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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１０月１１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 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

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 議案第２７号 名寄市総合計画（第２

次）基本構想・基本計画を定めること

について

１．出席議員（１６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
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１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

１番 浜 田 康 子 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子
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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
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員、１５番、高

橋伸典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１６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、

８番 佐久間 誠 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２７

号 名寄市総合計画（第２次）基本構想・基本計

画を定めることについてを議題といたします。

初めに、議案第２７号はお手元に配付の審査日

程表のとおり進めたいと思いますが、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、日程につきましては、配付の審査日程

表のとおり決定いたしました。

なお、審査順序については、基本構想、基本計

画の総括説明、各会派代表による総括質疑を行い、

その後基本構想に対する質疑を行い、次に基本計

画の項目ごとに質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づき質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないこと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、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定をいたしました。

ただいまから基本構想、基本計画の総括説明を

行います。

松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、私のほうか

ら議案第２７号につきまして総括説明を申し上げ

ます。

初めに、総合計画第２次の策定の経過について

申し上げます。まず、昨年１０月に庁内策定委員

会を設置いたしまして、準備作業を進めるととも

に、１２月１８日、名寄市民で構成する名寄市総

合計画策定審議会に対しまして、市長から第２次

の名寄市総合計画の策定について諮問させていた

だきました。その後、第２次総合計画策定方針に

基づき、市民アンケート、市民ワークショップ、

タウンミーティングの開催など市民の皆さんに御

意見をいただきながら策定作業を進め、７月１９

日の第３回審議会において基本構想と基本計画が

固められ、７月２２日に同審議会から答申をいた

だきました。８月１２日の議員協議会におきまし

て議員の皆様からも御提言などをいただきまして、

８月１６日から９月１４日までのパブリックコメ

ントの実施及びそれに伴う市民説明会においても

皆様から御意見をいただいたところであります。

それらを踏まえまして所要の修正を加えまして、

９月２９日、議案として提出させていただいてお

ります。

以下、お手元に配付しております議案書、名寄

市総合計画第２次により順次概要について説明を

申し上げます。

表紙をめくっていただきまして目次がありまし

て、１ページ目と銘打たれておりますところが総

論であります。まず、１番の計画策定に当たって

につきましては、平成１８年の合併後、平成１９

年に最初の総合計画として新名寄市総合計画が策

定されて以降の地方自治体を取り巻く環境の変化

を踏まえ、また平成２７年に策定した名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられた施
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策を包含して、市民と行政が連携し、まちづくり

を進めていくための行動指針となる第２次総合計

画を策定することを明示しております。

次に、２番、計画の構成と期間でありますが、

社会経済の動向を展望しながら、長期的な視点で

名寄市が目指す都市像を示す基本構想、これにつ

きましては対象期間を平成２９年度から３８年度

までの１０年間としております。中期的に実行す

る各分野の具体的な施策や重点的に行う施策を定

める基本計画につきましては、基本期間を市長任

期と連動させることとしまして、前期基本計画を

平成２９年度から３０年度の２年間、中期及び後

期基本計画は各４年間としております。基本計画

で示した分野ごとの施策を具現化するための個別

の事務事業を定める実施計画につきましても基本

計画と同様の期間を対象とし、毎年度のローリン

グの作業を行って、さまざまな情勢の変化に柔軟

に対応していくこととしております。

次に、３ページ、時代の潮流についてでありま

す。ここでは基本構想を策定する際に踏まえるべ

き社会情勢の変化といたしまして、人口減少と少

子高齢化の進行、安全安心への意識の高まり、自

然環境の保全・循環型社会の構築、情報化社会へ

の対応、地域産業・経済の低迷、コミュニティー

の重要性の高まり、厳しさを増す行政財政運営に

ついての７項目を掲げております。

次に、５ページ、４、名寄市の概況につきまし

ては、位置・地勢、沿革、人口・世帯、産業別人

口を記載しております。

次に、７ページ、５、名寄市のまちづくりの課

題でございますが、ここでは本市のこれからのま

ちづくりの目標と施策の方向性を考えるに当たっ

ての課題としまして、市民と行政との連携・協力

によるまちづくり、保健・医療・福祉の連携と自

立と共生の地域社会づくり、安全安心で暮らしや

すい居住環境づくり、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力づくり、個性ある教育・文化・スポー

ツの環境づくりの５項目を掲げております。

次に、１２ページをお開きください。基本構想

についてであります。まず、１番、基本理念でご

ざいますが、先ほど述べました時代の潮流や本市

のまちづくりの課題を踏まえまして、まちづくり

を進めるための基本理念として、人づくり、暮ら

しづくり、元気づくりという３つの項目に基本的

な考えを取りまとめ、設定しております。また、

基本理念を踏まえまして、本市の目指すべき将来

像を自然の恵みと財産を活かしみんなでつくり育

む未来を拓く北の都市・名寄と定めております。

この将来像の実現に向けて、さまざまな施策、事

業を展開するに当たりまして、特に大切にしたい

まちづくりの基本となる考え方としまして、１４

ページから冬に強く雪や寒さを生かした利雪・親

雪のまちづくりに向けた考え方、市民と行政、市

民相互の協働によるまちづくりの考え方、都市づ

くりの基礎となる土地利用の考え方、住み続けた

いと思える持続可能なまちづくりの考え方の４つ

を掲げております。

続きまして、１６ページから２５ページ、基本

目標では、将来像を実現するために各分野別に５

つの基本目標を設定し、そのもとに主要施策を掲

げております。まず、市民参画・健全財政の分野

で基本目標を市民と行政との協働によるまちづく

りといたしまして、それを実現する主要施策とし

まして、市民主体のまちづくりの推進、人権尊重

と男女共同参画社会の形成、情報化の推進、交流

活動の推進、広域行政の推進、健全な財政運営、

効率的な行政運営の７分野を掲げております。

１８ページにあります保健・医療・福祉の分野

では、基本目標を市民みんなが安心して健やかに

暮らせるまちづくりといたしまして、それを実現

するための主要施策としまして、健康の保持増進、

地域医療の充実、子育て支援の推進、地域福祉の

推進、高齢者施策の推進、障害者福祉の推進、国

民健康保険、この７分野を掲げております。

続きまして、２０ページ、生活環境・都市基盤

の分野におきましては、基本目標を自然と調和し
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た環境にやさしく快適で安全安心なまちづくりと

いたしまして、それを実現する主要施策として環

境との共生、循環型社会の形成、消防、防災対策

の充実、交通安全、生活安全、消費生活の安定、

住宅の整備、都市環境の整備、上水道の整備、下

水道・個別排水の整備、道路の整備、地域公共交

通、この１３分野を掲げております。

２２ページになります。産業振興の分野におき

ましては、基本目標を地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりといたしまして、そ

れを実現する主要施策として農業・農村の振興、

森林保全と林業の振興、商業の振興、工業の振興、

雇用の安定、観光の振興の６分野を掲げておりま

す。

２４ページになります。教育・文化・スポーツ

の分野では、基本目標を生きる力と豊かな文化を

育むまちづくりといたしまして、それを実現する

主要施策として幼児教育の充実、小中学校教育の

充実、高等学校教育の充実、大学教育の充実、生

涯学習社会の形成、家庭教育の推進、生涯スポー

ツの振興、青少年の健全育成、地域文化の継承と

創造の９分野を掲げております。

次に、２６ページ、人口の将来展望と方向性で

あります。ここに掲げております人口の将来展望

につきましては、名寄市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョンでお示しした年齢３区分人口ごとの

推移を示しております。人口減少の抑制に向け、

地域活力の創出、子育て環境の整備、人材の育成

確保の必要性につきまして記述をしております。

財政の見通しにつきましては、適切な事業の選択

と基金や公債費の適正な管理をしっかりと行い、

後世代に過大な負の遺産にならないよう健全な財

政運営を行う必要性を記述しております。

２８ページが施策の体系でありますけれども、

５つの基本目標、それらのものとの主要施策を体

系的に示しております。

以上、ここまでが基本構想部分でございます。

次に、基本計画部分でございます。２９ページ

から３２ページは、今回の計画から新たに重点プ

ロジェクトといたしまして、施策間連携と名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性を重

視しまして、経済元気化プロジェクト、安心子育

てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トを選定しております。

３３ページからにつきましては、先ほどありま

した５つの基本目標とそのもとの主要施策につい

てそれぞれ述べたものであります。基本的にはそ

れぞれの施策項目につきまして現状と課題を述べ

まして、そして施策の基本的な考え方、実現の方

策という順で記載しております。これら細部につ

きましては、あすの基本目標ごとの審議にて別途

御説明させていただきます。

以上で総括説明を終わらせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、総括質疑を

行います。

市政クラブ・新緑風会を代表して、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会を代表して、名寄市総合計

画第２次の基本構想及び基本計画について総括質

疑を行います。

質疑を始める前に、この総合計画第２次の策定

に当たりまして、御尽力、御協力をいただきまし

た策定審議会の皆様を初め、多くの市民の皆様、

関係団体、関係者の皆様にこの場をおかりして会

派を代表して厚く感謝を申し上げます。

名寄市議会基本条例の制定理念は、二元代表制

の実効性を高め、市民の負託に応える責務と市民

に開かれた議会を目指し、議会及び議会の議員の

活動原則を精査、体系化し、市民に対する説明責

任、情報公開、議会の審査機能の追加、拡大、議

員間討議の活性化等に取り組むこととしています。

この総合計画第２次の審査に当たりましては、私

ども市政クラブ・新緑風会では議会基本条例の理

念に基づき、市民に伝える説明責任と二元代表制
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の一翼を担う議会の審査機能を果たすべく、細部

にわたり会派内で慎重に議論を重ねてまいりまし

た。総合計画は、名寄市のこの先１０年間のまち

づくりの道しるべ、羅針盤であり、名寄市が抱え

る諸課題、諸問題を精査し、分析し、共通認識の

もとその解決策、方針を定め、新たな目標を持っ

て理想の実現に向けて取り組むべき名寄市の最上

位計画です。その主役はあくまでも市民であり、

今後１０年間は人口減少問題、特に少子化、超高

齢化と真正面から向き合い、類いまれな自然、貴

重な歴史、産業、文化、スポーツ等の関連施設を

初めとする地域資源や財産など地域の市民力と行

政の職員力を最大限に生かし、地域が一体となっ

てまちづくりに邁進しなければならないものと考

えております。総合計画の推進、実現のためには

確かな財源的裏づけが必要であり、行財政改革推

進計画、中期財政計画、財政収支試算を経営マネ

ジメントサイクル、ＰＤＣＡに基づき実効性かつ

透明性を持って推進され、健全かつ安定した財政

運営に努めていただかなければなりません。

それでは、これより質疑を行いますが、私の総

括質疑は総体総括質疑で行いますので、あらかじ

め御承知おき願います。また、項目数が１０件と

多いため、修辞法表現のレトリックを避けて端的

にお聞きをしてまいります。

最初に、名寄市総合計画第２次は、新名寄市総

合計画第１次と同様に基本構想、基本計画、実施

計画の３層構造ですが、基本構想を包含した基本

計画、実施計画の簡素な２層構造の計画を用いな

い理由についてお聞かせを願います。

２件目は、今日まで総合計画第２次の市民周知

を十分に図ることができたかどうかについて御答

弁をお願いいたします。

３件目は、ことしも残すところ５カ月余となり

ましたが、議会への計画素案提案が今日に至った

経緯について御答弁を願います。

４件目は、基本構想の総論、計画の構成と期間

についてお聞きをいたします。総合計画第１次で

は、前期、後期各５年間の２期制でしたが、第２

次では前期２年間、中後期各４年間の計１０年間

で設定されていますが、この前期、中期、後期の

３期制とした意図と経緯についてお答えを願いま

す。

５件目は、同じく総論の名寄市まちづくりの課

題からお聞きをいたします。市民と行政との連携

・協力によるまちづくりで、地域自治区の創設に

ついて触れていますが、法定組織としての制約や

地域負担の増加が懸念される上、組織化への課題

が多いとして総合計画第１次では創設が見送られ

てきました。この地域自治区の代替組織として任

意組織の地域連絡協議会が設置されましたが、そ

の活動にも地域差が見受けられます。これは、指

導、支援体制はもちろん同会の活動内容などの周

知及び啓蒙啓発活動の不足によるところが大きい

と考えられますが、この地域自治区の創設につい

て確たる明記が見当たりません。第２次計画期間

における地域自治区の創設について御答弁をお願

いいたします。

６件目は、計画期間中に交付税の合併算定がえ

など今後財政の緊縮が避けられない見通しの中で、

財政健全化を維持していく上で計画全事業中の中

から事業の緊急性、重要度、優先性を踏まえて精

査、選択を行うべきです。お考えについてお聞か

せを願いたいと思います。

７件目は、３つの重点プロジェクトから３件６

項目についてお聞きをいたします。最初に、経済

元気化プロジェクトから３項目お聞きをいたしま

す。まず、１項目めは、指標項目の観光入り込み

客数の基準値４７万 ０００人の確定根拠と目標

値５５万人の積算根拠と達成の可能性について御

答弁をお願いいたします。

２項目めは、農商工連携・６次産業化品目数に

ついてですが、基準値ではゼロ件と６次産業化を

果たし得ていませんが、第２次では平成３１年３

月までに目標値を達成することが可能かどうか、

この点について御答弁をお願いいたします。

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号
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３項目めは、創業・事業継承件数の目標値が２

件と記載されていますが、同プロジェクトを構成

する成果指標としては決して高い数値ではござい

ません。この数値の捉え方について御答弁をお願

いいたします。

次に、安心子育てプロジェクトから１件お聞き

をいたします。指標項目の本市の子育ての環境や

支援への満足度で、大変満足、満足と回答した人

の割合を就学前と小学生に基準値と目標値をそれ

ぞれ設定していますが、こうした意識調査もさる

ことながら中長期で取り組む重点事業の基準値あ

るいは目標値を設置するなど、具体的な事業を重

点プロジェクトに登載すべきではないかと考えま

すが、その考え方についてお聞かせをお願いいた

します。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトから２

項目お聞きをいたします。まず、１項目めですが、

合宿受け入れ数を見ますと、平成２６年度の基準

値は ５００人ですが、目標値 ０００人を達成

するために必要なソフトウエア、ハードウエアな

ど解決すべき課題整理について御答弁をお願いい

たします。

２項目めの新規冬季スポーツ大会誘致の目標値

である３大会とは、どの程度の規模の大会誘致を

目標に据えているのか御答弁をお願いいたします。

８件目は、定住人口の確保はさきの名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略とともに、総合計画

第２次においても最重要課題です。そのために重

要な少子化及び人口減対策と企業立地について３

項目伺います。まず、１項目めの少子化対策では

子育て支援に力点が置かれていますが、生涯未婚

率の上昇や晩婚化傾向が見込まれる中では、晩婚

化、非婚化対策も腰を据えて取り組むべき課題と

考えますが、御答弁をお願いをいたします。

次に、２項目めの長寿者、高齢者対策について

は、健康寿命の延伸を図る計画について御答弁を

お願いします。また、日常生活を送る上で欠かす

ことのできないＡＤＬ、日常生活動作、そしてＩ

ＡＤＬ、手段的日常生活動作とＱＯＬ、生活の質

を高める予防改善策について御答弁をお願いをい

たします。

３項目めは、地場企業の育成対策及び企業立地

に対する施策が後ろ手に回っているのではないか

と懸念をいたします。同計画中にその緊急性、重

要性を明確にした具体的な施策を明示すべきと考

えますが、御答弁をお願いをいたします。

９件目は、総合計画の呼称について伺います。

総合計画の基本的な考え方の計画作成に当たって

の基本姿勢に、わかりやすさと実効性を掲示して、

簡素でわかりやすい内容、表現に努めるとありま

すが、第２次総合計画ではなく、なぜ名寄市総合

計画（第２次）としたのか御答弁をお願いいたし

ます。

最後に、１０件目は、総合計画文中で用いられ

ている用語、用字、語彙についてお伺いをいたし

ます。総合計画の基本構想及び基本計画の文章表

現で、文中の語尾に、努めます、図ります、検討

しますが多用され、実施します、実現します、実

行します、行います、こうした表現による計画の

具現化を目指す強い決意や姿勢をあらわす文字表

現が極めて少なく、総合計画そのものの軽重が問

われかねませんが、文末、語尾表現についてどの

ような考え方で、方針で行われたのか御答弁をお

願いいたします。

以上で私の総括質疑といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） ただいま１０項目にわ

たりまして質問をいただきましたので、まず私の

ほうから全般につきまして一括して答弁させてい

ただきます。

１点目、名寄市総合計画第２次の基本構想、基

本計画、実施計画の３層構造としている理由であ

りますけれども、４点目に質問をいただきました

市長任期との連動についてと若干答弁重複します

けれども、この経緯といいますか、理由といたし

まして、総合計画第２次におきましては基本構想
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は長期的な視点で本市が目指す都市像を明らかに

するものであることから期間を１０年としており

ます一方で、基本計画につきましては社会経済情

勢の変化に柔軟に対応するため、そして市長の政

策方針をもとにした具体的な施策を示し、行政課

題への的確な対応と市長公約を明確に反映させる

ため、計画期間を前期基本計画が２９年度から３

０年度の２年間、中期及び後期基本計画を４年間

というふうに区切っております。仮に基本構想ま

で含めて細かく区切ってしまいますと、長期的な

展望を示すことができず、基本計画の期間が長く

なりますと情勢への変化等への柔軟性が損なわれ

ることから、この体系づけが適当と考えていると

ころでございます。

次に、総合計画の市民周知十分図ることができ

たかという御質問でありましたけれども、この策

定に当たりましては市民で構成する名寄市総合計

画策定審議会に諮問をさせていただいて、答申を

いただいておりますほか、市民ワークショップの

開催、タウンミーティングの開催、アンケートの

実施、パブリックコメント及びそれに伴う市民説

明会の開催等を通じまして、市民意見の聴取に努

めさせていただいたところでございます。今後と

も機会を捉えての総合計画の内容の周知、わかり

やすいダイジェスト版の資料の作成等を通じまし

て、市民に関心を持っていただける総合計画とな

るよう努めてまいります。

３点目が策定、提案に至っての経緯でありまし

たけれども、こちら昨年１０月から庁内策定委員

会を設置いたしまして準備作業を進め、１２月に

名寄市民で構成する名寄市総合計画策定審議会に

対して諮問をさせていただいて、その後名寄市第

２次総合計画策定方針に基づきましてアンケート、

ワークショップ、タウンミーティングなどいろい

ろ開催しながら、市民の皆様の御意見いただきな

がら策定作業を進め、４月１９日、第３回策定審

議会において基本構想と基本計画が固められ、７

月２２日に審議会から答申をいただいております。

そうしまして８月から議員協議会において一度中

間報告をさせていただいた後、８月１６日から９

月１４日までパブリックコメントの期間を設け、

その間市民説明会も開催をいたし、それらを踏ま

えた所要の修正を加えました結果、９月２９日、

議案として提出させていただいた次第でございま

す。

４点目の御質問の市長任期との連動であります

けれども、繰り返しになりますが、基本計画につ

きましては社会経済情勢の変化に柔軟に対応する

ため、また市長の政策方針をもとにした具体的な

施策を示し、行政課題への的確な対応と市長公約

を明確に反映させるためといたしまして、計画期

間を市長任期と連動させております。

５点目に質問いただきました地域自治区の創設

につきましては、合併時の協議を踏まえ、平成１

８年度から１９年度にかけ、制度導入へ向けた地

域協議を行ってきた経緯があります。地域からは、

法定の地域自治区については制度上の制約が多い

ことや行政から求められる役割の増加が懸念され

るなど、現状では受け入れることが難しい組織で

あり、創設は時期尚早であるとの意見を多くいた

だいております。これらの意見を踏まえまして、

地域自治組織を展望する緩やかな組織として、平

成２０年度から２３年度にかけて各小学校区を基

本に地域連絡協議会を組織し、これまで取り組み

をいただいているところでございます。地域連絡

協議会は、現在市内各地域に７つが組織をされて

おりまして、温度差はあるものの地域課題に応じ

て清掃活動や防災活動、交流事業など町内会単位

の枠を超えた活動をいただき、市からは活動交付

金の助成による財政支援や代表者会議の開催によ

る相互の情報支援を促すなどの取り組みを行って

まいりました。

今後市民主体のまちづくりをより一層推進する

に当たりましては、主体となるコミュニティーと

して町内会や地域連絡協議会の活性化が必要であ

ることはもとより、さきに行ったアンケート結果
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では地域連絡協議会の役割に期待する回答が８割

程度と多いことからもそれぞれの自主性を尊重し

ながら支援を行い、市民と協働して地域を支えて

いくまちづくりに努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

続きまして、財政健全化を維持していく上で全

事業の中から緊急性、重要性、優先度を踏まえ、

精査、選択を行うべきではないかという質問でご

ざいましたけれども、御指摘のとおり、交付税の

合併算定がえのほかにも少子高齢化の進展に伴う

福祉関係経費の増、老朽化した公共施設の対応な

ど、本市の財政運営には多くの課題が山積してお

ります。限られた財源の中、適切な事業の選択、

基金及び公債費の管理のもと健全な財政運営に努

めてまいりたいと考えております。

続きまして、重点プロジェクトにつきまして、

経済元気化プロジェクトについて質問をいただき

ました。観光入り込み客数につきましては、平成

２４年度に策定した名寄市観光振興計画において

平成３３年までの１０年間で５０％増を目標に掲

げていることから、年５％、重点プロジェクト期

間の３年間で１５％増を根拠として、２７年度実

績で４７万 ０００人をもとに目標値数値を設定

しております。しかしながら、名寄市観光振興計

画策定時と比べまして、現在の観光情勢はこの間

大きく変化をしております。観光入り込み客数に

関してはさらに精度を高めるとともに、今後は東

アジアを中心としたインバウンドの増加が見込ま

れるため、受け入れ態勢の整備を行いながら、目

標達成に向け取り組みを進めてまいります。

次に、６次産業化品目数についてでございます

けれども、過去の実績と現状を踏まえ、名寄市の

主要農産物の中で６次産業化につながることが考

えられる品目と生産団体等の実情を考慮し、設定

をしております。また、農商工等の異業種連携に

よる新たな産業育成を目指していることから、品

目数を目標として設定をしております。名寄市と

しては、中小企業振興条例補助金において新たに

食品製造業等立地推進事業を創設をいたしており

ます。新たに食品製造業を創業しようとする方に

対し、国の支援とあわせ効果的に活用していただ

けるような相談体制を充実させる等、農商工連携、

６次産業化の活性化を推進し、目標達成に向け取

り組みを進めてまいります。

創業・事業継承件数等につきましてですが、事

業が継続できない大きな要因として、商業におい

ても後継者不足の問題があります。個人、法人合

わせ小売業や飲食業については、これまでも開廃

業の商業活動がありながら、結果として商業者の

数は減少傾向にあります。商業分野においてそう

した観点では新規創業も重要でありますが、第２

創業も含め現在の事業を引き続き継続していただ

くといった取り組みに重点を置くことが前提とな

っております。今回の目標値の設定につきまして

は、金融機関を含む商工関係団体への相談を通じ、

市や道、国等の支援につなげ、一定の雇用も備え

た製造分野の新規事業所を対象にこれまでの実績

と比較を行った上での数値としているところでご

ざいます。

続きまして、重点プロジェクトの２つ目、安心

子育てプロジェクトへの御質問でありましたけれ

ども、安心子育てプロジェクトにおきましては平

成２７年３月に策定した名寄市子ども・子育て支

援事業計画策定時において実施したアンケートを

もとに指標項目を設定しております。安心子育て

プロジェクトは、基本目標に保健・医療・福祉分

野の市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり、基本目標Ⅲ、生活環境・都市基盤分野の

自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心な

まちづくり、基本目標Ⅴ、教育・文化・スポーツ

分野の生きる力と豊かな文化を育むまちづくりか

らそれぞれ主な基本計画事業においてこれまで実

施してきた事業の成果と課題をもとに、基本的な

方向性と実現の方策を示させていただいておりま

す。具体的な個別事業については、重点プロジェ

クトの施策間の連携を図りながら基本的な方向性
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に基づき、事業の継続並びに充実を図ってまいり

ますので、御理解を願います。

重点プロジェクトの３点目、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトでございますが、スポーツ合宿の

受け入れによる交流人口の拡大は、地域のスポー

ツ競技力の向上、地域経済等にも大きく寄与され

ています。これまでは関係する団体等が連携して

受け入れる体制がなく、また情報の共有も少ない

ことから、合宿を継続的に受け入れることや合宿

者に対する支援体制も十分にはできておりません

でした。この地域に新たな人を呼び込むことがア

スリート、指導者を育て、スポーツで地域が活性

化し、地域経済に波及することなど、合宿による

さまざまな効果について関係する団体の皆様と理

解を深めながら、連携していくことが課題となっ

ております。また、アスリートは、日々トレーニ

ングを重ね、体力や技術力の向上に努めています。

合宿者をふやしていくためには最新のトレーニン

グ方法の情報提供や施設等の環境整備、アスリー

トや指導者のニーズを把握し、対応していくこと

も必要であります。さらに、さまざまな人脈、人

とのつながりをつくることが重要であり、そのた

め地元の指導者の存在も大きな役割を果たします。

市外のスポーツ団体の誘致には、その団体と直接

的につながっている地元の指導者が大きな力を発

揮いたしますので、連携を図りながら合宿誘致を

推進していきたいと考えております。

大会誘致目標値に関する御質問につきましては、

冬季スポーツの拠点化に向けて交流人口の拡大、

地域経済への効果などにつながる全国規模の大会

の誘致を考えております。全国への情報発信がで

きるとともに、名寄といえば冬季スポーツと印象

づけられるように努めてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、８項目めの定住人口の確保につい

ての何点かの質問でございますけれども、まず少

子化対策につきまして人口減少対策への対応とし

て若い世代の結婚、出産、子育てに至る一連の流

れに関して、晩婚化あるいは非婚化に向けた対策

が必要なのではということで御質問をいただきま

した。日本人の晩婚化が進行していることは明ら

かであり、このことが婚姻率の減少、さらには夫

婦から誕生する子供の数にも影響があるものと考

えるところです。これまで結婚は個人の価値観に

大きく依存するものであり、他人があえて世話を

焼くことについて議論の分かれるところではあり

ますが、名寄市においては結婚相談センターとい

うボランティア組織が毎週結婚相談を行ったり、

カップリングパーティーを開催するなど着実な活

動をしていただいております。民間活力の導入と

いった観点から、第２次計画の中に盛り込まない

までも今後とも同センターの活動をしっかりとサ

ポートしてまいりたいと考えているところであり

ます。

続きまして、高齢者対策につきまして健康寿命

の延伸を実現させるためには、社会生活を営むた

めの機能を高齢になっても可能な限り維持するこ

とが重要となることは御指摘のとおりです。本市

では、その具体的な取り組みとしまして、生活習

慣病などの発症を防ぎ、重症化予防を徹底するた

め、主要な死亡原因であるがん、心疾患、脳血管

疾患への対策や増加傾向にある糖尿病の重度化予

防の取り組みを強化するため、特定健診、がん検

診の対象年齢を引き下げ、若年からの受診をする

ことで生活習慣病の発症予防や早期発見、早期治

療に向けて働きかけてまいりました。健康づくり、

体力づくりの取り組みでは、特定健診を受診した

男性を対象とした運動教室や保健推進委員による

冬期健康体操教室を実施しているとともに、平成

２７年度から実施しておりますなよろ健康マイレ

ージとあわせて幅広い年齢の方々が関心を持ち、

継続した取り組みとなるよう制度のＰＲと内容を

工夫しながら事業を推進してまいります。また、

要介護状態、要支援状態となることの予防を目的

として、健康づくり体操教室、生きがい講座、運

動機能向上などの通所型介護予防事業を開催して
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きたほか、認知症や口腔機能についての介護予防

を広く知ってもらう介護予防講演会や介護予防教

室等を介護予防事業として、各分野の関係職員、

専門職により実施してまいりました。今後も平均

寿命と健康寿命の差を短縮することに意を配して

まいりたいと考えております。

要支援、要介護者への対策では、御質問のＡＤ

Ｌ、食事や排せつなどの日常生活動作がしっかり

できていれば介護の必要性が低いとされておりま

す。一方、ＩＡＤＬ、買い物や洗濯、掃除などの

手段的日常生活動作については困難が生じてしま

うということもありますので、高齢者の生活を自

立していくためにはＩＡＤＬも重要な指標と言わ

れております。日常生活動作であるＡＤＬが自立

していたとしても、ＱＯＬ、生活の質が低ければ

問題があり、逆に要介護度が重度な方は日常生活

動作は困難であるものの、本人の意思を尊重して

いれば生活の質は高くなると考えております。高

齢者が可能な限り住みなれた地域で、その有する

能力に応じ、生きがいと尊厳を持って自立した日

常生活が営めるよう地域包括ケアシステムの構築

のため医療、介護、福祉の連携を強化していくと

ともに、御質問の視点を重視しながら実施計画を

検討してまいりたいと考えております。

続きまして、地場産業の急減対策及び企業立地

策につきましてですが、定住施策において働く場

所があるかということについては大変重要な政策

課題と認識しております。そのためには地場企業

の振興、企業立地を推進していくことにより、雇

用の場を確保していくといった取り組みが必要に

なります。そうした施策につきましては、主要施

策の雇用の安定、また工業の振興の中で記載し、

取り組んでまいりますが、この間にも本市企業が

立地する可能性がある業種を支援事業の対象とす

るための企業立地条例の改正、地場地域資源を有

効活用した企業立地を促進するための食品製造業

等立地推進事業を創設いたしました。さらに、今

年度の取り組みとして、名寄、下川、美深の３市

町で構成している企業立地促進法基本計画の見直

し作業も行い、国から有利な企業立地に係る支援

を受けるための見直し作業も行っており、具体的

な取り組みにつきましては実施計画の中で明示し

ていきたいと考えているところでございます。

９点目の総合計画の呼称についてでございます

けれども、第２次名寄市総合計画ではなくて名寄

市総合計画（第２次）としているこの表記につき

ましては、現行の計画が新名寄市総合計画（第１

次）となっておりますので、これと合わせたもの

でございますけれども、通常呼称する際には第２

次名寄市総合計画と呼んでいただいたり、あるい

は第２次計画ですとか第２次総計などいろいろ呼

び方あると思いますけれども、いずれでも構わな

いと考えております。いずれにしましても、この

総合計画、市民の中に浸透し、定着していきます

ように周知に努めてまいりたいと考えております。

最後１０点目の質問でございましたけれども、

語尾に強い姿勢が感じられないという御指摘であ

りましたけれども、こちらは真摯に受けとめさせ

ていただきまして、必ずしも実施や実現という表

記になっていないものにつきましても今後しっか

り検討した上で、それが実施が可能となったり、

あるいは実施することが適当となっていたものに

つきましては、随時実施や実現に向けてつなげて

いくように努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただければ幸いです。

以上、１０点に答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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、いただきました答弁をもとに再質疑

を行ってまいります。ただ、質疑項目の順序は入

れかわりがあることをあらかじめ御承知おき願い

たいと思います。

最初に、市民周知についてお伺いをいたします。

私の手元に基本計画策定審議会の審議経過、ある
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いは第２次総合計画策定スケジュール案、あるい

は市民意見聴取のタイムスケジュールと、こうい

ったそれぞれ総合策定の審議スケジュール等の表

一覧がございます。御答弁にもありました。いろ

いろ審議会の開催回数、あるいはワークショップ、

あるいはタウンミーティングなり、まちづくり懇

談会、あるいはパブリックコメント、市民への説

明会、こういうふうに回を重ねて一般市民の周知

を図ってきたというようなお話ではございますが、

私もいただいているこの総合計画書、印刷がモノ

カラーで、とりわけ２ページ目の図だとか、ある

いは人口の推移、そういったものが棒グラフだと

か出ているのですが、モノカラーなものですから

全然何が何やら見えなくなってしまっているとい

うところがありまして、なかなか見えないと。図

表から読み取るのは至難なわざだなというのもあ

るのですけれども、市民の皆様がこういう図表あ

るいはマトリックスを見ながら、果たして十分に

周知、理解ができているのだろうかという、漠然

としたと言うとどうかと思いますけれども、不安

を禁じ得ないのですけれども、これでもなおかつ

十分に市民周知が図れたとお考えですか。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） 総合計画の策定に当

たっての市民の意見の反映のところが十分だった

のかという御質問だというふうに思っています。

今回の総合計画の策定に当たっては、議員協議会

の中でもお示しをさせていただきましたけれども、

第２次の総合計画策定方針というのを策定をして、

これに基づいて作業を進めさせていただいたとい

うことであります。この中には、策定に当たって

の市民参加を促進するのだというところをうたわ

せていただいております。これは、項目の２の計

画策定の基本的な考え方、計画策定に当たっての

基本姿勢として、①、市民参加の促進ということ

であります。

この具体的な取り組み等につきましても策定審

議会の中に、具体的にこの方針の中にも示してい

ますが、お示しをさせていただいております。１

つには、策定審議会というのは当然ございますし、

それ以外には関係団体との意見交換会、あるいは

市民アンケート、ワークショップ、タウンミーテ

ィング、パブリックコメントなど、これらを通じ

て市民意見を反映していくのだということをあら

かじめ方針としてお示しをしながら、スケジュー

ルも含めてお示しをして、この間進めさせていた

だいたということであります。

どこまで参加をいただければ十分だというとこ

ろについては、これは人それぞれ受けとめの差が

あるのだろうなというふうに思っておりますが、

私どもは今回はたくさんの手法を凝らすことによ

って幅広い市民の皆さんから多くの意見をいただ

いたという、そういう認識をしてございます。

また、今回の取り組みの一つの特色につきまし

ては、議員も御存じのように総合戦略を先行して

取り組みをさせていただきました。この総合戦略

の中でもこの位置づけについても総合計画が控え

ているというものがありましたので、総合戦略の

策定過程も通じて総合計画につながる意見もいた

だこうということで、そういう意味では平成２７

年２月からこの総合戦略の本部を立ち上げて進め

てまいりましたので、今まで以上に時間をかけて

市民の意見を丁寧に拾い上げたという理解をして

ございますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 臼田総務部長の丁寧

な答弁で十分に理解をできたところですが、今後

重ねて市民周知を図る機会、最初の答弁でも機会

を捉えて今後ともやっていきたいというお話がご

ざいましたので、今後とも重ねて市民周知を図る

機会というのは具体的にどういうような市民周知

の機会というふうに考えておられるのか、内容に

ついて御説明をいただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 今後についてであり

ますが、これはさまざまな機会を通じながら市民

周知を図っていきたいというふうに思っておりま

す。現在明らかに申し上げることができるのは、

１つは総合計画の冊子は冊子で策定をさせていた

だきたいというふうに思っています。先ほど図表

等について白黒であると見づらいという御指摘も

いただきましたので、ここについては一定程度も

っと見やすい方法で実際の冊子については努めさ

せていただきたいと考えておりますし、もう一点

は総合計画の冊子、市民はかなり幅広い方がおら

れますので、冊子そのもので十分御理解いただけ

るかというところがあります。これは、以前の定

例会の中でも具体的な取り組みを例示して提言を

いただいた部分もありますけれども、そういった

部分も勉強させていただきながら、わかりやすい

ダイジェスト版をつくりたいなと思っています。

これは、当然色もできればフルカラーにしたいと

いうふうに思っておりますし、文言だけではなく

てわかりやすい図や表、あるいはキャラクターな

んかも含めてわかりやすいような形に努めていき

たいと。これは、市民の皆さんにダイジェスト版

としてお配りをしたいというふうに思っておりま

す。

それと、今回総合計画議決をいただいて、その

後になりますけれども、ちょうどタイミングとし

ましてはまちづくり懇談会が策定後に控えており

ます。これは、まさに各地区を回って私どもが市

民の皆さんと情報共有を図る最大の機会だと思っ

ていますので、この中でも、議決をいただいたと

いうふうに言わせていただきますけれども、議決

をいただいた総合計画を持って市民の皆さんと膝

を交えて議論をさせていただきたいというふうに

思っています。

それと、制度的には出前トークというのがあり

ます。この中でも総合計画を説明するという一つ

のこまを持っておりますので、こういったものも

含めながら、あらゆる機会を使いながら市民の皆

さんに丁寧に説明をさせていただきたいと思いま

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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今周知の媒体、計画

書あるいはダイジェスト版の作成について御答弁

をいただきました。ぜひともわかりやすい計画書

を、カラーリングで整えた計画書を市民の皆さん

にお配りをしていただきたいと思います。

次に、基本構想の総論、計画の構成と期間につ

いてお聞きをしてまいります。第１次では、前期、

後期各５年間の２期制が用いられていたのですけ

れども、第２次では前期、中期、後期の３期制に

改められました。この前期、後期各５年の２期制

で第１次総合計画に何か不都合があったのか。１

０年経過してみて、前期、後期各５年間の総合計

画、第１次計画についてどのような総括をされた

のかお教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） 総合計画の期間にか

かわる御質問をいただきました。議員が言われま

すように第１次の総合計画は、基本構想で１０年、

それを前後に５年ずつに分けて、前期計画、後期

計画ということで進めさせていただきました。実

は、議員も御存じのようにこの総合計画を策定す

る期間に地方自治法の改正が行われまして、総合

計画の地方自治法上の位置づけがなくなったとい

うことであります。これは、法の定めがなくなっ

たから総合計画を策定する必要があるのか、ない

のかという議論ではなくて、地方分権が進む中で

国が定めるから計画を定めるのではなくて、地域

がみずから自主、自立をしながら定める必要があ

るのだという、そういう背景があっての法改正だ

というふうに理解をしてございますし、名寄市に

おいても自治基本条例が定められ、市民との協働

の一つの目標として、あるいはそれの工程表とい

うのでしょうか、計画としてこの総合計画をしっ

かり定めるのだということが自治基本条例の中で

定められたところだというふうに思っています。
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そういった中で今回の総合計画の名寄市におけ

る作業となったわけですが、この総合計画を策定

するときに極めて重要なのは、先ほど議員が言わ

れましたように市民の意見の反映というところだ

というふうに考えています。この市民意見を反映

させる一つの方法として、先ほど申し上げたよう

な策定に当たっての意見の吸い上げというのも当

然あるわけですが、もう一つあるのは、ここは実

は市長が公約を掲げて選挙を行うという一つがあ

ります。これは、参政権のある方については皆さ

んここにはかかわりを持って、今後のまちのあり

方について、ここは市長の任期というのがありま

すけれども、その任期の中で市長の考えを聞いて、

皆さんが投票行為を行うと。その市民の負託を受

けて市長が出てくるということでありますので、

その市長の掲げた公約については、ある意味では

市民の重たい意見だというふうに受けとめさせて

いただきたいなというふうに考えております。実

は、そこを考えたときに今回については、市長の

任期と一定程度連動するような形で総合計画、こ

の基本計画については期間を定めたいという考え

方であります。

しかしながら、策定方針の中にもあるように安

定的に、しかも実効性のあるというところをうた

ってございます。安定性のあるというところでは、

ある意味では市長の任期にかかわらず長期のスパ

ンでの構想の策定が必要だというふうに思ってい

ますし、実効性を担保するとこの基本計画あるい

は実施計画については市長の公約も含めた中で策

定審議会なり、こういう議会の場での議論をいた

だいて計画を定めていくことが必要だろうという

ことから、今回については計画期間の見直しをさ

せていただいたということでありますので、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） 今前期、中期、後期

に分けた理由について臼田総務部長のほうからお

話がございましたけれども、実は私も平成１９年

の第４回定例会で、一般質問の中でこの総合計画

第１次について計画期間について質問をしており

ます。ただ、新名寄市総合計画の第１次は、私全

然議会の人間ではございませんでしたので、第４

回定例会一般質問で取り上げさせていただいたと

いう経緯がございます。このとき、ひっくり返し

て会議録を見てみたのですけれども、私の質問に

そのときの答弁がございますので、読ませていた

だきたいと思います。基本的には首長が私の公約

だから、あるいは私の政策だからということで首

長の任期期間中に権限を利用してやる、あるいは

そのことが結果的に例えば財政の問題で後年度負

担が多くなってしまう、こういうことになっては

いかぬと、計画的な行政をしなければならないと

いうことで計画をつくるということが地方自治法

でうたわれているということでありますという、

まだずっと続くのですけれども、ショートカット

させていただきますが、ここで私は平成２２年と

平成２６年にそれぞれ市長選挙があるではないか

と。総合計画期間中に市長選挙があると。そのと

きに市長の在任期間に合わせて計画期間の設定を

見直すべきではないかというふうなお話をした経

緯があるのです。そのときいただいた答弁が今の

ような内容で、要は選挙によって選出された首長

の政策や公約によって総合計画が軽々に変更され

たりしては財政上あるいは計画行政上からも好ま

しくないというような答弁だったなという理解の

もとでずっとこの間きているのですけれども、今

回第２次の計画では市長の公約あるいは政策、そ

れを計画期間中に反映をしていきたいのだという

ような回答であったかなと思うのですが、事ここ

に至るまでの経過、変化というのは何がきっかけ

で、どこでそういうような動機づけになったのか、

わかる時点で結構ですからお教えいただければと

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） 平成１９年の当時の

答弁ということでありますが、一番大きく変わっ
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たのは地方自治法の改正だというふうに思ってい

ます。地方自治法の改正が平成２３年５月に施行

され、国の定める計画ではなくなったということ

が一つ大きな違いだというふうに思っています。

それと、もう一つ大きいのは、さきに総合戦略

も策定させていただきましたけれども、時代の流

れが随分速くなってきたということになっており

ます。そのことを地方分権が進む中で地域がみず

から判断をし、責任を持って取り組みをしなけれ

ばいけなくなったというところがあると思います。

そういった流れの中で今回考えを変えたというこ

とであります。

ただ、先ほど市長の公約を反映するというお話

を、その時点でというお話をさせていただきまし

たが、ただ実際の総合計画の策定、さらには事業

の実施に当たっては、市長の公約が必ずしも全て

通るわけではないということであります。市長の

任期に合わせた基本計画について、これについて

は当然策定の段階で先ほど申し上げましたように

策定審議会があります。この中で、その公約が果

たして名寄市のまちづくりとして基本構想にも照

らし合わせたときに正しいのかどうか、ここのま

ず一つの審議があります。それを受けた後で議会

での議決をいただくことになります。さらには、

基本計画ができた後については、実施計画、これ

はローリングとして議員協議会にもお示しをさせ

ていただきますし、それを受けての予算編成作業

があるということでありますので、過去の答弁に

あったように公約であるから全てが無条件で通る

ということではなくて、公約がさらに市民議論を

経て深化をする中で、あるいは精査をされる中で

実施がされるのか、されないのか、ここが議論を

されて実現に結びつくということでありますので、

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） 先ほど来から部長の

ほうから出ている地方自治法というのは、たしか

第２条の第４項に基本構想は議会の議決を経てま

ちづくりに反映するというような条項であったか

なと思いますけれども、これがおっしゃるように

平成２３年５月２日だったなと思うのですけれど

も、削除されました。ですから、最初の前段の質

問に戻るのですけれども、わかりやすい総合計画

ということで御質問申し上げたとおり、名寄市の

第１次も第２次も基本構想、基本計画、実施計画

の３層構造だと。今回基本構想というのは、地方

自治法の見直しで定めても定めなくても地方自治

体の裁量にお任せするというようなニュアンスで

多分通達か何か出ているのでないかなと思うので

すけれども、その際におっしゃっているようにわ

かりやすい総合計画であるがためにもっとシンプ

ルな構造にすべきだなというふうにかねてから、

また計画期間についても市長の公約とか政策にか

かわらず、主務として担当される首長が在任期間

に合わせて計画期間を設定すべきだなという考え

のもとでずっと平成１９年以来の質問をして、今

回改めて繰り返してお聞きをしているのですけれ

ども、ようやく私の平成１９年の質問から５年が

たって地方自治法の第２条第４項も削除されたと

いうことですから、今回の第２次の総合計画につ

いてはまだまだ３層構造ではあるものの、計画期

間については市長の在任期間に合わせた計画期間

となったということで、私としては大変歓迎すべ

きだというふうに考えております。

ただ、もう一点、くどいようで申しわけないの

ですが、この前期、後期５年間という２期の設定

から前期、中期、後期になった、３期制になった

という大きな転換となった場所というのはあるの

でしょうか。例えばそれは庁内論議の過程だとか、

あるいは策定審議会の委員からの指摘だとか、い

ろんな場面があったのかなと思うのですが、もし

そういうステージがあったのであればお教えいた

だきたいと思うのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは先ほど策定に

当たっての策定方針を示させていただいたという
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話をしましたが、この策定方針をつくる過程の議

論、当然ここがあるわけであります。これは、総

合計画にかかわっては庁内の策定委員会を設けて

ございますが、この庁内の策定委員会の中でもし

っかりと議論をさせていただきましたし、それを

受けてこの策定方針の前には考え方ということで

一度素案的なものを用意させていただきましたけ

れども、これについても議員協議会にも一度お示

しをさせていただいておりますし、当然策定審議

会のほうにはお示しをして、その考えについて御

理解をいただいた上での策定方針決定ということ

でありますので、その過程を通じて議論をしたと

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。

次に、同じく総論の名寄市まちづくりの課題か

ら市民と行政との連携・協力によるまちづくりの

地域自治区の創設についてお聞きをしたいと思い

ます。実は、この地域自治区についても古くは合

併協議会からずっと提案され、そして新名寄市総

合計画の中で地域自治区の創設が設けられてきた

経緯があるのですけれども、これについても私過

去に同じく平成１９年、議員になったばかりです

けれども、その第３回定例会で質問させていただ

いております。そのときの答弁では、引用させて

いただきますが、６月から町内会役員会等開催に

出向いて、設置目的や基本的な考え方について説

明機会を設けさせていただいております。これま

でに８１町内会のうち４１町内会、５２８名の役

員に参加していただきました。さらに、今後はい

ただいた意見を整理し、庁内論議を経て区域ごと

に町内会を含む各種団体に説明、さらにはまちづ

くり懇談会において住民説明を行っていきたいと。

また、広報やホームページにおいても地域自治組

織の設置について掲載をし、市民の方々の理解を

求めていきたい云々というふうに答弁をされてお

りました。ちょっと言葉がどうかと思いますが、

デッドロックに乗り上げてからこういうような庁

内論議、あるいは市民懇談会等で理解を求められ

る活動をされてきたのだろうなとは思うのですけ

れども、ただ今日に至ってこの地域自治区に対す

る答弁にもありました広報やホームページ、そう

いったところを私も検索をしてみましたけれども、

合併協議会等の文章は出てくるのですけれども、

第１次新名寄市総合計画に基づいた市民説明だ、

あるいはそういったホームページの更新というの

は一切見当たらないのですけれども、具体的に地

域自治区創設に向けた取り組みというのはどのよ

うな変遷をたどっているのか。ダイジェストで結

構ですから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） 地域自治区にかかわ

る今回の考え方、この間の変遷というのでしょう

か、足取りということだったというふうに思いま

す。ここは議員御存じのように合併のときの合併

協定、あるいは新市建設計画の中でも当初は風連

地区には合併特例区を、旧名寄の地域については

自治法に基づく地域自治区を設けて、市民協働の

まちづくりを進めていくのだというところでスタ

ートしてきたということであります。これを受け

て、第１次の総合計画の中でも新市建設計画の考

え方は当然でありますが、入れて取り組みをスタ

ートしたということであります。議員が言われま

すように当初２年、３年をかけて地域自治区を進

めるということで、実際に町内会や、あるいはま

ちづくり懇談会を含めて市民の皆様と協議をさせ

ていただいたという経緯があるというふうに思っ

ています。この中で、当然地域自治区のあり方に

ついてお話をさせていただいたということであり

ます。どんな仕組みが必要ですかということでい

きますと、例えば住民の懇談会、あるいは運営協

議会、市長への意見の具申、あるいは地域がみず

から公共的な活動もできるようにということの業

務の委託ですとか、あるいはそこの財源の手当て

も必要なのですよというところを示しながら、議

論を進めてきたという経緯があります。
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しかしながら、ここは当時の段階でいきますと、

市民の御意見として多かったのは、町内会などが

ある中で屋上屋になるのではないかという議論が

あったり、あるいは当然自治区でありますので、

今現在、あるいはこれから新たに市が、あるいは

公共としてやらなければいけない部分について地

域の中でも責任を持って取り組んでいただくもの

も当然出てくるわけですから、そういったことで

行政の下請になるのではないかという危惧が大変

強かったということであります。結果として市が

お示しをした地域自治区については、地域の中で

は受け入れるのは難しいという結論に達したとい

うことであります。ただし、市としてそういった

地域の協議会については必要だという考え方であ

りましたので、ここは地域の皆様とも十分時間を

かけて議論をさせていただいて、今現在進めてい

る地域連絡協議会という法には基づきませんけれ

ども、任意の緩やかな組織の中で活動を進めてい

くということで今進めているということでありま

す。

実は、今回の総合計画の策定審議会、その案件

については総務部会の扱いになりますけれども、

ここについてもこの課題については十分時間をか

けて議論をすべきだという部会長の御意見もあり

ましたし、私ども職員としてもここについては大

きな課題だというふうに受けとめておりましたの

で、十分時間をかけて議論はさせていただき、今

回の総合計画に示しているような形で取りまとめ

をさせていただいたということでありますので、

御理解をいただればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今総務部長のほうか

らお話がありました。屋上屋だとか下請になるの

ではないかというようなお話がございました。当

時６つの障壁といいましょうか、課題がありまし

た。ちょっとメモしてありますので、読んでみた

いと思いますが、設置の目的、必要性が理解でき

ない。２つ目は、設置した場合の活動助成と地域

負担がどうなのか不明確だと。３つ目は、設置区

域と活動拠点が曖昧だと。４つは、町内会活動と

の違いが不明だと。５つ目は、行政との連携する

組織体制がわかりづらいと。６つ目は、役員不足

による町内会からの人的協力の困難性、あるいは

職員の地域活動のかかわり合いが希薄だというよ

うな６点がネックになっているというふうにお聞

きをしておりました。

地域自治区創設に向けての取り組みというのは、

こうした課題や障壁を一つ一つ潰していくことで

創設への道が早まっていくのだろうなと思うので

すけれども、具体的にこうした総務部長も含めて

御提議のあった屋上屋だとか下請だとかというよ

うな表現を使っておられましたけれども、こうい

った地域自治区創設に向けてのネックになった課

題解決に向けての具体的な取り組みというのは実

際にあったのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、当

然この間も進めてきたということだと思いますが、

ただいきなり地域自治区を導入するのは難しいだ

ろうという一定の判断があったということであり

ますので、そこは将来的には地域自治区も展望し

ながら、先ほど申し上げた緩やかな組織としての

地域連絡協議会で、そこを通じながら市民の皆様

にも自主的な活動を進めていただく。それを通じ

ながら、場合によっては地域自治区含めて展望で

きていくだろうと、そういう考え方のもとに今の

活動を進めさせていただいているところでありま

す。

今回先ほど策定審議会の中でも議論させていた

だいたということをお話しさせていただきました

が、ここの議論は決して地域自治区制度がいい、

悪いという話をさせていただいたのではなくて、

総合計画は期間を定めて進める目標でございます

ので、この期間の中で地域自治区を掲げて進める

のがいいのか、それとも今この間の経過も重視を

しながら、地域連絡協議会を成熟させていくこと
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で、あるいは活動を活発化していく中で地域自治

区も展望できていくのではないかと、そういった

議論のもとに今回の総合計画のまとめとなってい

ることについて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） わかりました。

ただ、くどいようで大変申しわけないなと思う

のですけれども、第１次総合計画のときには平成

２０年度を目指して順次スタートをしていきたい

という御答弁がございました。ただ、結果として

今日まで創設に至っていないのです。これは現実

だろうと思うのですけれども、総合計画の第２次

においても創設するというところまでは言及をさ

れていないということですから、時間をかけてじ

っくりと取り組んでいきたいというお話もござい

ました。また一方で、地域連絡協議会を醸成して、

さらに活動内容も含めて発展的に組織体制を確立

をして、地域のコミュニティーを確立していきた

い旨の御発言がありましたけれども、地域自治区

というのは名寄市の地域特性としてなじむのか、

なじまないのか。１０年間かけて創設できなかっ

たことを踏まえて、繰り返しになりますけれども、

名寄市において地域自治区というのはなじまない

という結論に持っていくまでには至っていないの

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、地域自治区そのものについてのよしあしと

いう議論はこの間もしておりません。それと、総

務省のこれは取りまとめです。全国での地方自治

法に基づく地域自治区、一般の取り組み状況です

が、１５団体という現状になっているようであり

ます。市民の皆さんのほうからもなかなか法に基

づく地域自治区についてはハードルが高いなと言

われる意見がありましたけれども、これがこの数

字にもあらわれているのかなというふうに思って

おります。私どもが今考えているのは、地域自治

区がいい、悪い、あるいは地域に合っているか、

合っていないかについて現段階での判断は難しい

だろうという考え方をしています。地域連絡協議

会を進めていく中で、地域自治区という制度が名

寄市に適しているのか、あるいは法に基づかない

任意の形が適しているのかを含めて、さらに地域

連絡協議会とのやりとりを進める中でそこの判断

についてはしていかなければいけないだろうと、

このように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

ただ、先ほど来申し上げているように地域自治

区の創設というのは、平成１８年当時の合併協議

会の中で風連町と名寄市との間で協定を交わして

やっている内容だろうと思うのです。ただ、この

協定内容が一部、一部という表現がどうかと思い

ますけれども、不履行になっているということも

含めて、ここはただいたずらに時間をかけるので

はなくて、先ほども申し上げているように地域自

治区よりは地域連絡協議会を醸成して発展的に育

成していくというような捉まえ方で、ここはひと

つ地域自治区は第２次総合計画の中においては見

送りとするようなところまで言及してもいいので

はないかというふうに思うのですが、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） 今議員が言われるよ

うにこの地域自治区については、合併協定、さら

には新市建設計画の中で位置づけている部分であ

りますので、安易に廃止とかいう形にはなかなか

ならないのだろうなというふうに思っています。

ただ、現状の中で判断するには少し材料が足りな

いだろうというのもありますので、先ほども申し

上げたように、もう少し時間をかけながらしっか

りと進めていきたいなと思っています。

ただ、いずれにしてもそういう地域の組織が必

要だということについては、ここは私どもも認識

をしています。これは、自治基本条例に基づく市

民主体のまちづくりを進める上での一つの主体と



－194－

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号

なり得る組織だというふうに認識しておりますし、

行政においてもさまざまな行政課題がふえる中で

きめの細かいサービスを行おうとすると、新しい

公共という言い方も過去にはありましたけれども、

そういった部分も含めてこの協議会が公のサービ

スの一部を担う場合も想定されるかもしれません

ので、ここはもう少し時間をかけながらいきたい

というふうに思っております。

それと、今回については、その考えのあらわれ

方が先ほど松岡参事監の中にもありましたが、名

寄市の大切にしたいまちづくりの基本となる考え

方の中で、新たに設けた項目ですが、その中の

（２）として市民と行政、市民相互の協働による

まちづくりの考え方という項目を起こして、そう

いった部分の必要性について再確認をさせていた

だいておりますし、先ほどから申し上げている考

え方については、文言としてはコンパクトであり

ますけれども、基本計画の中でもしっかりとお示

しをさせていただいているという考え方でありま

すので、ぜひ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） それでは次に、３つ

の重点プロジェクトについてお聞きをいたします。

最初に、経済元気化プロジェクトから３項目お

聞きします。まず、１点目は、指標項目の観光入

り込み客数、この基準値の確定根拠と目標値の積

算根拠、達成可能性について御答弁いただきまし

たけれども、現実問題としてはなかなか多くの課

題が山積しているのだろうというふうに考えます。

私どもの会派の中でもこういった点については随

分御意見をいただきましたので、かいつまんでお

聞きをしてまいりたいなというふうに考えます。

例えば来訪する観光客数のカウント方法はという

声がございましたので、お聞きしたいと思います。

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） 今観光入り込み

数のカウント方法ということで御質問ありました。

今現在につきましては、国、道が定めています観

光入り込み基準ということに基づいて今年度から

観光入り込み数のカウントということでさせてい

ただいておりますけれども、今までの部分につき

ましては各イベントや主要な施設に位置づけられ

た施設の入り込み数をそれぞれ合計しまして、観

光入り込み数ということで算出させていただいて

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

らお話がありましたけれども、主要施設の見込み

数というお話がございました。これは、主要施設

のほうから数字が上がってくるのか、それとも営

業戦略のほうで吸い上げているのか、どちらにな

るのでしょう。

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） 主要施設につき

ましては、主要施設のほうで入り込み数を算出し

ておりますので、それぞれの施設のほうから上が

ってきた数字を使わせていただいております。

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。

こうした入り込み客数というのは、現行の施設

の規模というのでしょうか、収容数、収容客数と

いうのでしょうか、これはどの程度だというふう

に押さえておられるのでしょう。

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） それぞれの主要

施設のカウントの仕方についてでありますか。

（「収容キャパです」と呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（水間 剛君） 収容キャパにつ

いては、それぞれの施設ごとにばらつきがあると

いうことで考えておりますけれども、私どものほ

うでそれぞれの主要施設をチョイスしているとい

うか、選んでいる部分については、一定の観光施

設として位置づけているキャパの施設を主要施設

として位置づけてカウントさせていただいている

というところです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。
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〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと、これから繰り返し訪れていただくであろ

うリピーターへのホスピタリティーだとかおもて

なしだとか、あるいは受け入れの外国語通訳者だ

とか、あるい表示、いろんな表示板もあるでしょ

うし、あるいは外国語併記の案内パンフレットも

いろいろあるのだろうと思うのですけれども、こ

ういったおもてなしの対策というのは十分計画期

間中で考え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） 今現在取り組ん

でおります名寄市観光振興計画につきましては、

当時策定のときにはインバウンドということにつ

いては、多少の議論の中でありましたけれども、

現実的に私どものまちのほうに来ていただけると

いう部分についての緊急度が非常に低かったとい

う部分があります。今総合計画のアクションプラ

ンを策定するということで名寄市観光振興計画の

見直し作業をしておりますので、その中でインバ

ウンドという項目も大変重要な項目の一つであり

ますので、おもてなしの方法、また表示の方法等

も含めて現在検討させていただいているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今水間室長のほうか

らインバウンドは計画の中では想定外であったと

いう趣旨の御発言がありましたけれども、今後１

０年間の間で一体何があるかわからないというの

もまた正直な話なのだろうなと思います。ただ、

今のところは台湾、中国というふうに外国人の来

訪者が限定はされていますけれども、これからは

ひょっとしたらアラビアだとかそちらのほうから、

例えばイスラム教徒の方が来るだとか、例えば豚

肉が食える、食えないだとかという、あるいは牛

が食える、食えないだとか食べ物、あるいは方角

の問題だとかいろいろあるのかなと思うのですけ

れども、そういった訪れる外国の方の特定につい

ても想像を超える想定外のことがあるかもしれま

せんので、そこは営業戦略室ですから全然心配は

していないのですけれども、最悪を想定して最善

の計画を立てていただきたいなというふうに考え

ております。

次に、２項目めの農商工連携・６次産業化品目

についてお伺いをしたいと思います。基準値では

ゼロ件となっているのですけれども、私どもの会

派のほうからお声がございまして、風連の特産館、

道の駅で製造販売されているソフト大福というの

は、あれは典型的な６次産業化の品目にカウント

できないのだろうかというお声がございまして、

この点についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ふうれん特産館

についても６次産業の主はモチ米ということで品

目数であります。私どものほうは、今回新たに品

目数ということで挙げさせていただいていますけ

れども、今現状で今回挙げました農商工連携、６

次産業も基本的には農の原料となる農畜産物の部

分を有効に活用した目標ということで定めており

ます。今現在、農業分野の話になりますけれども、

いろんな地域で離農者が多くなって、なかなか残

っている農業者の方も大規模農業になってきて、

多品目の産地がつくれなくなっているという地域

の話もお伺いしてきております。私どもの名寄市

につきましては、まだ農業関係者の方々がいろい

ろ御尽力いただいて、多品目の産地として形成さ

れているということから、その多品目の産地の部

分の品目を活用して、新たな品目のそういった農

商工連携や６次産業化の部分を目指していきたい

ということで今回定めさせていただきました。

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。ぜひ

とも新たな６次産業化の品目について実現を見る

ようにしていただきたいなというふうに考えるの

ですが、３項目めに移りたいと思います。

創業・事業継承件数の目標値２件と、これは余

りにも低い数値ではないかという私どもの会派の

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号
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中から厳しい意見がございました。平成３１年３

月まで前期２年間で達成をもくろむとなれば、見

方を変えれば堅実な数値として捉えることもでき

るのだけれども、これは既にもう意中の事業所な

り、心当たりがあっての数字なのかどうなのか確

認してほしいという声がございましたので、あえ

てここで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） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の創業、第

２創業の数値ということで定めさせていただいた

部分につきましては、先ほど松岡参事監の回答で

もありましたけれども、具体的に小売業や飲食業

の創業という部分については、今現状としてもあ

ります。ただ、おやめになっている方もいろいろ

入れかわりということがあって、現実的には事業

所数の減少になっているということで、今回の目

標については一定の雇用を含めた製造業分野など

の新規事業などの部分を考えております。また、

名寄市に創業していただくための一つのきっかけ

づくりとして、国や道の支援をいただきながら新

たに創業していただくということで、今回現実的

なこれまでの実績と比較しての目標設定とさせて

おりますけれども、今現状の中では具体的な創業

の部分についての可能性の部分についてはありま

せんが、いろんな部分で相談の部分も含めて来て

いるというのは現状でありますが、実際的には最

終的にはどうなるかはわかりませんけれども、そ

れが今の実態であります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。現状

はないということで、今後３１年３月までに達成

をしたいというお考えのようでございます。

次に、安心子育てプロジェクトから１件お聞き

をいたします。指標項目の本市の子育て環境や支

援への満足度で、大満足あるいは満足と回答した

人の割合について就学前と小学生について市民の

満足度を知るということは、市民のニーズやウオ

ンツを探る上で大変重要なことであろうというふ

うに考えています。ただ、就学前の基準値３ ３

％の数値は、満足度としてはどのレベルにあるの

かお教えいただければと思います。

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

いま就学前のお子さんを抱える方々の満足度につ

いての御質問だったかというふうに思いますが、

全国で統一して行っている指標というふうにはな

っておりませんが、これを策定するに当たりまし

て道内各地の状況を確認をさせていただいている

状況でございますけれども、その中でも名寄市に

おいては必ずしもこの３ ３％というのが低いと

いうふうな状況ではないというふうに押さえてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

同じように目標値についても聞くようになって

いるのですけれども、今の馬場室長のお話で３

３％という基準値は低いものではないと。そうす

ると、５％増の目標値４ ３％は低い数字ではな

くて、決して高い数値でもないけれども、中庸な

数字なのだろうなというふうに類推するので、お

答えは結構ではありますが、ただ私市民の満足度

というのは市民の期待と現実のバランスによって

決まっていくのだろうなと思うのですけれども、

たまたまこの満足度というのを考えていくと、満

足度調査を健康診断に例えると、診断を受けて病

気が見つかれば、あるいは治療する、あるいは手

術をするということになるのだろうと思う。満足

度調査でも正確に現状を把握して、そこから見つ

かった問題を対処していかなければならぬなとい

うふうに考えるのですけれども、逆に翻って考え

たときに回答していただいたお客様の満足度を向

上させるために今回の数字、基準値というのは３

３％ですか、貴重な機会を捉えて数字を捉えて

いるのだなというふうに考えるのですけれども、

ただ一方で本来であれば事前に把握しておくべき
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市民満足度の数値を形にした事業を基準値あるい

は目標値に据えて、プロジェクトの事業名として

設定したほうが市民の皆さんにはよりわかりやす

いものとなったのではないかというふうに考える

のですが、この点はいかがですか。

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） 今安心子育てプ

ロジェクトの指標について設定の仕方ということ

で御質問いただきましたけれども、この安心子育

てプロジェクトについては、少子化対策並びに人

口減少対策の強化に取り組むということを目指し

まして、安心して子供を育てることができる環境

を充実させるために子育てと仕事の両立支援、そ

して子育て家庭への支援を実施していくというこ

とでございまして、ここの下のほうに主な基本計

画事業ということで載ってございますけれども、

この中に載っている部分につきましては基本目標

Ⅱの市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり、基本目標Ⅴの生きる力と豊かな文化を育

むまちづくり、そして基本目標Ⅲの自然と調和し

た環境にやさしく快適で安全安心なまちづくりと

いうところでありますが、これ以外にも５つの基

本目標の部分で申し上げますと、３８ページに書

いておりますけれども、基本目標Ⅰの２の２、男

女共同参画社会の推進の実現の方策というところ

で雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確

保、また８４ページの基本目標Ⅲの６の１、生活

安全意識の高揚の実現の方策の中では安全で安心

して暮らせるまち、また１１８ページの基本目標

Ⅳの５の１の雇用の安定と確保の実現の方策では

若年者の地元就職促進、また同じく１１９ページ

の５の２の労働条件の改善の雇用条件向上や仕事

と家庭の両立支援なども少子化対策、人口減少対

策の強化に取り組むための施策として載せてござ

います。これら全てを横串としてここで掲げてお

ります指標であります子育ての環境や支援の満足

度の向上を目指していくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今田邊部長のほうか

ら言わずもがなのことを聞くなというようなニュ

アンスで御答弁をいただきました。

それでは次に、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トから２項目お聞きをしたいと思います。こちら

は、経済元気化プロジェクト同様に目標値 ００

０人、これを達成するために必要なソフトウエア

あるいはハードウエアなど解決すべき課題に一抹

の不安を拭い切れないというのがございます。今

後観光イベントとスポーツの拠点化事業のミック

ス開催、あるいは共催事業、こういった場合にお

いて接遇やおもてなし、先ほどの観光客の入り込

みというのとバッティングする可能性ありますけ

れども、こうした受け入れ施設のキャパや宿泊施

設の収容能力、どのように向上させていくお考え

かぜひお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿の受け入れにつ

きましては、計画の中では ０００人を目標にと

いうことで今後推進をしていきたいというふうに

考えています。

課題については、先ほど申し上げましたとおり、

関係する団体等との連携、そういった体制づくり

が必要不可欠だというふうに思っています。あわ

せて全国大会の規模の新たな大会も毎年誘致して

いくということで、来年の３月にはＪＯＣジュニ

アオリンピックカップの開催を予定しています。

これは、５００人程度の選手団というふうに言わ

れていますけれども、これは事前合宿も含めて受

け入れすると思います。そして、これについては

名寄市内のキャパでは足りなくて、近隣市町村を

含めたキャパの中での受け入れになってくると思

いますし、来年ですか、冬季アジア大会が札幌市

で開催されて、その後２０１８年は平昌、２０２

２年は北京という冬季スポーツがあるということ

でありますので、昨年ですか、ロシアチーム、カ

ーリングチームが誘致されましたけれども、そう

いったナショナルチームの誘致も出てくるかとい
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うふうに思っています。そういった面では国内外、

世界に向けた誘致が可能性が広がっているという

ふうに考えていますが、ただそれを受け入れ継続

していくためには、言われたようにおもてなしが

大切だというふうに思っています。ことし４月か

らスポーツ・合宿推進課ができてから合宿に来た

誘致の方には御挨拶も含めながら、ノベルティー

ということで宿泊先にお願いをしながら記念品を

上げたり、そういったことで取り組みも進めてい

ますので、そういったことを通じて来てくれた人

たちが継続して今後も合宿に名寄市に来てくれる

ようにしていくように取り組みを進めています。

もう一つは、東京オリンピックに向けてホスト

タウン構想の中では士別市と登録をされています

ので、これについては台湾を相手国地域として士

別とも連携を図りながら、名寄市内でなくても広

域的な部分での合宿誘致も視野に入れながら進め

て、目標達成に取り組んでいきたいというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

今の答弁の中に出てきましたが、新規冬季スポ

ーツ大会の３大会というのが出てくるのですけれ

ども、今お話にあったジュニアオリンピック等が

それにカウントされるのかなと思いますが、具体

的に３大会の名称でしょうか、冠でしょうか、具

体的に実現に向けて動くのだろうと、誘致に動く

のだろうと思うのですけれども、もう一度正式な

名称を教えていただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 総合戦略では昨年度

から実施していまして、全国中学スキー大会がこ

としの２月に開催されました。来年の３月には、

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ、ノルディッ

ク競技会が開催されます。それ以降の大会につき

ましては、スキーあるいはカーリングということ

で、これは競技団体との連携が必要となって、ま

だこの場で正式に言える段階ではありませんけれ

ども、年に１回は新たな全国大会規模の誘致に向

けて競技団体としっかり連携をとりながら進めて

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。今の

ところジュニアオリンピックということで、あと

はスキーとかカーリングに向けたそういったとい

うことで、具体的な大会名はまだ決まっていない

ということですね。わかりました。

それと、続いて高齢者対策についてお伺いをし

てまいりたいと思います。本年の第１回定例会の

代表質問で、市民連合の熊谷議員と私でそれぞれ

介護職員の不足による入所者、あるいは定員割れ

について問題を提起して以来ずっとこれまでに６

月の第２回、９月の第３回定例会とそれぞれ各同

僚議員が質問に立っておられますけれども、名寄

市の高齢化率は本年７月末で３ ０％ということ

です。高齢化率というのは、改めて調べてみまし

たら総人口に対して６５歳以上が７％というと高

齢化、高齢化社会というと。１４％を超えたら自

治体を高齢社会と。２１％を超えると超高齢社会

というと。名寄市は３ ０％ですから、もう超高

齢社会ということになります。既に３人に１人が

６５歳以上の御長寿者ということになりますけれ

ども、どうもこうした名寄市の超高齢社会に対す

る私どもも含めて、行政は低いとは言いがたいか

もしれませんけれども、総体的に見て名寄市の超

高齢社会という認識が極めて希薄だなというふう

に感じているところであります。

高齢化率は今後も上昇を続けていくわけですか

ら、答弁にもありましたけれども、ふだん、ＡＤ

ＬやＩＡＤＬを自分自身で行えて、特養の清峰園

やしらかばハイツの待機者にはならないと。ある

いは、入所を先延ばしするための手法というのが

若干田邊部長のほうからお話にはありましたけれ

ども、経費の節減も３％だとか４％削減というと

なかなか達成しづらいという話を聞いています。
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経常経費はいっそのこと５％、１０％というふう

に大きな数字を挙げると意外と職員の意識も改革

されて、経常経費の削減に近づくことができるの

だなんていうようなある行政学者の文章を読んだ

ことがありますけれども、少なくとも名寄市民の

特養の入所者、待機者、これをゼロにするという

観点から発想を考えて、いろんな施策を考えてい

くという方法論としては全く否定はできないだろ

うと思うのですが、この点についていかがですか、

田邊部長。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 経常経費をふや

していくことで職員が定着する、また処遇改善、

またさまざまなサービスが向上するというような

御議論かとは思いますけれども、今までも市とい

たしましては社会福祉事業団に対しましてかなり

な繰り入れを行っております。また、そこは市民

の皆さんの御理解をいただいた上で繰り入れをさ

せていただいているという状況もございますし、

これ以上繰り入れをふやしていくというところも

なかなか判断がつかないというふうには考えてお

りますので、御理解ください。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ちょっと私の質問と

食い違っているかもしれませんが、今申し上げた

のは名寄市の介護職員が不足で、定員割れを起こ

している施設がございますけれども、そこを名寄

市の待機者、市民も待機している方がそれぞれ重

複しているので、正確な数字は捉まえ切れないか

もしれませんけれども、いっそのことということ

で名寄市のそういう特養施設だとかしらかばハイ

ツだとかに待機をしない、市民に限っては待機者

ゼロという構想を打ち上げて、そのためにはどう

したらいいかという施策を考えることにはなりま

せんかということでお聞きをしました。

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） 申しわけありま

せん。勘違いしました。

大変重要な御指摘だと思っておりますし、今で

も市民の方が中心に入っておられますけれども、

今後一日でも早く待機者の方、まず介護人材の確

保に努めながら、一人でも多くの方に入所してい

ただけ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。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） そのためにはふだん

からのＡＤＬあるいはＩＡＤＬ、そしてＱＯＬを

高めていくことで、少なくても市民にとっては待

機することのない健康寿命の延びる高齢者の育成、

養成につながっていくだろうと、そんな事業をぜ

ひ展開していただきたいというふうに考えるとこ

ろでございますが、ただこれ全く事例がないわけ

ではないのです。私個人的に伺った四国に上勝村

というのがあるのです。当時は上勝村でしたが、

今は上勝町となりました。ここの町は、つまもの

というか、葉っぱビジネスでやたら有名になりま

したけれども、高齢者がカエデだとかナンテンだ

とか、そういったつまものを注文に応じて料理店

あるいはかっぽうだとかに生産、出荷していくこ

とで産業として成り立っているというような町な

のですけれども、６５、７５の高齢者が年収で

０００万円というようなケースもあって、とても

ではないが、寝ているどころではないのだという

ことで、当時あった上勝村の特養が廃止されたと

いうケースがありました。数字を捉まえていくと、

寝たきりの老人が１人だけだったというびっくり

するようなケースがございますけれども、だから

名寄市民に限っては特養施設に入っていただかな

いそのための健康寿命延伸、あるいは健康づくり、

ＩＡＤＬ、ＡＤＬ、ＱＯＬの質を高めていくのだ

というような政策で、上勝町とは人口規模だとか

産業構造も違い過ぎますけれども、決して無理難

題ではないなと思うのです。ぜひとも田邊部長の

いらっしゃる間でも結構ですから、極めてエポッ

クな、画期的な施策を一つでも二つでも打ち出し

ていただいて、おやりになっていただきたいなと
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思います。

それでは、時間がなくなってまいりましたので、

走りながら質問をしてまいりたいなと思いますが、

９件目、実は総合計画の名称、呼称というふうに

申し上げましたけれども、残念ながら私どもの会

派の中でも第２次総合計画というような意味合い

で発音をしてしまいます。決して総合計画（第２

次）とは言わないのです。ぜひとも市民にわかり

やすいため、これは計画策定に当たっての基本姿

勢にわかりやすさと実効性、簡素でわかりやすい

表現に努めるなんていうのがあるのですけれども、

全然わかりやすくないということで、第２次総合

計画というふうに名称を変更することは、まだ素

案ですから可能ではないかと思うのですが、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） ここについては、先

ほど松岡参事監のほうからもお話をさせていただ

きました。表記としては、今回の提案のとおりと

させていただきたいと思いますが、議員が言われ

るように呼称に当たっては皆さん計画が特定でき

るような範囲で親しみのあるお言葉で呼んでいた

だければいいのかなという、読みについては皆さ

んこの計画を特定できる範囲で親しみのある呼び

方をしていただいて結構かなというふうに思って

います。

ちなみに、北海道の総合計画ありますけれども、

ここの表記についてであります。今２８年度から

１０年の計画が出ていますが、ここについては北

海道総合計画というふうになっています。その前

の計画を見てみますと、新北海道総合計画という

ことで、第１次、第２次をあらわしてございませ

ん。また、国があらわす北海道にかかわる計画と

しますと、国土交通省が定めています、実質的に

北海道開発局が策定をしているのかもしれません

が、北海道総合開発計画というのがあります。今

平成２８年度からスタートしまして、８期目を迎

える計画となっていますが、これについてもあく

までも北海道総合開発計画ということで、何期と

いうのは示していない。あくまでも計画名だけを

示しているような例もございます。そういう意味

でいきますと、名寄市の総合計画については、括

弧ではありますけれども、１次、２次ということ

でこの計画が何期に当たるのかについて、これが

わかりやすいの全てかと言われるとちょっとあれ

ですけれども、そういう意味ではわかりやすい表

記に努めさせていただいてございますので、参考

までにほかの計画の事例も紹介をさせていただき

ました。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。

それでは、文章表現でお聞きをしてまいりたい

と思います。きょうも登庁したらかなりの正誤表

が出ておりました。正しい、正しくない表現とい

うのがいっぱい出ているのですけれども、この中

でもとりわけ文章表現の中で取り組みという言葉

が出てきます。これは、送り仮名がついたり、つ

かなかったり、表現が入り乱れていて文言に統一

性がないなというふうに感じました。この計画書

策定時には、文章作成のマニュアルみたいのは整

備されていたのかどうかお聞きをしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 提案後正誤表で訂正

をお願いした部分については、改めてこの場でも

おわびを申し上げたいなというふうに思っていま

す。あらかじめそのような言葉のマニュアルにつ

いては示していなかったということでありまして、

その結果原稿についても各部局でまずは取りまと

めますので、総合的には事務局のほうで目を通さ

せていただくのですが、そこから漏れている部分

が多かったということで、おわびを申し上げたい

と思います。今回改めて全般を通して表記の統一

をさせていただきましたので、ぜひそのことにつ

いてはおわびを申し上げ、御理解いただければと

思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 確認なのですが、作

成マニュアルというものは存在したのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 校正等については、

一定のルールを設けて作成をさせていただきまし

たが、言葉の扱いについて、ここについてのマニ

ュアルについては示していなかったということで

ありますので、今回のような正誤に結びついたと

いうことで御理解とお許し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） それでは、加藤市長

に、最後になりますけれども、お聞きをしたいと

思います。

まず、この名寄市総合計画基本構想、基本計画

案、まだ素案ですから、加藤市長の序文や巻頭言

は掲載されていないのです。平成２２年の市長選

挙で島市政を引き継ぐ形で総合計画第１次を継承

されてこられましたけれども、今回初めて加藤市

政の向こう１０年間にわたる総合計画第２次の基

本構想、基本計画の完成を見ようとしていますけ

れども、加藤市長の総合計画第２次に対する思い

についてお聞かせを願いたいと思いますが、いか

がですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冒頭議員のほうからもお

話ありましたけれども、この総合計画の策定に当

たりましては、前段本当にタイミングがよろしか

ったのかどうなのか、いろんな見方はあろうと思

いますけれども、地方創生の総合戦略を名寄市に

おいては策定するということになりまして、そこ

の議論もベースとしながら、今回総合計画の策定

に当たっても本当に膨大な市民の皆さんからのア

ンケート、あるいはたくさんの団体や企業の皆様

からの御指摘、御指導、さらには策定委員会、公

的なそうした委員会の中での議論と、本当にたく

さんの皆様からいただいた意見をもとに積み上げ

られた計画でありまして、そのことについて本当

に重く受けとめ、改めてこの計画をもとにさらに

すばらしいまちづくりに邁進していきたいという

決意でございます。

この計画は、以前の計画は風連と名寄が合併を

して、その翌年からできてきているある意味では

その合併がどうだったのかということも含めた計

画の検証と、そしてそれを今後のまちづくりにど

う生かしていくかということでの議論にもなった

かというふうに思いますけれども、この間私は市

民の皆様のいろんなお力添えや御努力もあって、

お互いまだまだ不十分なところはあるかもしれま

せんけれども、すばらしいまちづくりが相乗効果

ででき上がりつつあるなというふうに思っていま

す。しかしながら、特色のあるまちづくりが進め

られている一方で、人口減少にまだまだ歯どめが

かかっていないような状況もありまして、そうし

た課題をしっかりと見詰めつつ、これからの総合

計画をベースに、人口減少にできるだけ歯どめを

かけつつも、しっかりお一人お一人の市民がさら

に躍動して幸せを感じるまちづくりが進められる

ようにしっかりとこれからも市民の意見を聞きな

がら邁進をしていきたいと、そういう決意と覚悟

でございます。よろしくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 以上で私の総括質疑

は終わりますが、その後私どもの会派から基本目

標それぞれについて真剣な質疑が予定されており

ますので、私の総括質疑はこの程度にとどめ、以

上とさせていただきます。ありがとうございまし

た。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質疑を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

市民連合・凛風会を代表して、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民連合

・凛風会を代表して総括質疑をさせていただきま

すが、今回は選択制ということなので、一問一答

方式でやらせていただきます。

まず最初に、改めて名寄市における総合計画の

位置づけと意義について御説明をいただきたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、最初の御質問

で総合計画の位置づけと意義ということでいただ

きました。ここは、午前の大石議員とのやりとり

の中でも一部触れさせていただいたところだとい

うふうに思いますが、地方自治法の改正に伴って、

従前は法に基づく計画として策定しておりました

けれども、ここの法的な根拠がなくなりましたの

で、名寄市においては名寄市自治基本条例の中で

この計画の策定を位置づけをし、さらにはそこの

策定に当たっては基本構想、基本計画については

議会基本条例の中で議決事項として定められてい

るものという位置づけにあるというふうに認識を

してございます。

また、この総合計画でありますけれども、これ

も自治基本条例の中に総合計画等ということで第

１９条の中に位置づけがされておりまして、総合

的、計画的な市政運営を図るために総合計画を策

定するのだというところの目的が記載をされてい

るという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今のは総合計画の位

置づけというか、目的ですけれども、意義です。

意義についてはどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここの総合計画、自

治基本条例の中に定められていることでありまし

て、これは自治基本条例はまちづくりのルールを

定める条例でありますし、そこの目的については

市民主体のまちづくり、市民と行政との協働のま

ちづくりを進めるという、そこに向かっての市の

最上位計画として総合計画を定め、それに基づい

ての市民との協働のまちづくりを進めると、そう

いう意義があるというふうに認識をしてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それに基づいて進め

られた総合計画の策定時の基本として取り組んで

きたことというのは、どういうことでありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、先

ほどの大石議員の答弁の中でも触れさせていただ

きましたが、平成２８年２月に第２次の総合計画

策定方針を定めさせていただきました。この中で、

それぞれ計画策定の趣旨、先ほど申し上げたよう

な部分でありますとか、あるいは計画策定の基本

的な考え方などを含めてお示しをさせていただい

たということであります。策定に当たっての考え

については、方針のとおりということで進めさせ

ていただいたということで御理解をいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市民憲章で「み

んなで話し合いながら住みよいまちをつくりま

す」という文言がありますけれども、これに合致

した取り組みであったというふうに認識されてお

りますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画の策定に当

たってでございます。先ほど方針を定めさせてい

ただいたというお話をさせていただきましたが、

この策定の方針に当たっては、議員が言われます

ように市民憲章はもとよりでありますが、先ほど

の総合計画の根拠となっている自治基本条例の考

え方、あるいはこの間の総合計画、市民の声を反

映して策定するというこれまでの経過もあります

ので、策定方針の中にも先ほど大石議員に申し上
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げたように計画策定の基本的な考え方とし、計画

策定に当たっての基本姿勢として市民参加の促進

ということで、市民の皆さんと議論をしながらこ

の計画を定めるという基本的な考え方のもとに進

めさせていただいた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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、名寄市は

４本の都市宣言をしております。安全・安心都市、

教育都市、健康都市、非核平和都市、この概念に

ついてどういうふうに盛り込まれたかは、それぞ

れ所管の部長、安全・安心でいえば三島市民部長

になるのですか。教育都市は小川部長ということ

になるのですか。健康は田邊健康福祉部長という

ことになると思う。非核平和については臼田総務

部長ということになります。それぞれ部長から部

会議論を含めてこの名寄市の都市宣言の概念をど

ういうふうに盛り込んで協議をされたのかお聞か

せをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 平和に係るところで

あります。ここについては、市の宣言も当然ある

わけですが、平和についてはここはある意味では

国がしっかりと取り組むべきところだというふう

に思っています。特に今回の総合計画の中でいき

ますと、その精神については当然盛り込まれてお

りますけれども、人権なども含めてしっかり守る

のだというところでこの非核平和が守られていく

ものだという、そういう認識のもとに定めてござ

いますし、そういう人権のところを含めて盛り込

ませていただいているということでありますが、

具体的な精神等については市民憲章等があります

ので、そこに委ねている部分もあるということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 部会の中では保

健センターが所管をしておりますので、健康づく

りということで、第１次計画の評価と申しますか、

検証を含めた中で、今後の名寄市としての健康づ

くりに対する取り組みの基本となる事項等につき

まして御審議をいただいているものと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育都市宣言にかか

わってということですけれども、第１次総合計画

から継続して取り組んでいることでありますけれ

ども、幼児教育から大学まで有している名寄市で

ありますから、そういった教育環境を生かしなが

ら、いかに総合計画の中で反映していくかという

ことだというふうに思っていますけれども、家庭

や地域も含めて子供たちが将来に希望を持てる、

そういった子供たちをしっかり育てる、そういっ

たことが幼児教育から大学まで連携をしながら取

り組むということで今回の総合計画の中でも大学

教育も含めて充実を目指していく、そういったこ

とも盛り込みながら取り組みを進めてきていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 安全、安心なまちづ

くりに関して部会の議論を通じてどういう議論が

あったかという質問だと思いますけれども、総合

計画の今回の案の中にも記載をしておりますけれ

ども、空き家対策が中心的な生活安全という部分

では一つの基本目標として今回新たに掲載をさせ

ていただきました。市民生活環境部会の開催は３

回ということで、回数的に余り多くないのではな

いかという声もいただいておりますけれども、量

的な比較ということでいえば十分かどうか、ここ

は判断の難しいところでありまして、ただ部会の

流れとしましては７時から始まって２時間の中で

熱心で活発な質問ですとか議論をいただきました

ということで考えておりますし、安全、安心に関

してはまちづくりの基本構想の中にもございます

けれども、これからの１０年間見据えた中では基

調になる考え方なのかなということで、具体の取

り組みはこれから進めてまいりたいと思っていま
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す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市を見るときに、

１つは市民憲章、もう一つは都市宣言、さらにこ

れに最高規範である自治基本条例というのが三位

一体で推進されるというのが基本だというふうに

思いますけれども、今回の総合計画の基本構想、

基本計画、あるいは各部会での模様が載っている

インターネットの部会の様子載っているところに

この４つの宣言というのはほとんど載っていない

というか、市民理解を深めていない。基本で市民

の皆さんが理解しているというのならいいのです

けれども、これは合併のときから当時の市議会、

総務文教常任委員会、熊谷委員長のもとで何を都

市宣言をするかという議論をして、この４つを名

寄市の新市の目標としていこうということがこの

４つの都市宣言であります。それに対しては、例

えば非核平和都市も人権を言っているわけではな

いのです。本当に日本は唯一の被爆国として、や

っぱり核はだめだよというのをきちっと推進しよ

う。それがいろんな一般質問、代表質問でも出て

くると思いますけれども、そういう概念が総合計

画の中では出てこない。あるいは、安心、安全に

ついても議論が安心、安全都市というのはどうい

う都市だという定義づけを含めて余りされていな

い。その中でも一つ一つの事業は、それは議論を

していますけれども、安心、安全都市としてはど

うなのか。例えば教育という都市はどうなのだと

いう、その議論が非常に欠けている感じがします

けれども、改めて４部長からそれぞれお答えをい

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） 先ほども申したよう

に安全にかかわる分野については、これはある意

味国にかかわる部分であります。それと、市とし

て、市民として当然意識をしていかなければいけ

ないということで、都市宣言などにもなっている

ということでありますけれども、私たちの議論と

すると当然平和であることの必要性、あるいは非

核についての意識については都市宣言などになっ

ている部分でありますので、市民の皆様に一定程

度の理解をいただいているだろうという、そうい

う認識のもとに各総合計画基本構想、基本計画の

議論をさせていただいたということでありますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会関係でい

きますと、幼児教育から大学までというお話をさ

せていただきました。これについては、個別の施

策ごとでの話になっていきますけれども、幼稚園、

保育所から小中学校、高校、大学、それぞれのと

ころでどう連結しているかということが部会の中

でも議論がなされたかというふうに思っています。

そこがうまく連結しながら、名寄の子供たちをト

ータル的にどういうふうに育てていくかというこ

とが重要な課題で、それに向けて家庭や地域との

連携が不可欠、そういったことも含めて部会のほ

うでも話しされ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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 安全、安心に関して

議論が欠けているのではないかということであり

ますけれども、先ほども途中まで申し上げました

基本構想、これは基本理念の中ということになり

ますけれども、暮らしづくりという観点の中で安

全で安心して暮らすことのできる環境をつくり、

市民一人一人が安心で安らぎのある持続可能な暮

らしができるまちをつくりますということで、先

ほども申し上げましたけれども、部会の中で熱心

にその方向で議論がされたというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 健康づくりの部

分につきまして部会の中では、個別事業といたし

ましては健康マイレージの部分ですとか感染症の
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部分ですとか、あと食育の部分ですとかさまざま

な御意見を委員さんからいただいております。総

体的には健康づくり都市宣言ということで、子供

から高齢者まで全ての市民が健康で豊かな生活が

できるようにという部分につきましては、基本姿

勢としてお話をさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今の４部長がおっし

ゃられるように、文言にはないにしても概念的に

はしっかり入っているのだということでよろしい

ですね。理解をさせていただいてよろしいですね。

それでは、もう一つですけれども、これは松岡

参事監なのか、総務部長なのかわかりませんけれ

ども、本当に市民の意見を集約した総合計画だと

言い切れますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私ども先ほどの大石

議員の答弁の中にも触れさせていただきましたけ

れども、今回の総合計画の策定については、市民

意見をお聞きする方策あるいはスケジュールも一

定程度お示しをしながら、それに基づいて進めさ

せていただいたということであります。今回につ

いては、審議会以外にもさまざまな方法を、複数

の方法を駆使しながら、市民の広い意見を聞かせ

ていただいたという認識にありますので、市民の

意見を伺わせていただいて、その意見を反映させ

て、この総合計画提案をさせていただいていると

いう、そういう認識にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 先ほどの午前中の答

弁の中にもありましたように、今回の総合計画、

１年前にやったまち・ひと・しごと創生総合戦略、

これでも市民意見を聴取されて策定をされました

けれども、ここに依存をしていないかということ

なのです。例えば団体との意見交換会は８４人、

今回の総合計画におかれては８４人ですけれども、

うち６月１７日に実施した移住分野、名寄市移住

促進協議会のメンバー６人、７月１３日の子育て

世代、子育て支援センター６人、これ以外は全て

団体との意見交換は名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略にかかわり２７年に実施されたもの。

その後、市民ワークショップ１０６人、タウンミ

ーティング２会場で１９０人、まちづくり懇談会

１７６人、アンケート回答５８４人。つまり総合

計画に特化する、名寄市の最上位計画は総合計画

でありますけれども、それよりもその前につくっ

たまち・ひと・しごと創生総合戦略、ここで意見

を聴取しているから、包含しているからいいのだ

ということで、少し市民の声に耳を傾ける機会と

いうのはこれまでに比べて少なかったという認識

は持っていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回については、総

合戦略がありましたし、総合計画の見直しもある

ということで、あらかじめ両計画を策定するとい

うのを見通しながら作業を進めさせていただいた

というのが今回のある意味での特徴かなというふ

うに思っています。総合戦略の計画の中にも記載

をしてございます。総合計画との関係というとこ

ろもあらわしてございますし、あるいは計画の検

証と訂正ということで、この総合計画を踏まえて

総合戦略についても見直しをするのだということ

を総合戦略の中ではっきりと明記をさせていただ

いておりますので、総合戦略が全てということで

はなくて、当然最上位計画である総合計画の策定

を待って、総合戦略についても見直しがあるとい

うところをあらかじめお示しをさせていただいて

いるところであります。

それとあわせて総合戦略における意見懇談会の

出席の案内についてでありますが、ここの文章で

はこういう記述をさせていただいております。ま

たということで省略して読ませていただきますが、

市の最上位の１０年間の計画として定められてい

る総合計画が平成２８年度までの計画となってい

ることから、次期総合計画策定に向けた準備をあ

わせて進めていくこととしています。これらの計
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画策定するに当たっては、広く関係者の意見が反

映されるよう幅広い年齢層から成る市民の皆様を

初め関係団体と意見交換をするのだということで

ありまして、決して総合戦略だけの議論をすると

いうたてつけではなく、総合計画も含めて意見を

いただくのだというたてつけのもとに進めさせて

いただいておりますので、総合戦略でいただいた

市民の皆様の意見についても当然総合計画を意識

していただいたというものだというふうに私ども

認識しておりますので、決して総合計画だけに依

拠したものではないというふうに考えてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 例えば第１次総計、

これは部長よく御存じのとおり合併の事務局、合

併協議会、あるいはその中でつくられた新市建設

計画というものを含めてずっとやってきて、確定

したのが第１次総合計画。このときにやっている

取り組み、市民の皆さんとの意見交換の場という

ことで、磯田元副知事を招いてのまちづくり懇談

会ですとか、総合計画を考える地域懇談会という

のを市内１４会場で実施をして、２６２人の参加

をいただいているということであります。総合計

画を考える市長との懇談会、これは４団体と実施

をしている。さらには、新名寄市総合計画第１次

の中間報告会というのを１２会場で実施をして、

参加は延べ１９１人、これがどうかというのはわ

かりませんけれども、やっております。そして、

アンケートも実施する。これから見ると、先ほど

の午前中の議論ではないですけれども、総合計画

をつくるのだということに対する市民との意見交

換の場というのは非常に制約されているか、少な

い印象が否めませんけれども、部長はどういう認

識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） １次計画と比べてと

いうことでありますけれども、私どもは２次計画

の策定に当たってあらかじめ市民意見の反映の方

法についてはお示しをさせていただきまして、そ

れに基づいて進めさせていただいたという認識が

ございます。数字だけを見ますと、参集の人数等

について少ないという印象を受ける方もおられる

かと思いますけれども、そこについてはいろんな

手法を工夫することによって幅広い方に参加をい

ただいたというふうに思いますし、１次のときに

はなかったパブリックコメントという制度も実施

がされておりますし、この間のパブリックコメン

トの反省も踏まえて、ただ単にホームページある

いは情報公開コーナーに資料を置くということだ

けではなくて、具体の説明会も２回を開催しなが

ら、広く市民の皆さんに総合計画の素案について

意見をいただく機会を設けたという認識でござい

ますので、私どもとすると市民の意見を十分反映

させていただいたという、そういう認識でござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 名寄市自治基本条例

第１９条第３項には、総合計画の策定に際しては

その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、

市民の意見を反映させていくために広く市民の参

加を求めなければならない、今の部長の答弁から

いうとスケジュールは示させていただいたと。こ

れ誰に示したのですか。市民に示したのですか、

議会に示したのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） このスケジュールに

ついては、あらかじめ議員協議会の中で議員の皆

さんにもお示しをさせていただきましたし、当然

内部の中でも徹底をさせていただいた。さらには、

総合計画策定審議会がございますので、この中で

も意見をいただきながら確定をさせていただいた

ということであります。

あと、市民の皆さんにどうかというところであ

ります。これは、方法がどうかという意見はある

かというふうに思いますけれども、私どもは今回

の策定審議会にかかわる部分、あるいは２次総合
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計画にかかわる策定経過については、ホームペー

ジなどで市民の皆さんにも広く情報公開をさせて

いただいておりますので、それらを通じて情報が

得られるものだと思っています。

それとあわせてさまざまな情報提供ということ

でありましたが、これはこれまでの総合計画の中

でも一定程度総括の部分含めて情報公開させてい

ただいておりますけれども、今回についても冊子

を議員の皆さんのほうにもお渡ししていますが、

総合計画の推進状況という１次計画の総括に当た

る資料も提示をさせていただきながら、市民の皆

さんに議論をいただいたという、そういう認識で

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 多分部長のおっしゃ

っているのは、インターネットにも公開している

しという意味だと思う。先ほどの午前中の議論で

もあります。名寄は超高齢社会。３人に１人は６

５歳以上です。そのときに本当にインターネット

という手法が公開しているからいいのだ、市民の

皆さんの声は寄せられるのだ、情報は提供してい

るのだからいいのだという解釈が成り立つのか。

ある意味では名寄市の実情に合わせた取り組みを

していくというのが必要だったのではないかと思

いますけれども、改めて名寄市の人口構成も含め

てどういうふうに判断されますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どもとすれば、一

定程度、一定程度ってあれですけれども、時間的

な制約もある中で考えられる方法については、一

定程度実施をさせていただいたという部分であり

ますし、当初予定をしていなかったパブリックコ

メントにおける住民説明会など、その場に応じて

必要なものについても実施をさせていただきまし

た。これについては、今議員が言われますように

ネット環境などがない人も含めてしっかりと意見

をいただこうということから、広く誰でもが参加

できる住民説明会を開催して、御意見をいただく

機会を設けたということであります。今回の２次

計画の策定手法等については、当然検証などもし

なければいけないというふうに思いますので、も

し不足があるとすればその検証の中で改めて確認

というか、検証をしてまいりたいと、そのように

考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市民の皆さんの意見

をしっかり聞いたかということに関すれば、策定

審議会と専門部会、特に専門部会のほうは全部イ

ンターネットで公開される。これが全てとは言い

ませんけれども、それぞれ公開されています。そ

れを見ますと、部会開催がわずか３回という部会

があります。しかも、１回目は正副部会長選出、

２回目は１次計画の報告、３回目は２次計画につ

いてという内容で、とても積極的議論が展開され

たという状況にはないというふうに思います。先

ほど言った第１次総合計画のときには、６部会と

も最低６回開催をしておりますし、総務部会は７

回ということでありますけれども、そのほか策定

審議会も委員は当時の島市長は１００人にこだわ

って、１００人委員ということでやりましたけれ

ども、今回は５０人。こういう状況からいっても

本当に市民の皆様の意見を広く聞いたかというと

ころでありますけれども、それは総務部長にお答

えをいただくこととして、もう一つは特にこの３

回の中の保健医療福祉部会、これが部会開催は３

回ということでありますけれども、これで十分と

いうふうに考えておりますか。それぞれお答えを

いただきたいと。

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） 部会での審議状

況が不十分ではないかという御質問だとは思いま

すけれども、今回の部会での審議内容につきまし

ては、基本目標を構成する主要施策と基本事業に

ついて１０年先を見据えた中で今後２年間の前期

基本計画について御審議をいただいたものであり

ます。３回の部会を開催し、部会長を初め委員の
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皆様には夜遅くまで毎回熱心に議論をいただき、

多くの御意見をいただき、また各委員の専門分野

からかなり中身の濃い御意見もいただいたところ

であると考えております。保健医療福祉部会とし

ての御結論をいただいたものと考えておりまして、

委員各位に対しましては厚くお礼を申し上げると

ころでもございます。

また、部会長と２名の副部会長につきましては、

総務部会の委員でもございますので、第６回の総

務部会におきまして部会長から保健医療福祉部会

の審議過程、審議内容など報告をさせていただき、

御了承を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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 全体的な今回の策定

審議会のたてつけのところにかかわる質問かとい

うふうに思いますが、今回は先ほど申し上げまし

たように１次の検証についてはかなりボリューム

のある資料としてまとめさせていただいたという

部分もありますので、そういった意味では一定程

度効率的な議論もできたのかなという、そういう

印象は持っております。

それと、総合計画の策定審議会については、条

例で位置づけしているように１００人以内という

ことでありました。これは、前の島市長のときに

１００人を実際に集めて議論が行われたという経

過がございます。後期計画のときについては、六

十何人だったというふうに思いますし、今回は五

十数人ということで、人数が減ってきたという部

分はあります。人数の多い少ない、広く聞かなけ

ればいけないという視点については私どもも同じ

認識でございますし、非常に大切なことだという

ふうに思っていますが、必ずしも１００人の必要

性については、ここについては意見のあるところ

かなと思います。

各自治体が決めることですので、どこがいいと

いうことではありませんけれども、ちなみに道北

の６市あたりの策定審議会の人数を見ますと、条

例上でいいますと多くて４０人、少ないところで

いきますと十数人という定めもあるということで

ありますし、実際の委員の委嘱についてはこの人

数を下回っているという現状もあるということで

あります。ここはあくまでも参考ということであ

りますけれども、他の自治体においてはこういう

審議会の設置もあるということでお含みいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 特に保健医療福祉部

会第３回部会、高齢者福祉の推進にかかわって委

員からこういう発言がされております。新聞報道

で清峰園は定員の８０％の入所となっており、介

護士不足が原因となっていたと。資格の有無もあ

るが、基本事業に介護人材の養成を明記できない

かという質問が出されました。これに対して基本

事業１、介護保険サービスの推進の中に介護人材

の確保について記載していると。人材確保につい

ては難しいと考える。市内事業所と意見交換を行

っていきたいと考える。先ほどの答弁では、部長

は介護人材の確保に努めますと言っているけれど

も、ここでは人材養成は難しいし、それはもう市

内事業所に任せるのだという答弁に終わっている

のではないですか。これが本当にちゃんと議論を

して、では高齢化、清峰園の問題をどうしようか

という議論がされたのかということなのです。そ

れをちゃんと計画に盛り込んでいるのかというこ

となのです。部長はどういう認識をお持ちですか。

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） 介護人材の確保

につきましては、大変重要なことだということで

その場でもお答えをさせていただいていると思い

ます。具体的に市として介護人材を養成という形

での御質問でありましたので、人材を養成すると

いう形においては今後さまざまな地元の機関とも

連携をさせていただく中で、どのような形で養成

をできるのかというところの議論だったというふ

うに承知をしております。決して介護人材確保を
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粗末にするというような議論ではなかったという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、総合計

画の中でその点についてはしっかり触れていると

いう認識をお持ちですか。

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） 総合計画の中で、

先ほど議員からも御説明がありましたように介護

人材の確保ということでは触れさせていただいて

おりますし、今後個別事業の中で具体な事業が展

開されるものと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回のものは、基本

構想と基本計画は議決事項ではありますし、実施

計画は今後２年間しっかり見据えていきたいと思

いますので、お願いをしたいと思います。

次に、教育スポーツ部会、これも４回開催して

いますが、実質は２回というふうに受けとめられ

ますが、これも十分な検討と言い切れるという判

断をされておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ４回開催して、１回

目は正副委員長の互選ということで、２回目、３

回目が第１次の検証ということで、その中では次

期計画に向けた課題の整理も一緒に行っていって

おります。第４回目については、２次計画の素案

ということで、それぞれ委員さんのほうから多岐

にわたって意見をいただいて、部会長のほうとし

ましてもいろんな意見をいただきたいということ

で、担当職員の概要説明した後も部会長からもポ

イントの説明をしながら委員さんから意見をいた

だくような、そういった取り組みにもなってきて

おります。その中で、第４回の部会の中で全て終

了したということであると考えております。

また、審議委員につきましては、それぞれ関係

する団体からの代表が出ているところであります。

社会教育施設の団体におきましては、毎年それぞ

れ協議会、運営委員会等の中で２回から３回行っ

て、その中で運営方針だったり、事業計画、そう

いったものを毎年協議をして、そういったものが

集約されている点もあったというふうにも考えて

いますので、そういった面では１回の部会の中で

の議論が終了したというふうに認識をしておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） その部会の中で、例

えば大学教育の充実で、委員から卒業生の地元定

着化推進事業とは何を意味するのかという問いが

あり、これに対して雇用のマッチング機関を立ち

上げたい。これはいいです。また、予算の兼ね合

いはあるが、名寄市の企業に就職した方には家賃

の補助を考えていると答えています。これは、今

後１０年間の中で家賃補助という名目と、それと

これに対する質問者への回答、これはこれで終わ

っているのですけれども、その後の回答は何かさ

れましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） この時点

では、昨年の総合戦略でも議論しておりましたと

おり、地元対策の一つとして家賃補助というのを

考えておりました。ただ、現実的にこれを調べて

いく中で家賃補助というのは難しいということで、

先般の第３回定例会で奨学金を貸し付けて、残っ

ている部分の補助と支度金という制度で議会提案

させていただきまして、そういうような施策を展

開いたしました。この時点では残念ながらそうい

う方向で議論しておりましたので、家賃補助を考

えているという議論で終わっております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するにこういうの

がインターネットに載っているわけです。そうす

ると、名寄大学に入学しようとする方が、あるい

は今の学生でもそうです。名寄市に就職したら家

賃補助を考えてくれるのだなと思うことがあのま

んま載っていていいのか。それと、この質問され
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た方には考えていますと答えているので、ちゃん

とそれはお返しする場を設定をしないとならない

でしょうということなのです。部会は全部そうな

のです。やりとりをして、聞きっ放しで終わって

しまっている。要するに返さないという。そうす

ると、それは何を意味するかというと、俺たち協

議しているのだからいいだろうと。何聞かれても、

それ聞いておきますよ、ちゃんと検討しますよと

言うけれども、キャッチボールをしないと市民の

計画にはなっていかないと思うのですけれども、

この後を対応をどうしたのかというのをお聞きし

たいのですが。

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） 残念なが

ら部会というのは４回で教育部会は終わっており

ますので、その後のフォローというのはできてお

りませんので、御指摘の件を踏まえまして、制度

が変わったことですとか新たな施策などに盛り込

むことについては検討してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 同じく教育スポーツ

部会では、５月９日にやった第４回で幼児教育の

充実ということで、委員から食育という面から幼

児を対象とした幼児食の支援をぜひお願いしたい

という意見がありました。これに対して食育に関

しては内部で協議させていただきたいというふう

に回答はされていますけれども、この総合計画の

幼児教育の充実では全くこの記載がされていませ

ん。部会の部員さんからそういう声があって、検

討すると、協議させてほしいと言っておいて、い

ざできた素案には書いていないということがこれ

もどういうことになっているのか教えていただき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 第１次総合計画では、

施策に食育の推進ということを掲げて行って、１

０個の施策で行っていました。２次計画におきま

しては、食育の推進についてはそれぞれのセクシ

ョン、担当のほうの中で取り組みを進めていこう

ということで、冒頭に部会の中で説明をしてきて

いるところであります。そういった面では、教育

関係におきましては小中学校の充実の中に盛り込

んでおりますし、それぞれ経済部、健康福祉部の

所管の中で対応するということで説明をしながら、

部会の中で施策の変更についても御理解をいただ

いて説明してきています。ただ、この中でも１次

計画にのっていましたので、こういった御質問出

て、内部協議ということでは所管のほうで対応す

るようなことで、この場ではそういうふうにきち

んとは説明できていませんけれども、冒頭にそう

いった説明をしながら部会のほうでやっていった

ということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するに何を言いた

いかというと、４回の開催で委員の皆さんそれこ

そ忙しい中を来ていただいて部会を開いていただ

いて、いろいろ意見をいただいたけれども、結局

４回、質問を受けたまんま回答なしに終わって、

できたらこの素案ができましたということになっ

ていないかいということなのです。それは、まさ

に自治基本条例１９条で言っていることに合って

いるのかということなのです。あらかじめ市民の

皆さんに情報提供して、市民の意見を反映させる

ためにという意味からいえば、総合計画の各部会

はなっているのかという部分。

それと、もう一つは、都市基盤整備部会。同部

会では、これは企画のほうにかかわって、ホワイ

トマスターという取り組みを初めて知ったと。マ

スコミなどへのＰＲはしているのか。名寄市独自

の取り組みなら積極的に発信すべき。他の自治体

でも取り組んでいるのでしょうかという質問に、

名寄市独自の取り組み。当時のことは不明だがと。

市の職員が、事務局がホワイトマスター、名寄の

冬を楽しく暮らす条例という本当に全道的にも全

国的にも珍しいことに対して当時のことは不明だ



－211－

平成２８年１０月１１日（火曜日）第３回９月定例会・第６号

が、現在はマスコミへの対応、対外的なＰＲはし

ていない。この取り組みを改めて見直していくと

ともに、対外的な発信を行っていきたい。どんな

方法で発信していくかというのはあると思います

けれども、具体的な案はないが、方法も含め今後

の課題と捉えているという見識でありますけれど

も、これはこのとおりでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、旧名寄時代

から道の戦略プロジェクトにのりながら進められ

てきたということで、合併市ということもあって、

職員が当時のところまで理解していないという意

味での当時についての理解が不足している部分だ

ったという、そういう発言だったというふうに理

解しておりますけれども、職員でありますので、

担当として理解ができていない部分については、

そこについてはちょっと勉強が足りないだろうな

と率直に思うところでありますので、そこは改め

て私のほうからも指導はさせていただきたいと思

いますが、ただやりとりはそういうのはあります

けれども、利雪・親雪についてはまさに名寄市の

特有のものでありますし、他の自治体にも誇りを

持てる条例、取り組みだというふうに思っており

ますので、実は今回の取り組みの中でいきますと、

従来は基本計画の中の一施策ということでの位置

づけをさせていただきましたけれども、今回につ

いてはこれを各施策にわたって職員あるいは市民

の皆さんにいろんな機会を使って実践をしてもら

う、あるいはＰＲしてもらう必要があるだろうと

いうことで、実は基本構想のほうに格上げをさせ

ていただきまして、提案している別冊のほうでい

きますと１４ページの３の大切にしたいまちづく

りの基本となる考え方、この中の一番最初にこの

利雪・親雪の項目を起こさせていただいたという

ことでありますので、ある意味では私どももこれ

は決意を込めて基本構想に格上げさせていただい

たということでありますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この利雪・親雪の文

言の中のキーワードは、見直すということなので

す。担当者は見直すと言っているのです。この取

り組みを改めて見直していく。ところが、基本構

想の３、部長が今おっしゃった大切にしたいまち

づくりの基本となる考え方について、利雪・親雪

の理念、取り組みをさらに広げ、未来へと継承を

しながら名寄市らしい冬を楽しむまちづくりを推

進しますと。つまりここでは見直していないので

す。より推進、広げて推進すると言っているので

す。ところが、回答は見直すと言っているのです、

取り組みの内容を。この差異をどういうふうに認

識すればよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 見直しの意図すると

ころというところだと思いますけれども、利雪・

親雪について、これは大切な考え方だと思ってい

ますので、その理念でありますとか考えるところ、

目指すところについての見直しはないのだろうと

いうふうに思っていますが、この間佐藤議員から

も幾度となく御指摘いただいているところであり

ますが、現状の取り組みについては見直しをする

必要があるだろうという認識をしているというこ

とであります。この間は、利雪・親雪というとど

うしても所管しているのが企画課でありますので、

企画課がここを意識すればいいのだという、どち

らかというと縦割りの弊害的なところがありまし

たけれども、そこの見直しで、ここはあくまでも

全庁的に取り組むのです。さらには、市民の皆さ

んにも意識して、市民の皆さんの活動の中でも意

識をして取り組んでいただくという、そういった

意味での取り組みとしての見直しが必要だろうと

いうことでありますので、御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、こ

の総合計画の中では、名寄はどうしても半年ほぼ
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雪に埋まっている。この雪が害だというふうに思

わないで、親しんで利用していこうという意識は、

これは半永久的に名寄市がある限り続かなければ

いけないと思うし、そういう意味では総合計画の

中でもこの利雪・親雪の意識というのはより持た

なければいけないと思いますし、基本計画の中で

もそれは具現化するように改めて強く求めておき

たいというふうに思います。

次に、基本計画の関係で、午前中の議論にもあ

りましたけれども、実施計画をそれぞれ市長の任

期と合わせ２・４・４ということで、２年、４年、

４年ということにしましたけれども、これは総合

計画というのは過去名寄市は第３次総合計画でも

そうでしたし、その後の計画でもそうであります

けれども、市民とみんなでつくり上げるのが総合

計画ということで、過去には旧名寄時代は白紙諮

問ということで委員さんにそれぞれ議論をいただ

いて、議論を尽くしてつくり上げるという手法が

総合計画の基本であると。第１次総合計画もある

意味では合併という新市建設と合併協議会、合併

協定書、いろんなことがありましたけれども、そ

の中で出ていたことをしっかり具現化するための

総合計画。だから、過去、市長もそうですけれど

も、島市長もそうでしたけれども、自分の公約は

総合計画であるというのが基本にあったわけであ

りますけれども、それは市民の皆さんとつくり上

げた計画をしっかり実践していくために私は市長

になるのだと選挙で言ってきたわけでありますが、

今回はそれを市長任期に合わせて２・４・４とい

うことにして、改めてこの意義というのを教えて

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） ここは午前中の大石

議員とのやりとりの中でも少しお話をさせていた

だいたところかと思いますが、議員が言われます

ように総合計画、これは市の最上位計画でありま

すし、自治基本条例を推進するという意味では市

民の皆さんと協働でつくっていかなければいけな

い計画だという認識は全く変わっていませんし、

そこのぶれはないというふうに考えています。た

だ、市民の意見を拾うという段階で、市長の公約

をどう扱うかというのがここが一つのポイントな

のだろうというふうに思っています。

ちょっと古いデータなのですが、平成２３年に

自治法の改正が行われたという話をさせていただ

きましたが、ここにあわせて各自治体がいわゆる

市長の公約、マニフェストと総合計画の関係をど

うするのだという質問をとったのがあります。こ

れは、全国の自治体に投げたアンケート結果であ

りますけれども、６割を超える自治体がこことの

関係性については一定の整理が必要だろうという

ことであります。その一つの方法が今回とらせて

いただいた市長任期と総合計画の期間を合わせる

という、そういう手法としてあらわれてきている

自治体がこれは数多くあらわれてきているという

ことであります。私どもは、先ほど言いましたよ

うに、公約も選挙を受けての一つの市民の声だと

いうことでありますので、そのものが全て総合計

画にのるかどうかについては、これは審議会がご

ざいますし、それを議決いただく議会もございま

す。さらには、実施に当たっては先ほど申し上げ

たように予算もございますので、それらの過程を

経て実施されるかどうかについてはあれですけれ

ども、総合計画の基本計画の議論するときにこの

公約も含めて議論をする必要があるだろうという

ところから、市長任期と総合計画の年数、期間を

一定程度整合を持たせていただく、そのような考

え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、総務部長

でなくて選管事務局長にお聞きいたしますけれど

も、例えば総論の基本計画に、なお市長の政策方

針をもとにした具体的な施策を示し、行政課題へ

の的確な対応と市長公約をより明確に反映させる

ため、計画期間は市長の任期と連動した４年とし

ますと、これ総論に書いてあるのですけれども、
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これはある意味では選挙介入ということにならな

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） 選挙でありますので、

当然公約を掲げて、その公約を選挙民の皆さんが

判断をして、投票するという行為でありますので、

公約については当然掲げるものだというふうに思

っていますし、先ほど申し上げましたようにその

公約が全て総合計画に盛られるかどうかについて

は、先ほど申し上げましたように市民議論を経て

確定がするもの、決定がされるのだという、そう

いう流れになってございますので、そこについて

は問題がないだろうというふうに考えてございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） だって、部長、書い

てあるのです。行政課題への的確な対応と市長公

約をより明確に反映させるためと書いているので

す。それは、まさに市長公約をそのまま入れると

いうことでしょう、書いてあるのは。それが基本

計画の総論の中に書いてあるのです。市長公約を

より明確に反映させるため、計画期間は市長任期

と連動した４年としますと。やるということでは

ないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 考え方としますと、

先ほど言ったように市民の声、公約は市民に裏づ

けがされて当選するわけですので、そこについて

は反映に向けての議論がされるべきだろうという

ふうに考えておりますが、ただし一方で総合計画

の策定の手順、あるいは各事業を実施するに当た

っての予算を含めた作業過程を考えますと、先ほ

ど申し上げましたように市民議論、さらには議会

での議論を経て、その公約が実現されるかどうか

につながるという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、もう一

つ総論にはこういう表現があります。時代の変化

に的確に対応していくため、本市が目指すべき新

たなまちの将来像や目標を定め、その実現に向け

て市民と行政が連携し、力を合わせながらまちづ

くりを進めていくための行動指針となる名寄市総

合計画第２次を策定します。それとこの市長任期、

行政課題への的確な対応と市長公約をより明確に

反映させるため計画を４年にしたというこの２つ

の文言の整合性は、どういうふうに認識すればよ

ろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ある意味で計画期間

を市長任期と連動することによって市長の公約の

反映に努めるという部分があるのと、もう一つは

総合計画の策定の手順の中で市民の皆さんとしっ

かり議論をして、市民手づくり、市民との協働の

計画をつくっていくという、そういう考え方でご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、市長公

約をより明確にさせるためには、要するにマニフ

ェスト選挙をやれと言っているのでしょう、ある

意味で。そうなると、選挙への介入になりません

かということ。アバウトに今までは総合計画を実

践するために頑張りますと言ってきたものを今度

は一つ一つしっかり公約として掲げてもらって、

それを判断するということにしてほしいですよと

望んでいるわけではないのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この総合計画は選挙

を縛るものではございませんので、市長が公約を

掲げた場合、その公約が市民の負託を受けて市長

となられたときについては、総合計画に記載して

いるように、先ほどから説明しているように市民

の声として総合計画の中でしっかり議論しなけれ

ばいけないだろうと、そういう認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それも含めて、先ほ

ども言いましたけれども、自治基本条例第１９条
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で、今回の策定方法は、策定経緯は名寄市の最高

規範である名寄市基本条例の第１９条に合致して

いるかというのが一つの問題としてあると思いま

す。それは、名寄市の最高規範であります名寄市

自治基本条例第６章第１９条にある総合計画策定

の基本、これにはまちの将来像を明らかにし、総

合的かつ計画的な市政運営を進めるというふうに

しております。そのために総合計画をつくるのだ

と。それが２・４・４ということになると、これ

に適合しているという判断をされていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画は、３層構

造で構成をさせていただいているということであ

りますので、将来にわたってのところについては

１０年間の基本構想があるわけであります。これ

は、市民に議論をいただいて、さらには議会に議

決をいただくものでありますので、１０年間、見

直しの議決をいただけば別ですけれども、基本的

にぶれるものではないというふうに思っています

ので、そういう意味では将来を見渡した部分にな

ると思います。

一方、具体的な施策などを盛り込んでいるもの

については、時代の背景、あるいは国の制度を含

めて、一定程度でのある意味迅速な見直しも必要

だというふうに思っていますし、市民の皆様の時

々の的確な御意見も反映する必要があるだろうと

いうことでありますので、これについては計画期

間を見直しをさせていただいたと。２年について

長い、短いという当然御議論はあると思いますが、

これはある意味制度の変革期のところでどうして

も２年というのが出てしまったことでありますの

で、基本的には任期の４年というところを基本計

画の中心として考えさせていただきたい、そのよ

うに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、議

案となった総合計画でありますけれども、どうし

ても何回読んでも全体像は描けないのです。それ

と、もう一つ、これと並行して読まなければいけ

ないのは総合戦略、これとリンクしていると。そ

れは、行政内部でもそのことがあったのではない

かと。総合戦略があって総合計画、包含する、包

み込むという意味で包含というのを使っているの

だと思いますけれども、それがいつの間にか総合

計画が包み込まれているのではないか。本来であ

れば総合計画に戦略が包み込まれなければいけな

いものを逆になっていないか。その進みがずっと

きているのではないかという、疑念と言うと少し

言い過ぎかもしれませんが、疑義を感じるのです

けれども、改めてそのこと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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） たしか私の記憶によ

ると、この質問は議員が総合戦略の特別委員会の

委員長を務めているときにも総合戦略と総合計画

の違いというか、考え方について問われたという

ふうに思っています。総合戦略については、あく

までも人口減少社会に対応する早急に取り組まな

ければいけない課題を整理したものだという認識

でありますので、ある意味とがったものにならざ

るを得ないのではないかというお話をさせていた

だいたというふうに思っています。一方、総合計

画は、人口減少だけではなくて、人口減少も大き

な課題でありますけれども、それだけではなくて

行政が抱える、あるいは市民の皆様が抱える、名

寄市が抱える全ての課題について網羅をしなけれ

ばいけない計画だというふうに思っていますので、

そこでたてつけが全く違うのだというふうに思っ

ております。

それと、総合計画と総合戦略の関係については、

議員が今言われましたように、これは当初からあ

るいは総合戦略の中でも記載をしておりますし、

総合計画の策定方針の中でも記載をしているよう

に総合戦略は一部の計画でありますので、総合計

画の中に包含をして実施をしていくものだという、

そういう認識でございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うかと

いうと、これは個人批判では絶対ないのです。頭

からそうやって言っておきます。人物的には問題

ないし、人格的にも問題ないし、能力的にも問題

ないので、それだけは理解して聞いていただきた

いと思いますけれども、総合戦略策定をやったの

は金須さんです。金須課長です、担当したのは。

当時の企画課長、道から派遣いただいた企画課長

がやったと。では、その委員長、推進委員長を誰

がやったかといったら扇谷元総務部長です。今の

商工会議所の専務です。総合計画に移ったら、金

須前課長がベースをつくったのですけれども、先

ほど御説明いただいたように松岡参事監が中心的

に進めると。そして、審議会の会長は長内前建設

水道部長。今まで総合計画にかかわって、いろん

なことをまちの人からいろんな意見を聞こうとい

うことで、余り行政ＯＢ、あるいは行政マンはか

かわらないというのが一つのそれが指針だったの

か、ルールだったのかちょっとわかりませんけれ

ども、それが市民のための計画。例えば黒井議長

だって議員になる前に審議会の会長をやられてい

ますけれども、そういうふうに民間から市民の声

をまとめるための役割をしようというのが取り組

みだったと思うのです。ところが、今回は２年連

続役所ＯＢのしかも能力があって、調整力があっ

て、企画力がある２人がそれぞれ代表を務めると

いうことをすると、本当に市民の皆さんの声を反

映する計画、なっていないとは言いません。ただ、

調整役に重点を置かれなかったかと。もっともっ

と市民の皆さんの声を聞いてつくり上げるための

人選というのですか、悪くはないけれども、そう

いう人選があってもよかったというふうに思いま

すけれども、どういうふうに認識されております

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うにこの間総合戦略については、事務の担当をし

たのは道から派遣した金須課長が、及ばずながら

私も担当部長としてかかわりを持たせていただい

たという気持ちでおりますし、当然理事者が大き

くかかわって指示をしたということであると思い

ます。そのときの産官学労金の組織については、

言われるように扇谷前総務部長というよりも現の

商工会議所の専務がその役を務めたということで

あります。総合計画については、これについても

担当は同じように金須課長が、そして今は主とし

て松岡参事監が企画担当として作業を進めていた

だいているところでありますが、ここについても

総合計画については今進めている最中ということ

でありますので、私も及ばずながら担当部長とし

て一緒に作業を進めさせていただいているという

ことでありますし、当然市の最上位計画でありま

すので、理事者が深くかかわって指示をいただい

ているという、そういう状況にあるということで

まず御理解いただきたいと思います。

総合戦略のところの扇谷座長でありますけれど

も、確かに職員ＯＢということでありましたが、

ここはある意味では経済行為も含めて、雇用も含

めて地域の経済の議論をしないと雇用も生まれな

い、人も呼べないというところがありましたので、

そういった意味では職員ＯＢという面は確かにあ

りましたけれども、私どもは決してＯＢというよ

りは現の商工会議所の専務という立場から座長を

お願いしたということであります。

もう一方の総合計画についても、ここについて

は長内前建設水道部長、その前は企画課長もやっ

たということでありますが、ここについても各団

体に適材の人を推薦をいただいたということであ

りまして、その中に長内委員がおられたというこ

とでありますし、ここも決して前職員ということ

ではなくて、人物的なところを含めて、あるいは

今人材開発センターにおられます。今後について

は人材の育成も必要だろうということも含めて、

適任だろうということでのあくまでも人物本位、

その立場も含めての選考ということでありますの
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で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 何回も言いますけれ

ども、人物的には全く問題ないと私も思います、

扇谷さんにしても長内さんにしても。ただ、一般

市民的に見れば役所ＯＢでしょうと。やっぱり調

整力でしょうと。しかも、ずっと言っているよう

に部会は３回しか開いていない部会がほとんどは

総務部会に依存していると。それは、なぜそうい

うふうになるかといったら、調整力がある人が必

要だったのでしょうと。何回も言いますけれども、

もう既に総合戦略があって、その上に成り立つ総

合計画であるから、ある意味では調整うまくやっ

てくださいという意味も含めたのかもわからない

です。ただ、今部長がおっしゃっているのは、確

かに今のポストはそうでありますけれども、元役

所の人で、しかも元総務部長と、企画と建設水道

部をやっていた部長さんがやるということにちょ

っとした、悪いと言っているわけではないです。

市民の計画にするためにはもっと広い目で見たら

よかったのではないかなという思いを持っている

ということだけ、それでだめだとかいいとかとい

うことではないですので、改めてそこだけは、総

務部長の答弁はさすがの答弁をするなとは思いま

すけれども、感情的には少し残っているというこ

とだけは御理解をいただきたいと思います。

いずれにしても、総合計画の特に基本構想、今

回の総合計画の基本構想、特に３つのプロジェク

トを見ると、先ほど午前中の議論にもありました

けれども、お年寄り、超高齢社会ということに対

する対応力というのが全くこの３つのプロジェク

トの中から読み取れない。子育て、これ大事です。

それは大事です。経済元気、大事です。冬季スポ

ーツ、大事です。だけれども、一番は名寄市の３

人に１人が高齢者、６５歳以上になった。この１

０年後は、まださらに高まるだろうと。人口減っ

ていけば特にそういう状況がつくられる。あるい

は、もうこの年になったらこんな寒いところ嫌だ

から、都会の暖かいところへ行こうというところ

をとめる施策は今一番しなければ、私はその議論

が例えば各部会であるとか総務部会であるとか審

議会であるとか、いろんなところでそこにターゲ

ットを寄せた議論がなぜこういうところに反映さ

れてこないのかなと。それが今名寄市としては私

は最大の、特養の問題もありますけれども、やっ

ぱりそこが欠けているのではないかと思いますけ

れども、これは総務部長なのか、担当部長なのか、

お答えをいただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画のたてつけ

という意味でいうと、全般的なところは総務の部

局でありますので、まずそこのところの視点から

私のほうからお話しさせていただきたいと思いま

す。

今回の重点プロジェクトの位置づけであります

が、提案の別紙でいくと２９ページ以降記載をさ

せていただいている部分であります。ここについ

ては、ここに記載しているように１つはキーワー

ドとすると施策間の連携が必要なものと言ってお

ります。これは、この間各議員からも御指摘いた

だいているように、単独のセクションだけの議論

では及ばないだろうということをいただいており

ますので、今回は総合計画はどちらかというと行

政縦割りの計画になりがちでありますので、そこ

に横串を刺そうと、特にそういった視点で施策間

連携の必要なものについて特出しをしようという

考えであります。

もう一つは、ここは議員にいろいろと御意見の

あるところだと思いますけれども、総合戦略、こ

こについては優先的に進めるということが総合戦

略策定のときに確認がされておりますし、議会に

も御報告させていただいているかと思いますので、

この視点からもう一つの考え方について抜き出そ

うというのが実は今回の重点プロジェクトでござ

います。そういった意味で、ただ重点プロジェク

トですので、余りにたくさんだとめり張りがない
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ということになりますので、特に今申し上げた視

点から重要なところとして３点を挙げさせていた

だいたところであります。

ただ、議員が言われるように、高齢化社会に向

けての対応がそこがおろそかではないかという御

指摘だと思いますけれども、私どもは決してそう

いう認識ではおりません。ここに挙げた重点プロ

ジェクトも５つの基本目標、あるいは基本計画の

５つの分野がありますけれども、そこにある取り

組みを施策間連携すると、こういう形になるので

すよというお示しをしたものでございますので、

高齢者対策についても当然それぞれの基本目標の

中でしっかり取り組むべく計画の中に盛りこみを

させていただいておりますので、御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画をなぜつく

るか、２・４・４にするのも含めてであります。

午前中の議論で松岡参事監も言っていましたが、

時代の趨勢というのが一つあると思うのです。総

合戦略のときには、高齢者の問題を含めてそんな

議論にはならなかった。ところが、この１年間で

特養の、そのときからもうユニットを閉めたり、

介護者がいないという実態はあったのだと思いま

す。大きな問題化したのは、今うちの議会でいえ

ば市民福祉もそうでありますけれども、やはり特

養のここをどうするのか。待機者が２００人近く

いて、１ユニット閉めて、まだ入りたくて入れな

いという人がばらばらいるときに、本当にそこを

やらなければいけないというのは、私は喫緊の課

題だと思うのです。それが総合計画の中で、プロ

ジェクトはいいです。だから、例えばこれが２の

安心子育てプロジェクトが安心プロジェクトで子

育てと高齢者と入っているのなら、これはわかり

ます。ここは安心子育てプロジェクトですから、

ある意味ではプロジェクトは子育てをする方に安

心なまちをつくりますよ。それはいいのです。だ

けれども、この全体から読み取れないのです。喫

緊の課題をどういうふうに対応するか。それがさ

っき言ったように部会の中でもしっかり議論がさ

れていないと。本当にこれでいいのかと、いやい

や、それはちゃんと書いていますから、介護人の

養成まではできませんねと。きょうは質疑ですの

で、自分の意見言ってはだめですけれども、本当

は特養を建て直してもいいのではないかと。ユニ

ットは間違っていたと。ある意味です。そこまで

言っていいかどうかわからないですけれども、あ

る意味でそういう議論を本当にする場がこの総合

計画の中で名寄にいても６５を過ぎても安心して

住めるまちをつくるのだという基本的な姿勢があ

ってもよかったのかなと。それがなかなか読み取

れないなと。だから、市民の皆さんの意見をどう

やって聞いたのですかと。本当に５０人の委員で

よかったのですかと。部会が３回なり、４回で、

あとはみんな総務部会に委ねるような、そういう

部会でよかったのですかと。やはり総合戦略を１

年前につくったことに起因していませんか、そこ

につながってくると思いますけれども、これは橋

本副市長から御答弁をいただきたいと。体調が悪

いようでありますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 重点プロジェクトその

ものについては、今総務部長から御答弁させてい

ただいたとおりでありますけれども、全体を市民

の皆さんの意見をまず反映させるというところか

らお話しさせていただきますが、いろいろ聞く機

会が少なかったのではないか、いろんな御意見を

今議員のほうからいただいております。手法その

ものが今回難しかったかなというのは率直にあり

ます。それは、御指摘のとおり、総合戦略という

のが先に進んでおりましたので、そことの整合性

を図りながら、そして連続性を保ちながら総合計

画の中に包含させていくという、この作業がどう

しても必要だったというのは実態としてございま

す。

この中で一番肝心なのは、まず行政側の考える
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課題と市民の皆さんが考える課題を共有させてい

ただくこと、これがまず第一だなということで進

めていったところであります。そういったところ

から、ページでいきますと１４ページ、１５ペー

ジのここの大切にしたいまちづくりの基本となる

考え方、これをベースにしつつ、これはその前の

基本理念、将来像のブレークダウンしたような形

になっておりますけれども、これをまずしっかり

ここのところでつくり上げながら上のほうに向か

っていくと、この作業を進めてきたところであり

ます。ですので、この中には先ほど出てきました

利雪・親雪の考え方、あるいは住み続けたいと思

える持続可能なまちづくり、持続可能性の中では

やっぱり少子高齢化の部分は避けられないという

ところで、そういう考え方を示しているところで

あります。御指摘いただきました名寄市が今持っ

ている喫緊の課題は何なのかということにつきま

しては、これは総合計画今回御審議いただいてい

るところでありますけれども、構造からいきます

と基本構想、基本計画、実施計画、この３層構造

であります。基本計画の部分をできるだけここを

何回もＰＤＣＡ回しながら、喫緊の課題を吸い上

げて、さらに個別政策にはね返していくと、こう

いうような作業を通じて、できるだけ喫緊の課題

に対応できるようなものにしていくと。ただし、

基本理念の部分については、これは１０年間のも

のでありますので、ここは先ほど申し上げました

とおり４つの考え方からしっかりつくり上げてい

くと、こういうような形で進めてきたものであり

ます。その辺も踏まえまして、今後の進め方の貴

重な御提言だと受けとめておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それと、もう一つ、

基本構想の中で基本理念についてでありますけれ

ども、第１次では協働、健康、生活、活力、人づ

くりということで、今回の第２次では人づくり、

暮らしづくり、元気づくりというふうに変化して

おりますけれども、第１次で１０年前に第一義で

掲げてきたのは協働。今回もこの総合計画の素案

の中に協働という言葉がいっぱい出てきますけれ

ども、理念に協働がなくなったのです。これは、

既に協働というのはもう所期の目的は達成したと、

もういいのだという思いで削られたのか、どうい

うふうに解釈していいかわからないので、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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本理念にかかわる

御質問いただきました。実は、基本理念、将来像

については、策定審議会総務部会の中でも随分議

論をいただいて、一番目標とするところでありま

すので、時間をかけて議論をいただいたというと

ころであります。今後の基本理念のところであり

ます。まちづくりの理念でありますので、ある意

味普遍的なところもあるだろうというふうに思っ

ていますし、今議員が言われた協働については、

まさに名寄市において考えるときにはこれは将来

にわたってずっと貫かなければいけない理念だと

いうふうに考えております。

今回については、従前の５つの基本理念につい

ては、どちらかというと基本目標あるいは基本計

画を意識しつつ、５つの柱に応じたそのキーワー

ドとして抜いてきたというような理念です。逆に

言うと、理念をもとに５つの柱をつくってきたと

いう説明にもなるかもしれませんけれども、今回

についてはそこの切り方から少し視点を変えさせ

ていただきました。今回については、まちを形づ

くる要素としての視点から物を見させていただい

たということでありまして、そのときに人という

のがあって、暮らしというのがあって、さらには

元気、これは健康の元気もあれば、経済を含めた

活力という意味での元気というのもありますけれ

ども、この３つがまちづくりの要素となるだろう

ということで３つのくくりとさせていただいたと

ころであります。策定審議会の中でもこの基本理

念あるいは将来像の中でもしっかりと協働という
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ことについては位置づけなければいけないという

強い御意見もいただいておりまして、そこについ

ては暮らしづくりの中で協働という文言を入れさ

せていただいているのがあるのと、さらには将来

像の中でも市民と行政の協働によりということで

入れさせていただいている。さらには、計画全般

を通して協働の精神については貫いて入れさせて

いただいているということでありますので、審議

会の委員さんからもこういう形で進めていいとい

うことで、協働というところがしっかり貫かれて

いるということで理解をいただきましたので、こ

ういう形で今回理念を成立させていただいたとい

うことであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 委員さんはそういう

ふうに認識持っていますけれども、市民の中に特

に合併市として旧名寄、旧風連、合併して１０年

という節目を迎えましたけれども、では本当に協

働が風連地区と名寄地区であるのかと。これは、

私は１０年たって、例えばこの分庁方式もそうで

す。あるいは、団体がなかなか１つにならないと

いうものもそうでありますけれども、やはりとも

に働いて、ともに名寄市をつくり上げるのだとい

う協働意識が全面的に出ていかないと、既に基本

目標のⅠには市民と行政との協働によるまちづく

りとうたっているではないですか。それがこっち

に入っているという理論ではなくて、協働の意識

はやはり名寄市が続く限りこれも私は持たなけれ

ばいけないと。そういう意味では、委員の皆さん

はそうかもしれない。市民の皆さんにアピールす

る。例えば除雪のところを見てもそうです。地域

との協働、あるいは市民との協働でと書いてあり

ますけれども、そういうところだけ協働を使って

おいて、一番最初、だから協働のまちなのだとい

う概念がなくなるというのはちょっと違うと思う

のです。やはり総合計画というのは何だったのか、

何なのかという基本的な認識が違うのではないか

という思いですけれども、改めて協働の今後の進

め方について御意見をいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民の皆さんにとい

うところありましたけれども、総合計画の策定審

議会がある意味市民の意見を代表する部分もあり

ますので、そこでの理解をいただいたことは、私

どもは非常に重たいものだというまず認識にある

ということを御理解いただきたいと思います。

その上で、協働の考え方についてでありますが、

先ほど言ったように基本理念の中でも確かにタイ

トルとしての協働は出ておりませんけれども、全

般についての協働という基本的な考え方に変わり

ないということと、暮らしづくりの中でしっかり

と協働を入れさせていただいたということで、さ

らには将来像の中でも市民と行政との協働による

ということで、ここも明記をさせていただいてい

る。それと、今回１４ページから記載をしていま

す大切にしたいまちづくりの基本となる考え方、

ここの中の２つ目に市民と行政、市民相互の協働

によるまちづくりの考え方、特にここのまちづく

りの基本となる考え方ということで、これは行政

だけではなくて、広く市民の皆さんにもここは意

識をしていただきたいのだということで、この項

目を新たに設けさせていただいたということであ

りますので、私どもとするとぶれることなく協働

は必要だという考え方にあるということでありま

す。

どういうあらわし方がいいのかについては、こ

こは意見があるところだと思いますが、総合計画

を推進するに当たってはこれまで同様、むしろそ

れ以上に協働ということについては市民の皆様に

しっかり意識いただけるような形で推進をしてま

いりたいと思っておりますし、そういう記載も総

合計画の基本計画の中にはさせていただいている

と思っておりますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、今
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後１０年間を見据えると、先ほどから議論してお

ります超高齢化社会、高齢社会を含めて福祉が１

つと。もう一つは、市民間の、あるいは市民と行

政、あるいは市民と団体、いろんな方とお互いに

一緒に行動していくのだということの協働。もう

一つあるのは、私はコンパクトシティーだと思っ

ているのです。コンパクトシティーを推進するか

どうかというのが本当にこれからの名寄市をどう

いうふうに見据えていくか、将来像、１０年後を

見据えたときにやはりそこが心配というか、どう

いう実態になっていくのかが疑問にあるところな

ので、これは都市基盤整備部会においてコンパク

トシティーについて話題となったのは、ことし３

月２８日開催の第４回部会。この中で、委員から

都市計画制度の推進についてコンパクトシティー

プラスネットワーク化を検討していくとしている

が、実際に進んでいないのではないかという質問

が出され、これに対して２年ほど前に国と協力し

て名寄市の状況について分析をしたが、ＪＲ名寄

駅から浅江島地区などは既にコンパクトシティー

化されているとの分析があったと。今後も現在郊

外に住んでいる人を中心部に移住してもらうとい

うことではなく、徐々に中心部に居住が集まって

いく計画としていきたいとしていますが、この徐

々に中心部に居住が集まっていく計画というのは

何を意味するのかというのが１つと、もう一つは

コンパクトシティー化されているというのはＪＲ

名寄駅から浅江島というと、東西はほぼここがコ

ンパクトというと南北はどこに位置しているとい

うふうに中村建設水道部長は認識されております

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） コンパクトシテ

ィーにかかわってということで、専門部会での議

論も含めてお話がありました。委員のほうからこ

れまでもコンパクトシティーについては総合計画

も含めていろいろあったのだけれども、目標とし

てあったのだけれども、なかなか進んでいないと

いうことで、余り進んでいないのではないかとい

う御質問に対して、先ほど議員のほうからお話が

あったように徐々に中心部に居住が集まる計画と

していきたいということで回答をさせていただき

ました。この徐々に中心部に居住が集まっていく

計画というのは何をということなのですが、議員

お話しのとおり、これはいわゆるコンパクトシテ

ィーの計画を言っているということでありまして、

総合計画の中では利便性の高い中心部へ、これは

医療機関ですとか福祉施設、あるいは商業施設、

公共交通などを中心部に集中をさせる。そして、

都市機能の誘導を図りながら、コンパクトシティ

ーに向けて計画を立てていきたいということでの

徐々にということで考えているということであり

まして、この計画については施設が中心部にまと

まることによって、市民がこの間高度成長期も含

めまして車社会になっているのかなと。いわゆる

過度に自家用車に頼らないで、徒歩ですとか自転

車、そういう自分たちの交通手段を使いながら、

医療ですとか、先ほど言いました福祉施設など自

分でアクセスができるようなこと、あるいは行政

サービスがそういう意味では中心部に集中すると

いうことですので、使いやすい、利用しやすいと

いったことを目標として立てようとしている計画

のことを言っています。

また、駅から浅江島でしたか、ということでお

話がありまして、南北ということでどれぐらいを

想定しているのかということでお話がありました

が、駅から浅江島ということについては、先ほど

議員のほうからお話がありました国の力をかりま

して国が考える名寄市のコンパクトシティーとい

うモデルをつくっていただいたときに、報告書の

中に駅から浅江島については一定程度まとまって

いますねということでの記述があったということ

で回答させていただいておりまして、南北はどれ

ぐらいのことを考えるのだということで御質問で

ありまして、これはいろいろあるのかなというふ

うに思っていますけれども、私としては北斗団地、
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新北斗団地、そして南小学校区域ぐらいをこれは

私自身としてはそのような考え方で、国のやって

いたモデル事業でいいますとおおよそ駅を中心に

５キロ範囲、それぐらいが今後名寄市として課

題になるであろう地域としての押さえ方というこ

とで報告を受けています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今コンパクトシティ

ーの１つは駅から浅江島というのは国のあれです

けれども、部長としては北は北斗団地、南は南小

区域、南小区域というと広いです、栄まで。そう

したら、名寄市は建築条例をつくっているのです、

建築制限条例を。ポスフール議論のときにあそこ

は違うと。だから、建築制限条例をつくって、大

型店を入れないでコンパクトなまちづくりをしよ

うと議論は行政側が立てたのです。それを南小地

域というふうに入れるとどういうふうになるのか、

あるいは風連地区、あるいは智恵文地区というの

はどういうふうに考えればいいのかというのを改

めてお答えをいただきたい。

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） 済みません。南

小学校区域ということではなくて、南小学校、い

わゆる豊栄川が南側の境界かなというふうに思っ

ています。

それと、風連、智恵文でしたか、そこはどうい

うふうに考えるのだということの御質問だという

ふうに思いますが、国が今示していますコンパク

トシティーというのは、もちろん公共施設が集約

をされる、あるいは利便性が高まるように商店街、

商業施設も集約はされると。そのほかに、先ほど

もちょっと言いましたけれども、公共交通なども

しっかり整備をしていくと。町中に人が集まりや

すいような公共機関を整備をしていこうという考

え方に立っています。その意味では駅と駅、ある

いはバス停とバス停を結ぶそういったネットワー

クをぜひ町中に中心部に持っていこうということ

の考え方になっています。風連についてもおおよ

そ、これは私の考え方ではないのですけれども、

先ほど言いました国のモデルでいいますとおおよ

そ駅前を中心に８００メートル範囲をひとつ名寄

市としては考えたらいいのではないかと、そうい

うモデルとしての案をいただいております。また、

智恵文については、現状としては商業施設等余り

ありませんので、その辺は交通機関しっかり整備

をする必要があるのかなというふうに考えている

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この部会では、もう

一つ、具体的に進めていくために町中に公営住宅

を整備してはどうかという質問がありました。こ

れに対して現在のところ町中に公営住宅整備の計

画はないが、今後はコンパクトシティー化に向け

て考えていかなければならないというふうにお答

えになっておりますけれども、今後はコンパクト

シティー化に向けて考えていかなければならない

ということは既に検討はされているということで

よろしいのですか。

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） 今後はというこ

とで部会の中でお話をさせていただいたのですけ

れども、具体的に町中にという計画は今は持って

ございませんし、今後の２次の住宅整備の中で検

討をしていく課題になるかなと。住宅建てかえの

場合の一項目としては、考えなければならないの

かなというふうに思っています。

総合計画の第１次の中では、基本的には現地建

てかえというのを基本にやってきました。御存じ

のとおり人口も減少傾向でございますので、これ

はしっかりとどの程度の公営住宅が必要なのか、

市としてどれぐらいの規模で管理をしなければい

けないのかということもこの後の議論になるのか

なというふうには思っているところです。ただ、

１次の中では北斗団地の住みかえということで福
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祉センターのところ、南団地を建設をしたと。私

どもは、町中公営住宅ですという認識でいるとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画の都市環境

の整備、都市計画制度の推進と適正な管理の実現

の方策という中で、現在国が進めているコンパク

トプラスネットワークの考え方に沿った都市計画

マスタープランの高度化版である立地適正化計画

制度については、医療、福祉、商業、公共交通な

どのさまざまな都市機能の誘導など持続可能なコ

ンパクトシティー化について検討しますというふ

うに言っていますし、美しい市街地の形成、基本

的な方向性では人々が集い、楽しめる中心市街地

を形成するため商業、医療、保健、交流、居住な

どの都市機能を公共交通でアクセスしやすい配置

とする施設計画を進め、拠点となる都市機能集約

とまちの魅力創出を図りますというふうに記載さ

れておりますけれども、この立地適正化計画、名

寄市のような今のまちの状況、あるいは合併市、

名寄は智恵文村、風連町、そして名寄市と３つが

過去を含めて合併しているこの地域で本当にコン

パクトシティーというのが部長自身これからの名

寄市の１０年後の姿を想像されて適正、適正とい

う言い方はあれですね。適正だから計画に入れて

いるのでしょうけれども、なっているのか。正直

言うとコンパクトシティーの基本的なものという

のは、私は経費節減だと思っているのです。集約

をして、外にかかっていたお金をなるべく真ん中

に入れよう、あるいは固定資産税を含めてものを

集積することで固定資産税の収入を上げようとい

う都会的な発想からきたのがこのコンパクトシテ

ィーだというふうに思っておりますけれども、そ

れに便乗するように地方がコンパクトシティーを

やっても、既に名寄の場合は地域ではほとんど自

分の土地と家を持って生活されているのに、まち

の中に集まりなさいという政策が本当に名寄市の

将来像として適切というふうに部長は認識されま

すか。

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） 将来像といいま

すか、コンパクトシティーに向けての議論という

のは、これは名寄市だけではなくて、今全道的に

も立地適正化については札幌市が計画を立ててい

ますし、道内的にも計画を具体的に議論している

という状況にあろうかなというふうに思っていま

す。議員御指摘のとおり、ややもすれば経費削減

という視点での考え方というのも当然指摘は受け

ますけれども、私ども行政を預かる者としてはで

きるだけ効率的な行政運営をしていくというのが

基本でありますので、このことはもちろんであり

ます。

それと、あわせて先ほど議員のほうからもあり

ましたけれども、高齢化が進む中でどうやってお

年寄りの方が日常生活を送っていくのかといった

ことを考えた中では、やはりしっかりと公共交通

を整えながら、商店まで、あるいは医療施設まで

行ける体制をつくるということとあわせて、でき

ればそういう施設が身近にあればなおさらいいわ

けで、将来に向かってはそういうことも私どもは

しっかりと検討していかなければならないのだろ

うというふうに思っているところであります。こ

れは、決して早々に計画自体ができるだとかとい

うふうには思っていませんし、それぞれ智恵文あ

るいは風連も含めて地域の中におけるいろいろな

文化あるいはコミュニティーも含めてありますか

ら、一概にその地域から名寄の中心部に移り住ん

でくださいとか、そんなことを強制的にするもの

でもございません。しっかりと地域の皆さんと議

論をしながら、ぜひそういうコンパクトなまちづ

くりに向けて取り組みをしていきたいという考え

方であります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、川田部長、
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産業経済部会でもこのコンパクトシティーという

のが４月２５日開催の第４回部会で委員から言わ

れております。コンパクトシティーを国が進めて

いる。中心市街地が空洞化していく中で、商業、

人口を集積していかなければ分散化したまちにな

ってしまう。集積していく中で、コミュニティー、

地域の活性化を図っていくことが必要ではないか

という設問がありましたけれども、答弁はありま

せん。部長はどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） この第４回で委員か

ら出た今議員がおっしゃったとおりの御意見をい

ただいたところでございます。このてんまつの中

では要約して記載していますけれども、そのとき

の意見の内容としましては、まず中小企業の活性

化というのが必要で、まちづくりを少し違った視

点で考えていくということが前段にあって、そこ

は会議所でも今そういったことを目指して取り組

んでいるという前段があって、この御意見が出た

という中身でございます。そういった意味で、そ

の後提言をいただいて、その内容も含めて基本事

業の中では一定市街地の活性化の推進についても

記載をしてございますので、そういった意味で意

見を反映させていただいているものだというふう

に思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今ずっと議論をさせ

ていただきましたけれども、やはり総合計画とい

うのはある意味ではこの１０年後の姿を見据える

ときに福祉、協働、コンパクト、これが一体的に

絵が描かれたときに私は１０年後の名寄市の姿と

いうのを市民の方が理解できるのだなと、初めて。

例えばここに書いてある将来像、自然の恵みと財

産を活かしみんなでつくり育む未来を拓く北の都

市・名寄ってどんなまちになるか全くわからない。

これを将来像というふうにする。こういう議論を

していくことが将来像をつくり上げていく。だか

ら、市民の皆さんと一生懸命議論をして、今回の

例えば、前回もそうです、中間報告をしたり、意

見交換したりするのは、この絵を市民の皆さんが

それぞれ頭の中に描いて、ともに名寄市の目標と

して一緒に進もうと。この１０年間頑張ろうと。

市を中心に市民と協働で頑張っていこうという目

標にならなかったら、総合計画は意味をなさない

のです。それは総合戦略も大事ですけれども、自

治基本条例で最高上位計画は総合計画だと言って

いるわけですから、そこを市民の皆さんにしっか

り理解していただき、一緒に協議していく。それ

が市長の任期に合わせて、公約に合わせるとかと

いうことになってくると、市民の意見が全く反映

されなくなってしまうのではないかなという疑念

が起きるということなのです。だから、より丁寧

に説明しなければ。前回の６月の議会で一般質問

で言ったように例えばダイジェスト版もわかりや

すく、大学生の声を聞こうと。今回は大学生の意

見というのは、総合戦略では聞いていますけれど

も、全く総合計画では聞いていない状況ですので、

ただあの子たちは全国各地から名寄に来て、名寄

の状況を見て、もっとこんなのがあればいい、こ

ういうことがあればいいといろんな夢を語ってく

れる世代。しかも、１８歳からもう選挙権も持つ

世代ですから、彼ら、彼女らがしっかり考えてく

れる名寄市というのはどうあるべきだ、それが私

は名寄市の本当の姿になるかなというふうに思い

ます。ぜひそういうことで進めていっていただき

たいというふうに思いますけれども、ただ時間も

ないので、少し議論をさせていただきたいと思い

ますのは、考え方についてであります。例えば文

言の整理でありますけれども、７６ページの廃棄

物の適正処理の現状と課題において、内淵、風連

最終処分場、旧名寄市、旧風連町廃焼却炉施設、

リサイクルセンターなど運用、維持を個別で計画

していたため、施設の経年劣化、廃焼却炉施設の

解体などを先送りしてきたひずみがあらわれてい

ますという表現があります。行政が今までこれは
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焼却炉施設の解体なんかもそうでありますけれど

も、何回か質問に出てきたときも要するに財政的

な問題だということで言ってきたのをここにきて

ひずみと。要するに自虐的に自分たちに非があっ

たと。それはわかっていたのだけれども、今にな

ってひずみになったのだと、そういう表現を総合

計画の中に入れるというのは私はいかがなものか

と思いますけれども、見識をお伺いしたいと思い

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） ７６ページにある基

本事業２の廃棄物の適正処理の現状と課題の中で

今指摘をいただきました先送りをしてきたひずみ

という表現について質問をいただきましたが、と

りわけ旧名寄市、さらには旧風連町の廃焼却炉施

設の解体など、今御指摘をいただきましたが、第

１次計画からの懸案事項でありまして、新計画の

中でも継続して課題となってございます。市民生

活環境部会の中でも問い合わせというか、質問を

いただきました。市民の皆さんの関心はある一方

で、担当する原稿を書いた現場のほうも何とかし

たいという、そういった思いがありまして、印象

が残ると申しましょうか、比較的インパクトのあ

る先送りをしてきたひずみという表現につながっ

たものと考えておりますけれども、先ほど申し上

げました市民生活環境部会の了承をいただいた内

容でもあります。御理解をいただければと考えて

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 内容は了承されたか

ら御理解してくださいって、部長がどう考えてい

るかと聞いているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私の見解ということ

で、これは市民と行政が力を合わせてまちづくり

を進めるための総合計画で、行動指針ということ

になってございます。したがいまして、総合計画

に用いる表現としては、印象が余りよくないのか

なというふうには感じております。ただ、その表

現が適切なのかどうかという部分につきましては、

先ほど申し上げました現場担当のほうの思いもあ

るということで、判断が難しいのかなというふう

に感じております。資料の９ページのほうにも準

備してございますけれども、廃棄物の処理施設の

計画的な整備は必要不可欠であるということで、

課題であるということではしっかりと認識をさせ

ていただいておりますので、御理解をお願いしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかったような、わ

からぬような答弁ですけれども、適切かどうかと

聞いているのです。現場がどうかとか、部長とし

て、ここの部分というのは最高責任者は担当部長

ですから、市民部長としてここで先送りをしてき

たひずみという言葉を市民の皆さんに、あるいは

名寄市外の皆さんにひずみということを行政内部

で認識する、それが適切かどうかと聞いているの

です。適切と思うのなら適切と答えてくれればい

いけれども、部会がいいと言ったからとか現場の

思いとか、それは関係ないです。所管のトップと

して、このひずみという言葉を使うことがいいの

か、悪いのかの見解をお伺いしているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども申し上げま

した。表現が適切かどうかということでございま

すけれども、これは先ほど申し上げたとおり判断

の難しい部分もございました。ただ、総合計画の

策定審議会からの答申を受けての計画ということ

でもございます。今後指摘をいただきました部分

につきましては、しっかりと考慮しながら対応し

てまいりたいと思っておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これ以上議論しても

見解の不一致ですので、しようがないですけれど
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も、ただ審議会の皆さんはこれをひずみだという

ふうに受け取っているということです。名寄市が

やってきたことは間違っていて、ひずみを生んだ

のだと。それを行政は認めて、総合計画にひずみ

という言葉を載せるということです。それだけは

認識をしておいていただきたい。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１４番（佐藤 靖議員） 何が違うの。全然違

わない。

１０３ページの宗谷本線の維持活動の促進の現

状と課題においてということでもありますけれど

も、ここも今名寄市は議会あるいは理事者も含め

て宗谷本線の存続をやっていますけれども、鉄道

は地域住民の生活を支える重要な公共交通機関で

すが、平成２３年５月に発生した石勝線の脱線火

災事故以降さまざまな事故が発生していることか

ら、安全、安心の確保が求められています、これ

はこのとおりなのです。そのとおり。ＪＲに対し

てはこういう思いがあるでしょうけれども、今名

寄市として総合計画の中に、しかも宗谷本線の維

持活動の促進ということも含めると、あえてこれ

を掲載した意味というのを改めて教えていただき

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） この間もＪＲの宗谷

本線の関係については、議員の皆様からも御意見

いただいているところでありますし、議会として

も取り組みいただいておりますし、市としてもし

っかり取り組むのだという話をさせていただいて

おりますし、実際に取り組んでいるところであり

ます。ここを存続していくというところについて

は、議員が言うようにしっかりと明記をさせてい

ただきましたので、引き続き取り組みたいと思い

ます。ただ、重要な路線であるがゆえに安全性も

守らなければいけないというところの考えがあり

ますので、そういった意味での表記として計画の

中に盛り込ませていただきました。

ただ、議論とすると、民間会社という側面もあ

りますので、ＪＲという名前を出して載せていい

のかどうかについては、内部でも少し意見を闘わ

せたところでありますが、このＪＲそのものにつ

きまますと国の法に基づいて設置をされています

特殊会社という一面がありますし、出資について

も国が間接的に全額持っているということであり

ますので、ある意味では公的な団体であろうとい

うところでもありますのと、この事故については

国交省が指摘をする事故としても、枕言葉と言っ

たらあれですけれども、代表的な事例としてあら

わしている部分でありますので、そこを踏まえて

記載をさせていただきました。趣旨とすれば、本

線の維持も大切ですけれども、そこの上での安全、

安心も必要だということで記載をさせていただい

た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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 基本的にはそうだと

思いますけれども、今部長答弁の中で枕言葉とし

てという表現は非常に、枕言葉でこの事故を掲載

したという、その見識はちょっと違うと思います

が、改めて。

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。その枕言葉については撤回をさせていただき

たいと思います。代表的な事故、安全確保の上で

課題となった事例として例示をさせていただいた

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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、１３１ページ、

大学教育の充実と教育の充実、実現の方策の中に

名寄市立大学将来構想に基づき目標達成に向け毎

年度検証を行うとともにという表現がありますけ

れども、名寄市立大学将来構想はでき上がったの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 本学市立

大学の将来構想については、現在学長を委員長に

しまして学内で策定会議を設置しておりまして、
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現在作業を進めておりまして、本年度内の策定を

目指しているところでございます。今回第２次総

合計画の期間というのは、御承知のとおり、平成

２９年度から３８年度までの１０カ年となってお

りまして、計画がスタートします来年度、平成２

９年度は本学の将来構想においても初年度になる

予定でございます。したがいまして、現段階では

本学の将来構想は策定途中でありますけれども、

第２次総合計画がスタートする来年度、平成２９

年度以降についてはでき上がった将来構想に基づ

いて毎年度検証を行うとともに、研究、教育など

の充実に努めていくという趣旨でございますので、

御理解をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） でき上がっていない

のです。今策定途中なのです。策定途中の計画に

基づき、目標達成に向け毎年度検証。毎年度検証

を行っていくからいいといったらいいのですけれ

ども、ただ計画ができていないのに、総合計画議

決しなければいけないのですけれども、その中で

名寄市立大学の将来構想に基づきという表現が適

切かどうか。これは大学に聞くのではなくて、事

務局サイドにお伺いしますけれども、適切だとい

うふうに認識されておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この構想を策定する

ということについては、意思決定がされておりま

すので、その計画に基づいて、今後基本計画です

から向こう２年の計画でありますので、その中で

この計画に基づいて進めていくのだということに

ついては、私どもは違和感を持ってございません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ここでは、先ほども

申し上げましたけれども、１つは目標達成に向け

毎年度検証を行う。構想は構想として今の大学の

現状を考えてつくり上げていただいて、私ども議

会のほうも今までもそうでありますけれども、き

りきりにするのではなくて、将来構想をしっかり

持って取り組んだほうがいいのではないかと言っ

てきましたので、そういう意味では構想が出る日

を楽しみに待っておりますけれども、ある意味で

は事務局サイドとしては、事務局というか、執行

者側としては目標達成に向け毎年度検証を行って、

よりいい大学をつくるという意識のあらわれだと

いう意味で理解をさせていただきたいというふう

に思います。

考え方の相違の中の最後に１３５ページの生涯

学習プログラムの整備と学習への支援、現状と課

題の最後のほうから４行目の部分でありますけれ

ども、これは市民講座の話をしている部分であり

ますが、しかし参加者に偏りが見られ、特に女性

高齢者が多く、働き盛りの男性が少ない傾向にあ

る。これは現状としてそうかもしれませんけれど

も、この働き盛りの男性が少ない傾向にある原因

は、生涯にわたって学ぶことへの意欲が希薄にな

っていることが課題になっている。要するに働き

盛りの人は、生涯学ぶという意識がないのだと、

そのことが参加者が減っているという表現に受け

取れますけれども、これは偏見というか、言葉が

足りないのか、ちょっとわかりませんけれども、

教育部長はこの表現についてどういう認識をお持

ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員から御指摘のあ

りました記載につきましては、市民講座の参加状

況から現状と課題を記載しておりますが、働き盛

りの男性の参加が少ない傾向に対しては、参加し

やすい開催日時設定などの工夫改善など、読み取

れない点もありますが、課題としているところで

あります。また、それぞれの職場では人員不足だ

ったり、業務量の増加などにより自分の趣味など

をする時間が減少して、休日などは休みをとるこ

とが多くなり、地域活動や文化、スポーツなどへ

参加する人が減少傾向にあるというふうに考えて

います。さらに、スポーツの指導者不足について

も仕事が忙しく、練習時間帯に足を運ぶことがで
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きない、そういったような話もよく耳にするとこ

ろであります。このようなことが生涯学習に参加

する気持ちの低下につながっているという状況と

考えて、意識が希薄になっているという表現とい

うふうにし、課題としたところであります。その

ため基本的方向性では、市民の生涯学習に対する

多様な要求に応えられる体制を強化するというこ

とが大切との記載をしているとおり、市民講座で

は毎回実施しているアンケート調査の分析や社会

教育委員会会議などの会議の場において御意見を

いただきながら、市民のライフスタイルやライフ

ステージに応じた学習機会の提供に務めてまいり

たいというふうに考えておりますので、御理解を

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 一言、適切でしたか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私としてどうかとい

うことだというふうに思います。個人的な話にも

なりますけれども、私自身も小学校から剣道をや

っていて、２０代中盤までは指導者を含めてやっ

ていました。ただ、仕事の多忙化だったり、ほか

の用務があって、剣道の練習にだんだん足を運べ

なくなっていって、指導にも行けなくなった状況

になって、そして十数年前からは全く行けない状

況になって、そういうときに自分に置きかえたと

きにはやっぱり気持ちが低下、意識が希薄になっ

ている、そういったことだなというふうに思って、

私自身としては今回の表現については、議員の御

指摘あるとおり不快感を持つ方もいるかもしれま

せんけれども、私としてはこういった表現で適切

なのかなというふうに考えているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 時間もなくなってき

ましたので、最後に市長にお伺いします。

今までそれぞれ総合計画にかかわって議論をし

てきました。どういう形になるか、これから会派

に持ち帰って協議をさせていただきますけれども、

この計画を推進する際に市民の皆さんにより理解

していただく、あるいはより進めていただく、あ

るいはもうちょっと検討していただくなり、いろ

んな声があるかもしれませんけれども、市長自身

今回の総合計画を今までの議論も聞いてどういう

判断をされ、どういうふうにこれから取り進めよ

うという認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員のところでもお

話をさせていただきましたけれども、総合戦略と

総合計画と連続してまちづくりの根幹にわたる計

画を議論する機会を得て、総合計画が最上位計画

ということでありますけれども、この間本当にた

くさんの議論をいただきました。また、できるだ

け市民の皆さんに理解もしていただきたいし、ま

た注目もしていただきたいし、そんな思いも含め

てたくさんの多様な手段の中で市民の皆さんと一

緒に政策議論したと我々は認識をしておりまして、

そうした意味でこの総合計画をつくるに当たって

膨大な時間とたくさんの皆さんの積み重ね、御意

見をいただいたことに対して心から敬意を表した

いというふうに思います。しっかりとこれを進め

ていきたいというふうに思いますが、今佐藤議員

からもたくさん御意見をいただきましたので、こ

れは御意見として受けとめさせていただいて、こ

れからのまちづくりにしっかりと形として反映を

させていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、名

寄市総合計画第２期、これから１０年間これを目

標に市民の皆さんがともに歩んでいけるためにど

うすべきかというのを我々議会も考えていかなけ

ればならないですし、当然ながら執行側も市民の

皆さん等を含めて考えていくことが大事だという

ふうに思いますので、それを求めて、以上で私の

総括質疑を終えたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質
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疑を終わります。

１５時５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５１分

再開 午後 ３時０５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

これより、一般質疑に入ります。御発言ござい

ませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、基本構想、

基本計画にかかわって４点ほどお伺いをしたいと

思います。

まず、１点目ですけれども、３ページに時代の

潮流とあります。今日本の中で、国の中でどうい

う動きがあって、その中で名寄市はということで

総合計画につながっていく大事なところかなとい

うふうに私は捉えています。それで、先ほどもお

話がありました都市宣言なのですけれども、私た

ちのところでは非核平和都市宣言ということで名

寄市は大きくうたっているわけですが、非核平和

都市宣言をしている市としてこの時代の潮流の中

に平和の問題に触れていない、このことについて

お聞かせをいただきたいと思います。

また、原発を含めて核の問題にも触れられてい

ない。ここについて先ほど佐藤議員との議論の中

では国が取り組むことというようなお話もされて

いましたけれども、時代の潮流という中でこのこ

とが触れていないということにお考えをお聞かせ

をいただきたいと思います。

次に、名寄市のまちづくりの課題についてであ

ります。この課題の中でも大きく５点掲げられて

いますけれども、この中で最初に旧風連町、旧名

寄市の新設合併により云々とあったわけですが、

このときには第１次がつくられています。そして、

新名寄市が誕生した。その後１０年間この第１次

の総合計画でまちづくりを進めてきたことが書か

れているのですが、合併１０年の検証、今回の２

次の総合計画の中でどのように生かされているの

か。なかなか私では読んだ限りでは伝わってこな

いというふうに思っていますので、この部分お聞

かせをいただきたいと思います。

３点目ですが、基本構想にかかわって基本理念、

そして将来像にかかわってですが、この中で基本

理念、人づくり、暮らしづくり、元気づくり、市

民一人一人がというふうなことで述べられていま

す。将来像の中では、先ほど議論があったように、

これではなかなか名寄市の将来像、市民一人一人

がどういうふうになっていくのか伝わってこない。

私は、市民一人一人が主人公である、大切にされ

る、そしてこの地で生き生きと生きる権利が守ら

れる、このことが大事かなというふうに思ってい

て、また次の基本となる考え方の２のところ、先

ほどから議論があった市民と行政、市民相互の協

働によるまちづくりの考え方ということなのです

けれども、基本条例の中では前文の中に市民がま

ちづくりに主体的に参加できる権利、一人一人が

判断をして参加するというその権利と機会が制度

的に保障されなければならないというふうに述べ

られているのですが、その部分と基本理念、将来

像の中の方向性とあわせてこの関連についてお聞

かせをいただきたいと思います。

それから、４点目なのですけれども、大切にし

たいまちづくりの基本となる考え方、特に大切に

したいまちづくりの基本となる考え方ということ

で４点お示しがされています。この４点と、次に

あります重点プロジェクトの３点ありますけれど

も、こことの考え方との関連性についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点御質問をいただ

きました。１つは、時代の潮流から都市宣言を受

けてそこのところがどのように反映されているか

ということだと思います。ここは先ほどの佐藤議

員のところでもお話をさせていただきました。こ
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こに特化しての記述というのは、言われたように

具体的にはなかなかない部分でありますけれども、

この計画の策定に当たっては、当然市民一人一人

が都市宣言に基づいて平和に暮らしていきたいと

いう意識を持っているという、そういう前提と共

通の認識のもとにこれを策定をさせていただいた

ということでありますので、具体の記述はござい

ませんけれども、ここは今後の取り組みの中でこ

の間と同様に、あるいはそれにも増して取り組み

を進めさせていただくということでぜひ御理解を

いただきたいと思います。

特に原発のところについての記述がないという

ことでありますけれども、これもこの間も一部答

弁させていただいている部分がありますが、原発

についてはエネルギー政策にかかわる部分であり

ます。ここについては、大局的なエネルギー政策

については地方自治体の考えではなくて、参事監

のいる前でちょっと言いづらい部分はありますけ

れども、国の大局的なところでエネルギー問題は

語られる部分だろうというふうに考えております

ので、そこについてはあえて市の計画としては触

れていないということで御理解をいただきたいと

思います。ただ、市民一人一人が、あるいは国総

体が平和で、一人一人が安心して暮らせる生活が

必要だろうという認識についてはベースとしてあ

るということでぜひ御理解をいただければと思い

ます。

２つ目の合併の検証についてどうなのかという

ところであります。これもこの間一般質問などで

御質問いただいている部分でありまして、加藤市

長のほうからも答弁がされたことがあります。合

併を受けての新市建設計画があり、それが１次計

画に引き継がれているのだということから、この

１次計画の総括、検証そのものがまさにこの合併

の検証だろうということでお話をさせていただい

たということであります。２次計画については、

１次計画の検証をもとに進めさせていただいたと

いうことでありますので、その議論の中で合併に

ついての検証についても行ってきたということで

御理解いただければと思います。具体的には先ほ

どもお示しをしたように、皆さんのほうのお手元

に行っているように総合計画の推進状況がござい

ます。これらに具体的なところについては記載を

してございますので、そちらのほうをごらんいた

だきたいなというふうに思っています。

３点目の基本理念、あるいは協働のところであ

ります。将来像も含めてです。ここについては、

たてつけとすると基本理念があり、それを踏まえ

ての将来像があり、将来像を実現するためのさま

ざまな取り組みがありますが、その取り組みの中

で共通して多くの取り組みの中で行政だけではな

く市民の皆さんも含めて意識をしなければいけな

い、考えていただきたいというのがまちづくりの

大切な考え方ということで今回まとめさせていた

だいたということでありますので、御理解をいた

だきたいと思いますし、協働が大切だということ

については、先ほど来のやりとりの中で私どもし

っかり認識しているというお話をさせていただき

ました。市民の皆さんが主体的に参加できる権利

を保障しなければいけないというところでありま

す。これは、市民にしっかりと情報を提供すると

ともに、市民が参画をする機会を私どものほうで

しっかりと用意させていただく。さらに、市民の

皆さんが主体的にそこに参加をいただくという、

こういう考え、あるいは実践が必要なのだろうと

いうふうに思っていますので、私ども行政とすれ

ば市民の皆さんに情報を伝えることと、さらには

参加する機会をしっかりとつくっていくというこ

とが求められているのだろうというふうに思って

いますし、総合計画を通してそのことについても

盛り込みをさせていただいているという考え方で

あります。

最後に、大切にしたいまちの考え方、重点プロ

ジェクトということであります。これについては、

重点プロジェクトは先ほど申したように施策間連

携、あるいは総合戦略に基づく具体的な取り組み
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という取り組みの総体という御理解をいただきた

と思いますので、ここは取り組みということであ

ります。一方、大切にしたいまちづくりの基本的

な考え方については、具体の取り組みではなくて

取り組みを行うときに当たっての行政の考え、あ

るいは市民の皆さんに考えていただきたいという

ことでありますので、取り組みと概念的なものだ

ということで区分をしてございますので、御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 時代の潮流のところで

の非核平和都市宣言をしている市として、時代の

潮流ですから、施策の一つ一つについては確かに

先ほどの議論もあったように国の施策ですからい

ろいろと難しい部分もあるのかな、計画の中に入

れていくのは難しいところがあるのかなというふ

うな感じは受けるのですけれども、しかし時代の

潮流というところでは今我が国ではどういう状況

の中で、その中で名寄市として今後１０年どうし

ていくのかというところでは非常に重要な部分か

なというふうに思っています。その中で、記載は

ないけれども、ベースにはあるのだというふうに

おっしゃられても、なかなか市民の皆さんにとっ

て市の総合計画がどういう方向になっていくかと

いうところでは見えづらいのではないかというふ

うに思います。

原発の問題でも国のエネルギー政策というふう

なおっしゃり方でしたけれども、個別のところで

見てみますと新エネルギーの導入や省エネルギー

の推進というふうに個別の計画の中ではうたって

いるわけで、そういうことであればこの計画の中

でもこういう状況の中で新エネルギーの導入、省

エネルギーの推進をというふうにつながっていく

と、計画としてこの１０年間どうやって名寄市は

取り組むのかというのが見えてくるのではないか

というふうに思うのですが、再度お聞かせをいた

だきたいと思います。

それからあと、合併１０年の検証の件ですけれ

ども、進捗状況の中で私も全てを見てとっている

わけではないのですけれども、しかし５ページで

は市役所庁舎や消防署庁舎の整備のあり方及び公

共施設やインフラ整備の維持更新などの課題につ

いても２次総合計画の策定に向けてさらなる検討

を行う必要がある、ハード面が述べられています。

この後ろのほうにアンケート、昨年のちょうど１

年前ぐらいに当たるのでしょうか、市民アンケー

トとられていて、満足度調査のところでは総合的

な市町の現状について ５５％の方々がプラスで

はありますけれども、気持ち平均点より上がって

いたという状況では、残りの方々の思いはどこに

あるのかなというふうに読み取ることができるか

と思います。また、市民の思いの調査結果、この

中では次代を担う世代が住みたいと思う環境が整

備されているか、また地域がお互いに支え合う関

係が築かれているかというところでは、半数以上

の方々が余り思わない、思わないというふうにお

答えになっている。ここに合併後の暮らしの中に

対する市民の皆さんの思いが含まれているのかな

というふうに思っているのですが、再度お考えを

お聞かせいただきたいと思います。

それからあと、協働のまちづくりなのですが、

協働のまちづくり反対するものではありませんが、

しかしずっと見ていきますと責務だけが強調され

ているような、そういう受けとめ方をされるかな

と。例えば３４ページにありますところでは、市

民が中心となってまちづくりを進めるため、先ほ

ど部長がおっしゃったように参加する機会を提供

し、つくっていくということになるのかなという

ふうに思うのですが、市民が中心となってしなさ

いよと、こういうふうな形。市民が主人公である

まちづくりを支えていく、市民の皆さん方が暮ら

しやすいように支えていくまちをつくっていくと

いうふうにはなかなか受け取れないというふうに

思っています。

また、将来像の四角の中に説明が書いてありま
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すけれども、市民と行政との協働によりふるさと

への誇りと愛着を育むとともに、ここではふるさ

とへの誇りと愛着を育むという、この強調してい

るところでも例えば先ほども御紹介した市民の思

いの調査結果では、今住んでいる地域に愛着を感

じていますかというと、そう思うという方とまあ

まあそう思う方が７ ５％、約８割の方が愛着を

感じているのです。そこを強調したというところ

がちょっと理解しにくいというふうに思いますの

で、その部分とあわせてお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

それから、４つ目に、大切にしたいまちづくり

の基本と重点プロジェクトの考え方の違いについ

てお示しをいただきました。大切にしたいまちづ

くりの基本となる考え方、特にということで４点

出されています。先ほども佐藤議員との議論の中

で出ていました。高齢者への扱いが個別の計画の

中では随分いろいろと出されています。しかし、

全体の総合計画として名寄市は今のこの高齢者の

皆さん方をどうしていくのかというところがほと

んど伝わってきません。それで、この４のところ

の下の段に人口減少や少子高齢化による人口構造

の変化に対応できる持続可能なまちづくりを進め

ますというふうに書かれていて、ここのところが

高齢者の問題にというふうなさきの御答弁だった

かなというふうに思うのですけれども、しかし今

高齢者の皆さん方、病気の問題だとか、それから

子供たちの問題とかあったり、介護の問題もあっ

たり、それでどうしても他市へ転出する。私の周

りでも随分転出している方多くなっています。そ

ういった方々が最後までこの名寄市で暮らすこと

ができる、そういった方向性が今回のこの総合計

画の中では読み取りづらいというふうに思ってい

ます。再度お考えを聞かせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、時代の潮流の

ところで、原発のところについては記載がないと

いうところについていただきましたが、時代の潮

流の中でも３の自然環境の保全、循環型社会の構

築の中では、議員が言われるように省資源あるい

は省エネルギー化というところの一部記載はさせ

ていただいているところであります。こういった

ところについては、時代の背景として入れさせて

いただいた部分でありますが、ただエネルギーの

中でも特に原発の関係についてはさまざまな御意

見もあるところでありますので、特定の考え方だ

けをこの総合計画の中に明らかにすることについ

てはどうなのかというところもあると思いますの

で、ここについては先ほども申し上げたように国

の大きな考えの中で書かれるべきことだというふ

うに思っておりますので、市の総合計画としては

そこについては、あえてと言ったらあれですけれ

ども、記載をしていないということで御理解をい

ただければというふうに思っています。

それと、合併の検証のところで推進状況の中に

もこの間の積み残しの課題があるということで記

載をしているということでありました。ここの積

み残しの課題については、庁内の策定委員会、さ

らには市民で構成する策定審議会の中でもこの２

次計画の中では議論をさせていただいたところで

ございまして、それぞれ議論の結果を踏まえ、市

としての判断も加えて今回の総合計画にそれぞれ

記載をさせていただいておりますので、その内容

で御理解をいただければというふうに思っていま

す。

それと、協働のところのどうも市民の責務のと

ころが強いのではないかという御指摘だったとい

うふうに思います。あえて今回については、市民

の皆様も積極的にかかわるのだよというところに

ついては、表現が強い、弱いについてはここは受

け取る方によって温度差はあると思いますけれど

も、そこについては実は意識的に一部入れさせて

いただいている部分があります。これは、この間

のさまざまな市民の皆さんとの議論を通じて、行

政は行政としてしっかりとやるということが当然

求められてきましたけれども、一方市民の皆さん
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のほうから行政だけではなくて、まさに協働の精

神で私たちも頑張らなければいけない部分がある

のだという御意見をこれは幾つかの中で複数の御

意見をいただいております。そのこともぜひ総合

計画の中に、これは行政だけが取り組む計画では

なくて、市民の皆様もこれに基づいて取り組んで

いただく部分がありますので、そこをぜひ記載を

していただきたいという御意見をいただいてござ

います。それを受け、策定審議会の中でもそうい

う視点も必要だねということでありましたので、

今回についてはもし感じるとすればそこで今まで

よりは少し強い口調の記載になっているという印

象を受けているのかもしれませんが、そういう意

見を踏まえての記述だということで御理解いただ

ければと思います。

以上、３点について私のほうからの答弁とさせ

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） 高齢者施策が不

十分でないかという御質問でございますけれども、

基本目標の中で議員もおっしゃったとおり高齢者

施策については立てさせていただいておりますが、

思いといたしましては２０２５年に今の団塊の世

代の皆さんが７５歳以上になられるというような

状況を踏まえまして、今後医療、介護を必要とさ

れる高齢者の方が非常に多くなられるということ

でありますし、また高齢者の単身世帯ですとか認

知症の高齢者の方がますます増加するのではない

かというふうに考えております。そんな中では、

やはりこの１０年先を見据えた地域包括システム

を構築していくということが大事だと考えており

ます。また、ふだんから高齢者の方を地域で見守

るような仕組み、顔の見えるつながりを構築して

いくということも必要なことではあると考えてお

ります。さらには、認知症の高齢者の方ですとか、

または障害者の方などの権利擁護を確立するため

にも、今後法人後見を含めたような成人後見制度

の充実を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

いずれにいたしましても、将来の名寄市といた

しましては、高齢者、障害者の方が住みやすいま

ちというところを目指しながら、全ての市民の皆

さんが互いに支え合いながら、お互いの権利を尊

重し合い、健康で自分らしく生きていくことがで

きるという共生社会を目指していきたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先に高齢者の問題があ

りますけれども、２０２５年にはピークを迎える

だろうというふうに言われていて、ちょうど１０

年先です。ですから、この総合計画と同時進行に

高齢化率がどんどん、どんどん上がっていくわけ

で、これからこの総合計画が決まれば市民の皆さ

んにお知らせしていくわけですけれども、お知ら

せするときに基本理念であったり、将来像であっ

たり、ここの部分が先に出てくるわけです。個々

の施策が一番先に出てくるというようなことにな

らないと私は思っていて、詳しく説明していくと

そこにそうなりますよということではなかなか市

民に伝わらないだろうと。先ほど周知の問題も出

されていましたけれども、そういった周知の方法

なども今後検討していく必要も、このままでは難

しいだろうというふうに思いますので、周知の方

法も検討していただきたいなというふうに思って

います。

また、市民への協働の問題も今回意識的に強調

しているとおっしゃられていました。先ほど市民

の皆さんの意見をどれだけ聞いたのかという議論

がされたところです。そういう中で、協働の問題

では私も先ほども言ったように反対するものでは

ありませんし、一緒にまちをつくっていきたいと

いう思いは当然あります。だけれども、一人一人

が大切にされるというとこら辺が後ろに回ってし

まっているようではまずいのではないかというこ

とです。強調しているという部長のお話でした。

ここだけが強調されると、やはりさっき私が申し
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ましたように責務が先に立ってしまう。責任だけ

が、しなければならないことだけが先になってし

まうという市民にとっては不安も広がるのではと

いう危惧をするわけです。その点について再度お

考えをお聞かせいただきたいと思いますし、先ほ

どふるさとへの誇りと愛着を育むといったところ、

わざわざここに記載したここについてのお考えも

再度お聞かせをいただきたいと思います。

それからあと、原発の問題や平和の問題、特定

の考え方というふうなお答えだったのですけれど

も、特定の考え方ではなくて、今世論を２分する

ような状況になっているということはきちっと時

代の潮流の中に記載すべきではないかというふう

に思います。再度お考えをお聞かせいただいて終

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） ３点いただきました。

１つは、高齢社会の中でこの総合計画市民に周知

をしていくということでありますので、そこに当

たって丁寧にわかりやすく説明をしてくださいと

いうお話だったと思います。先ほどのやりとりの

中でも今後の周知の方法について今言えることに

ついては述べさせていただきましたので、重複は

避けさせていただきますけれども、さらにそれ以

外の方法も含めてどう丁寧にわかりやすく説明で

きるか、これについては私ども知恵を絞ってまい

りたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただければというふうに思っています。

それと、市民の責務が重たいのではないかとい

うことで、私先ほど強調させていただいている部

分もあると。受けとめによって強調ととれるかも

しれないというお話をさせていただきましたが、

決して私どもこの協働というのは市民の皆さんに

押しつけるものではないというふうに思っていま

す。私どもが情報をしっかりと提供し、参加する

機会を提供する中で、市民の皆さんが自然発生的

にそのことについて協力をいただくという姿が望

ましいものだというふうに思っております。ただ、

ここは先ほど申したように市民のほうからそうい

う御意見もいただいたということでありまして、

ここはある意味で１０年間の検証もするとすると

市民の皆さんの中にも随分この協働というのが根

づいてきたのだろうなとうれしい発言だというふ

うに捉えておりますので、決して強制をするもの

ではありません。私どもは、それを受けてさらに

情報提供したり、参加の機会を保障していきたい

と思っていますが、市民の皆さんもそれに対して

できるところからぜひ協力をお願いしたいという

考え方でありますので、権利については保障させ

ていただきます。責務については、整ったところ

から順次という考えでありますので、押しつけで

はないということで御理解をいただければと思い

ます。

３点目の原発のところであります。これは、さ

まざまな事故などもありますし、世界的にも、あ

るいは国内的にもいろんな議論があるところだと

いうふうに思いますが、ここについてはただそう

いう現状は確かにありますけれども、それを全て

ここに記載することがどうなのかというのもあり

ますので、ここについては今回の総合計画の時代

の潮流の中では、先ほども申し上げたようにさま

ざまな考えがあるということでありますので、記

載をしていないということであります。これ以外

にも時代の潮流の中ではいろんな課題があると思

いますけれども、この中では全てをピックアップ

することはできませんので、特徴的なところにつ

いて、あるいは名寄市にかかわりの深いところに

ついて一定程度ピックアップをさせていただいた

ものであるということでぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ふるさとへの愛着と

いうことであります。アンケート結果でも高い結

果が出ているということで、非常にうれしく思っ

ています。ただ、ここについては、ふるさとに愛
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着を持っていただくということは、ある意味では

市に対して非常にいい印象を受けている、あるい

は暮らしていて満足があったのでというところだ

と思いますので、さらに高いところを目指してと

いう意図で記載をさせていただいているというこ

とで御理解いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ４点お聞きいたしま

す。

まず、１点目ですが、先ほど来話題になってお

ります協働についての考え方です。総合計画第２

次の文言読ませていただきますと、至るところに

協働という文字は書かれていますけれども、基本

理念の人づくり、暮らしづくり、元気づくりのこ

の言葉の中に協働という意味が読み取れるように

することのほうが市民にとってわかりやすいので

はないかと思いますが、その点についてのお考え

を再度お聞きしたいと思います。

それから、２点目です。いただいております資

料の８ページ、（１）の市民と行政との連携・協

力によるまちづくりの第２段階のところに、地域

自治区の創設についてはということで書かれてい

る文章があります。午前中にも議論が交わされて

おりましたが、２行目のところ、創設は時期尚早

であることからというふうに書かれております。

このことについて総合計画第１次を検討するとい

う上からも機が熟するというのはどの状況になっ

たときのことを想定していたのか。また、どのよ

うな姿をその姿と捉えていたのかについてお聞か

せいただきたいと思います。

それから、３点目ですが、同じく（１）の市民

と行政との連携・協力によるまちづくりの第４段

落、社会情勢の急速な変化に伴いというところか

らの多様な主体の参画によるという言葉がありま

す。市民や多様な主体の参画による市民主体のま

ちづくりを促進していくことが重要である。それ

から、その下のところに、またというところから

市民と行政、さらには多様な主体が担うべき役割

とという多様な主体という言葉があります。ここ

で言う多様な主体とはどういう主体を指している

のかについてお聞きしたいと思います。また、あ

わせてこの総合計画第２次に書かれております市

民という言葉の定義につきましては、自治基本条

例でうたわれています第２条の市民の定義にのっ

とっているのかなというふうに考えておりますが、

それでいいのかどうかについても御返答いただき

たいと思います。

最後、４点目です。重点プロジェクトの３２ペ

ージ、（３）、冬季スポーツ拠点化プロジェクト

のところでありますが、この拠点化プロジェクト

については再三議論も交わされており、具体的な

進みぐあいも見せていただいている中から大変期

待しているところではありますが、このプロジェ

クトそのものがこの後出てくる基本計画の中の生

涯スポーツの推進にどのようにつながっていくの

か。超高齢社会に向かっていく名寄市の向こう１

０年の中で、この冬季スポーツ拠点化プロジェク

トが生涯スポーツといいますと多世代にわたって

ということが当然必要になってくることから、そ

の部分の連携について、つながりについてお聞か

せいただきたいと思います。

以上、４点です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、最初にありま

した協働、これをわかりやすく表現するべきでは

なかったかという御意見だったというふうに思っ

ています。特に基本理念のところの今回の３つの

項目がどうかというそこも含めてなのだと思いま

すけれども、先ほどから申し上げていますように、

協働については基本の理念の中でも暮らしづくり

の中で明記をさせていただいたり、将来像の中で

も市民と行政との協働による、さらには大切にし

たいまちづくりの基本となる考え方の中でもその

ことについては触れさせていただいているという

ことであります。さらには、それを実際に具現化
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するに当たっての基本計画、この中でも協働につ

いてはキーワードとして使わせていただいており

ますし、そこについては構想、計画全般を通じて

表現をさせていただいたということであります。

基本理念、人づくり、暮らしづくり、元気づくり、

従来の５つから３つに変えたことについては、先

ほどの議論の中でも説明をさせていただきました

ので、重複を避けさせていただきたいというふう

に思いますが、策定審議会の中で今回のこの３つ

の理念の考え方について御意見をいただいた中に

ついては、この３つのくくり、さらにはここの説

明についてわかりやすいという御意見もいただい

ているということであります。これは、策定審議

会の中での御意見でありました。そこを受けて、

今回はこの３つの理念としてあらわさせていただ

いたものでありますので、御理解をいただければ

というふうに思っています。

次に、地域自治区の関係についてであります。

ここについても先ほど来のやりとりの中で説明を

させていただきました。当初は、合併協定、さら

には新市建設計画、それを受けての第１次総合計

画に基づいて進めてきたということであります。

しかしながら、それを含めて一定程度の目安もつ

けて進めたということでありますけれども、これ

はある意味行政のほうで制度をつくって、市民の

皆さんと協議をしたということでありますけれど

も、残念ながら市民の皆さんになかなか受け入れ

られなかったというのが実態でございまして、た

だし行政とすると協働のまちづくりを進める中で

こういう地域の主体となるコミュニティー組織、

町内会以外にも必要であるという認識がございま

したので、地域連絡協議会という形で今は進めさ

せていただいているということであります。現状

でいくと、では何年にというところについてスケ

ジュールについてはなかなか具体なところお示し

できないのが大変申しわけなく思っておりますが、

第２次総合計画の一つの大きな課題になるのはま

さに地域におけるコミュニティー組織、これは町

内会も含めてですが、ここだという認識をしてご

ざいます。それがゆえにまちづくりの基本となる

考え方にもその決意としてあらわさせていただい

ているものでありますが、ここについては地域と

しっかりと協議をしながら進めさせていただきた

いというふうに考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

それと、多様な主体ということで示していると

いうことであります。この多様な主体は何かとい

うことでありますが、これについてはさまざまな

任意の団体などがございます。例えばボランティ

ア団体であったり、スポーツ、文化、さまざまな

団体があるのだというふうに思いますし、数は少

ないですけれども、ＮＰＯなんかもございますの

で、そういったものも含めての多様な主体という

考え方をしているということで御理解をいただき

たいというふうに思います。

４点目には、市民の定義ということであります

が、これは基本的には自治基本条例で定める広範

な市民という意識をしてございますので、御理解

をいただければと思います。

以上、私のほう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） 冬季スポーツの拠点

化と生涯スポーツの関係ということでありますけ

れども、基本的には生涯スポーツということでい

けば市民皆スポーツということで、実際にスポー

ツを行う人、さらにはスポーツを見る、応援する、

それを支える、そういった人たちを含めてスポー

ツに関心、興味を持っていただくことが大切だと

いうふうに考えています。そういった意味では、

これまで総合戦略においても定住、交流人口の拡

大に向けてスポーツの拠点化も位置づけて、今回

も重点プロジェクトに位置づけていますけれども、

そういった市民の意識の高まりをどうつくってい

くかということでは、大会や合宿の誘致、さらに

は今回コンソーシアム事業で市内でやりますけれ
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ども、これまで議会の中でもいろいろ言われてい

ますけれども、ジュニアの世代が減少傾向にある

競技団体があったり、全国規模の大会をやっても

応援する市民が少ないとか、そういったいろんな

ことを言っていますので、そこは課題として捉え

ていますので、そこをいかに克服していくかとい

うことではこの重点プロジェクトに位置づけて、

先ほどちょっと言いましたコンソーシアム事業の

中で市民が見やすい環境の中で競技を見てもらっ

て、関心を高めてもらう。そして、合宿の大会の

誘致においては関連する皆様と連携を図りながら

受け入れ態勢を整えて、そして支える部分も意識

を持ってもらう。そういったことをつなげながら、

将来的には生涯スポーツ、市民多くのみんながス

ポーツに携わるというか、かかわって、関心を持

っていく、そういったふうにつなげていければと

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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） １点目の協働につい

ての考え方なのですけれども、確かに先ほど来ず

っと議論が交わされておりまして、おっしゃると

おりだと思うのですけれども、読まなければ伝わ

ってこないということに関して、基本理念のこの

言葉をもっと大事にして、読まなくても名寄市の

進むべき１０年がわかるという方向についてのお

考えを持っていただけないものかと思っての質疑

でありました。先ほど２点目、３点目の質疑にお

いても市民の確認をさせていただきましたけれど

も、広い意味での市民は、市内に居住する者、市

内で働き、もしくは市内の学校で学ぶ者、または

市内においてその他のさまざまな活動を行う者、

もしくは団体をいうということで、この自治基本

条例の市民の定義を引用すれば、名寄市の高校に

通っている生徒は市民という枠の中に入るという

受けとめ方もできるのではないかと思っています。

例えば若年世代の方たちにもわかりやすく名寄市

の向こう１０年の基本理念をぱっと言葉に出して

いただけるような、そんな基本理念にするのであ

れば、もう一つお考えを進めていただくわけには

いかないのかということでお考えを伺いたいと思

っています。

それから、自治区の考え方と先ほどの市民、そ

れから多様な主体ということの考え方について再

度お聞きしたいのですけれども、地域コミュニテ

ィーが大切ということでありましたので、例えば

このことについてどのような説明がそれぞれなさ

れてきたのかについて、具体的に策定委員会でも

各団体の代表の方が策定委員会に入ってこられて

審議されて、その中間報告等されていると思うの

ですが、それが具体的に一般市民に伝わるところ

については、各代表の団体からの報告だけではな

く、市としての説明責任があったと思います。そ

のことについて地域自治区のことも踏まえて常に

どのような説明、報告、周知がなされてきたのか

について伺いたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

につきましては、再三議論させていただいており

ますので、教育部長からの御答弁については了解

しているところでありますけれども、それだけで

は生涯スポーツの振興にはつながっていかないの

ではないかというふうに考えておりまして、夏は

どのようにお考えであるのか。冬季はもちろんプ

ロジェクトとしてしっかりやっていかなければい

けませんが、夏をなくして冬があるということに

はなりませんので、生涯スポーツにつながるとい

う観点から夏をどのようにお考えであるのか伺い

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、協働のところ

の御質問をいただきました。ここについては、言

われるように名寄市に通学されている方とか働く

方についても対象になる。全てが対象になるかど

うかは別ですけれども、その活動によっては対象

になってくるのだろうというふうに思っています。

そこを想定しながらの総合計画ということであり

ますので、そういった人たちも含めて、あるいは
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先ほど川村議員から高齢者も含めてというのあり

ましたので、説明の際にはわかりやすいダイジェ

スト版の話もさせていただきましたけれども、協

働についてわかりやすい形での説明に努めさせて

いただきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただければというふうに思います。

それと、２点目のコミュニティーが大切だとい

うことで、地域自治区この間どのような説明をし

てきたかということだったというふうに思います。

これについては、先ほど来申し上げていますよう

に、地域自治区という創設に向けての制度設計と

あわせて市民への説明をスタートしたということ

でありますが、ここについては当初の計画どおり

なかなか進まなかったということであります。そ

れは、先ほどのやりとりの中でもありましたけれ

ども、地域側にも進めるに当たっての大きな課題

があったということであります。そこで一度改め

て考え方を整理をさせていただいたということで

ありまして、いきなり地域自治区について地域に

おろすのは難しいだろうということで、任意組織

の地域連絡協議会ということで今進めさせていた

だいているところでありますし、この地域連絡協

議会の活動を通じながら、名寄市に適した組織の

あり方についても考えてまいりたいと、そのよう

に進めている段階であるということでぜひ御理解

をいただければと思います。

私からは以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回冬季スポーツの

拠点化ということで、夏季スポーツもあるという

ことで、くくりとしてはオリンピックで夏と冬が

あるという、そういった中での競技の振り分けみ

たいな感じで考えているのですけれども、一年中

やるスポーツ、いろんなスポーツがあるというふ

うに思っています。今回重点プロジェクトに掲げ

たのは、名寄市の自然であったり、施設、そうい

ったものを環境を生かして全国から人を呼べる、

そういったものは何かということで冬季スポーツ

に区切って対応をしてきております。全てのスポ

ーツをやるとなると、なかなかこれは対応も含め

て集中した誘致活動もできないということであり

ますので、冬季スポーツに限って、特にノルディ

ックだったり、カーリング、そういったものに特

化しながら、市民がスポーツにかかわるといいま

すか、それを見て自分も少し体動かしたいと、そ

ういったものにつながっていくようなことという

ことで冬季スポーツに限ってやっていきます。当

然これをしっかりやることによって少しずつ広げ

ていきますし、夏合宿についても多くの競技団体

も来ていますので、そこはしっかり継続しながら

対応していきたいと思っていますけれども、当面

は全ての競技をやるということではなくて、やっ

ぱり名寄のこの環境を生かして、しっかりとした

体制をつくりながら進めていきたいというふうに

考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先ほどの説明のこと

について再度質疑させていただきますけれども、

いろいろ今まで１０年間進めてきたその中で、ど

のような説明、それから市民の意見集約がなされ

たかということを一つ一つ確認するには時間が足

りませんので、そういうことではなくて、考え方

としてこれから若年層もいらっしゃる、高齢者の

方もいらっしゃる、その多様な世代に対して具体

的に総合計画第２次のこの進もうとしている方策

についてどのような意見集約の方法をとろうとさ

れているのか再度お聞きしたいと思います。例え

ば小学生、中学生、高校生、そして御高齢の方た

ちまでいろんな世代の方たちがいらっしゃる中で

は、先ほどから話題になっておりますけれども、

策定委員会の方たちのそれぞれの部会の審議だけ

がそれが先ほど臼田総務部長からは代表の方の審

議なので、市民の代表の審議であるから市民の声

を掌握したというようなお言葉があったと思いま

すが、それをそのまま受けとめてもいいのかどう

かという、そういう疑念を持たざるを得ないとこ
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ろがあります。現にまちづくり懇談会等では、意

見を出したけれども、十分聞き入れてもらえなか

ったというような声も伝わってきておりますし、

なかなか知りたくても知り得ることができないと

いうような声も伝わってきている中で、今後例え

ばこの協議が終わった後も基本構想、基本計画に

ついては市民周知がなされていくわけですから、

その点についてきめ細かい周知についてどのよう

に考えておられるのかお聞きしたいと思っていま

す。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

につきましては、夏のスポーツを考えてください

ということを思ってはいますけれども、そのこと

を今申し上げたのではなく、冬季スポーツの夏の

過ごし方をどのように考えておられて、それを生

涯スポーツにどのように浸透させていこうとされ

ているのかについて伺いたかったので、その点に

ついてお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、策定審議会に

ついて少し説明をさせていただきたいというふう

に思いますが、会の代表というところもありまし

たけれども、そればかりではなくて、当然公募も

含めて出ていただいたということでありますし、

それ以外の委員の皆さんについても例えば所属の

関係、例えば文化団体なのか、教育団体なのか、

あるいは経済団体なのか、経済でも商業なのか、

農業なのかを含めて、そういうところのバランス

も配慮しましたし、年齢あるいは男女比などにつ

いても当然配慮させていただきました。さらには、

住んでいるところの地域なども含めて、そういっ

た意味ではいろんな視点で配慮をしながら、委員

さんを委嘱をさせていただいたということであり

ますので、決して特定の団体の代表だけというこ

とではなくて、幅広い意見がお伺いできるように

工夫をして策定審議会構成をさせていただいたと

いうことをまず前段申し上げておきたいというふ

うに思います。

その上で、丁寧な説明が必要だということにつ

いては、私どもも十分把握しております。今後ど

のような形でというのがありますけれども、今回

提案をさせていただいたのは総合計画の基本構想

と基本計画について提案をさせていただきました

ので、これが議決をいただければこれに基づいて

の取り組みを進めさせていただくということにな

りますが、さらに細かい具体の取り組みについて

は、実施計画であったり、毎年の予算の中で取り

組みをさせていただくことになりますので、これ

はこの間も例えば町連さんが主催をいただいてい

るまちづくり懇談会があります。これは各地区回

らせていただきますけれども、そういった機会を

通じながら、あるいは各所管の中でも附属機関な

ど持ってございますし、ふだんから市民の皆さん

から意見を伺う機会も多々ございますので、そう

いう機会を通じながら市民の皆さんの御意見を伺

って、この総合計画を実現するために必要な取り

組みについては意見を取り入れながら進めさせて

いただきたいと考えてございますので、ぜひ御理

解をいただければというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 冬季スポーツの夏の

トレーニングという視点ということでもない……

（何事か呼ぶ者あり）

〇教育部長（小川勇人君） 当然スポーツそれぞ

れ夏冬スポーツの一年通してのトレーニングも必

要でありますし、名寄においてはジャンプでいけ

ばサマージャンプを行ったり、今回市街地でロー

ラースキーをやったりしています。正式な専用の

ローラースキーコースというのは整備はされてい

ませんけれども、今後当然夏のトレーニングにお

いてはそういったローラースキー、そういった部

分での要望も多々出されるというふうに思ってい

ますし、さらにはトレーニング施設、不十分な点

もありますので、そういった面の改修であったり、

雨天のときのトレーニングする場所の確保とか御
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要望もいただいている点とかありますので、そう

いった部分については監督、コーチや選手などの

要望も聞きながら、よりよいトレーニング環境を

つくる。一年中通していろんな形のトレーニング

ができるような環境については、今後生涯スポー

ツの中でも実施計画の中にありますけれども、具

体的に何が先行してできるかということも協議し

ながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ３点ほど質問させて

いただきます。

計画の構成についてなのですが、２ページのと

ころにピラミッド型の図示されたものがございま

す。それで、私ずっと読んでいたのですが、基本

構想、基本計画、実施計画、この３層構成になっ

ているという形なのですけれども、その中に基本

目標が入ってきていて、市民にとっては全体的な

イメージをつかみづらいのではないかというふう

に思っております。それで、これからダイジェス

ト版だとか市民説明のためのものが出されるかの

ように総括質疑の中で聞いたわけなのですけれど

も、ピラミッドの基本的には頂点にくるのは理念

だと思うのです。だから、理念でいいますと、将

来像で掲げている自然の恵みと財産を活かしみん

なでつくり育む未来を拓く北の都市・名寄という

ことになるのではなかろうかと。これが頂点にく

るのだよと。そして、一番上は基本構想になって

いますから、三角の中では、３層構造の中では。

あと、その下の基本目標とあるⅠからⅤ、細かな

点については基本構想の中に含まれるのかなとい

うふうに考えるのですが、少し全体のイメージを

つかみやすく示す必要あるのでないかなと。特に

色別にして、基本理念があって、こういうまちを

つくるのだと。これに対して基本構想としてはこ

ういう具体策をしていくのだよというような形で、

少し注釈も含めてやるのがいいのかなというふう

に考えているわけです。

それで、名寄市の概括的な理念をこの最終目標

の将来像というのは網羅しているというふうに思

うのですけれども、特に私は自然の恵みと財産を

活かしという、この財産を活かしというところを

どういうふうに考えているのかなというふうに思

ったのですが、確かに注釈もついております。そ

して、私が読み込んだのは、歴史や伝統や、ある

いは文化という、そういうものが財産なのだなと

いうふうに受けとめたのですけれども、財産とい

うよりはむしろ歴史を継承してだとか、そういう

言葉でくくったほうがいいのかなということでは

ひとつ考えたわけです。しかし、先ほど言ってお

りますようにこれからの修正というのは少し難し

そうでありますから、そんなところです。

それとあと、わかりづらい、見えづらいという

のがやっぱり実施計画の概要とともに示していな

いからではないかというふうに思うのです。総合

戦略プロジェクトだとかそういうのが先に示され

ておりますけれども、先ほどの総括答弁の中では

それだけが実施概要に載せていないことというふ

うには私は受けとめなかったのですけれども、た

だ重点プロジェクトが３ページほど変わって載せ

られております。しかし、実現の方策が掲載され

ているのですが、総じて抽象的ではないかと。そ

れと、継続事業の延長の表現にとどまっているの

ではないかというふうに私は感じたのです。１０

年かけてこういう名寄市をつくっていくのだとい

う、そういう迫力のあるもの、気概のある伝わり

方を市民に伝えたかったなと、私はそういうふう

に考えるわけです。

それと、総括質疑でも出ていたのですけれども、

市政全般にかかわって緊急に取り組むべき事柄も

あるというふうに思うのです。それらは緊急プロ

ジェクトというふうに示すだとか、重点プロジェ

クトの中でも特にこれはやっていくのだという最

重点プロジェクト、こうしたものも組み立ててい

くべき必要があるのではないかというふうに考え

ておりますから、この点についてお考えをお聞か
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せください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点ほど御質問をい

ただきました。まず、１つ目の市民にわかりやす

く説明するには、まず計画全体のイメージをつか

めるものが必要ではないかということだったと思

います。ここは議員も言われたように、この間の

議論でもお示しをしたようにダイジェスト版用意

をさせていただきたいと思いますので、この中で

さまざまな議員からいただいたようにわかりやす

い形のものをつくってお示しをし、市民の皆さん

に丁寧に説明をさせていただきたいと、そのよう

に考えているところであります。

次に、将来像のところの財産の言葉がどうだと

いうところでありました。なかなか財産という言

葉だとイメージがしづらいのではないだろうかと

いう御指摘なのかなというふうに思っております

が、ここについても文言の説明ということで記載

をさせていただいた部分がございますし、さらに

はこの財産、まさに議員が言われますようこの間

の歴史や、あるいは文化が育ててきた財産、それ

を生かしてということでありますので、御理解を

いただければというふうに思います。ここについ

ても説明の機会には十分留意をしながら、わかり

やすい説明に努めさせていただきたいというふう

に思います。

それと、３点目については、今回の総合計画、

実施計画が示されていないということが一つわか

りづらいところにつながるのではないかというこ

とでありますが、これは計画策定の手法として、

まずは基本構想、基本計画について議決をいただ

き、その大きな方向を定めた上で具体の実施計画、

これを定めていくという手法をとらせていただい

ておりますので、今回提出をさせていただきまし

た将来像、さらには基本計画が定まった後に具体

の実施計画お示しをさせていただきたいと思って

おりますので、御理解をいただければというふう

に思います。

最後に、重点プロジェクトのところで時代の趨

勢に伴って緊急プロジェクト等として取り組むべ

きところもあるのではないかという御意見をいた

だきました。ここについては、今回の重点プロジ

ェクトの位置づけについては基本計画ということ

でありますので、短い期間の中での重点プロジェ

クトだというふうに思っておりますし、議員が言

われるように総合計画の範囲の中で緊急に取り組

まなければいけない課題も当然出てくるものだと

思いますので、これらについては臨機応変に、柔

軟に議会とも相談をさせていただきながら取り組

みを進めさせていただきたいとも考えております

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） 特に今お答えいただ

いた中で実施計画と今回の計画、総合計画の基本

計画、基本構想の関係なのですけれども、これは

今回は別にして、考え方としてやっぱり両者は連

動させるべきだというふうに私は思っているので

す。それで、特に三鷹市だとか、あるいは調べた

ところ新宿区などでも総合計画と個別計画を一体

的に策定する事例なんかも見られるわけで、それ

で評価されている有識者の主要な意見でも総合計

画と個別計画を一体的に策定することは評価でき

る取り組みであるというふうにされているわけな

のです。それがどうしたということではないです

けれども、やっぱりそういう総合計画を全国的に

拾ってみたときに国の調査機関なり、そういった

ところがそういう有識者の意見として評価もいた

だいているということを踏まえながら、今後どう

いうふうにしていくかということを考えていくこ

とも必要なことではなかろうかというふうに考え

ております。

それと、全般的に私も読み込ませていただいて、

平成２７年度の行政評価については改善点を結び

つけるものになって、おおむね盛り込まれている

のではないかというふうに思っているのですが、

第１次計画の中での未実施となっている部分、こ
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れらについては表記がないのですけれども、これ

らは実施計画のときに盛り込んでいこうというふ

うに考えておられるのかどうか。

それと、最後になりますけれども、先ほどの総

括答弁の中でいろいろやりとりあったときに策定

審議会の皆さんの答申を受けたということで、こ

れはきょうの例えば字句の正誤表が配られていた

ようにそういった修正はあり得えても中身そのも

のについては、先ほど来の総括答弁や何かからさ

まざま出されているようにどう考えても直したほ

うがいいのではないかというものは私は直すべき

だと思うのですが、そこら辺についてはできない

ものかどうなのかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ４点御質問をいただ

きました。１つは、総合計画の今回は基本構想、

基本計画を上程させていただいたわけであります

が、あわせて実施計画についても示すべきではな

いかという御意見をいただきました。ここについ

ては、各自治体さまざまな取り組みをさせていた

だいているということであると思いますし、過去

には名寄市においても実施計画とは言えませんけ

れども、想定される事業を参考資料として出した

部分もありますので、ここは少し今後に向けては

調査が必要かなというふうに思っていますが、今

回についてはあらかじめスケジュールも示させて

いただいた中で進めてきた部分でありますので、

御了承いただければというふうに思っています。

それと、未実施の事業についてということであ

りました。ここについては、先ほども第１次の積

み残し課題があるだろうという御指摘をいただい

たところでありますけれども、ここについては策

定審議会の中で議論をいただいた上で、第２次計

画の中でどう進めるのかについては総合計画の中

でお示しをさせていただいたということでありま

すし、総合計画、基本構想、基本計画が決まった

段階で具体の事業については総合計画に沿った形

でさらに検討を進めさせていただきたいというふ

うに思っておりますので、御理解いただければと

思います。

それと、今回策定審議会の答申を受けて、その

内容を受けて、尊重しながら市の提案とさせてい

ただいたというのが今回であります。先ほどのや

りとりの中でもありましたけれども、私どもは時

間をかけて議論をいただいた策定審議会の答申に

ついては、非常に重いものがあるという受けとめ

をしてございますので、基本的にはこの考え方を

尊重して今回提案をさせていただいたということ

であります。基本的にはこの先については議会の

運営にかかわる部分でありますので、私どものほ

うで余り触れるところではないのかもしれません

けれども、議会へ提案させていただいたというこ

とでありますので、その後の運びについてはこれ

は議会の中で議論等があると思いますので、その

中での裁きになるのかな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） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） まず、１点目は、午

前中から総括質疑、それから前の川村議員、山崎

議員、佐久間議員がそれぞれやっていたこと、全

員ではないですけれども、二、三関連のことでま

ず１点目にお聞きをしたいと思うのですが、非常

に大事な話を佐藤議員も川村議員もしておりまし

たけれども、原発の話、非核平和都市宣言を例に

とりながら、名寄市の非核平和都市宣言、関連で

一言の触れもないという話に関して、これは広島、

長崎、あるいは福島等を含めて非常に重要な重み

が地方においてもローカルガバメントの責任とし

ても触れるべきではないのかというふうに考えて

いるのです。単なるイデオロギーだとか意見の違

いだという認識の程度は、総務部長、認識が余り

にも、この議会の中の答弁用の言葉として通るの

かどうかわからぬけれども、非常に足りない、欠

落している部分だというふうに思っていますので、

改めてお答えをいただきたいというふうに思って

います。基本認識が足りないというふうに思いま
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す。

それから、もう一つは、同じ関連質疑で聞きた

いのは、大石議員が午前中、うちの佐藤議員も同

様なこと触れておりましたけれども、総合計画の

ありようについて、単なる時間が足りないという、

総合戦略での議論もあったし、役所の中は本当に

てんやわんやで、国への対応だとかということも

含めてたくさんあったのではないかというふうに

思いますけれども、それは理解しますけれども、

時間が足りないということばかりでなくて、今佐

久間議員も言ったように市民の人がよくわからな

い、わかりづらい話、それに対する総務部長の答

弁は、いろいろ市議会でも示してきたし、いろい

ろワークショップもこの間やってきたし、いろん

な懇談会もやってきたということだけれども、ど

こまでやれば十分かと、人それぞれだというふう

に答弁されたのです。これはいかがなものかとい

うふうに思うのです。確かに役所の中のいろんな

大変さは私も理解をするのですけれども、住民自

治をこの総合計画の議論を通してどれだけ引き上

げていくかという言い尽くせない重要な課題を内

包しながら総合計画をつくる、あるいは議会でも

審議をするという過程の中で、私ども議員も提案

された以上それをもとにしながら市民との意見交

換を当然したかったし、あるいは素案の段階でも

時間があったといえば、あるいはパブリックコメ

ントの時間中でもしようと思えばできないことは

ないけれども、その間もいろいろ意見が出されな

がら修正したり、過誤訂正、間違いの訂正なんか

もぼろぼろ、ぼろぼろ出てきたりして、この答弁

は私は、総務部長、いけないと思うのです。まず、

私の１点目の質疑はこれです。改めてお答えをい

ただきたいです。

２つ目には、総合計画のマネジメントのあり方

について、たまたま今佐久間議員も触れられてい

ましたけれども、三角の構造、自治法改正で特に

法の決めがなくなって、いろんなタイプがあって

いいというふうに私も認識していますし、いろん

な学者や、あるいは財団の研究報告なんかも見ま

したけれども、一番住民にとってわかりやすいと

いうことがいいのだ。なぜわかりづらいかという

話は、ヒントを今佐久間議員が言ったように実施

計画が、これは名寄の議会はたまたま議会基本条

例で構想と基本計画というふうになっているけれ

ども、それはおいておいてもいいと思うのです、

極端な話。わかりやすく伝えていかなければなら

ない。終わってから概要版でカラーがどうしたと

いう話は大した次元の違う話で、決まる前に相談

がされるということが、どんな家庭でも組織でも

後から聞いたという話は大体こじれるのです。そ

ういう面では、非常にマネジメントのあり方とし

て私は、今回はこれでそういう定めに基づいてや

っているからいいのですけれども、当初の計画を

つくる段階で庁内でもう少しその辺について知恵

を少しねじを巻き直して名寄市の総合計画のマネ

ジメントのあり方についてどうしたらいいのだと

いうことについての議論があったのか、なかった

のかまず聞きたい。この２カ月後には実施計画が

出てくる。ほぼもう決まっているのでしょう。そ

れを頭に置きながら、執行側は構想や基本計画を

つくっているわけだから。そういう一番大事なと

ころをコンパクトにしながらも提案をするという

ことについて意識しなかったかどうか。議会の議

決には実施計画入っていないからという話はおい

ておいて、住民自治のレベルを上げるためにはそ

ういう必要があったのではないかというふうに思

っています。この総合計画をつくる段階のマネジ

メントの基本的な考えについてまずお聞きをした

いと思います。

それから、３つ目には、人口の将来展望と方向

性について、ページの２６ページにあります。そ

して、これは国調の数字なのですが、きょう以降

の話は推定になるのですけれども、平成３２年度

で２万 １５６人、これからやや３年半ぐらいで

す。２７年は国調の実績ですから２万 ０３１人。

今現在既に住民基本台帳では２万八千四、五百で
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す、市役所の数字を見れば。そうすると、非常に

この推定の見込みが認識として甘いのかなという

感じがするのですけれども、これは当然統計だと

かいろんなものを引用したりして、名寄市独自の

ものでもないのでしょうけれども、これで大丈夫

かという感じがちょっと心配。合併後１０年で約

０００人減少です、３万一千七、八百ぐらいか

ら今住民台帳は２万八千四、五百ですから。これ

は、将来計画に物すごく影響あるし、これからも

し百歩下がって正しいとして計画をつくっていっ

た場合、この数字をもとにしてどのぐらいの数字

を人口減少抑制を総合戦略なり、総合計画なりい

ろんなことをやりながら、ふやすことはできない

までも推計からあわせてどのぐらいの目標でこれ

を抑えるぞと、そういう数字がどこにも見えない

のですけれども、それについてお答えをいただき

たい。

それから、人口推計は当然財政に関係してくる

のですが、２７ページ、私はこの間一般質問もし

ました。中ほどから本市歳入の根幹をなす地方交

付税についてはトップランナー方式云々というこ

とで、交付税制度の改正が行われるとともに、あ

とは合併算定がえの話がいろいろ書いてあります。

トップランナー方式が交付税制度の改正が行われ

たという私認識基本的に、税制改正関係では法人

税割のもともと地方財源にもかかわらず、企業は

上げ下げ関係ないけれども、地方の部分を減らし

て国がとる部分をふやしてあるということであっ

たように聞いていますけれども、これも総務省な

り、財務省が出した資料かと思うのですけれども、

トップランナー方式の。一、二年はそう大きな影

響を与えるということについてはないだろうと私

どもも推計はしているのですけれども、２８年度

でもここに具体的に書いてあるとおり基準財政需

要額に関連する２３業務のうちの１６業務は２８

年で着手をするということで具体的になって、要

するに目的としているところは民間委託をどんど

んやれと。指定管理者制度をどんどんふやせとい

うようなことを主体にしながら、それを中長期的

には交付税制度に手を入れて、もともと固有の地

方財源について財源保障機能や調整機能をいじる

ということなわけです。そういう状況の中で、六

団体も、加藤市長も何回も言っておられますけれ

ども、それについては問題あるぞと。あるいは、

名寄の議会も６月の議会で意見書を上げました、

財源確保で。こういう書き方程度で、もうあらか

じめ決まったような想定のこれから１０年計画の

中においてこういう文章があるというのは、ちょ

っと私もすとんと落ちないなというふうに思って

いるので、お答えをいただきたいなと思っていま

す。

それから、最後になりますけれども、山崎議員

も触れられていました、風連ということでは限定

しては私も考えていませんけれども、地域自治区

の話。大石議員とのやりとりも聞いていまして、

大石議員は自治区制度をやれと言ったのではなく

て、結果的にはもうやりようがないのだから、答

弁も含めて気を持たせるようなことを言う必要な

いのでないかという話だったような気がするので

すけれども、総務部長の答弁を引用すれば。私は、

地域連絡協議会今現存して、東地区だとかいろん

な地区で一生懸命やって、地域のコミュニケーシ

ョンを高めるために頑張っている。それが将来超

高齢化社会の中において自治区制度の母体になる

というような私は認識はしていないのです、何回

も言うけれども。あえて言えば、たまたま風連の

地区が、私も合併議論に参加していますから、し

っかり法に基づく自治区制度をつくって、これか

ら地域の公共施設をどうするかとか、あるいは地

域のまちづくりをどうするかというところに、一

遍に理想どおりにはいかないかもしれないけれど

も、少なくてもこの計画の中で制度の検討、研究

をして、一つのものをつくっていくという姿勢は

明確に書かなければ、これは約束違反です。地域

住民連絡協議会や市民の皆さんが余り必要として

いないから、これに屋上屋重ねてもだめだという
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ことで記載をしていない、議会のやりとりもその

ように私は聞いていましたけれども、それはだめ

なのです、やっぱり。例えば市役所庁舎を１つに

するという話になるときには、どこにつくるか、

真ん中につくるか、名寄の町中につくるか、風連

につくるか、それはわからないですけれども、非

常に重要な地区を影響するような、今後のまちづ

くりどうなるかという、市役所一つにしてもそう。

図書館にしてもそう。いろんな二重三重ある施設

を仮に統合するとすれば、住民意見をどのように

反映をするかというのは、もちろん議会が最後は

決めるのだけれども、執行側の考え方が非常にそ

の影響を左右するということも事実なので、そう

いう具体的な事象がこの１０年の中に起きるわけ

だから、今はなかなか緩くない、理想は緩くない

けれども、全国でもまだ少ないけれども、さっき

答弁でも聞いていて少ないけれども、少なからず

住民自治を仕掛けていくというほうに向かってい

かなければうそでないのかという感じがしますの

で、以上お答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 初めに、市民の声を

聞くところの私の発言がそれぞれの人によって受

けとめ方が違うのでないだろうかといったところ

については、不適切な発言であったかというふう

に思いますので、ここについてはおわびを申し上

げて、訂正をさせていただければというふうに思

います。

ただ、市民にわかりやすく、さらには市民の声

を聞くということについては、私どもは私どもと

してこの間精いっぱいやらせていただいたという

思いがありますし、もしそこに不足があるとすれ

ば、先ほど来申し上げているようにこの後の総合

計画の市民周知、あるいは総合計画を運営する中

に当たって当然市民の皆さんの声を聞いて進める

わけでありますので、その中で補完をさせていた

だければというふうに思っておりますので、今後

の動きも含めてぜひ見守りをいただければありが

たいなというふうに思っています。

次に、原発の関係についてであります。ここに

ついては、総合計画の中に具体的な記述がないと

いうことで、ここについてどうなのかという御意

見でございます。ここは、先ほどの川村議員のと

ころにもありましたけれども、今回については時

代の潮流の中で具体的な触れはありませんけれど

も、平和で暮らしていく、あるいは脱原発という

ところについては、これは都市宣言の中にありま

すので、総合計画の中で触れてはおりませんけれ

ども、この間も平和の取り組みはさせていただい

ておりますので、ここについては実施計画、ある

いは実施計画にはないとしても市としても取り組

まなければいけない部分だと考えておりますので、

引き続き取り組みはさせていただきたいと、その

ように考えているところであります。

次に、総合計画のマネジメントの形がありまし

た。議員が言われるように自治法の改正が行われ

て、法的な根拠がなくなったということで、これ

は先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、

決してつくらなくていいことではなくて、自主自

立的につくって、地域に合ったものをつくれとい

うことだというふうに思いますし、その根底には

これまで質問いただきましたが、市民の声をしっ

かりと聞いて、協働のまちづくりを目指す目的で

あるべきだろうという御指摘のとおりだというふ

うに思っていますし、私どももそれを踏まえて今

回取り組みを進めさせていただいたということで

ありますので、ぜひ御理解をいただければと思い

ます。

ただ、マネジメントについても当然総合計画、

具体的な議論を始める前からどういうたてつけで

いくのか、どういうスケジュールで進めていくの

か、これについては内部でもしっかりと議論をさ

せていただいて進めさせていただいたということ

であります。ただ、スケジュールの中でも必ずし

もスケジュールどおりにいかなかった部分もあり

ますし、私どもも思ったよりも市民の皆さんの参
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加が少ない部分もあったというふうに思いますが、

ただそこを補う形として新たな取り組み、これは

パブリックコメントに合わせての市民説明会など

もやらせていただきましたけれども、そういった

ものも含めて柔軟な対応をしながら、市民の皆さ

んの意見を聞かせていただく機会に努めてきたと

いうことでありますので、ぜひ御理解をいただけ

ればと思います。

人口の関係についていただきました。ここにつ

いては、今回の総合計画については総合戦略も含

めて御意見をいただいたという話をさせていただ

きましたが、市民の意見も踏まえながら、先に名

寄市まち・ひと・しごと創生総合ビジョン、これ

を策定させていただきました。確かに時点的な部

分の一部誤差はあるのかもしれませんが、市の人

口ビジョンとして策定をさせていただいたもので

ありますので、その数字を使わせていただいたと

いうことであります。御理解をいただければと思

います。

次に、地域自治区の関係についてであります。

ここについては、制度をしっかりとつくってとい

うところの御意見をいただきました。一つの制度

を取り組むに当たって、どういう取り組みを進め

ていくかというのは、これはさまざまな方法があ

るのだというふうに思っています。当初は、合併

時の約束、あるいは総合計画、新市建設計画にあ

ったように地域自治区というのを目指して進めた

わけでありますが、ここについては行政だけが進

めるものではなくて、市民の皆さんにも十分理解

をしていただかなければ進まないということであ

りますので、進めていく中で現段階ではなかなか

地域自治区という形で市民の皆さんに御理解いた

だくのは難しいということでありましたので、地

域連絡協議会で進めさせていただいているもので

あります。ここの地域連絡協議会のあり方につい

て、ここは改めて今私どももあり方、さらには地

域への働きかけも強めているところでありますけ

れども、この地域連絡協議会が住民自治あるいは

市民自治の一つの受け皿となるような形で２次計

画の中では進めていきたいと、そのように考えて

おりますので、これまで以上に行政としてもリー

ダーシップを発揮して取り組みをさせていただき

たいという考え方でありますので、ぜひ御理解を

いただければと思います。

また、財政のところの記述についてであります

が、トップランナー方式のところありましたけれ

ども、これは自治体の考え、意見等もございます

けれども、ここについては実態として記載をさせ

ていただいたということでありますので、御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 人口の関係ですが、

いろんな推計ということですけれども、私は現状

の人口の状況からすると高目だなというふうに思

っていますが、これを目標にして総合計画を進め

るという理解でよろしいかどうか。これは推計に

なっていますけれども、改めてお答えをいただき

たいと思います。そして、あらゆる政策を打って

いくという理解でよろしいのかどうかお答えをい

ただきたいと思います。

それから、脱原発、再生エネルギーや非核平和

の関係については、基本認識として十分理解をい

ただいているのではないかと思いますけれども、

意見が部分的に違うとか少数の意見がというより

も、せいぜいそれが書き切れなくても名寄におけ

る再生エネルギーの方向性、あるいは下川や近隣

でやっているいろんな取り組みについて参照しな

がらも一つの記述が具体的な計画があったとすれ

ば私の間違いかもしれませんけれども、そういう

ことあたりはこの基本計画の中でしっかり訴える

のであれば透かして見ればそういうことなのだな

という理解にも立つのですけれども、残念なこと

にそういう字句は見当たらなかったのですが、改

めてお答えはいただきましたけれども、一たび泊

がどうしろとか、東南海がどうしたとかというよ
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りも、とりあえず日本でもう一つああいう事故起

きたら日本中全体が終わりということですよね。

復興状況だとか、この間もんじゅの話が出て、１

兆円も金つぎ込んだけれども、結局やめると。廃

棄物の処理の問題はこれから出てくるのですけれ

ども、そこについてしっかり基本認識をお互いに

持っていないと、一部の意見みたいな答弁ではち

ょっとすとんと落ちないので、改めてお答えをい

ただきたいと思います。

それで、特例区の関係、しっかり市民の側がす

とんと落ちていないと、わからないと。だけれど

も、具体的なビジョンを提示して説明したことっ

て特例区であるのですか。それが市民がイメージ

できるような説明責任を果たして、とてもではな

いけれども、そんなもの屋上屋だなんていう、私

そういうやりとりを説明して聞いたことは一回も

ないので、そこはちょっと認識違うのではないか

と。市民の側の責任にされているけれども、庁舎

内の専門集団なわけで、具体的にビジョンとして

こういうものを風連でも名寄でもこういうことを

前１０年の計画の中では方向性として出ていたの

だけれども、こんなことでそれをたたき台としな

がら、そのとおり決まるかどうかわからないけれ

ども、そういう提示した記憶って総務部長ありま

すか。それで、なおかつ市民からの批判を食らっ

たり、それは全然よくわからぬわということだっ

たのかというのは私ちょっと認識が違うような気

がするので、この１０年間の中で、ゼロからでも

いいですけれども、庁舎内で専門的な分析、法的

な分析や市民ができるだけ多くの人がかかわって、

この総合計画もそうですけれども、これは市民が

つくったのだと、議会や市がやったのかもしれな

いけれども、そういう距離を縮めるような努力を

自治区の議論を通して近づけることも一つの作用

ではないのかなというふうに思っていますので、

改めて今記憶違いだったらごめんなさいですけれ

ども、お答えをいただきたいと思います。

もう一度マネジメントの関係、佐久間議員も触

れていましたけれども、武蔵野市ではもう基本構

想はやめて、非常にバラ色な文章になってしまう

ので、基本計画と実施計画で１層にして、もう既

に手をつけてやっているのです。それにいろんな

学生やら住民も巻き込んで、そして議会が決める

ということなのですけれども、今はいいです。今

はいいのですけれども、今後１０年後の話になる

かもしれませんけれども、そういう問題意識みた

いのはしっかり認識、わかりやすくというところ

あたり、住民自治をできるだけレベル上げていく

ということからすると大事な手法かなというふう

に思っていますけれども、武蔵野方式について今

後の問題として改めてお答えをいただきたいと思

います。

トップランナー、財政の話あったですか。地方

交付税の財源保障機能、調整機能、全国に法制度

として認められて、国税の一部を財源にしながら

ということで。トップランナー方式にどんどん、

どんどん手をつけていくということは、住民サー

ビスにもかかわるし、民営化あるいは指定管理者

方式を含めて、橋本副市長はうちはもう行革やっ

ているので、やりませんという答弁一般質問でさ

れましたけれども、そういう程度の認識でいいの

であれば私も安心なのですけれども、５年ぐらい

の中で、ことしも基準財政需要額の中の１６項目

か、いろいろ手をつけながら具体化を何年か後に

していきたい、あるいはそれぞれの残る事業につ

いても具体的な課題としても出ているのですけれ

ども、総合計画これから１０年の中で交付税制度

についての根幹が変わるのかなという私は認識し

ているものですから、改めて情報収集の仕方が悪

かったらお願いしたいと思いますけれども、大丈

夫だというのなら大丈夫だというふうに言ってい

ただければ結構ですけれども、お答えいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 再質問という形でい

ただきました。まず、原発の関係についてという
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ことでありました。ここについては、今回の総合

計画の中で背景として都市宣言、あるいは原発の

問題などについては記載をしてございませんが、

７３ページに新エネルギーの導入、省エネルギー

の推進ということで、これは第１次計画の中では、

あるいは第１次の後期計画の中でも盛り込んでい

なかった部分でありますが、改めて新エネルギー、

省エネルギーの推進が必要だということで盛り込

ませていただいた施策でありますので、そういう

意味では１次より踏み込んだ内容であるというこ

とでぜひ御理解をいただければというふうに思い

ます。

総合計画のマネジメントの関係でいただきまし

た。武蔵野市の例をいただきました。私も少し調

べたところでいくと、確かにいろんな仕組みがあ

るということだと思います。必ずしも３層構造に

かかわらず、２層構造でやっているところもあり

ます。この２層構造の仕組みもいろいろあるよう

です。基本構想の一部をもっと上に上げてしまう

と。例えば条例に委ねるという方法もあるようで

ありますし、あるいは逆に計画の下のほう、この

辺を各部局のほうの実施計画的なものに委ねて２

層にするというような方法もあるようでございま

す。あるいは、小牧市のほうで総合計画について

の調査が行われてございまして、その中では今言

ったように２層方式と３層方式についての研究も

行っている。ここには北大の宮脇教授が入ったり、

あるいはほかの大学の人が入ったり、いろんな方

が参加をして研究している部分があります。ただ、

どの方法についても一長一短、デメリット、メリ

ットがありますので、ここについては今回につい

て３層構造で１０年走らせていただきますけれど

も、次の計画をつくるときについては時代も随分

変わっていると思いますし、メリット、デメリッ

トについても整理がされてくると思いますので、

改めてそのマネジメントというか、総合計画のた

てつけについては研究をさせていただきたいとい

うふうに思っております。御理解いただければと

思います。

それと、財政の関係でトップランナーの関係に

ついてということであります。現況について記載

をさせていただいたということであります。この

トップランナー方式については、項目が上げられ

ておりますので、副市長が答弁したように行革の

中で本市としては対応していくということであり

ますので、その中で議論をさせていただきたいと

いうふうに思っています。

最後に、自治区の関係であります。これは、決

して私ども市民の皆様の責任にするという、そう

いうつもりでこの間お話をしてきたつもりはあり

ません。当然十分説明がし切れなかったという行

政の責任もあるのだろうというふうに思っており

ます。そこには議員が言われますように、もしか

すると私どもの制度に不十分があったのかと思い

ますが、具体的な経過については今手元にござい

ませんけれども、私の認識とすると市民の皆さん

に直接的に説明をさせていただいた機会はこの間

あったというふうに思っております。その中でい

ただいた意見が先ほど来のやりとりの中で出てい

た言葉だということでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

ただ、私ども地域自治区というものについては、

地域自治を高めるということの必要性については

十分認識をしておりますし、その一つの方策が地

域みずからというところだというふうに思ってい

ますので、ここの形がどうなるのか。決して地域

自治区を私ども否定しているわけでございません

ので、この間の経過を大切とするならば地域連絡

協議会でございますので、地域連絡協議会を熟成

する中で地域自治区的な考え方についても含めて

制度設計ができるのか、完成形として地域自治区

になるのか、あるいは名寄独自の方式になるのか

については今明言することはできませんけれども、

地域自治を高めるという視点からぜひ地域連絡協

議会、私どもも積極的にかかわって取り組みを進

めていきたいと、そのように考えてございます。
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あと最後に、人口のところについてであります。

これについては、人口ビジョンを定めさせていた

だいておりますけれども、ここについては確かに

現状でいくと高どまりの推計となっているところ

だと思いますが、ここについては総合戦略も必要

に応じて見直しをさせていただくというところを

計画にも記載させていただいている部分がありま

す。ここについては、必要に応じて修正もやむを

得ないのかなというふうに思っておりますので、

それもあり得るということでお受けとめいただき

たいと思いますが、現時点での推計ということで

お受けとめをいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、いいほうに解

釈して、人口は減らないほうがいいですから、こ

こを目標にしてしっかりやっていただきたいとい

うふうに思います。

マネジメントの話は、私もたまたま武蔵野市の

例を出しましたが、総務部長も他の自治体の例を

出したとおり、実施計画と基本計画を一緒に市民

に、議会に提示をすると、逆に言えば政策や事業

が膨らむという可能性もあるという一つの欠点な

のか、課題としてあることも十分知っています。

ただ、わかりやすくということでいくと１層方式、

基本計画と実施計画を１層にして、１０年後の話

になりますけれども、かなりしっかり庁舎内でも

その方向について検討をいただければというふう

に思っていますので、求めておきたいと思います。

それから、自治区の話は、やるか、やらぬかわ

からぬけれども、頭にだけはとどめておきますよ

という話の答弁だったような気がするのですけれ

ども、やってください、それは。ゼロからになる

けれども、市民や議会に何回かキャッチボールを

しながら、役所の中としてはこれが今のところど

うだろうと、たたき台。それはこの１０年の中に、

随分長いスパンで譲ってしまいましたけれども、

できるだけ早く一回そういう提示をした上でキャ

ッチボールをする機会をつくっていただければな

というふうに思っています。

この建物もこの計画の後年度ぐらいには、ある

いはもっと早くか、手をつけなければならぬとい

うことになるかもしれないし、あるいはいろんな

公共施設、国がつくれと言ってそのままつくった

公共施設の管理計画、これもある面ではいろいろ

住民の意見を聞かなければならぬという直面する

ことはっきりしていると思いますし、いろいろ住

民自治を高めていく上で意向を、１００・ゼロと

いう答えは出せないのだから、結局は多くの人に

理解をしていただくということのツールとして確

立をしていくべきだというふうに考えていますの

で、よろしくお願いをしておきたいと思います。

私は、議員の役割上皆さんを褒めることはない

ですけれども、重点３テーマの横串で一担当だけ

でなくて最低３部門ぐらいずつ横串を入れて縦割

りからリンクするような形で、あの絵は私も非常

によかったなというふうに思うけれども、佐藤議

員が言っているとおり、同じ総合戦略でも人口減

について問題意識を強めているということであれ

ば、少子化と高齢化とリンクして、項目がふえる

とかの話ではなくて、少子化に連動して高齢化対

策をしっかりとこの柱の中に組み込むということ

だとかまだまだ知恵はあったような気がして、計

画全体的にはまだすとんと落ちませんけれども、

基本計画のやりとりもまた見ていろいろ総合的に

判断をしていきたいというふうに考えております。

今のは聞いたことはなかったかい。言って終わ

りだったかい。議長がはいと言っていますので、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を集結いた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全
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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。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時４４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 佐久間 誠

署名議員 山 田 典 幸
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