先ほどから言っているよ

うに単独で市の設置している施設にやる部分ある

けれども、大方は名寄市としての政策としてやれ

ばいいのです。そうすることによって、名寄市全

体が福祉の職場で働く人たちに優しいまちという

ことになるのです。これは全国に売りなのです。

それは、加藤市長だからできるということなので

す。そういうふうにすればいいのです。この間住

みよさランキングってあります。全道で何番、全

国で何番と言っているけれども、今それに中身当

てはまっていないのです。とりわけ安心度で高く

て名寄市は結構いいところいっているのです。全

国で去年２２４、ことし１５２番なのです。総体

で全道で３番、全国で去年が２５８番、１４５位

に上がっているのです。だけれども、中身詐欺っ

たらだめなのです。ちゃんと施設に入れて、ちゃ

んとしたサービスを受けられる、そういうふうに

なっていないとだめなので、それも含めて名寄市

が福祉に働く人たちに優しい、先ほど言っている

介護だけではなくて、保育や障害にかかわるそう

いったところで働く人たちも含めて使える施策を

お金かけてやってください。それは、すぐ結果も

出るかもしれないし、そうではなくて時間かかる

こともあるかもしれない。だけれども、名寄市と

してそういうことでやれば、これは絶対最終的に

名寄に人がたくさん集まることにつながるし、ず

っと言っている名寄市盛り上げていくために交流

人口の拡大なりなんなりとつながっていくことで

すから、ぜひそういうふうに打っていただきたい

というふうに思います。

まず、時間あれですけれども、１２月に結果ひ

とつ出してください。具体的な政策何打つか。そ

して、やっぱり１つは年度の変わり目にきちっと

入所者の方も入れるような、半年あります。その

中できちっと対応施策を打ってください。これに

ついては、必ず点検させてもらいますので、その

ことについて覚悟を持ってやっていただくように

思いますので、これについて最後市長からもう一

度決意をいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 頑張ります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

農業振興施策について外２件を、山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長より御

指名をいただきましたので、これより通告に従い

大項目３点について質問してまいります。

初めに、大項目１点目、農業振興施策について、

小項目１、台風による大雨被害についてお伺いい

たします。８月１７日から３１日にかけて、北海

道内に相次いで４つの台風が上陸、接近し、各地

に甚大な被害をもたらしました。特に農作物、農

地への被害については、河川の氾濫、堤防の決壊

による農地への浸水、作物の流出、強風による作

物の倒伏などが道内各地で発生し、一部の地域に

おいては収穫が皆無の状況になるなどの壊滅的な

被害もあったところです。当市においては、特に

８月１７日の台風７号と８月２０日から２１日に

かけての台風１１号の影響による大雨により、市

内各所で農地の冠水などの被害が発生いたしまし

た。今回の台風を初め、近年頻繁に発生する局地

的集中豪雨などに見られるように、明らかに以前

と比べ気象状況が変化してきており、このような

状況に対応できる生産基盤や農地環境の整備が今

後一層必要になってくると思われます。そこで、

今回の一連の台風による農地、農作物の当市の被

害状況についてお知らせください。あわせて今後

の対応と大雨による被害を未然に防ぐ、または最

小限度にとどめるための被害防止対策についての

考え方をお聞かせください。
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次に、ＩＣＴ農業の推進についてお伺いいたし

ます。高齢化などによる農家戸数減少の一方で、

１戸当たりの経営規模の拡大が進み、それに伴う

労働力不足が大きな課題となっています。近年こ

のような課題を解決する手段の一つとして、農業

分野においてＩＣＴ情報通信技術やロボット技術

を活用した営農技術の導入が急速に進んでいます。

国も食料・農業・農村基本計画の中で、このよう

な営農技術をスマート農業と位置づけ、先進技術

の研究開発、実証実験を行うとともに普及を推進

する施策を打ち出しており、道内においてもＧＰ

Ｓガイダンスシステムを中心に導入が急速に拡大

しております。当市においても労働力不足等の課

題が深刻化する中、このような農業技術の推進の

考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目２点目、高齢者福祉の推進につい

てお伺いいたします。４人に１人が６５歳以上と

いう高齢化社会の現在、当市における高齢化率も

３０％を超え、今後も上昇していくことが予測さ

れており、また介護を必要とする高齢者も増加し

ている状況にあります。高齢になり、体が不自由

になったり、あるいは介護が必要となっても、生

まれ育ち、住みなれた地域で暮らし続けたいとい

うのが多くの高齢者の方の願いである一方、現実

には施設の状況などの要因から他市町村へ移住す

ることを余儀なくされているケースも多く聞くと

ころであります。今後高齢者のニーズに合った施

策の推進が強く求められるところですが、市内の

介護施設等の現状についてと今後の対策、また介

護施設や高齢者向け住宅を含めた施設の整備の考

え方について理事者の御見解を求めたいと思いま

す。

３点目、高規格幹線道路の整備にかかわってお

伺いいたします。北海道縦貫自動車道士別市多寄

町から名寄市間１２キロについて平成２６年８月

の事業再開決定以後計画の説明会や測量設計、用

地買収等が行われていると認識をしておりますが、

現在の状況についてお知らせを願います。

また、高規格幹線道路は、産業や観光の振興、

地域経済の活性化、救急医療の高度安定化などに

必要不可欠なインフラ整備であります。関係期成

会などが国に対してさまざまな形で要望活動をし

ておりますが、市としてもそれらの要望を踏まえ

た中で整備構想を明確に示し、国、または関係団

体等と協議をしていく時期に来ているのではない

かと思います。理事者の御見解をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で３点の御質問をいただいております。大項

目１は私から、大項目２はこども・高齢者支援室

長から、大項目３は総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、農業振興施策について、小項目１、

台風による大雨被害について申し上げます。今回

の災害における農業被害につきましては、農作物

においてはカボチャやタマネギなどの流出が ９

ヘクタール、水稲、大豆などの冠水被害が９ ５

ヘクタール、スイートコーンなどの倒伏が２ ９

ヘクタール、合計で１２ ３ヘクタールとなって

おります。地区別では、風連地区は４８戸、９

９ヘクタールと最も多く、名寄地区が８戸、１

４ヘクタール、智恵文地区が８戸、１８ヘクター

ルとなっております。また、農業施設ではビニー

ルハウスが１０戸、３１棟が浸水し、用排水路の

破損や埋没が１３件、のり面、あぜの崩壊１７件、

頭首工の破損１件、農道、取りつけ道路の破損２

件、農地の表土流出２件となっております。

今後の対応と被害防止策についてですが、農作

物への被害に対しては、冠水などによる生育への

影響に対する営農技術対策について関係機関と協

議のもと指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。また、今後の収穫状況を見ながら、次年度に

おける再生産への影響等を確認した上で生産団体



－144－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

などと対応を協議してまいりたいと考えておりま

す。

農地、農業用施設への対応としましては、南富

良野町のような大規模な災害が発生した場合には

農地農業用施設災害復旧事業などの公共災害復旧

として対応していかなければならないと考えてい

ます。名寄市の被害としては、１カ所当たりの被

災状況は小規模であり、公共災害の要件に当ては

まらないと判断しております。改良区施設につい

ても名寄市区域については同様と判断していると

伺っております。

また、ここ数年局地的豪雨に対して現況の排水

路ではのみ込めない状況となっていることは認識

しております。１級河川、道河川、普通河川、農

業排水路として各施設管理をしていますが、現行

の国、北海道の整備基準では近年のゲリラ豪雨に

対応できる整備基準となっていないのが現状です。

今後将来を見越した排水対策として、暗渠排水や

未整備施設の改修はもとより、ここ数年の気候変

動による大雨に対応できる整備基準等の見直しを

国や北海道などの関係機関と協議、要請していか

なければならないと考えておりますので、御理解

願います。

次に、小項目２、ＩＣＴ農業の推進についてお

答えします。国や道においても省力化や低コスト

化などを実現するため、ロボットやＩＣＴを活用

したスマート農業の研究や技術普及に向けて取り

組みが進められているところです。現在は、ＧＰ

Ｓ等の人工衛星からの位置情報を活用した自動操

舵システムを導入した作業機械が市販されるよう

になり、作業の効率化、省力化が期待されている

ところです。こうした状況を受けて、市内の農業

者において導入に向けた検討が進められるととも

に、ＪＡ道北なよろでもＧＰＳの利用環境の整備

について研究が進められており、市としても参加

し、協議をしているところです。今後もさまざま

な形のＩＣＴを活用した技術開発が想定されるこ

とから、農業振興センターを中心に実証試験、研

究に取り組みながら、名寄の農業に合う技術の選

定と情報提供に取り組んでいく必要があると考え

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２、高齢者福祉の推進について、初

めに小項目１、市内の介護施設等の現状について

申し上げます。

名寄市の６５歳以上の高齢者は、本年８月末で

８０７人、高齢化率は３ ０７％となり、前年

同月と比べても７１人の増加、高齢化率は ７％

上昇しているところでございます。市には市が設

置し、名寄市社会福祉事業団が運営いたします特

別養護老人ホーム清峰園、しらかばハイツを初め、

民間施設として老人保健施設、ケアハウス、認知

症グループホーム、住宅型有料老人ホームなどい

わゆる入所系、居住系の施設が名寄地区に６カ所、

風連地区に４カ所、合計１０カ所ございまして、

総定員が４４３人となっているところでございま

す。なお、この全ての施設で入所待機者がいると

いう状況と把握しております。

また、高齢者等の生活に配慮した設備等を備え

た公営住宅でございますシルバーハウジングが市

営緑丘第１団地に１４戸、市営新東光団地に１５

戸、道営マーガレットヴィラに２３戸の合計５２

戸整備をされております。現在入所申し込みを受

けつけおります道営マーガレットヴィラにおきま

しては、入居希望者多数のため抽せんを行う予定

とお聞きしているところでございます。

なお、先日新聞報道でも取り上げられておりま

したとおり、本年１１月に住宅型有料老人ホーム

が市内の民間法人により開設予定となっており、

市内豊栄地区に１８室、定員１９名の居住系施設

が増加するということになっております。

次に、小項目２、今後の対策と施設等の整備の

考え方について申し上げます。名寄市第６期高齢
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者保健医療福祉計画、介護保険事業計画の策定時

に行いました市民アンケートの結果から、一人で

生活することが難しくなったときの住まいとして

一番多かった回答が現在の住まいに住み続けたい

でございましたが、次に多い回答といたしまして

見守りのある高齢者向けの公営住宅に住みたい、

あるいは有料老人ホームなどの高齢者向けの施設

に住みたいとの答えが上げられており、住みなれ

た御自宅に住み続けたいという御希望が多い一方、

住みかえしてもよいとの市民ニーズも一定数ある

ことが明らかになったところでございます。また、

出前講座などで高齢者の皆さんにお集まりいただ

いて出向かせていただいた際にも、施設への入所

や待機者の状況については質問が多くお寄せいた

だける事項でございまして、さらに今後要介護認

定者が増加するという推計のもと高齢者施設の整

備につきましては、第６期計画に介護サービス基

盤の整備及び高齢者の住まいの確保の２点を基本

的方針として登載をしてございます。

具体的には平成２９年度までに介護サービスが

つきましたケアハウスや認知症グループホームな

どを整備する計画となってございまして、介護が

必要となった方の受け皿として機能することを目

指しております。本年１月、計画に基づきまして

市内の介護保険事業所に北海道医療介護総合確保

基金を利用いたしました認知症グループホームの

整備について募集をいたしましたが、応募がない

状況でございました。応募されない理由につきま

して幾つかの事業所にお問い合わせさせていただ

いたところ、介護人材が確保できないということ

が主な理由であったところでございます。今後の

計画を遂行するため、次年度に向けては市外の事

業所を含めた公募を行う予定でございまして、現

在事務処理を進めております。

これからも高齢者数が増加を続ける中で、引き

続き介護施設及び高齢者の住まいの確保は課題の

一つとして認識をしてございまして、第２次総合

計画や第７期高齢者保健医療福祉計画、介護保険

事業計画の中で検討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） 続きまして、大項目

の３、高規格幹線道路の整備にかかわって、初め

に小項目の１、士別市多寄町から名寄インターチ

ェンジ間の現在の状況について申し上げます。

北海道縦貫自動車道士別剣淵から名寄間の２４

キロにつきましては、平成１５年の国土開発幹線

自動車道建設会議におきまして抜本的見直しが必

要な区間とされ、その後新直轄方式により平成１

８年には士別剣淵から士別市多寄町間の１２キロ、

平成２６年度には士別市多寄町から名寄間の１２

キロが事業化をされました。御質問のありました

士別市多寄町から名寄間につきましては、現在調

査設計、用地買収などが進められており、士別剣

淵までを合わせました２４キロ区間の用地進捗率

は５０％、事業進捗率では５９％となってござい

ます。また、開通時期につきましては、完成に向

けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

と公表がされてございます。

この高規格道路が供用開始された場合の効果と

して、士別剣淵から名寄間の移動時間が現在の３

３分から２０分へと約３分の２に短縮をされ、市

民の皆様の利便性の向上が図られることはもとよ

り、物流の効率化などアクセス性の向上や名寄市

立総合病院への救急搬送における時間短縮による

救急体制の充実や救急性の高い輸血用血液の輸送

などによる高次医療器械の確保など多様な効果が

もたらされることから今後も関係期成会などと連

携を図りながら、引き続き早期完成、供用開始に

向けて強く要望を行ってまいります。

次に、小項目の２、市としての整備構想につい

て申し上げます。市として取り組むべき課題は、

大きく４点あると認識をしてございます。１つは、

士別剣淵から名寄間の早期完成、供用開始であり、

先ほど申し上げましたように引き続き強く要望し
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てまいります。

２点目、３点目につきましては、市民あるいは

地域から御要望をいただいております風連地域に

おけるインターチェンジと智恵文南のおり口の設

置についてでございます。いずれも地域にとって

は無論のこと、農畜産物の運搬、地場産品の販売、

ＰＲや観光など全市的にも必要な設備と受けとめ

ておりますので、引き続き実現に向けて関係機関

へ働きかけてまいります。

最後に、４点目、名寄１９線の整備についてで

ございます。名寄１９線には国の計画においてイ

ンターチェンジが設置されることとなっており、

これまで申し上げてきていますように地域活性化

の方策について検討を行う必要があると認識をし

てございます。特に士別剣淵から名寄間の供用開

始に伴って利便性の向上が図られる一方で、名寄

市が通過型となる可能性もございますことから、

車両や人の流れなどについてどのような影響が生

じるのか、あるいはどのようなニーズが生まれる

のかなど調査する必要があり、人を引きつけるア

イデアや物流、消費につながる仕組みに加えまし

て、市の役割などを含めて検討を進める必要があ

る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） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず初めに、農業振興施策のほうからいきたい

というふうに思います。今回の台風による被害、

ほんの１週間の間に台風が３つ上陸するというの

は観測史上初めてということでありますし、特に

最後の１０号の影響というのは、皆さん当然御承

知かと思いますけれども、南富良野の状況等も報

道で接することありましたけれども、農業者とし

ては本当につらい、見ているだけでも私も胸が痛

む状況です。農業者としては、これから収穫とい

うその作物自体が流されるというこんなにつらい

ことはないわけですから、本当にひどい状況だな

というふうに思いますし、今地域は収穫作業真っ

ただ中という状況であります。皆さんそれぞれ台

風による大雨も当たりまして、非常に苦労してい

る状況ではありますけれども、ただ収穫するもの

があるというまずはその幸せを感じながら、そし

て状況としては一部湿害、水害等の影響もあった

部分もあるようですけれども、農協のほうでも把

握している中では収穫できたものに関しては品質

的には今のところ問題はないだろうというような

見方もあるようであります。このまま天候が順調

に推移して、最後まで畑に残ることがないように

収穫作業続くことを祈るばかりですし、最後結果

がどうなるかという部分、お答えでもありました

けれども、最終的にそういう状況で再生産に影響

があった場合にはその都度また対応等を御検討い

ただければというふうに思います。

それぞれ農業関係の被害の面積等についてもお

答えがありましたけれども、これから北海道、ま

たこの地域も台風が３つ来る、４つ来るという状

況ですから、本州、九州、四国、また雨が多いと

言われている地域、紀伊半島というか、あの辺は

以前は台風銀座と言われた台風の通り道だったの

がことしは真っすぐ北海道に来るような状況で、

もうこれは８月、９月には北海道も台風の影響が

ある、そういった大雨が降るというような前提で

物事を考えていかなければならない状況に間違い

なく来ているのだというふうに思います。そうい

う意味では、今回道内各地域これからの排水対策

も含めて、生産基盤をどう整備していくかが重要

課題になっているという状況でもあります。当地

域、降雨量は他地域に比べて少なかったのが幸い

したという部分も、他地域に比べると被害がそこ

まで大きくなかったというふうになりましたけれ

ども、今後いつああいう状況にこの名寄市がなる

かどうかもわからないという中で、排水対策、こ

れは基盤整備、農地の排水をどうするかという部

分も含めて計画的に実施していかなければならな
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いのだというふうに思います。そういう部分では、

道に対して整備基準見直しの協議要請もしていく

ということでしたけれども、改めまして地域全体

見た中で生産基盤の整備、計画的にという部分が

これから必要になってくると思いますが、今経済

部のほうで把握している中で、今回の状況もそう

ですし、平成２６年の大雨も踏まえた中で、どの

ような地区にどのような基盤整備が今後必要にな

ってくると想定されるか、お考えありましたらお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 基盤整備の関係で御

質問をいただきました。計画的な基盤整備という

ことでございまして、基本は基盤整備を実施する

に当たりましては、議員も御承知のとおり、地域

の中での十分な御議論をいただいてということに

なろうかと思います。その上に立って、今現在智

恵文地区ですとか風連地区の下多寄地区ですとか

ということで御議論をいただいて、順次道なりに

お話をさせていただいて、整備をしていくことに

なるのかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形で進んで

いる地域もある中で、水田地帯も非常に排水等老

朽化している地域もあるというのは認識していた

だいているのだというふうに思います。今部長が

おっしゃったように、地域が一体となった取り組

みになることがまずは重要ですから、地域の総意

という部分もあるのでしょうけれども、そういっ

た部分もしっかりと把握して、どの地域のそうい

った排水施設等が老朽化しているのかという部分

はしっかり把握していただいて、それは行政が主

導するという形にはなかなかならないのかもしれ

ませんけれども、もう既に地域からそういった声

も上がっているという部分もありますので、そう

いった検討も行政として着手していくべきでは、

地域の声を聞きながら進めていくべきではないか

と思いますけれども、改めてお答えをいただきた

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） 排水対策等について

は、老朽施設も見受けられるということで認識は

してございます。ただ、その取り組みの中では当

然土地改良区さんなり、そういった方いらっしゃ

いますので、そちらのほうでも十分整備について

の方向性も今検討されているところでもございま

すので、十分関係機関と打ち合わせをさせていた

だきながら、もちろん住民の皆さん、農業者の皆

さんの御意見も伺わなければならぬというふうに

思ってございますけれども、そういった方向で行

っていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形で、計画

的にそういった農地の整備等進んでいくように行

政として取り組みをお願いしたいと思います。

また、そういった大規模な基盤整備ばかりでな

く、これから簡易的に行える排水対策というのも

必要になってくるのではないかなというふうに思

います。営農技術対策として冠水をどう防ぐかと

いうような営農指導もしていくというようなお答

えもありましたけれども、そこまで大きな基盤整

備でなくても、こういう大雨に当たった後にいち

早く畑から、また農地から水を抜いてやるという

作業が必要になってくると思いますし、簡易に行

えるものもいろいろ技術的にあるのだというふう

に思います。そういった技術的な農家の皆さんへ

の指導等も含めて、また各地いろんな簡易に行え

る排水対策もう既に取り組んでいる自治体もある

ようですけれども、そんな情報もしっかりと収集

して、農業者の方へのそういった排水対策、簡易

にできる、農家の皆さんがみずからできるような

ものも積極的に推進していっていただければと思

いますが、お考えを改めてお願いしたいと思いま

す。
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〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 簡易な整備というこ

とで、中山間等の事業の中でも一部取り入れてい

る部分もございますけれども、当然取り組みも各

自治体の中で差もあるというふうに思ってござい

ますので、そんな取り組みも参考にさせていただ

いて、どのような方向がいいのか、当然市ででき

るものだけでもないものですから、そういったも

ので考えていきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長おっしゃったよ

うに市だけで進んでいけるものではないのかとい

うふうに思いますし、関係機関としっかりとその

あたり技術的なものも含めて研究していただいて、

雨が降るのは仕方のない部分もあるのですけれど

も、いかに早く水を抜くかという部分、生育にも

収穫作業にも大きくかかわってまいりますので、

そういったこともまた行政として力を入れて取り

組んでいただきたいというふうに思います。

あと、大雨、排水という部分では、河川の関係

もやはり大きくかかわってくるのだというふうに

思います。これは、国が管理する河川、道が管理

する河川、市が管理する河川、それぞれあります

けれども、今回被害に遭った農地も河川沿いが多

かったという部分だったかというふうに思います。

特に定期的に今後床ざらいも含めて整備をしてい

かないと流れが悪くなってしまって、どんどん、

どんどん水かさが増してしまうという部分にもつ

ながるのだと思いますし、特に柳の木が非常に流

量を制限しているというか、流れを悪くしてしま

っているという現状もこれは現実にあるのだとい

うふうに思います。河川の関係ですから、経済部

長というより建設水道部長なのでしょうけれども、

国、道にもそういった計画的な、特に床ざらいす

るだけでも何年間に１遍でも全然違うと思うので

す。市が管理する河川については、一部やってい

ただいているという現状も把握しておりますけれ

ども、計画的にそういった部分していかないと、

何年も放っておくと流れが悪くなる。また、雑木

処理については、以前は地域で河川愛護団体もあ

りまして、そういったところが雑木の処理をして

いたという状況もあったのですが、そういった団

体も高齢化によってそういった作業ができなくな

ってしまったりですとか、柳の木が生い茂って川

の流れを制限してしまっていると、悪くしてしま

っているという状況もあると思うのですが、そう

いった対策も必要ではないかと思いますが、中村

部長、どのようにお考えかお答えいただきたいと

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） 今山田議員のほ

うから、これは今回の大雨もそうですけれども、

なかなか北海道あるいは国においては計画的に雑

木の処理なり、堆積土砂の処理ができないという

状況が実はあるようであります。国の河川におい

ては、例えば天塩川は国の河川ですから当然開発

局が所管をしていますし、道河川においては北海

道が所管をするということでございます。普通河

川は私どもということになりますけれども、国あ

るいは北海道においてはそれぞれ１級河川、ある

いは北海道は道内の道河川全ての管理ということ

になるものですから、なかなかその中で名寄地区

において道河川どこから進めるのか、あるいは全

道的にではどこから進めるのかということがござ

います。これは、道の段階で一定程度これまで一

部やってきているところも当然あるでしょうし、

今後計画的に進めていくということで、議員から

見ますとなかなか進んでいないという現状にある

のかなというふうに思いますけれども、これは少

しずつ北海道段階でもやっていただいているとい

う現状については御理解をいただきたいと思って

いますし、私ども年１回土現のほうとも打ち合わ

せをしながら、土砂の関係、あるいは雑木の処理

の関係については要請をさせていただいておりま

すので、今後も引き続き要請をしていきたいとい
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うふうに思っているところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長がおっしゃるよ

うに、本当に実際なかなか進んでいないなという

部分が正直なところなのですけれども、市として

どうこうという部分もそれは国、道の関係ですか

らあれですけれども、国なり、道なりにしっかり

とそこはこういった現状というか、理解していた

だいた中で、改めて要請をしていただきたいとい

うふうに思いますし、特に雑木に関しては、流れ

が悪くなって川の水が農地を浸水するというよう

な状況だけでなく、実は地域としても熊の出没の

原因にもなっているのです。雑木沿いに川沿いに

特に風連別川もそうですし、私のいる智恵文地域

では智恵文川もそうです。今は山沿いだけではな

いです、熊の出没というのは。そういった地域の

中心部にも出てきていると。なぜかというと、流

れている川の柳が生い茂っているところを隠れみ

のにして移動する。川沿いに移動するという状況

がありますので、排水対策という面からも、また

有害鳥獣対策と、熊対策という部分からも早急な

整備、これは道に対しても働きかけを一層お願い

を申し上げたいというふうに思います。

あと１点、排水対策という部分、大雨の関係に

もう一点だけお伺いしておきたいのですが、田ん

ぼダム、天塩川改良区中心に取り組まれていると

思います。今回の一連の大雨の中で田んぼダムの

効果、またどういう状況で田んぼダムの取り組み

がなされたか行政として把握されているかどうか、

また効果があったとすればどのような実際効果が

あったのかどうかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 田んぼダムの取り組

みについては、土地改良区さんを含めて取り組ん

でいただいております。市も中山間の事業の中で

田んぼダムということも取り組んでいるところで

ございまして、今改めて田んぼダムの推進という

か、そういったことを考えるに当たって、いま一

度土地改良区さんと市のほうと少し入り口という

か、そういった部分を整理して、どういった役割

で進めていくのかというのが大事だと思いますの

で、そういったことを考えていきたいというふう

に思ってございますが、効果としては、たまたま

先日農業農村の検討委員会がございまして、その

中でも田んぼダムの話になりました。その中では、

内淵川の周辺の農家の皆さんが田んぼダムに取り

組んでいただいたおかげでぐっと水位が下がった

という状況もございますので、そういった部分確

かにあるのかなというふうに思ってございますけ

れども、それが全体的にどれだけのところで取り

組まれて、効果という部分では十分把握していな

い状況もございますので、そういった意味では先

ほど申し上げましたとおり少し意見交換なりさせ

ていただきたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長おっしゃったよ

うに、土地改良区さんが中心になっての取り組み、

またそれぞれの地域、環境保全組織単位で取り組

まれているのだというふうに思います。聞いてい

る限りでは、今内淵川のお話もありましたけれど

も、効果はかなりあるのではないかなというふう

に思いますし、私も余り詳しくないけれども、１

ヘクタール当たりの田んぼで約１トンぐらいの流

量制限ができるということですから、多分名寄市

内何町あるのですか、田んぼ、 ０００超えてい

ますよね。 ０００としても ０００トンの水で

すから、相当な効果になるのだというふうに思い

ます。これは、土地改良区さんとまたいろんな連

携をとりながら取り組み広めていただきたいと思

いますし、知らない方もいるのです、この効果に

ついて。実際やられている方もいる中で、全く知

らない方もいるし、そういう効果があって例えば

この川があふれなくて済んだのだというようなこ
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とを知らないのです。そういった周知も含めて、

効果の周知も含めて取り組みを拡大していってい

ただきたいと思いますが、改めてお答えいただき

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） 議員から御指摘いた

だいたとおり、先ほども申し上げたとおり効果の

部分も含めて少し状況を確認させていただいて、

情報提供なり、今後の進め方については考えてい

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういう形でよろし

くお願いしたいと思います。

続いて、ＩＣＴ農業の推進についてということ

でお伺いをさせていただきますが、行政も研究会

に参加されたということでお答えをいただいてお

ります。労働力不足を補うという側面、また作業

の効率化、省力化という側面もあるというのはお

答えにもあったとおりだと思います。部長が今認

識されている中で、こういったＩＣＴを含むロボ

ット技術ですとかＧＰＳを活用したそういった農

業、ほかにどのような効果があると部長は認識し

ていらっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＩＣＴ農業につきま

しては、当然労働力不足なり、夜間もできるとい

うような状況もありますので、そういった部分で

は作業の効率化という部分もありますし、当然一

定の情報行っていることによってその周辺で満遍

なく肥料まきだとかそういったことができるとい

うことなので、そういった意味での効果はあると

いうふうに思っていますし、ＧＰＳに限らず今人

手不足が顕著になってございますので、そういっ

た部分で労力の軽減だとかそんなところも国のス

マート農業では検討されているようでございます

ので、ぜひそんな情報も少し先ほども申し上げま

したとおり振興センターの中で関係者の皆さんと

議論していきたいなというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） クイズではないので、

そういうやりとりは避けますけれども、実は労働

力不足、また作業の効率化、省力化という部分だ

けではなくて、これは私の思いではなくて、そう

いったものを導入しようと今いろいろな勉強をさ

れている若い担い手の方の感覚なのですけれども、

そういうものを導入することによって振興作物を

一層産地として守っていきたいのだということで

す。労働力不足を補い、効率化、省力化という部

分では、何か大規模になって、土地利用型の作物

中心になっていくというようなイメージ持たれて

いるかもしれませんけれども、若い方違います。

そういった部分は労働力少し土地利用型にして、

限られた労働力をできるだけ振興作物の振興に回

したい。ですから、例えばこの地域でいえばアス

パラの面積をもうちょっとふやしてみたりですと

か、カボチャは面積これ以上減らせないねと。バ

レイショもそうだねという思いなのです。そうい

った部分、今まで築き上げてきた産地としての取

り組みがある作物ってアスパラ、カボチャを初め

としてありますので、そういったものをしっかり

と守っていきたいという若い方の思いであります。

そういう思いに応えていただくためにも、このこ

とを全て行政がお金を出して、予算を出して全部

やってやれということではありません。生産者と

農業団体、ＪＡと、そして行政の連携がこの取り

組みには不可欠だというふうに思います。情報も

入手しつつ、そういった情報提供もできる体制を

しっかりとこの研究会の中でもとっていただきた

いなというふうに思いますが、改めてお答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員から御指摘

いただいたとおり、今振興作物という部分でお話

を伺いましたけれども、このＩＣＴ農業を推進す

る中でも先進地でも規模拡大という部分で、随分
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そういった部分で特化してやられているというよ

うな、先日の視察の考えもございまして、振興作

物を今後どのようにしていくか、どんな面積を守

っていくかということは当然ＪＡも含めて研究会

も立ち上がるところでございますので、そういっ

た中でも十分議論をさせていただければと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそのような形で、

若い担い手の方の思いも酌んだ中で取り組んでい

ただければというふうに思います。よろしくお願

いしたいと思います。

次に、高齢者福祉の推進についてということで

お伺いをしたいと思います。先ほど来、昨日、今

定例会一般質問の中で市が設置する指定管理の施

設に関しての状況、また人材不足についてはそれ

ぞれ皆さんやられていますので、私はちょっと違

った観点から高齢者福祉の推進についてというこ

とでの一般質問でありますけれども、次の総計の

基本構想、基本計画も示されましたけれども、記

載されているとおり、これから高齢者の方が可能

な限りこの地域に残っていただけるような、これ

は現実ハードの面も整備していかなければならな

いという状況もあろうかというふうに思います。

特に介護施設もそうですし、グループホーム、入

所系、居住系も、市街地のシルバーハウジングも

抽せんになったというようなお答えもあったので、

やはりそういうニーズは間違いなく高まってきて

いるのだというふうに思います。

そういった高齢者のニーズ、またこれは地域の

実態という部分にも鑑みた施設整備、整備計画と

いうのがこれから必要になってくるのではないか

なというふうに思うのですが、特にシルバーハウ

ジングのお話、馬場室長御答弁でされましたけれ

ども、市街地にはそういったものもあるのですが、

農村郊外地区には当然ないのです、現状。そうい

った介護の単純な施設というものだけでなくても、

そういった高齢者向けの公営住宅であったりです

とか、またグループホームという形もいろいろと

あるのでしょうけれども、郊外地区にも当然これ

からも必要になってくると私は思っていますし、

またこれは郊外地区ということでは風連地区、智

恵文地区という部分になるのだと思いますけれど

も、特に農村地区ってちょっと特殊ないろんな環

境がありまして、私も含めてなのですけれども、

若い農業者も含めて仕事がというか、日々のこう

いった農作業、自分の経営、それが忙しくて、将

来自分の親の面倒を見ようと思っても在宅で本当

に自分たちが大丈夫なのだろうかと、親も含めて。

何か近くに見守りも含めたそういった施設がある

と、また将来のそういった部分での展望も見えて

くる、自分の経営に対しても。農業という部分で

はなかなかないですけれども、親の介護のために

ついていた仕事をやめられるという現実もやっぱ

りこれはいろんなところであるのだというふうに

聞いています。そういった農村郊外地区での地域

特性に鑑みたそういった施設も今後整備計画に入

れていくべきではないかなというふうに思います

が、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） ただ

いま山田議員からは、各市内の地区別によって就

業形態だとか生活実態というのが異なることから、

それに向けた住まいの対応だとかも含めた対策が

必要なのではないかという御質問だったかという

ふうに思います。先ほど市内全体の８月の高齢化

率が３ ０７％というふうに申し上げましたが、

実は地区別に見ますと名寄地区の６５歳以上の高

齢者の方々の高齢化率が２ １３％、それと風連

地区のほうが４ ４３％、智恵文地区が３ ３７

％ということで、それぞれの地区で高齢化率に差

があるのかなというふうにはわかるところでござ

います。

議員御指摘のとおり、例えば農村地区におきま



－152－

平成２８年９月２３日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

しては、これから真っ盛りになるかと思いますけ

れども、農繁期におきましては当然ほかの業種と

違いまして特徴的な部分は、その時期に介護がな

かなか難しいということで、ふだん在宅生活を送

られていても短期入所が必要になってくる方とい

うようなニーズがあるということも承知しており

ますし、そこまでいかなくても必要に応じた本当

はちょっと見守りしたいのだけれども、なかなか

難しいというようなことで一時期御親戚のところ

に行っていただくだとか、御親戚の方が来ていた

だくだとかというような実態もあるようなことも

お聞きしております。今後こういう地区による実

態というようなことも違いがあるということがわ

かっておりますので、先ほど申し上げました総合

計画の案の中にも住まいという部分が、今後公営

住宅になってきますと、シルバーハウジングとい

うふうになってきますと建設水道部とのプロジェ

クトを組まなければならないという、国でいえば

国土交通省と厚生労働省との絡みのようなものが

ございまして、そういうプロジェクトを組まなけ

ればならないということもございますけれども、

そういうことも念頭に置きながら、３年に１回策

定いたします高齢者保健医療福祉計画と介護保険

事業計画の中で施策を検討してまいりたいという

ふうに思いますし、計画立てる前には必ずアンケ

ートを実施してまいりますので、その際のニーズ

把握だとか、議員から御提言いただきました地区

別のニーズというようなことについても一定念頭

に置きながら、アンケートのほうに取り組んでま

いりたいなというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私の地域も公営住宅

８戸口のあるのですけれども、４戸あいているの

です。公営住宅は公営住宅法というものがあって、

そう簡単にはいかない部分もあるのかもしれませ

んけれども、そういったものも活用できないのか

なとも思ったり、また民間業者等のそういった力、

運営等も含めて力をかりての運営も模索していっ

てはどうかなというふうに、いろいろ郊外地区、

空き店舗と言ったらいいのか、結構建ってはいる

けれども、使われていないという施設も結構多い

ものですから、そういった民間の力もかりながら、

そういったことも検討していくという行政として

の姿勢も必要になってくるのかなというふうに思

いますが、改めてお答えをいただきたいと思いま

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） ちょ

っと重なるかもしれませんが、計画作成の際には

健康福祉部だけではなくても、他部も含めた形で

横断的に検討していかなければならないという部

分が出てくると思いますので、議員からいただい

た御提言も含めながら、十分研究、検討してまい

りたいという思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれの市街地、

また郊外地区のニーズ把握も含めて、また高齢者

の方のニーズ、一定程度アンケート等で把握して

いるという部分もあるのかと思いますけれども、

またいろんなお話をする機会も多くつくっていた

だいて、ニーズ把握に努めていただいて、しっか

りと次の総計でもそこは重要課題という認識は持

っていただいていますので、そういった取り組み

を推進をしていっていただきたいということをお

願い申し上げておきたいというふうに思います。

最後、高規格道路の整備にかかわってというこ

とで何点かお伺いしておきたいと思います。おと

とし事業凍結が解除になって、改めて今の士別剣

淵から名寄までつながるということが具体的にな

ってきた中で、これはつながったという仮定で物

事を考えると、１０年後、十何年後のまちの姿が

どうなるのかという部分しっかりと市として構想

を示していかなければならない時期に私は来てい

るのだというふうに思います。当然救急という部

分もそうですし、観光、物流、当然産業ですよね、
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そういった部分、特に農繁期になりますと生産者

みずからがトラックで野菜を運ぶというのが、旭

川まで、市場まで運ぶということが頻繁に起こり

ます。その時間も短縮されるということであれば、

これは生産活動が非常に効率的になるということ

でしょうし、市としての整備構想ということで期

成会としても要望を上げています。風連インター

チェンジの設置、また智恵文南おり口の設置とい

うことでもお答えありましたけれども、その地域

の中でも農産物の輸送と、大橋の青果センターに

運ぶというだけでも風連の方でしたら例えば風連

インターができたらそこ乗って、名寄北インター

でおりれば物すごく時間が短くなりますし、これ

は全て経営効率にもつながります。智恵文であれ

ば乗って、名寄北でおりて大橋でおろして、また

戻っておりると。そういう部分でも非常に大きな

効果があるのだというふうに私は感じております。

市としての整備構想、供用開始、また風連イン

ターチェンジ、智恵文南おり口、また１９線周辺

の整備ということでお答えありましたけれども、

やはりここはもう少し具体的、例えば風連インタ

ーチェンジであれば道の駅への影響というのは避

けられないのだというふうに思います。当然イン

ターチェンジをつくって、道の駅にどうアクセス

していくかというような、そういったことも影響

も考えてという臼田部長からお答えありましたけ

れども、そこら辺実際にどのぐらいの影響がある

のか。では、影響があるとすれば、どこでどうい

うふうにそこの影響を補完していくのか。それが

１９線周辺の整備なのかどうか。やはりもう少し

具体的なものも市の構想として示していくべきだ

というふうに思いますが、その辺のお考えもう少

し具体的にお答えいただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私のほうから答弁させて

いただきますが、平成２６年の８月に凍結解除、

１０年間抜本的見直し区間として放置されてから

ようやく今多寄から名寄間の整備が進んでいると

いうことでうれしく思いますし、この道路整備を

地域の活性化につなげていきたいと、振興発展に

つなげていかなければならないというふうに強く

思っています。今議員からお話もありましたが、

先ほど臼田部長からも答弁させていただきました

けれども、とりわけ風連地区、智恵文地区は１次

産業の一大拠点でありまして、とりわけＪＡの施

設、あるいは森林組合の一大施設もあるというこ

とですし、それぞれの農家さんが直接流通に携わ

っているというところも含めて、ここはしっかり

と整備をしていく必要があるのだろうということ

を市としても考えているところでございます。と

りわけ風連地区については、恐らく想定される道

路から考えて、インターがついたとしても市街地

区から２キロぐらいのところになるのだろうとい

うふうに思います。道の駅の話がありましたけれ

ども、やはり道の駅の来場者数は、当然アクセス

道路を整備をしたとしても相当影響が出るのでな

いかというふうに懸念を我々もしております。先

ほども１９線インター付近の話ございましたけれ

ども、これは名寄市の商工団体からもこの提言は

出ておりまして、高規格道路にすぐにアクセスが

できて、加えて一般道からもアクセスができると

いうところで、こうしたところに新たな活性化の

方策を検討すべきではないかという、このことも

重く受けとめますし、このことも含めて、現在の

道の駅も含めて、全体として地域の活性化をどう

していくのかということは議論を急がれる部分だ

というふうに思います。ぜひともたたき台もつく

りつつ、しかしこれは民間の皆さん、産学官金で

連携をして議論を深めていかなければならない問

題だというふうに思います。

もう一つ言わせていただくと、この高規格がで

きると東西、いわゆる日本海、そしてオホーツク、

両方からのアクセスの結節としてもこの高規格道

路は大きく期待をされるのだというふうに思いま

す。とりわけ下川方面、オホーツク方面、こちら
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から２３９号からのアクセス、そこがしっかりと

できると、より利便性の向上が飛躍的に高まるの

でないかというふうに思います。２３９号の緑丘

付近のカーブのあたりから１９線を渡ってのバイ

パス構想というのも以前はお話があったというこ

とでありますけれども、改めてこの実現性につい

てもよく検討して、地域間での連携も含めてぜひ

要請行動等も検討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） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時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。

地方財政の充実に向けた国の動向について外３

件を、熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 通告順に従い順次質

問を申し上げたいと思いますが、大項目３番目の

防災計画ほか災害関係については、多くの議員が

関心を持って取り上げておりますので、今議会で

は割愛をさせていただきたいと思います。

地方財政の充実に向けた国の動向について。今

年度予算は、昨年と同程度の一般財源総額が確保

されたものの、今後も経済財政諮問会議が社会保

障費と地方財政を歳出削減のターゲットにしてい

るのは変わらないと受けとめています。そこで、

次年度概算要求の地方交付税の総額確保について

と社会保障予算の確保と地方財政措置についてど

のような情報に接し、名寄市を初め自治体として

の基本的態度、対応についてお伺いをいたします。

トップランナー方式の導入について。今年度か

ら国が求めているトップランナー方式についての

目的としているところをどう受けとめておられる

のかをお聞きをしたいと思います。

空き家空き地政策の総合化について。１つに、

住宅改修等推進事業の庁内論議についてでありま

すが、議会初日に議決をされた住宅改修等推進事

業以外の政策議論経過についてお伺いをしたいと

思います。

２つ目に、空き家空き地政策の総合化について

でありますが、空き家、空き地の財産売買は基本

的には不動産業者も含む個人、民間同士になりま

すが、冬の生活の長い名寄市にとって除排雪やコ

ンパクトシティーも絡む総合的都市政策との関連

性もあるのではないかと考えます。その考え方を

お尋ねをしたいと思います。

最後になりますが、市民の声からということで、

１つに今後の公共料金、行政サービス等の負担増

の動きについて。かねてから今年度中に公共施設

等の手数料、使用料を初め上下水道料金等の市民

負担増について一定の考え方を整理をすることに

なっていたと思いますが、その後の経緯や検討状

況をお伺いをいたします。

借り上げバス利用について利用動向、同事業の

差額負担に対する市民の声をどう受けとめられて

いるのかお尋ねをし、この場における質問を終わ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま熊谷議員か

らは、大項目で３点について御質問をいただきま

した。大項目の１及び大項目の４につきましては

私のほうから、大項目の２につきましては市民部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目の１、地方財政の充実に向けた

国の動向について、小項目の１から３につきまし

ては関連でございますので、一括して申し上げた

いというふうに思います。本年８月末日に締め切

られた国の平成２９年度予算の概算要求総額は、

一般会計で１０１兆 ７０７億円となり、今後は

成長戦略などに予算を重点配分するため設けられ

ました優先課題推薦枠や一億総活躍社会の実現に

向けた施策、さらには社会保障・税一体改革に係
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る経費などにつきまして予算編成過程の中で検討

するとされております。しかしながら、平成３２

年度の基礎的財政収支黒字化という財政健全化目

標に向けて、財源の確保を踏まえ多くの課題があ

るものと思われます。また、先般総務省におきま

しては、平成２９年度の地方財政収支見通しに関

する仮試算を公表し、その中で地方交付税は前年

度当初予算比 ４％減の１５兆 ５８８億円、地

方の一般財源の総額は ７％増の６２兆 ０００

億円としているものの、その内訳につきましては

臨時財政対策債が大幅に増加していることなどを

踏まえますと、地方財政にとっては非常に厳しい

見通しとなってございます。

さらに、今年６月に閣議決定をされました経済

財政運営と改革の基本方針２０１６では、経済財

政計画に掲げる歳出改革などを着実に実行し、国、

地方を通じた経済再生と財政健全化の双方に資す

るための優先順位をつけ、いわゆるワイズスペン

ディングの徹底や地方交付税を初めとした地方財

政に係る制度改革にも重点が置かれ、その中でも

今年度からの普通交付税の算定に導入をされた先

進的自治体の経費水準の基準財政需要額算定への

反映、いわゆるトップランナー方式のあり方につ

いては、引き続き検証を行うこととされていると

ころでございます。

こうした中、国におきましては、経済再生なく

して財政健全化なしとし、６００兆円の経済の実

現と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指す

としていることから、地方財政に対しての影響が

危惧されるところであり、平成２９年度の地方財

政対策は非常に厳しいものと想定されます。本市

におきましては、歳入の根幹であります普通交付

税の合併算定がえの縮減率が進むこともあり、安

定的な財源の確保に向け、引き続き国の動向には

しっかりと注意をしてまいりたいと考えてござい

ます。

続きまして、大項目の４、市民の声から、初め

に小項目の１、今後の公共料金等の負担増の動き

について、現状の取り組みと検討状況について申

し上げます。現在当市の行財政改革の一環としま

して、公の施設などの使用料や上下水道料金の見

直しについて検討を進めてございます。これらを

初め行政サービスの提供には、施設整備に係るイ

ニシャルコストと人件費を含めたランニングコス

トなどの経費が発生をし、質の高いサービスを将

来にわたり安定的に維持していくためには相応の

費用が発生をしてございます。これら行政サービ

スの多くには公費が充てられており、結果として

利用する市民はもとより利用しない市民も間接的

に経費を負担することとなります。このため利用

する市民には利用の対価として応分の負担をいた

だく受益者負担の原則に基づき御理解をいただい

ており、また公平性、公正性を確保するため受益

と負担の明確化を図る必要があると考えておりま

す。

見直しの現状についてでありますが、まず公共

施設使用料につきましては、旧風連と旧名寄との

合併後有料、無料の統一や一部の使用料等で統一

を図ってきたものの、使用料設定に関する新市と

しての統一的な基準が作成されておらず、両地区

での算定方式や金額に差があり、一層の公平性を

確保していくため見直しが必要であると考えてい

るところであります。使用料に関する設定基準は、

昨年度開設をしましたＥＮ―ＲＡＹホールの使用

料設定に用いたランニングコストから受益者負担

を算出する手法を基本とし、昨年度から庁内ワー

キンググループにおいて各施設情報の収集や他自

治体の基準を参考としながら各課題解決を図り、

現在使用料に関する設定基準の基本方針の策定を

進めているところであります。見直しの視点とい

たしましては、類似施設使用料の格差解消や使用

料表示方法の統一化、用途、カテゴリー別の負担

割合など公平性、公正性と明確化を図るものでご

ざいまして、その内容につきましては近く議会に

も御報告をさせていただきたいと考えてございま

す。また、その後につきましては、この基本方針
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に基づき、各施設ごとの具体的な金額の設定作業

を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、上下水道料金についてでございますが、

平成２７年度に上下水道事業経営審議会を設置を

し、有識者や公募委員など１０名により平成２７

年９月から審議会を４回開催してまいりました。

審議会では、上下水道事業の現状、事業計画、財

政状況と今後の見通しなど慎重に審議を行い、本

年２月に答申をいただいてございます。

答申の内容といたしましては、現状では施設老

朽化への再投資や使用水量の減少により経営状況

の悪化が見込まれ、水道料金につきましては経費

の削減、施設老朽化更新の先送りも限界に近いこ

とから、料金の引き上げ改定が必要とされてござ

います。また、下水道使用料につきましては、当

面現行の使用料と一般会計繰入金により財源確保

が見込まれるため据え置きと答申がされてござい

ます。今後につきましては、審議会の答申や平成

２７年度の決算状況などを踏まえ、慎重に内部協

議を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、借り上げバス利用について

申し上げます。借り上げバスの利用に当たっては、

平成２１年度から福祉及び社会教育関係団体活動

推進補助金として、福祉及び社会教育関係団体が

研修などを目的とした移送に市が指定をした委託

業者から車両を借り上げた場合におきまして、老

人クラブであればその費用の１０分の９を、老人

クラブ以外の対象団体にあってはその２分の１を

補助しておりますが、バス運賃の新料金制度への

移行に伴い、平成２７年４月より利用団体の負担

が増加することから利用団体に対し３年間の緩和

措置を講じることとし、平成２７年度においては

新料金と旧料金との差額の全額を、平成２８年度

においては３分の２を、平成２９年度においては

３分の１を市が負担することとしております。一

例を申し上げますと、老人クラブ以外の福祉関係

団体が札幌方面に中型バスを利用した場合、旧料

金では団体の負担額は２万 ７５０円、新料金で

は４万 ４８０円となり、その差１万 ７３０円

が団体の負担増となります。さきにも述べたよう

に３年間の緩和措置を講じていますことから、平

成２７年度においてはその差額分を市が全額負担

いたしますので、団体の負担額は変わらず２万

７５０円、平成２８年度は差額の３分の２を市が

負担することから団体負担額は ２４３円増の３

万 ９９３円、平成２９年度は差額の３分の１を

市が負担しますことから団体負担額は ４８７円

増の３万 ２３７円となります。

お尋ねのありました平成２８年度の利用状況に

ついてでありますが、現段階におきまして老人ク

ラブの利用では６つの老人クラブと名寄市老人ク

ラブ連合会の利用による８回、老人クラブ以外の

福祉関係団体の利用は１６団体が利用してござい

ます。社会教育関係の利用は、１４団体の利用と

なっており、それぞれほぼ例年どおりの利用状況

と考えているところでございます。

借り上げバスの利用料金につきましては、新料

金へ移行する際、利用されている団体に対し説明

を行い、御了承いただいております。また、その

後においても毎年１月上旬に次年度の料金につい

てお知らせの文書を送付させていただいておりま

すが、今のところ各利用団体から料金や負担割合

などについて御意見や御要望を伺っていませんこ

とから、新料金に対し一定の御理解をいただいて

いるものと考えているところでございます。しか

しながら、次年度以降においても利用団体の負担

がふえることが見込まれますので、引き続きお知

らせ文書などにより丁寧な説明に心がけてまいり

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） 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点目、空き家空き地政策の総合化について申し

上げます。

初めに、小項目１の住宅改修等推進事業の庁内

議論について申し上げます。住宅改修に係る助成
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事業につきましては、過去に平成１９年度から２

１年度の３カ年にわたり事業を実施、３カ年の合

計で申請件数６２８件、補助金額の合計で１億

５６０万円、対象の工事費総計で１３億８００万

円以上の改修工事が行われ、市内の関連事業者の

振興、雇用の創出、住環境の整備に一定の効果が

あったと認識をしてございます。今回の住宅改修

等推進事業を行うに当たっては、昨年１０月に策

定をいたしました総合戦略の中の具体的な施策と

して人材育成や移住、定住の推進を目的に掲げた

ことにより、事業内容、対象工事等、前回の改修

助成事業を担当した経済部を中心に中身の議論を

行ってきたところです。また、名寄市空き家等対

策計画の策定に係る庁内議論の中でも、いわゆる

空き家バンクに登録をされた住宅に関しての施策

としても引き続き居住の用に供する場合への改修

費用の助成についての支援が掲載をされたことか

ら、今回の事業にメニュー化をしたところでござ

います。

また、この事業以外の政策議論の経過につきま

しては、これまでに３回、庁内６部署１２課から

成る庁内検討委員会を開催をいたしまして、本年

８月に策定をした名寄市空き家等対策計画の中で

も掲載をしてございますが、関係部署との連携に

よる空き家利活用の促進に向けた庁内連携体制、

あるいは関係部署の役割など議論した経過がござ

いますが、このあたりは計画策定に向けた議論が

中心であり、本格的な政策議論については今後空

き家対策の課題が明らかになった時点で、あるい

は国等の制度に改正の動きがあった時点から始ま

るものと考えているところです。

次に、小項目の２、空き家空き地政策の総合化

について申し上げます。平成２６年１１月に空家

等対策の推進に関する特別措置法が制定をされ、

翌２７年５月には同法が完全施行されたことを受

けて、本市におきましても空き家等対策を効果的

かつ効率的に推進するため庁内検討委員会を立ち

上げ、法に基づいた名寄市空き家等対策計画の策

定に取り組んでまいりました。本年８月に策定を

された空き家等対策計画では、空き家等の状況に

応じた対策が必要であり、対策を３項目に整理し

た中で取り組むことになります。主な内容としま

しては、１点目が空き家等の発生抑制、２点目は

空き家等の流通や利活用の促進、この項目には現

在立ち上げ作業中の空き家バンクが含まれており

ます。３点目は、適切に管理をされていない空き

家等への対策となっておりますが、いずれの項目

の中でも庁内の連携が必要不可欠であり、より一

層の庁内連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

空き家に関連して単品の事業や対策ではなく、

政策として総合的な取り組みについて問い合わせ

をいただいているものと考えておりますが、現状

では新たに取り組む空き家バンク制度、これまで

になかった空き家の有効活用という部分では一つ

の鍵になる取り組みと考えておりますが、今回住

宅改修等推進事業補助金が空き家バンク登録住宅

にも適用される動きがありまして、個別具体の事

業がつながることで総合的な空き家対策、政策と

なることを期待をしているところですが、いま少

し時間をいただいた中で、引き続き名寄市空家等

対策協議会を初め、空家等対策庁内検討委員会の

中での議論を行ってまいりたいと考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれお答えをい

ただきましたけれども、最初に名寄市の一般財源、

地方自治体の一般財源や、あるいは社会保障予算

をどう確保するかという視点も関連をするので、

新しく来られました松岡参事監に１つだけお答え

をいただければと思いますので。

２年間という時限つきで加藤市長がお呼びをし

て、まだ３カ月足らずですけれども、どちらかと

いえば私ども地方自治体の財政の所管は総務省、

８月下旬に概算要求もしていますが、財務省とい
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えば、これ間違っていたら訂正をお願いしたいと

思うのですけれども、それをいかに削るかという

役割に受けとめておりましたけれども、きょうの

午前中の議会のやりとり、あるいは初日、２日目

の各議員のいろんな一般財源が必要な質問等につ

いても一部前向きにお答えもいただいております

けれども、そういう非常に重要な財源であるとい

うことについての理解は既にされていると思いま

すが、恐らく松岡参事監はいろんな意味で市長や

ら、あるいは議会や市民からも期待をされての２

年間だというふうに思いますので、その印象をお

伺いをしたいというふうに思いますし、またこの

３日間の一般質問の中でも相当一般財源が必要な

質問がいろいろ出ていたと思いますけれども、お

聞きになって地方の現状についての理解をどれだ

け深められたかお聞きをしたいと思います。

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） 御指名いただきました

ので、お答えさせていただきます。

この３日間いろいろ議論を聞かせていただきま

して、まさに市民に密着した現場の財政需要、た

くさんいろいろなものがあるなというのを認識さ

せていただいているところでございます。一般的

な財務省あるいは主計局の印象としまして予算を

切ることが仕事であるということで、間違いでは

もちろんありませんけれども、切ればいいという

ものではありませんで、当然必要なものは必要で

あるし、そうでない、あるいはちょっと優先順位

が違うかなというものについては、いろいろと意

見を言わせていただくという立場だと認識してお

ります。

先ほどまさに総務部長からも答弁ありましたけ

れども、国の一般会計予算の構造のほうを見ます

と、２８年度予算一般会計歳出が９６兆円だった

か、７兆円だったかと記憶していますけれども、

これの大体３分の１に当たるのが社会保障関係費

であると。そして、地方交付税が１５％ぐらいあ

りますので、これを足したら大体半分ぐらい積み

上がると。そしてまた、４分の１ぐらい国債の利

払い費ありますから、それ以外の経費、公共事業

ですとか教育、科技振興費、防衛費、その他いろ

いろエネ対費、食関費ありますけれども、それら

全部積み上げても社会保障関係費、交付税、利払

い費除けば４分の１にしかならないと。そこで当

然見直しはしていくのですけれども、社会保障、

地方交付税、これも含めて全体で見直していくと

いうのがこの諮問会議もそうですし、財務省も当

然そういう立場であると思います。その中でいろ

いろと先ほどトップランナー方式なども言われて

いましたけれども、議論があるところは承知して

おりますけれども、いろいろと模索しているとい

うことだと思います。

そして、この自治体さまざま課題がありますし、

やらなければいけないこともたくさんあると思い

ますけれども、この２年間いろいろ勉強させてい

ただいて、名寄市で頑張らせてもらうことはもち

ろんのこと、国に戻ってからもここで学んだこと

を生かしていけるように精進させていただければ

と思いますので、どうぞ御指導のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 社会保障財源、ある

いは地方自治体にとって一般財源が非常に重要だ

という御理解もいただいておりますけれども、ぜ

ひ２年間という限られた、よかったらその後もず

っと残って活躍をいただければと思いますが、大

いに期待をしておりますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

そこで、今総務部長から新年度の概算要求の概

略について私も受けとめているところなのですが、

残念なことに経済諮問会議、政府が所管をするそ

の中では、社会保障サービスが年々１兆円ぐらい

ずつ自然増の状態でありながらも期待に沿うほど

の予算がつかない。あるいは、安倍政権が求めて

いる地方創生やらさまざまな、言葉は非常にきれ

いですけれども、その財源のためにまた地方財源
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を逆に圧迫をするという状況もあるのではないか

というふうに思っております。社会保障サービス

は、国費と自治体の地方単独事業に大別されます

けれども、年金を除けば恐らく全てが地方自治体

を通して市民にサービスを行うという状況があろ

うかと思いますが、それに反面する形で必要な財

源が非常に圧縮をされているということなどにつ

いて、ここ二、三年の段階において名寄市におけ

る影響というのはどのような形で出ているのかお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、あれは総務省が今試算として出して

いるものということでありました。閣議決定され

た平成２８年度概算要求に当たっての基本的な方

針を見ますと、社会保障関係、年金、医療等にか

かわる分については、高齢化に伴う増については

予算を認めるけれども、それ以外の分についての

いわゆる制度の拡充等については今後の予算協議

の中で検討されているというところありますので、

私どももここは国の制度にのっとっての実施とな

りますので、この予算段階での協議、これの結果

を見ないとなかなか地方への影響というのは見え

ないのかなというふうに思っておりますが、いず

れにしても社会保障関連については、消費税の増

税というのを前提に制度の拡充を図るというのを

国のほうで予定していたところでありますし、そ

の増税が先送りをされたということでありますの

で、当初の予定どおりの社会保障の充実というも

のについては難しくなっただろうと、そのような

受けとめをしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 執行側も私ども議会

も基幹財源である社会保障財源あるいは一般単独

財源を確保するという方向性については、恐らく

一致をされ、地方六団体を通しながらもその要望

を強く働きかけているところだろうというふうに

思いますけれども、国が社会保障にかかわる経費

を削るということは、いわゆる交付税措置されて

いる裏負担分の地方債だとか社会保障費全体が削

られるような状態になれば、地方の単独事業であ

る、今は公立保育所も国庫補助もない状態の中で

やっておりますけれども、全体的にこれが崩れる

とそういう日常身近なサービスが根底が崩れるよ

うな気がいたしてなりませんけれども、これは私

の老婆心の程度で終わればいいのでしょうけれど

も、改めてここら辺についてお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 現段階では、先ほど

も申し上げましたように国の予算編成の中で議論

がされているところですので、私どもが推測で発

言するところには至らないかと思いますが、消費

税の延期のときに安倍首相が言われたところでい

いますと、子育ての関連について、あるいは介護

職の離職についてのところについては進めたいと

いうようなところの発言もありましたので、そう

いった分野については一定程度の財源措置もされ

るのかなというふうに思いますが、総額の確保が

できない見込みある中では、ほかのところについ

ては市長も言われたように当初の予定どおりには

なかなか進めることはできないのではないかとい

う発言がありましたので、少し先に送られるもの

についてもあるだろうと、そのように認識をして

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 多少は危機感はある

ような答弁でしたけれども、経済財政諮問会議の

中ではもちろん政権がやりたい地方創生、あるい

は一億総活躍だとかさまざま言葉巧みに皆さんに

提起をしておりますけれども、その反面プライマ

リーバランスを一定の時期は保つということだと

か、あるいは社会保障財源を自主的に伸びを抑え

ながら、あるいは地方交付税も今回入り口、出口

の関係では一定の差が出て、地方に配られる金が

少し圧縮をされているという認識が答弁でもあっ
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たとおり、一地方自治体で加藤市長が幾ら声を上

げてもなかなかということはあるのでしょうけれ

ども、もっと危機感を持っていいのではないかと

いうふうに思っていますが、市長は市長会あるい

は全国の会議にもたくさん行かれると思いますけ

れども、その辺の動向についての認識はどのよう

にお持ちでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一般論という話になるか

もしれませんが、当然今人口が減少傾向にある中

で財源をどう担保して、それをどう配分していく

かというのは非常に大事な課題であり、またその

中で地方の財源がしっかりと確保されていくとい

うことに関しては、非常に危機感を持って毎回毎

回あらゆる場面で決議なり、あるいは要望をさせ

ていただいているということだというふうに思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それだけの危機感を

持って、しっかり市長会の中でも目立つような役

割をぜひ情報発信をしていただきたいと思うので

すが、今年度の地財計画の中でも安倍政権は地方

交付税の総枠確保を言いながらも、給与関係費

４兆円だとか投資的経費を１６兆円も抑えている

という状況もあって、実際名寄の行政の中にも予

定をして手をつけたいことが先が見えないような

状態があったのでないかと思いますが、特に投資

的な経費の関係でいけば教育部長だとか建設水道

部長あたりはどのような現場段階では想定のもの

が、東小学校の関係もございますけれども、同様

の現状について事実関係だけでもお知らせをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時３４分

再開 午後 １時３５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員のほう

から公共施設における投資的経費が国のほうで現

状維持の中でなかなか増額されていないというこ

との影響というところだというふうに思いますけ

れども、この前の議会の中でも東小学校の改修に

おきましても今回補助金が少なかったということ

で、過疎債を充てての事業をすることになりまし

た。今後におきましても義務教育施設の中央小学

校であったり、そういったものの計画もしていま

すので、そういった面では国がそういった経費が

伸びていない状況についてはちょっと危惧をして

いますが、担当としては計画どおり進めるように

国にも働きかけて、その予算確保についても道教

委等も通じながら今後も働きかけをしていきたい

というふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 建設水道部にか

かわっては、多くの事業を実はやっておりますけ

れども、公営住宅の関係が私ども建設水道部がや

っている事業ということでございまして、公営住

宅の関係については特に国のほうからのそういっ

た締めつけとかということについては現在のとこ

ろは感じてございませんけれども、それ以外の部

分で、例えば社会資本整備事業ですとかそういっ

た部分については、これは近隣の市町村もそうで

すけれども、少し交付率が悪かったりというよう

な状況にはあろうかというふうに認識をしていま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 補足させていただきま

すけれども、地方財政計画そのものは、それぞれ

の地方自治体が必要とされるものを積み上げて出

てくるというものではございませんので、全体の

国のマクロベースでのお話でありますから、私ど

も名寄市でこれから行おうという投資計画とずれ

てくるのは一つあります。

ただ、今教育部長、建設水道部長から御答弁さ
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せていただきましたとおり、国のほうは投資の部

分が減っておりますので、当然ながら国庫補助金

のところにも影響が出てくると、こういうような

状況であるというのは認識しているところであり

ます。地方財政計画そのものを見ますと、昨年あ

たりからだんだん投資の部分が減ってきておりま

すので、この傾向は続くのではないかなというふ

うには思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ時間差の影

響がじわじわ出てくるのではないかという私も危

惧しておりますけれども、今日的にはここ三、四

年特に社会保障と税一体改革に基づいて社会保障

ニーズが非常に増大しているのではないかという

ふうに認識しています。ここ２年ぐらいでも子ど

も・子育ての新制度だとか地域医療構想の策定だ

とか地域包括センター、地域包括ケアシステムだ

とか生活困窮者の自立支援など新たな制度がどん

どん、どんどん出てきている割には、実際にそれ

のニーズに応えられるような自治体の社会保障経

費がふえるどころかむしろ削減されているのでな

いかという傾向を私も全国的には聞いております

から、実際にその辺についてどのような危機感持

っておられるのかをお知らせをいただきたいと思

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） 前段松岡参事監から御

答弁ありましたとおり、社会保障経費については

国の大きな支出項目となっております。この間の

推移を見ますと、小泉政権のとき、いわゆる三位

一体改革のときに補助金の交付税化という形で振

りかわっているというケースがございました。今

回の議会答弁の中でも例えば救急医療の関係も前

は交付金だったのですが、それが交付税制度の中

に取り込まれていると。そうなると、交付税その

ものの中身も一緒に見ないと、この社会保障の財

源というのは正しい姿が見えてこない。逆に言え

ば、交付税の制度設計においてどういうことがな

されるのかというのを我々もきちんと注意してい

かなければならないと思っています。これが一番

大きな課題になるのではないかなと思っておりま

すが、２９年度、これからの予算に向けては、今

概算要求という形で終わっておりますが、ここは

本当にどういう形で財源も含めてどうなるか、こ

れは十分注視していかなければならない大きな課

題というふうには認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 少し具体的に、恐ら

く田邊部長も心配の種ではないかと思いますが、

今の政権、消費税増税に伴う、２年半延期されま

したけれども、消費税の是非論は別にしても軽減

税率の導入が予定をされています。これは、ほと

んどがこの税源を担保にしながらの各種政策が特

に社会福祉関係では予定をされているわけなので

すが、大体この軽減税率の財源が ０００億円ぐ

らいだというふうに言われていますので、国には

どのような形から財源担保についての情報が得ら

れているのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４１分

再開 午後 １時４１分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 国が今消費税の

１０％引き上げに当たりまして軽減税率を考えて

いられるという情報は存じておりますけれども、

そのこと自体が直接社会保障費にはね返ってくる

というような認識は持っておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 意外とのんびりされ

ておられるのかなと思うのですが、安倍政権の中

で言葉は非常にいい、私もいい訴えだなという、

政策だなというのは思いますけれども、実際には

野党を中心にして裏財源、担保する財源が明確で

ないということと、それにあわせて冒頭言ったよ
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うに社会保障関係や地方財源、交付税中心とする

既存の財源に手をつけて、圧縮をしているという

現実も実際にはあるのですけれども、来年度以降

名寄市で予定している社会福祉政策、あるいは先

ほど介護保険の話もいろいろ出ておりましたけれ

ども、それについての見通しは十分立っていると

いうことの理解でよろしいですか。

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） 消費税が８％へ

の延期になった最初の段階で介護保険料の低所得

者軽減、これが見送られて、現在も見送られてい

るというような状況がございます。そういった影

響はかなり市民の方々、特に低所得の市民の方々

には影響が出ているというふうに認識をしており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 次に、トップランナ

ー方式のほうで少しお聞きをしたいと思うのです

が、一応建前上は頑張る地域の応援、行革努力や

地域活性化努力の反映を前提にしてということで、

選別的な、あるいは政策誘導的な交付税算定が相

次いでいるというふうに聞いていますけれども、

実際に２７年、２８年の中では、トップランナー

方式はこれからということの答弁もいただいてい

ますけれども、これらを受けて名寄市において先

行的に何か意識をされていることというのがござ

いましたらお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 交付税のトップランナ

ー方式はこれから出てくるものでありますけれど

も、基本的には地方公共団体それぞれの行財政改

革、それがそのまま交付税の制度の中にも反映さ

れていくような、そういうような大枠のイメージ

でおります。ですので、今のところ私どもも行財

政改革に取り組んでおりますので、それが具体的

にどういうものかというのはまだわかりませんけ

れども、そこは一つクリアできているかなとは思

っております。

それと、もう一つ、最初の答弁でございました

けれども、いわゆるワイズスペンディングという

ことでありますが、これは支出においてもやみく

もに支出するのではないと。将来必ず有利、ある

いは利便性を高める形での支出を図りなさいとい

うことでありますから、この２点についてはそれ

ぞれの予算査定、あるいは政策協議の中でやって

いかなければならない事項だなというふうには認

識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） かつては起債償還の

関係で繰上償還の話題もいっときございましたけ

れども、あの時点でも一定の条件を付されて、行

革の努力、削減努力を前提にしたという、５％以

上のその償還を一部できたということについては

一定の効果はありますけれども、今回のトップラ

ンナー方式の目的、狙いというのはちょっと次元

が違うなという感じがしておりまして、総務大臣

ですら地方財源に手をつけるということだとか、

もう手いっぱい地方も公務員は削減、削減、削減

で、非正規が４割に近いという状態にまで役所そ

のものがなっている段階で限界だという記者会見

をされているのは記憶ありますけれども、トップ

ランナー方式についての基本認識をどう持つかに

よってこれから名寄市の行政の影響というのは変

化が出るのかという感じがしますけれども、それ

らについてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほど申しましたとお

り、行革の中でトップランナー方式ある程度クリ

アできるかなというふうに思っておりますが、言

いかえますとそういった自助努力といいますか、

漫然としていた行政コストをかけるという状況で

はなかなか有利な財源構造になっていかないとい

うのは、これは事実としてあるというふうに考え

ております。このあたりはいち早く情報をつかみ

ながら、どういう形がいいのか、先ほど正規、非

正規の関係もございましたけれども、一方で私ど
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もも日常の業務たくさん抱えておりますので、効

率的な行財政運営を行うという観点も持ちながら

進んでいきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今議会の中でも私も

いろいろ聞いてきて、各議員がそれぞれ、特に答

弁の中では一般財源にかかわる前向きな空調設備

の問題だとか、あるいは介護現場の単独でもやら

なければならぬという市長の決意も若干ございま

したけれども、まさに自治体にとってみれば交付

税を柱にしながら、全体を通しての一般財源とい

うのは非常に有効な財源だというふうに考えてお

りますので、一層の御努力をお願いをしておきた

いと思うのですが、私どもの山崎議員あるいは高

野議員、あるいは午前中の奥村議員、それぞれ介

護人材の確保だとか、あるいは公共施設の環境整

備なんかについて、それぞれ私の受けとめ方とし

てはこれはただの検討でなくてやるのだなという

決意が伝わってきましたけれども、十分そういう

ものものみ込みながら、一般財源の確保について

御努力をいただくことになるのですが、改めてそ

の辺の再確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） とりわけ介護の現場につ

いての危機的な状況というのは、先ほど来御指摘

いただいていますし、さまざまな御提言もいただ

いておりますので、全て全てをやるということに

はならないと思いますけれども、即効性のあるも

のから費用対効果も鑑みてしっかりとやるべきこ

とはやっていくと。加えて国のほうでも一億総活

躍ということで、この辺の政策が出てくるのでは

ないだろうかと。そのことも期待しつつ、あるい

は注視をしながら、国、道の状況も鑑みて、それ

と連動した形ででも施策を打っていきたいという

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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 容易なことではない

でしょうけれども、地方自治体それぞれ共通した

現場の実態や課題があるわけでありますけれども、

補助事業トータルもいろいろ景気との関係では非

常に重要な要素ではありますけれども、ぜひ一般

財源総額、あるいは交付税、３カ月後にはまた地

財計画が出されることになろうと思いますけれど

も、一層の御努力をお願いをしておきたいと思い

ますし、また各議員が取り上げていた課題につい

ても即効的に見えるような形を一層の努力を求め

ておきたいというふうに思います。

あと１０分ぐらいですけれども、次の課題に移

りたいと思います。空き家、空き地の関係で、と

りあえず住宅改修改善、これに絡んで営業戦略課

のほうで提案をし、決まって、それはそれとして

町場の期待もありますし、私どもも取り上げてき

た課題でもありますから、実効性が高まることを

期待をするのですけれども、室蘭市において、あ

そこの市長はもともと議員時代から室蘭市の空き

家、空き地の問題についての熱心な取り組みをさ

れて、今回特にこれに絡んで空き地、空き家は一

つの個別政策という捉え方ではなくて、地域の都

市政策、あるいは冬の、あそこは冬は雪はそう多

くはないですけれども、名寄に置きかえてみれば

非常にこの問題をきっかけにしながら、総合計画

というか、総合化について今から具体的に創造す

る必要があるのではないかというふうに思ってい

ます。特に除雪問題も経済建設常任委員会で熱心

に今取り組んでいるところなのですが、市内の各

地に適当な空き家、空き地、公園も一部ございま

すけれども、公園も本来目的との関係も違います

ので、なかなかそれが決定的な雪置き場にはなり

ませんけれども、そういう雪の対策の問題だとか、

あるいはコンパクトシティーとの関係なんかで次

の総合計画の中で少しそこら辺についてのイメー

ジを膨らませた総合化について検討をされる必要

があるというふうに思っていますので、改めて答

弁を求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 三島部長の答弁の中で、
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これからいろいろな計画もすり合わせながらとい

うお話ございましたけれども、庁内の検討委員会

の中で若干そのあたりについても話は出ておりま

した。例えば災害時の問題、倒壊する家屋はもち

ろんですけれども、あるいは一方郊外地のほうに

目を向けると空き家があればそこは今回も議論に

なりましたが、地域おこし協力隊としての住居の

提供ですとか、あるいは市街部であれば社会福祉

施設への転用ですとか、空き家バンクそのもの以

外にもいろんな角度をつけながら、総合的な政策

ということについても庁内の検討委員会ではいろ

んな意見が出ておりました。あとはこれをどうい

うふうにまとめて、それこそ優先順位をつけなが

ら、あるいは一番ニーズの高いところを研究しな

がらということになりますけれども、まずはその

空き家バンクの創設ということで始まりましたの

で、それからどういうような展開を見せるか、こ

れは庁内の中でも一生懸命やりたいと思います。

また、やるに当たりましては現場がどうなって

いるのか、言いかえると現地なのですけれども、

市街地の状況、あるいは空き家の置かれている状

況がどうなっているか、これも当然十分検証しな

ければなりませんので、若干時間はかかるかもし

れませんけれども、１つずつ着実にここら辺は総

合的な政策ということで組んでいきたいと思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 名寄市も土地開発公

社の解散以降公有地持って、たまたま大型用地、

警察署の関係でめどがついたということで非常に

喜んでいますけれども、そのほかにも結構市内小

さな用地でしょうけれども、処分がし切れない公

有地があったり、あるいは今との関連で空き地、

危険なものについては当然空き家についての処分

は一定の計画の中で推進をされていくというふう

に思っていますが、空き地の有効活用、これは民

間が絡むから非常に容易でない話かもしれません

が、政策として計画的に一定の地域に一定の用地

を確保するというのは、税金を投入するか、ある

いは地域で特に冬を意識するとすればとか、災害

の関係なども含めて有効な制度になっていくので

はないかというふうに考えておりますし、そこは

空き家ということは一定の整理がこれから計画の

実行によって効果を上げられていくというふうに

思いますけれども、空き地についてもぜひ計画的

な利用について念頭に置きながら、その総合化を

図っていただくように求めておきたいというふう

に思います。

市民の声からですが、先ほど総務部長、失礼で

すけれども、答弁いただいたのですけれども、今

の答弁私が第１定で質問したことの同じような答

弁、今ここに私議事録印刷してありますけれども、

ほとんど同じような答弁なのです。それは、近々

議会にも説明いただくということだから、そうい

う答弁になったかもしれませんが、早く市民負担

を求めれということとは真逆な考えで私は質問し

ているつもりですけれども、どちらにしても負担

増を想定をした内容が近々議会にも説明をすると

いうことですから、そこでまた議論をさせていた

だきますけれども、答弁としては余りうれしくな

い答弁でした。

借り上げバスのほうに行きますけれども、一応

これも関係団体に理解を得ていると。利用も例年

並みだということですが、実際に関係団体の皆様

も諦め顔という感じでいるし、実際にこれを利用

された市民の皆さんからは、何だという問いをい

ただくこともあるのです、実際には。３年前ぐら

いでしたか、高速道路で大事故があって、これは

これで労働強化の結末が大事故に至ったり、ある

いはそれを改善するというのは当然のことだとい

うふうに思っていますから、ただこれも原因につ

いても２０００年以降の規制緩和、需給調整の名

前のもとに国がやってきた政策の結末なのです、

実際には。競争主義、安ければいいという状況で

悪のりした結果がこの結果だというふうに考えて

いまして、それはそれとして受けとめなければな
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らぬ、自治体も利用者も。ただ、それ以降の話と

して、結局は３年の軽減措置は設けましたけれど

も、最後は住民負担ということについてのやっぱ

り議論はあるのです。

その辺について、たまたま毎年文書を出されて

いるということで、ここに用紙があるのですけれ

ども、バス利用団体代表者各位と。総務部財政課

車両係と。平成２８年度の借り上げバスの運賃に

ついてということで、先ほど御答弁いただいたよ

うな内容のことを理解を求める内容なのですが、

市役所の文書として、いつ、どこでというのは車

両係と書いてあるから車両係なのでしょう、総務

部長所管の。これはチラシなのか、単なるお知ら

せの文書なのか、市役所内部の文書なのか、どう

いう理解で受けとめたらいいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたよ

うに、大体例年１月ぐらいをめどに利用団体の皆

さんのほうに周知文書としてお配りをさせていた

だいているということでありますので、御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市役所の文書という

ふうにおっしゃいましたけれども、文書というの

は大体日付が入るのではないですか。あるいは、

市長名あるいは担当部長名とか、係といっても今

職員名簿見たら係長さん１名しかいないというこ

となのですけれども、もう少しそういう面では、

大体市役所内の決裁文書といったら全て文書番号

入ったり、月日が入ったり、もっと説明責任を果

たす上で丁重な扱いが必要だったという感じがし

ますけれども、お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） できるだけわかりや

すく丁寧なというか、身近な文書でということで

そのような形をとらせていただいていることであ

りますが、市からの文書ということで不足すると

ころについては、本年度、次年度に向けて発信さ

せていただく文書については、改めて点検をさせ

ていただきたいというふうに思います。御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひそこは改善をし

ていただきたいと思うのですが、一応利用団体の

責任者もやむを得ないかという印象の受けとめ方

していますけれども、実際にそれを利用する市民、

住民の感覚からすると、この制度が何のために行

われているのかというのは、老人クラブ連合会、

あるいはいろんなスポーツ団体、教育団体も含め

てそのバスがどうしても必要で、そして利用を高

めることによって生活や、あるいは大会に参加し

やすいとか、そういう大きな目的があって、むし

ろ横ばいならいいというものではないのでないか

という感じがしまして、改めてそこは利用を高め

る意味合いでの検討、工夫というのが必要な気が

します。特に青少年関係では、大きな大会にこの

ごろはいろいろ頑張りもあって全道大会だ、全国

大会だという、これはバスに限らずですけれども、

なかなか保護者だとか指導者等の、あるいは子供

たちも含めて非常に大変だという、強くなったり、

うまくなったり、技量が高まれば高まるほど全国

大会という可能性は非常に高いわけですけれども、

その辺の実情を踏まえて、この利用などについて

も高める努力の政策として一考を要するのではな

いかというふうに考えていますので、どちらから

でも結構ですけれども、お答えをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 言われるように補助

をしておりますので、その補助の目的があるとい

うことでありますし、この補助の目的は高齢者の

方、あるいは社会教育団体の方がより一層活動で

きるようにという目的のもとに実施をさせていた

だいているものであります。先ほどの施設のとこ

ろで申しましたけれども、実際に利用される方、

利用されない方がありますので、ある面では利用
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者負担の原則のところについては必要だというふ

うに思いますが、ちょうど来年が経過措置３年目

になりますので、少し私ども制度の内容について

は改めて検証させていただければと思いますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第３号

平成２７年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第４号 平成２７年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成２７年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２７年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第４号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２７年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告申し上げるものでござ

いまして、細部につきましては総務部長から説明

をさせますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から報告第３号 平成２７年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第４号 平成

２７年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して追加の説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、配付をいたしました説明資料

の１ページのほうをお開きいただきたいと思いま

す。初めに、総括表１、健全化判断比率の状況に

ついてでありますが、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率につきましては赤字が発生していないこ

とから、なし、バー表示とさせていただいており、

実質公債費比率につきましては前年度より ２ポ

イント下がって９％、将来負担比率につきまして

は１ ６ポイント下がって３ ３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きいただきたいと思います。

総括表２、連結実質赤字比率などの状況について

でございますが、初めに表の左上の欄は一般会計

の赤字の割合を示す実質赤字比率の積算の内訳を

記載してございます。一般会計の実質収支は６億

３７６万 ０００円の黒字となっていることか

ら、分母である標準財政規模に対する割合につき

ましてはマイナス ０３％で、実質的な赤字が発

生していませんことから、なし、バー表示として

ございます。次に、一般会計に特別会計、企業会

計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比率

につきましては、全ての会計の実質収支を合計す

ると表の右下のとおり２１億 １９９万 ０００

円の黒字となりました。この額が標準財政規模に

占める割合はマイナス１ ２６％になり、実質的

な赤字が発生していないことから同じくなし、バ

ー表示としてございます。なお、企業会計につき

ましては、実質収支を計算する際の数値につきま

しては純利益、または純損失ではなく、資金不足、

剰余額となり、水道事業会計及び病院事業会計の

いずれの決算も流動資産の額が流動負債の額を上

回っていることから、上回っている金額が資金剰

余額として計算されることとなります。

恐れ入ります。３ページをお開きいただきたい

と思います。次に、総括表３、実質公債費比率の

状況についてでございます。実質公債費比率とは、

一般会計の公債費に加え、特別会計や企業会計、

一部事務組合などへの公債費に準じた繰出金や負

担金などの合計額が標準財政規模に占める割合を

いい、直近の決算の３年平均を用います。平成２

７年度決算では、前年度より ２ポイント下がっ
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て ０％となりました。実質公債費比率が下がっ

た主な要因は、起債の償還終了に伴い元利償還金

が減少したことと普通交付税の基準財政需要額に

算入された公債費の増加などが挙げられます。

恐れ入ります。４ページをお開きいただきたい

と思います。総括表４、将来負担比率の状況につ

いてであります。将来負担比率とは、地方債残高

など一般会計が将来にわたって負担すべき金額が

標準財政規模に占める割合をいいます。平成２７

年度決算では、前年度より１ ６ポイント下がっ

て３ ３％となりました。上段の将来負担額は、

地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定

額、公営企業債など繰り入れ見込み額、職員の退

職手当負担見込み額など将来にわたって負担すべ

き金額を記載してございます。また、中段の充当

可能財源等は、充当可能な基金や特定歳入、将来

にわたって地方交付税で措置される基準財政需要

額算入見込み額などを記載してございます。将来

負担比率が下がった主な要因は、職員の退職手当

負担見込み額などが減少したこと、充当可能財源

である基金の残高及び基準財政需要額算入見込み

額の増加などが挙げられます。

恐れ入ります。５ページのほうをお開きくださ

い。ここでは公営企業会計の資金不足比率の状況

を示してございます。企業会計である水道事業会

計及び病院事業会計の歳出相当額の欄は貸借対照

表における流動負債の金額、また歳入相当額につ

いては流動資産の金額をそれぞれ記載しており、

その差額が資金不足額となります。両会計とも流

動資産の金額が流動負債の金額を上回っているた

め資金不足額はマイナスとなっており、資金不足

比率はございません。

また、簡易水道事業特別会計ほか３特別会計に

つきましては、それぞれ歳出歳入の決算額を記載

してございます。平成２７年度決算において簡易

水道事業会計は、水道事業会計へ統合されること

に伴い打ち切り決算となったため、決算余剰金が

生じたことにより資金不足額はマイナスとなって

おりますが、簡易水道事業会計以外の特別会計に

ついては一般会計繰入金で調整しておりますので、

収支はゼロで、資金不足は生じてございません。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第３号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２４日から９月２

８日までの５日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２４日から９月２８日までの

５日間を休会とすることに決定いたしました。

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 ２時１１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
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署名議員 高 野 美枝子

署名議員 高 橋 伸 典
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