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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１２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 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（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員
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１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君
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市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君
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こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君
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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、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。６番、奥村英俊議員からおく

れる旨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、

３番 野 田 三樹也 議員

４番 東 川 孝 義 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。

基本計画について項目ごと審査を行います。

まず、重点プロジェクトについて審査いたしま

す。

説明を求めます。

松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、名寄市総合

計画（第２次）のうち基本計画の２９ページから

３２ページになります。重点プロジェクトについ

ての説明を申し上げます。

まず、議案書の２９ページ、重点プロジェクト

の考え方となっております。基本計画の期間内、

平成２９年度から３０年度における主要な取り組

みとしまして、プロジェクトの中で複数の基本目

標の施策を互いに連携させることで基本構想に掲

げる将来像の実現を目指すものとして位置づけて

おります。また、この重点プロジェクトを選ぶに

当たりましては、３つの基本理念のほか、直面す

る地域課題と地域の優位性とを踏まえて策定しま

した名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略との

整合性も重視して戦略的かつ重点的な取り組みと

して選定をしております。

３０ページをごらんください。重点プロジェク

トの１つ目が経済元気化プロジェクトとなってお

ります。このプロジェクトには、地域経済の好循

環を図り、まちに元気を生み出すため、新たな産

業の創出や地域ブランドの確立を促進し、雇用の

場、人材の確保などに努めるとともに、交流人口

の拡大に向け、移住、交流の推進に取り組む施策

を盛り込んでおります。

主な基本計画事業といたしましては、移住の推

進、公民連携の推進、特産物の振興とブランド化、

販路拡大、農業・林業担い手の育成、グリーンツ

ーリズムの推進、個性ある商店街づくり、各種イ

ベントの内容充実などとなっております。

このプロジェクトの成果指標といたしましては、

観光入り込み客数、農商工連携、６次産業化品目

数や創業、事業承継件数につき増加の目標値を掲

げております。

続きまして、３１ページ、安心子育てプロジェ

クトであります。このプロジェクトには、安心し

て子供を産み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や子育て家庭

への支援などを行い、少子化対策、人口減少対策

の強化に取り組む施策を盛り込んでおります。

主な基本計画事業は、母子健康支援の充実、診

療施設と医療機器の整備、幼児教育・保育環境の

整備と充実、幼児支援体制の充実、確かな学力を

育てる教育の充実、コミュニティケア教育研究セ

ンター活動推進事業、学校外での社会体験や親子

ふれあい事業の充実、放課後児童健全育成事業の

推進などとなっております。

このプロジェクトの成果指標といたしましては、

子育ての環境や支援への満足度の向上を掲げてお

ります。

最後に、３２ページの重点プロジェクトの３つ

目、こちらが冬季スポーツ拠点化プロジェクトと
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なっております。こちらは、名寄市の自然環境、

施設環境の強みを生かして、冬季スポーツの拠点

化を目指すために、冬季スポーツ合宿、大会誘致

とあわせて、ジュニア世代の育成強化を推進する

とともに、冬季スポーツを通して故郷への誇りと

愛着を持てる人材の育成に取り組む施策を盛り込

んでおります。

主な基本計画事業は、市民や来訪者への通信環

境の提供、各種イベントの内容充実、コミュニテ

ィケア教育研究センター活動推進事業、スポーツ

施設の改修と適正配置、各種スポーツ大会の開催

及び誘致、生涯スポーツの推進、各種合宿の誘致

・支援、ジュニアの育成・強化などとなっており

ます。

プロジェクトの成果指標といたしましては、合

宿受け入れ人数や新規冬季スポーツ大会の誘致数

を掲げております。

以上、重点プロジェクトの説明となります。よ

ろしく御審議いただきますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） ただいま説明いただ

きましたけれども、第１次総合計画に入っていな

かった重点プロジェクトでございますけれども、

今回入ってきたということではどういう意味を持

つのかということ、今考え方については説明を受

けたところでございますけれども、２年間でこれ

をやり抜くということなのかということを質問い

たします。

（２）の安心子育てプロジェクトでございます

けれども、安心して子供を産み育てることができ

る環境というのはどういう環境を目指しているの

かをお伺いいたします。

成果指標の中の基準値、目標値でございますけ

れども、３ ３％、目標値４ ３％、何を基準と

してどこの数字を、きのうの説明で２７年３月の

そこから拾ってきたということは理解できたので

すけれども、市民がこれを見て理解できる形には

なっていない。この３８％、４ ３％はどこから

出て、どういうふうな経過で目標になったかとい

うことをきちっとわかるように書いていただくべ

きだと思いますし、基準値のところの上段、就学

前が３ ３％、小学生になって２ ３％、小学生

になって低くなっている、その原因についてどの

ようにお考えかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まず、私のほうから重

点プロジェクト、これを新たに位置づけた意図と

いいますか、狙いということでしたけれども、こ

の基本計画自体が今回２９年度から３０年度の２

年間ということで、先日来議論がありましたよう

に２年間となっておりますけれども、この２年間

でまず重点的に施策間で連携して取り組むものと

して設定をしております。新たにといいますのは、

さきの計画ではこういう重点プロジェクトという

のはなかったわけですけれども、ほかの自治体な

どを見ましてもこうして総合計画をつくるに当た

って、これ重点プロジェクトですが、名前は違っ

てもこういう施策間連携のプロジェクトを幾つか

設けている自治体が最近はふえてといいますか、

幾つもありまして、やはり従来は分野ごとでそれ

ぞれ目標をつくって、その中で施策を進めていた

わけですけれども、その分野ごとだけでは効果を

上げることが難しいですとか、あるいは分野を横

断して取り組むことでより高い効果を上げられる

と考えられる現状にあわせてのものが出てきたの

ではないかと思います。そういう意味で重点プロ

ジェクトというのを新たに位置づけまして、施策

間の連携をすることで幾つかの政策目標を達成す

るということを狙いとしていると考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 高野

議員からは、安心子育てプロジェクトのうち安心

して子供を育てることができる環境とはどういう
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環境かということで御質問いただきました。私ど

もといたしましては、子ども・子育て支援事業計

画の中でも、基本理念の中でも申し上げさせてい

ただいておりますが、ここで育って、ここで育て

てよかったと思えるまちづくりということで子育

ての目標として掲げさせていただいておりますが、

それを実現するという形がここで安心して子供を

育てる環境づくりだというふうに考えているとこ

ろでございます。

また、成果指標の指標項目についてのお尋ねで

ございました。これにつきましては、昨日もお答

えさせていただいておりますが、平成２７年３月

に策定をいたしました子ども・子育て支援事業計

画のうち、その際にアンケート調査をさせていた

だいております。その際に就学前児童の保護者の

方々 １４６人にアンケートを配布させていただ

きまして、６６０人から御回答いただいているの

と就学児童の保護者から １１９人配布させてい

ただきまして、５６７人の方々から回答いただい

ているということで、その方々の大変満足、満足

とした状況の割合を成果指標として載せさせてい

ただいているところでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 大変

失礼いたしました。この内容につきましては、そ

れぞれ就学前と就学後のアンケートを先ほども申

し上げましたように保護者の方々の客体を分けさ

せていただいてアンケート調査をさせていただい

ているということから、就学前よりも就学後の方

々のほうが大変満足と満足とした割合が若干低く

なっているといった内容でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 重点プロジェクトの

２年間ということで、第２次総合計画では出てき

たわけですけれども、これは総合戦略そのまま３

点、この重点プロジェクトに移ってきたのかなと

いう感じがするわけですけれども、きのうから話

題になっています市長の公約とはどういうふうに

連携するのかということとやはり重点プロジェク

トということは、今最大重要なことをここに入れ

ていると思うのですけれども、きのうから言って

おります高齢者のことだとか、災害に対応すると

か、今緊急にやらなければならないところが入っ

ていないように思いますけれども、その点につい

て質問いたします。

安心子育てプロジェクトの件ですけれども、こ

こに育ってよかったと。その意味はわかりますけ

れども、今子供を産める状況でもないし、育てる

こともなかなか難しいという社会情勢を捉えてこ

れをつくっているのかということを質問したわけ

です。

それと、就学前と小学生に入ってから満足度が

違うということのこの意味です。どうしてか、そ

こまで検討して、数字はわかります。私も見てわ

かりますから。でも、ここのところにどういう意

識が、親として、両親としてどういう問題をはら

んでこういうふうになっているのかということを

捉えているかということをお尋ねしたつもりです。

先ほど基準値のパーセントに何人、 １４６人の

中の６６０人で３８％、やっぱりそこです。どこ

かに書いていかなければなかなか理解できないと

いうふうに思いますので、その点よろしくお願い

します。再度質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 重点プロジェクトに

ついて再質問いただきました。松岡参事監から説

明があったように、今回の重点プロジェクト、私

どもも庁内で随分各部局横断的にいろんな検討を

させていただいているということでありまして、

まさに施策を連携しなければ、あるいは庁内横断

的に検討しなければなかなか今の時代さまざまな

課題に対応できないということがありますので、

今回の重点プロジェクトの一つについてはそうい

ったところも含めて、施策間の連携を持って成果
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を上げていくという必要があるだろうという一つ

の視点がございます。

それと、もう一つについては、昨日のやりとり

の中でもお話をさせていただきましたが、先に総

合戦略というのをここは議会にもお示しをしなが

ら、あるいは市民の意見も聞きながら策定をさせ

ていただきました。ここについては、人口減少対

策に対して早急に喫緊の課題として取り組まなけ

ればいけないものについて盛り込みをさせていた

だいたということでありまして、今申し上げた２

つの視点から、施策連携という視点が１つ、もう

一つは総合戦略との整合性から、今回は３点のプ

ロジェクトをピックアップをさせていただいたと

いうことであります。

ちなみに、先ほど２年間の中でという話であり

ますが、それぞれのプロジェクトの目標値につい

ては総合戦略をスケジュールからこの２年間で達

成できるだろうという目標値を改めて設定をさせ

ていただいたということでありますので、２年間

の中でこの目標を達成し、さらには総合戦略は１

年先に進んでおりますので、さらに２年あると思

いますが、その２年については総合戦略に基づい

て進める必要もあるだろうというふうに思ってい

ます。ただ、時代の趨勢がありますので、そこに

ついてはＰＤＣＡを働かせながら、しっかりと見

直しをしながら進めていかなければいけないなと、

このように考えているところでございます。

御質問でいただきました３つ以外にも防災の課

題や高齢者の視点での取り組みが必要だろうとい

うふうに言われていました。私ども議員が言われ

るように防災の視点も大切だと思っています。特

に近年は大規模な災害が起きるという状況があり

まして、市民の皆さんも大変危機感を感じている

ということであると思います。ここについては、

重点プロジェクトの中には上げておりませんけれ

ども、基本目標の中に具体的な施策も含めて考え

方を示させていただいておりますので、その中で

しっかりと取り組みをさせていただきたいと思っ

ておりますし、高齢者についても同様に既に３０

％を超えるような状況になっているということで、

高齢社会でありますので、ここに対する対応も必

要であるというふうに思っておりますが、ここに

ついても重点プロジェクトには掲げてございませ

んけれども、基本目標の中でしっかりと取り組む

というところを今回の総合計画の中では盛り込み

はさせていただいているところであります。特に

課題としてのあらわれについては、きのう議論い

ただいた基本構想の中でも高齢化社会あるいは少

子化というところについて含めて課題として認識

しているということについてもあわせて表記をさ

せていただいておりますので、しっかりと取り組

んでいくというところが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。

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） 成果

目標、成果指標の基準値等をどこから持ってきた

かということについての説明をさせていただきま

したが、内容的なことをというか、どこから持っ

てきたかということについて説明があるべきでな

いかという御質問だったかというふうに思います。

この後概要版等々をつくっていくという形になっ

ていくと思いますし、このプロジェクトにつきま

しては３つございますので、安心子育てプロジェ

クトだけではなくて、ほかのプロジェクトの数字

の持っていき方も含めて市民の方の説明の中でど

のような説明の仕方が一番わかりやすいのかとい

うようなことも含めて、わかりやすい説明の内容

について今後概要版の発行の際には検討してまい

りたいというふうに思っております。

また、就学前と就学後の数字が就学後のほうが

下がっているということについてどのように考え

ているのかということの御質問だったかというふ

うに思いますけれども、それにつきましては就学

後につきましてもこの下の基本計画事業の中にも

書かれておりますが、この基本計画事業を進めて
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いく中でこの目標値であります数字を達成できる

ように基本計画事業を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 重点プロジェクトで

回答いただきましたけれども、緊急の課題である

高齢者の問題、災害の問題、これをやっぱり重点

プロジェクトに入れていくべきだというふうに思

います。先日も施設の問題出ていました。やはり

今すぐ解決していかないといけない。ここ２年で

何とかしていかないといけない。本当は１年で何

とかしていかなければ、市長の答弁にもありまし

たけれども、そういうところがやはり欠けている

のではないかということを思いますし、２９ペー

ジの下のほうに重点プロジェクトと基本構想及び

基本計画の関係ということで、人づくり、暮らし

づくり、元気づくりというふうになっています。

ここのところに図があるのですけれども、どうも

結びつかない。これで人づくり、暮らしづくり、

元気づくりにつながっていくのかというところが

２年でどこまでやっていけるのかということが本

当に不思議でというか、疑問でございます。安心

子育てプロジェクトの件につきましては、やはり

この２年でこれをどうやってやり遂げるのか。本

当に子供を産み育てることが今大変な状況でござ

いますし、就学前、就学後、小学生になってもこ

のような数字があらわれております。このことは、

やはり子育てが大変だということ、このまちで安

心して育てていけないということがこの数字にも

出ている。このまちで育ってよかったと、そうい

うふうに思えるために、２年間で何ができるかで

す。改めてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、重点プロジェク

トの関係でございますけれども、総務部長のほう

から御説明させていただきましたが、総合戦略の

ほうから引き続きに、連続的につながっていく。

しかも、それぞれの部局にまたがった政策的な連

携を行って戦略的に行うという、そこをまず考え

たときに出てくるということであります。決して

これが我々行政側としてこれをまずということで

は、これだけということではありません。当然そ

の上の基本理念の中で持続可能なまちづくり、そ

の中には少子高齢化の問題ですとか、仕事の問題

ですとか出ております。持続可能なまちづくりを

していく上で必要なものは何かという視点も設け

つつ、そこではやはり喫緊の課題として災害の問

題あるいは高齢者の問題、その部分を認識してお

りまして、それは別建てで個別の中で、あるいは

実施計画の中でやり切っていかなければならない

なと思っております。重点プロジェクトにおきま

しては、あくまでも施策間連携、一つの部局だけ

ではなくて違う部局と組み合わせることによって

より一層効果が発揮され、しかも２年間という時

限を設けて、そして目標値を設ける。ここを１つ

設定してというのが今まで私どものやり方より違

う形で進んでいるところであります。目標値を設

けるということで客観的な指標ができているとい

うこともありますので、ここを１つ鍵にしたプロ

ジェクトということであります。ほかの高齢者の

事業についてもしっかりと個別事業の中で組み立

てていかなければならない。これは、喫緊の課題

であるというふうに私どもも認識しているところ

であります。その中でも特に子育ての関係で今安

心して子供を産み育てるというところで御質問い

ただきました。一概に言いますと簡単にソフト、

ハードというふうに分けることも可能とは思いま

すけれども、むしろそういう分け方よりもそれぞ

れの子供をお持ちのお父さん、お母さんが今どう

いう問題を抱えているのか、いろんな部会の中の

やりとり、あるいは日常でのやりとりの中でも、

例えば子育てするのにも相談相手がいないですと

か、仕事、安心して預けられるような保育所がも

っと十分待機児童のないような形だったらいいの

に、いろんなお話聞いております。その辺はきめ

細かい形で今後進めなければいけないなと思って
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おります。

重点プロジェクトについてのコンセプトはこう

いうことなのですけれども、基本理念に基づいた

いろいろな施策というものが個別事業、実施計画

事業の中でさらにがっちりと練っていかなければ

ならないと思っております。その作業が非常に難

しい問題で、いろんなサービス、いろんな事業を

いかに段取りよくと言ったらあれですけれども、

順序よく、優先順位つけながらやらなければなら

ないと思っております。このあたりについては、

ちょっと時間を要しなければならないと思ってお

りますので、今回まだお示しすることはできませ

んでしたけれども、あくまでも重点プロジェクト

は施策間連携という形で進むという、そしてそれ

ぞれの個別実施計画の中ではさらに詳細な練り込

みが必要だという認識でこれからも取り組んでま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 昨日から代表質問

あるいは一般質問、あるいは今高野議員のほうか

らも、ちょっと重複するかもしれませんが、まず

重点プロジェクトの考え方あるいはバックボーン

としての政策のあり方というふうなことで伺いた

いと思いますが、このプロジェクトを立てたのは

人が外から集まって、内の人も盛り上がって、活

気あるまち、名寄のまちづくりをつくると、こう

いうことが基本的なベースになっているのだと思

いますが、先ほども高野議員のほうからも総合戦

略の中で人口減少あるいは少子高齢化というもの

が確実にそのバックにあるわけであります。そこ

で、この総合戦略あるいは少子化対策で、その危

機感は共有をしていかなければならないと思って

おりますし、今までにあったような前例にとらわ

れないで、やっぱり実効性のある対策を施さなけ

ればいけないのでないのかなということで、例え

ば経済元気化あるいは安心子育て、それから冬季

スポーツの拠点化という３つのものを選んだと。

これは、やはり２年間でやり過ごす事業だという

ふうに今伺いました。

そこで、先ほど橋本副市長からもお話がありま

したけれども、職員は他部局と並行してその考え

をやっていくということでございますけれども、

やるに当たっては、自治体が取り組むに当たって

は、やっぱり職員がしっかりとプロジェクトチー

ムというものをつくっておかなければならないと

いうふうに考えているのですが、その考え方につ

いて１点伺いたいと思います。

それから、これを進めるに当たってはやっぱり

地方創生を担う若い者がどういうことでかかわっ

ていくのか。あるいは、先ほど来高齢者のことで

いいますと、例えば経済元気化においてもこのプ

ロジェクトを進めるに当たってバックボーンにあ

るのは高齢者がしっかりと元気で、あるいは生涯

現役で社会でやっていける、そういうスタイルと

いうのが後ろにあって初めてこういうようなもの

ができるのだと思っておりまして、高齢者の社会

というのは、高齢者が長生きするというのはやっ

ぱり自活であり、健康であり、あるいはそれに高

齢者の持った技術を生かす、こういうところから

始まっているのではないのかなというふうに思っ

ていますけれども、その高齢者のかかわり方、こ

れはプロジェクトに対して高齢者のかかわり方、

この考え方について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） ２点御質問いただき

ました。まず、今回のプロジェクトについては、

佐々木議員が言われるように総合戦略を背景に、

そこから持ってきているものでありますので、人

口減少社会の対応をする、あるいは少子高齢化に

対応していくというところを含めて、喫緊の課題

に対応するというところであります。したがいま

して、まず地域に人を呼んでくる、あるいは地域

にいる人を育てる、あるいは社会的増減、あるい

は自然的な増減もありますけれども、これらの対

応をするものとして考えてきたというところが１
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つであります。前例にとらわれずという形で今回

入れさせていただいたということでありますけれ

ども、これらの推進に当たっては議員が言われる

ように当然庁舎内でもこの推進に当たっての体制

をとらなければいけないと、そういう考え方をし

てございます。例えば既に冬季スポーツ拠点化プ

ロジェクトでいきますと、これは係の兼務という

形でありましたけれども、関係する部局の職員が

集まって業務に携わるような形もとらせていただ

いておりますし、ほかの取り組みについても必要

に応じてプロジェクトを設けたり、あるいは各部

局の中での連携を強めて推進をさせていただいて

いるところであります。今後の推進に当たっては、

より推進するに当たっては内部の体制もしっかり

と整えながら進めていかなければいけないだろう

と、そのような考えをしているということで御理

解をいただければと思っております。

もう一点、高齢者のかかわりということであり

ますが、実は総合戦略、これを進めることによっ

て、これは決してここにかかわる人たちだけでは

なくて、間接的、直接的も含めて市民皆さんの幸

せにつながっていくことだろうなというふうに思

っています。経済が活性化するということは、当

然そこに地域内が経済的に潤っていくということ

でありますので、市とすると市税が上がるという

ことでありますし、市民の皆さんに還元されると

ころがあると思います。子供がふえていくこと、

安心して生活できるということは、その周りの人

も含めて非常に幸せにすることだというふうに思

いますし、冬季拠点プロジェクトでいきますとま

さに地域の特性を生かしたものであります。そこ

で、人が多く、交流人口などがふえる部分もある

と思いますし、身近でそういうスポーツを観戦す

ることができますし、実際に子供たちを含めてス

ポーツに携われる部分もふえてくるだろうという

ふうに思っていますので、そういった意味ではこ

こに直接的にかかわる方だけではなく、広く市民

の皆様が恩恵があるという言葉はあれかもしれま

せんけれども、かかわってくる部分だろうなとい

うふうに思っております。そういった中で高齢者

の方についても、元気な高齢者の方もそうでない

方もおられると思いますけれども、それは直接的、

間接的に恩恵を受けられる部分もあると思います

し、元気な方については直接にかかわっていただ

いて、長年積み重ねた知見などを含めて、あるい

は技術などを含めて御協力いただく場面も多々あ

るというふうに思っておりますので、そういった

部分での高齢者のかかわりというのも十分あるだ

ろうと、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 今答弁をいただき

ました。かかわりについては、やはり先般もどな

たか質疑がありましたけれども、人が集まってく

る、そして地元も盛り上がるという部分ではちょ

っと欠けているかなというふうに思っているので

す。それは、しっかりとした実効性あるものをや

るためには何か考え方があって、やっぱりそうい

うようなものはやらないと本当のプロジェクトに

ならないと思います。特に定住対策を行っても一

時的な金銭だけではだめだと私は思っているので

す。それは何かというと、やっぱり住民もそうや

って受け入れる気持ちがあって、そこで一緒にな

って生活をしましょうと。名寄はいいぞと、こう

いうものがなければ、住民が本当にそういうふう

に受け入れがないと来た者が全然おもしろくない。

そこで、それをやるのはやっぱり職員もしっかり

としたそういうような受容性といいますか、受容

力といいますか、そういうものがないとだめだと

思っているのです。やっぱりそこがお金ではなく

て本当に来る気持ちだと思っていますし、この３

つのプロジェクトを通じてそれが実効性あるもの

に行くのだと私は考えておりますけれども、その

辺の考え方、それをまず伺いたいと思います。

それと、きのう、おとついか、社説で、地方創

生を担う若い力を育てるには大学が自治体や地元

企業と協調した現場主義の教育を通じてまちづく
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りのノウハウを学ばせることが大切だというふう

な社説があります。これについての考え方も伺い

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総合戦略にかかわって、

これが本当に職員あるいは市民の皆さんの思いと

してしっかりと浸透していくことで初めてプロジ

ェクト化していくのでないかと。もう議員のおっ

しゃるとおりだと思います。この議論は、決して

唐突に出てきたわけではなくて、先ほどからお話

があったとおり、地方都市にあってはこれ人口減

少して地方がなくなるのではないかという大きな

危機感からこの総合戦略というのはスタートして、

それぞれの自治体において短期間でありましたけ

れども、我々は総合計画につながっていく議論に

なりましたけれども、市民の皆さんといろんな知

恵を出して５つの重点項目を打ち出して、その中

の抽出した３つを今回重点プロジェクトとして上

げていると、こういうことであります。しっかり

議論はしているし、市民の、あるいは職員の皆さ

んにもそれなりの浸透はしていると思いますけれ

ども、議員がおっしゃるとおりまだまだそれが本

当に地域のものになっているかということについ

ては不十分な部分があるかもしれません。これは、

今回総合計画を策定して終わりではなくて、今後

総合計画を改めて具現化し、またそれをよりよい

ものにしていく作業が必要だというふうに思って

いまして、このことは今後わかりやすい総合計画

を今ダイジェスト版でつくっていく。このことに

よってさらに重点プロジェクトが、あるいは総合

計画そのものの一つ一つの計画が大事だというこ

とを、あるいはこの計画をやることによってこう

いうまちづくりを進めていくのだということを市

民の皆さんにわかりやすくお伝えをしていき、ま

た常にその計画をもとに対話をしていき、政策を

ブラッシュアップしていくと。このことが大事だ

というふうに思っていまして、引き続き総合計画

を一つの道しるべとして市民と行政と、あるいは

議員の皆さんとも含めて協働のまちづくりを進め

ていきたい、そのように考えております。

大学とまちづくりのかかわりというのは、非常

に大事だというふうに思っていまして、これは総

合戦略の中の一つの柱として大学を生かしたまち

づくりということで、大学生がいかにこの地域に

かかわっていただいて、そして地域の中で活躍を

し、またそのことによって地域に定着をしていく

か、このことが名寄市にとって大きなまちづくり

に資するということは私も重々承知をしておりま

すし、そのことを総合戦略あるいは今回の総合計

画の中でも一つの計画の中にしっかりとしたため

ているつもりでありますけれども、重要な視点だ

というふうに思っていますので、引き続きこの大

学が地域を育て、そして地域が大学を育てていく

好循環をしっかりとつくっていきたいと、このよ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ます。市民も行政も本当にしっかりタッグを組ん

で進めていかなければならないというふうに思っ

ていますので、せっかく上げた立派なプロジェク

トの重点の目標、それが達成できないということ

になると、せっかく選んだ３つ、これが達成でき

ないということになると、将来の総計に大分影響

してくるのではないかなというふうに思いますの

で、ぜひ進めていただきたいと思います。

先ほど職員のプロジェクトについての考え方ち

ょっと伺っていないのですけれども、やはり住民

がまず前に立つというよりも職員が本当に地域の

あり方、生きざまをしっかりと捉えたことをまず

踏まえて、それでそれぞれの課題に向けたプロジ

ェクトチームをつくって進めていくべきではない

のかなというふうに考えていますけれども、その

プロジェクトチームについての考え方について伺

いたいと思います。それで終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 貴重な提言をいただ
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いたというふうに思っております。今市長の答弁

の中でもこのことをしっかり進めるという答弁が

あったと思いますけれども、それを推進する体制

についても当然必要だと思っておりますので、ま

ずは各部局そのものの体制が十分かという検討も

あると思いますし、施策横断的にプロジェクトと

いうところもあるというふうに思いますので、こ

こについては事業を進めるに当たって必要な体制

について十分配意をし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と思います。

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） 先ほどの高野議員の

質疑の中にもありましたけれども、関連して幾つ

かお聞きいたします。

（２）の安心子育てプロジェクトですが、先ほ

ど来議論が交わされている中では、安心して子供

を産み育てることができる環境をつくるための重

点プロジェクトというふうに捉えております。こ

の環境を充実させるための分析については、具体

的に基準値も示されておりますので、この数字の

示すとおりだと思うのですけれども、もう一度確

認させていただきますが、基準値の３ ３％が小

学生の親御さんにとっては２ ３％になっている。

この低下をどのように分析されたのか、その分析

の中身について一度お聞きしたいと思っています。

それから、２点目なのですけれども、成果指標、

２年間で目標値を具体的にこの数値にするという

ことで出ておりますので、この成果指標を見せて

いただきますと子育ては小学生までという受けと

め方もできるのかなというふうに思っています。

この重点プロジェクト、２年間で目指すところの

子育ては小学生までを想定してのプロジェクトと

して受けとめることが妥当なのかどうか、子育て

について見解についてお聞かせいただきたいと思

います。

以上２点、お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時４３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 示しています指標の

中で小学校が２ ３％、低いという状況で、この

２年間の中で１０％上げるということであります

けれども、２５年度の調査ということで、例えば

学校施設、南小が改築前であったり、児童クラブ

も今整備をしている途中でありますけれども、東

地区にも設置をするという、そういうところがで

きていなかったということで、やっぱり満足度と

いうのは低かった部分があるのかなというふうに

考えています。そういった面では、東小学校の開

設であったり、南小学校の改築、さらには風連中

央小学校については今実施設計に取りかかってい

るところですけれども、そういった施設整備も含

めていきますと、満足度も今後上がっていくかと

いうふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子育ての概念と

いうことでありますけれども、ここでいう重点プ

ロジェクトにつきましては就学前と小学生までと

いうことで集中的に取り組むということでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） まず、基準値につい

てのことについてはお知らせいただいたこと、そ

ういうところはおおよそ想像できるかなというと

ころでありますので、了解いたしましたけれども、

アンケート調査について２５年に行って、そして

この基準値が示されて、そして分析がなされて目

標値が設定された。そして、２年間でこの目標値

が達成できるように基本計画の事業が組まれてい

る。その２年間の取り組みの中で、既に東児童ク

ラブですとか、学校の施設整備ですとか進められ

ておりますので、この目標値に対して改善される

希望を大きく持つところではありますけれども、
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ハード面が充実したからソフト面もというところ

にとってそれが具体的な目標値になってくるのは、

少し２年間という期間はどうなのかなというふう

に思っています。今回の総合計画の基本理念の大

きな３つの理念のうちの一つ、人づくりの出発点

がここにあるのかなというふうに思っていますの

で、この目標値の設定について具体的にどのよう

な計画で目標値を設定されたのか、ハード面のこ

と以外のソフト面のところでの目標値の設定の仕

方についてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ハード面の話をさせ

ていただきました。これは、ソフト面も含めて満

足度を高めて、到達していきたいという思いであ

ります。それが正式な分析結果に基づいての最終

的な到達目標ではありませんけれども、これにつ

きましてはこの２年間に限らず、今後将来にわた

ってやっぱり満足度を上げていくという、そうい

ったことが大切だというふうに考えているところ

であります。

基本目標の中にもありますけれども、ソフト面

でいけば小中学校教育の充実の生きる力を育てる

教育の推進の中では４つの基本事業を掲げており

ます。そして、この中では知、徳、体、バランス

のとれた子供たちを育てるということであります。

学力状況調査であったり、体力調査、これ全国の

指標について出されていますけれども、そういっ

たものをしっかり統一基準でありますので、やっ

ぱり目標を持って取り組むことが大事だというふ

うに思っています。学力だけでもだめだし、体力

があるだけでもだめですので、先ほど言いました

ようにバランスのとれた子供たちをいかに育てて

いくか、それも学校だけの取り組みでは大変難し

いというふうに考えておりますので、研究所であ

ったり、教育改善プロジェクトがつくっています

家庭で取り組む７つのポイントを家庭と、さらに

は地域としっかり連携を図りながら取り組んでい

くことが健やかな子供を育てることができるかと

いうふうに考えています。そういった連携した取

り組みの中でいけば、保護者の方も子供の小学校

に対する子育ての満足度も上がっていくだろうと

いうふうに思っているところであります。

また、社会教育では、体験であったり、触れ合

いする事業を行いながら、学校だけではなくて学

校間、地域を超えた子供たちと交流できる。その

中で自立や自主性、そういったことを養うような

事業も行いながら、地域全体で子供を育てる。そ

ういった環境をつくって、その子供たちが将来名

寄にとどまる方もいますし、名寄から出る方もい

るかと思いますけれども、それぞれの場所で活躍

できる、そういった子供たちを育てていく、その

ことが一定的な満足度にも上がっていくかという

ふうに思っていますので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 教育委員会教育部長

としての立場で御答弁いただいたと思っています。

安心して子供を産み育てることができる環境、特

に子供を育てる環境ということにつきましては、

今丁寧な御答弁いただきました。その中身をしっ

かり進めていただけると思っておりますし、その

ことで目標値が達成の方向に近づいていくという

ふうに思っているのですが、それを受ければ余計

に先ほどの子育ての概念について、この２年間の

重点プロジェクトは２年間ということであるので、

小学校までという概念をお示しいただいたとは思

うのですが、義務教育１５歳まで、小中学校とい

うことにかかわって、その概念についてどのよう

な協議がなされて小学校までを想定されたのか、

そこのことについて再度お聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来お話しさせてい

ただいておりますように、まず人口減少に伴って

子供、子育てということが非常に大きくクローズ

アップをされて、とりわけ就学前から小学校にか

けてどういった子育てしやすい環境をつくってい
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くかということが直接出生率にもつながっていく

問題であるし、ここを国のほうとしてもしっかり

としていくということでの子ども・子育て新制度

の立ち上げがあって、それを受けて名寄市におい

ても平成２５年度末に名寄市版の子ども・子育て

会議をつくってそれぞれ就学前、小学校、中学校

もとったかな、アンケートを実施をして、今の課

題を抽出をして、これはやっぱり喫緊の課題であ

るというふうな捉えをして、総合戦略にものせさ

せていただいて、まずはここを重点的にやること

で子供、子育ての環境をしっかりつくって、子供、

子育てしやすい、それがしっかりと若い人たちの

安心した定住につながっていくということでお示

しをしたものでございます。その後の教育という

ことに対しても当然これ大事なことでありまして、

人づくりということを今回の総合計画の一つの大

きな理念の柱にでもうたっておりますので、そこ

を決してないがしろにしているものではなくて、

そこは継続的にしっかりと教育の分野でもお示し

をしているところでありますけれども、今回の重

点プロジェクトに関してはとりわけそこの人口減

少の中でいかに喫緊の課題にしていかなければな

らないかというところをピックアップをさせてい

ただいて、お示しをさせていただいているという

ことでの戦略だということで御理解いただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 朝から今３人の議員

からそれぞれ質の高いいい議論をしているなと思

って、大変勉強になっておりますけれども、私も

多少関連しますけれども、二、三お尋ねをしたい

と思います。

答弁にもありましたとおり、この３つの重点プ

ロジェクトについての位置づけについては足らざ

るところもあるような気がいたしますけれども、

とりわけ３つというふうにピックアップしたのは

地方創生あるいは総合戦略絡みでという認識で受

けとめているのですけれども、しかし大体主な基

本計画の事業、それぞれ市役所庁内全体をも横断

的に関連する事業が基本目標にもこれまでも関連

するものがほとんどなのですけれども、そこで特

にこの３つを重点的にというところで、いずれも

ハード、ソフト含めて財源によるところが非常に

大きいわけです。あるいは、先ほど佐々木議員が

言ったようにいろいろイベントをたくさんやった

り、政をやったりということでは、それを支える

市民、市役所の、民間レベルの大きな力がないと

これは成り立たないという市長の答弁もあったよ

うな気がするのですが、国や道を含めての関連メ

ニューを想定をしたものもかなりこの中にあるの

ですが、どうしてもそれは単独財源をそこに充て

るということも当然出てくるわけですが、基本目

標、これから基本目標の議論をしていくのですけ

れども、この後。重点プロジェクトとのいわゆる

一般財源の活用の基本的な考え方について、１つ

まずお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

それから、今前段佐々木議員から触れたとおり、

私もこのとおり目標は割と謙虚な目標だなと受け

とめているのですが、遠慮しているのかなと、も

っと高目の数字を２年間の中で力を入れてという

かと思いましたけれども、その目標の定め方につ

いて、例えば経済元気化プロジェクトでゼロが２、

あるいは１件が２件というところあたりについて

だとか、先ほど山崎議員なんかも言っておりまし

たけれども、意外と謙虚なのかなという感じがし

ているのですけれども、ハードルを低目にした、

高目にしたという基準はそうないのでしょうけれ

ども、そういう意気込みについて余り感じられな

いなという感じがしているので、お聞かせをいた

だきたいというふうに思っています。

３点目は、一番どれを実行するにも佐々木議員

が本当にいいところをついたなというふうにも、

この重点プロジェクトが成功するかしないかとい

う、最終的に市民判断がそこに出てくるのですけ

れども、総合計画全体の中では２年、その後総合



－263－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

計画は８年ということになるのですけれども、構

想的には。その後に尾を引くのか、本当にそこが

ばねになってエンジンになっていくのかというと

ころあたりは非常に重要な位置づけのまた２年だ

というふうに考えているのですが、成功に導くと

きにはもちろん市長なり市役所、あるいは市民や

民間団体、関連する団体が文字どおりしっかりど

う浸透して末広がりでそれを支えることができる

かというところあたりについては、例えば全国大

会、スキーだとか、いろいろイベントもたくさん

想定をされたりなんかするのですけれども、冬の

スポーツでは。なかなか現状は本当に土日もない、

休みもないということで、これもトータルとして

段取りする人たちが高齢化をしているということ

なんかでは非常に不安感も、またそこに人材を育

成あるいは後継者を育てていくということでいく

とまだ重要な心配の種も残っているわけなのです

が、それをどう具体的に展開をしながら、これは

行くのだぞという気概が余り伝わってこないので

すけれども、具体的な施策等についてお聞かせを

いただきたいと思います。

それから、具体的なことで３０ページのほうの

基本目標にもありますけれども、国が特に求めて

いる民間の活用なんかで指定管理者制度の活用や

ＰＦＩの検討などについても２年間の中で新たな

ことを言っているのだろうと思うのですけれども、

具体的なイメージが少し伝わるようにお聞かせを

いただきたいというふうに思います。とりあえず

それです。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうから、まず最

初の財源の関連するところでございますけれども、

基本的には名寄市の財政これから非常に厳しくな

るだろうというふうに考えております。交付税の

話もありましたし、それから起債も適正に管理し

なければならないということであります。これに

出ている基本計画事業を進めるに当たりましては、

まず特定財源あるいは国、道、またほかの団体の

事業もございますので、そういった特定財源を掘

り起こししていくということがまず大事かなと思

っております。そうすることによって地方負担額

が少しでも圧縮できると。その中で、次には一般

財源をどういう形で投入するかということであり

ますけれども、こちらにつきましても将来にわた

りましてこれが実効性のあるもの、後から効果的

にきいてくるもの、あるいは緊急の課題、まず段

取りよくやらなければならない部分、そういうよ

うな優先順位があると思いますので、そこはしっ

かりと見据えながら進めなければならないなと思

っております。なかなかたくさん基本計画事業あ

りますので、特財の掘り起こしについてはいろん

な面から見なければならないかなと思っておりま

す。

それから、目標値の設定につきましてですけれ

ども、低く設定しているということは考えており

ません。ただ、高過ぎてもいけないということで

あります。あえて先ほどの質問の中にもございま

したけれども、目標値を設定するということは行

政側にとってハードルを１つ設けるということで

あります。ただ、我々の能力をはるかに超えたハ

ードルだと、これはちょっと実効性がない。あく

までも実効性があるものか、少し手を伸ばして何

とか達成できるのだろうというような、そういう

ようなコンセプトでこういった目標値を設定して

いるというところであります。

それから、それぞれこのプロジェクトを進める

に当たっていろんな関係団体の方の御協力なしに

はこれ進まないものというような認識していると

ころであります。市の考え方を丁寧に説明してい

くことが大切かと思いますけれども、市民の、あ

るいは関係団体のところでどういったことがない

とこれが進められないのだ、どこが団体にとって

のハードルになるのだと。ここら辺が非常に大き

な鍵になるかと思っております。質問前後して申

しわけありませんけれども、それぞれの団体の中

でかなり作業的にも繁忙期迎えていたり、それか
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ら日々の業務に追われている団体もある。あるい

は、高齢化に伴いましてなかなか役員がなり手が

ないですとか、いろんな課題を抱えている団体が

あるということに認識しております。職員のほう

とも相まって、ここが大きな課題、いかに団体の

持っている課題を解決しながらこのプロジェクト

を進めるか、これがプロジェクトを成功させる、

させないの大きなポイントになるかと思っており

ます。これは大事なところですので、それぞれの

担当部局、それからこれは重点プロジェクトです

ので、横断的にやりますから、恐らく私どものほ

うでもリーダーとなる者を設定して、そして進め

ていかなければならないなと思っております。そ

ういうものを含めて、この２年間の中で目標値を

達成できるように頑張ってまいりたいと思います。

それから、済みません。１つ抜けておりました。

ＰＦＩ、公民連携の関係であります。こちらにつ

いて、特にこうだというものは今想定はしており

ませんけれども、町中、中心市街地の再開発等に

おきましても提言いただいているという事実ござ

います。これは、どういうように進めるかという

のは非常に大きな鍵であります。官民連携という

ことでありますので、官には官の強み、民には民

の強みがあると思います。それが相まってという

ことでありますから、いたずらにこれを用いてコ

スト圧縮だとか、そういうことではないと思いま

す。それぞれの持ち分が専門性生かしながら、よ

りいいような形になるということで想定しており

ます。特定の事業ということでは今のところござ

いませんけれども、経済元気化プロジェクトの中

でございますので、例えばですけれども、農産物

の扱い等につきましてもこういうような官民連携

ということは非常に大きな役割を果たすものでは

ないかなと思っております。ちょっと具体的なと

ころまでは申し述べることはできませんけれども、

お互いの強みを生かしながら進めるということで

の設定になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） まず、財源の関係で

す。副市長御答弁いただいたとおり、最優先はも

ちろん国等の財源をしっかり特定財源を見つけ出

してということでしょうから、そのためにもまた

松岡参事監も名寄に来ていただいたのではないか

と思っていますので、強く御期待申し上げておき

たいと思いますが、いずれにしても一般財源かか

わり抜きでは重点というふうにつけるぐらいです

から、一銭も出さないでということではないので

すが、お聞きしたいのは重点プロジェクト、そし

てこの後審議で基本目標５つ、それぞれが個別事

業想定をされるものは重要なものばかりで、この

重点も基本目標もトータルとして私の認識は余り、

力は入れているなということでの３大、あるいは

総合戦略の中にこの３つを関連しているのだとい

うことでの理解はいくけれども、トータルどれも

これも重要なことだというふうに思っているので

すが、やっぱり一般財源の使われ方について、重

点だから他を制して重点に回すという基本的な考

えがあるのかどうか、どれが正しいかどうかとい

うのはわかりませんけれども、どれだけ効果を出

せるかという、また効果の判断もそこにあるので

しょうが、一般財源の基金もかなりしっかり丁寧

に市民ニーズも見ながら、見て配分をしていかな

ければならぬということなのですけれども、その

辺についてのめり張りをどのように考えているの

か、改めてお聞きをしたいと思います。

目標値についてはわかりました。低くもなく、

高くもなく、実効性が高まるようにということで、

一般的なお答えですけれども、よろしいのかなと

いうふうに思うのですが、市民の支え、民間の団

体の支えについては、私これ一番重要なところで、

大きな課題ではないかと思います。スタッフがど

この作業、業種関係なく、非常に高齢化をしてい

るということで、限界もある時期に来ているよう

に話もいろいろ、スキーなんかでもたくさん大会

来ることはみんな喜ぶけれども、それを実質的に

雪の上でしばれる中で支えるというのは容易でな
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いという声をどんどんいただくのですが、ちょっ

とこれからＰＦＩの作業の中でそれをどうカバー

していくかということでは、かなりそういう面で

は職員に対する負荷というのも過剰なものが想定

をされるような気がするのは、今も現在も部課を

超えながらイベントとか、まちのにぎわいづくり

では先頭になってやっていることについては目に

ついて、本当に敬意を表するのですが、この重点

化に基づいて、先ほど答弁でいろいろ調整して時

間休憩とりましたけれども、文字どおり部課を超

えて来春この計画に基づいてプロジェクトが見え

るようにということですから、既存の組織を抜本

的に変えながら、スタッフを配置していくのかと

いう人事の関係は直接私のところの管轄ではない

ですけれども、当然そういう連動したものになっ

ていくのかなという、そういう基本的な考えとい

わゆる職員の心身ともに伴う過度なロードワーク

などについても数年間国のいろんな制度、施策の

変更が非常に激しくて現場も苦労も多いと思うの

です。その中におけるさらに負荷をかけなければ

ならぬという状態との関連性についてを改めてお

聞かせをいただきたいと思います。

この２年間の中の限定つき、時限で重点的にや

るということですが、国のかかわり、政治のかか

わりとか政策のかかわりは全く無視できないとい

うふうに思うのですけれども、それらについての

関連性や展望について、特に財源の問題等につい

てもう少しさっきの１番目の関係について補足答

弁をいただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財源についてでありま

すけれども、重点プロジェクトのたてつけ自体は

部局横断ということでありますので、そしてこの

重点プロジェクトそのものが総合戦略のほうから

連続性つくって出てきているということでありま

す。もとをたどればまち・ひと・しごと創生総合

戦略ということでありますので、いわゆる稼ぐ力

というのが１つ鍵になるかなと思っております。

それで、特に経済元気化プロジェクトあたりはそ

のあたりを意識してということでありますので、

一般財源を投資して、それが将来稼ぐ力となって

はね返ってくるのかどうか、このあたりの設計も

踏まえてよく見なければならないなと思っており

ます。

それと、この後であります個別のいろんな事業

がありますけれども、これもどれも大事な事業で

と言ってしまうとそれで終わってしまうことにな

りますが、ここもある程度優先順位つけなければ

ならないというのが実情であります。これは、個

別事業、それからこれから中期財政計画つくるわ

けですけれども、予算の制約というのはどうして

も避けられない問題でありますので、そこをカバ

ーするための手段として特定財源からのお話しさ

せていただきましたが、重点プロジェクトである

からまず最初の投資としてここにやるのだという

考えでは今ありません。重点プロジェクトで一般

財源投入するとしても、それは将来にわたってこ

ういう効果があるのだという時間軸を見ながら重

点プロジェクトをつくらなければならないなと思

っております。その一方で、実施計画の中ではそ

れが今の課題に対して緊急性のあるものなのかど

うなのか、優先順位、ここはもうしっかり議論し

なければならないと思っています。一般財源の投

入については、ハーフハーフというか、五分五分

とは言いませんけれども、それぞれコンセプトが

ありますので、それに従った形で十分ここは議論

しなければならないなと思っているところであり

ます。

それから、それぞれの団体が忙しいということ

と、それから市の職員も大分忙しくなっていると

いうところでありますけれども、実情私も庁舎内

夜残っておりますけれども、なかなか職員帰って

いないという状況も見ております。国のほうの施

策も変わる回数が割と頻繁になっている。特に２

階の健康福祉部サイドあたりは法令解釈も難しく
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なっておりますし、非常に難しい局面を迎えてい

るなというふうに思っております。言いかえます

と、国の施策が今後恐らく少子高齢化社会等に対

応するような形も踏まえて、スピードがだんだん、

だんだん早くなってくるというようなことを想定

しているところであります。そうなりますと、職

員のほうがどのぐらい頑張らなければならないの

かというのは非常に大きな問題で、一番いいのは

その変わっていく形に対応できるだけの研修制度

できっちりと職員のほうに力つけていただくとい

うのが一番いいのですけれども、なかなかそれも

これだけ変わっていて難しい状態であります。と

なりますと、専門的な見地からアドバイスをいた

だける人材ですとか、いろんな方法を考えなけれ

ばならないと思っています。重点プロジェクト、

これだけ横断的なものを構えて、しかもそれぞれ

の団体と協力しながら進めなければならないとい

う、その面では非常に難度の高いものでもあると

いうふうに思っておりますので、これは職員のほ

うともどこが大事なのかというのをもう一つ議論

させていただきながら進めなければならないなと

思っております。ちょっと視点は変わりますけれ

ども、やはり職員の能力をどういうふうに向上さ

せていくのか、これはこれだからやれという形で

はなくて、職員それぞれがこういうことなのだよ

ねというビジョンを持っていただけるような、そ

ういうような仕組みづくりも大事なのかなと思っ

ておりますので、そういう形で進めさせていただ

きたいなと思っております。

それから、行きつ戻りつして申しわけございま

せんけれども、財源についてはやはり特定財源が

鍵にはなりますので、これは国の、あるいは道、

ほかの団体も含めて情報、これアンテナ高くして

やらなければならないと思っております。その上

で一般財源をどこに投入するのがベストなのか、

そのときだけでなくて遠い将来、近い将来も踏ま

えて、これがこういうような回収、投資して回収

という、ちょっと行政用語とは違いますけれども、

そういうような視点も持ちながら進めなければな

らないなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 任期の問題、先ほどから

お話がありますけれども、総合戦略自体もこれは

平成３２年３月までの５カ年の計画ということな

のですけれども、目指すべき目標は２０３５年、

２０４０年の人口をどこまで持っていくかという

ことで、その中で今５年間をどうしていくかとい

うことの戦略をつくって、こういうような流れで

人口をできるだけ緩やかに歯どめをかけていきた

いということであります。今回総合計画もそれに

あわせて総合戦略を包含する形でこのプロジェク

トも設置をさせていただいておりますけれども、

市長の任期に合わせて前期計画を２年、そして４

年、４年というふうにさせていただいたという経

過もありまして、今回のこの計画は２年というこ

とで、確かに短いという御指摘はあるかもしれま

せん。しかし、これはだからこれが今後も重要だ

ということであれば、次の中期の計画の中でもこ

の計画が当然継続されるものはされていくのでし

ょうし、新たにこれ以上にもう少しこうしたほう

が人口減少歯どめが、あるいは今の名寄市にとっ

て大切なものだということであればそこにまた重

点プロジェクトとして２年後に加わっていく可能

性というのは当然あると思いますので、そこはま

た改めてそのときの審議会、あるいはまた議会の

議決も必要なので、そこの議論の中で新たな計画

が取捨されていくということになろうかというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 人口要件の関係の推

移、ここ２年、１０年というよりも２０３５年、

２０４０年という総合戦略あるいは地方創生の関

係の考え方も出されましたけれども、私はこの２

年なり総合計画１０年の重みというのはそれ以降

の先の話以上に非常に重要な時期だというふうに

思っているのです。それは、皆さんもおっしゃっ
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ているとおり超高齢化の域に達して下がり勾配に

なる時期、あるいは本当に安心して子供を産み育

てることができるような環境をつくれるかという

のは、この５年なり１０年にかかっていると思う

のです。そのスタートはこの２年だということな

のですけれども、それだけにやっぱり少子高齢化

に対する重点的な、政策的な考え方についてより

鮮明にしていかない限り、その後のなだらかに落

ちていくところはやむを得ないところなのですけ

れども、非常に大事な時期だというふうに思って

いますので、それはしっかりやっていただくので

すが、予算の配置の仕方については今副市長お答

えいただいて、少し安心しましたけれども、もと

もと経常経費率八十数％から９０％近いところに

あって、使える金というのはそんなに限られてい

るのです、何ぼ加藤市長といえども。そして、こ

の重点、少ない金を基本目標たくさんの事業、施

策を置いて、ここに優先的にという判断はしてい

ないということでありますから、改めてもう一回

市長の口からお答えをいただきたいと思うのです。

もう一つは、市長任期の関係で、これはＡ市長

であろうとＢ市長であろうと一定程度拘束をされ

ていくのですけれども、総合計画に。現加藤市長

はあと１年半です。ちょうど１０年といいながら

も、任期に合わせたといいながら、ある面では説

明のつかない組み立てであることも間違いないで

すね。それは、継続してどなたがやるか、どのよ

うな人が選ばれるかというのはわかりませんけれ

ども、その辺については小さな素朴な疑問なので

すけれども、きのうの議論の中で少しやり忘れて

いる部分がありましたので、お答えいただきたい

と思います。

ぜひもう一度松岡参事監、特定財源をとるだけ

に来たわけではないでしょうけれども、いわゆる

名寄市の企画全体を扱われるということでは期待

も物すごく大きい。私も期待をしておりますけれ

ども、一般質問でも申し上げましたけれども。具

体的にこんなことを、当面のこと、この一、二年

の中でこれは可能性があるぞという明るい話、話

題があれば少しこの間より時間たっていますので、

お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 予算の関係についてお話

がありまして、まずは全ての政策において特定財

源を確保する、あるいは有利な財源をしっかりと

担保していくということはもう大前提でありまし

て、このことをしっかりとやるということは我々

の、与えられた職員の責務だと思います。その中

でこの重点プロジェクト、あるいはそれぞれの政

策、重点プロジェクトだからといってここを優先

的につけるということでは全くなくて、先ほど橋

本副市長からお話あったとおり、より費用対効果

を含めて効果的な施策をしっかりと財源を確保し、

つけていくということに尽きるのだろうというふ

うに思います。そのような形の中で具体的には予

算査定の中で政策の優先順位をつけていくことに

なろうかというふうに思います。

市長任期連動の考え方について、改めてお話が

ありましたので、これ私ということでなくて、私

のこと嫌いな人もいっぱいいるだろうから、そう

いうふうになるとちょっと語弊があると思うので、

例えばやっぱりいろんな人が市長をやっていて、

この政策ではだめだということで新たな市長さん

が出てきて、選挙を戦ってその方がなったとする

と。そのときに政策を打ち立てていくわけだろう

し、その政策は場合によっては基本計画の概念に

抵触するような、抵触するというか、概念を変え

ていかなければならないような施策もあるのかも

しれない。そこは１年間なので、任期からずらし

て１年間議論をする期間を設けて、打ち立ててき

た公約なり施策がどのようなものなのかというの

は、当然これはまた総合計画の市民委員会を立ち

上げるわけですから、その中で皆さんに改めて御

議論いただいて、しかも議会議決なわけです。議

会議決をするわけだから、そういうしっかりとし

た手続を踏んで行っていくと、こういうことにな
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るのです。今回地方自治法の中で総合計画の義務

がなぜ外れたかというのは、これは総合計画の形

骸化があったわけです。これは、総合計画といい

ながらも予算に関係のないところでべたっと張り

ついているのではないかと。このことに対して国

は提言をして、しかし議会とかでそれぞれの地域

で総合計画のあり方についてよく議論して、その

中でつくるものに関してはやぶさかでないと、こ

ういう話でありまして、そこはより市民の皆さん

にわかりやすい、機動的な、また実効性の高い総

合計画にしていくというためには、私はやはりこ

こは任期を連動させていくことが市民の皆さんに

わかりやすい計画になるのでないかということで

改めて提案させていただいているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 何か明るい話題をとい

う御指名がありましたので、１点申し上げますと、

御承知のとおり昨日国のほうでは第２次の補正予

算の審議が終わりまして、成立をしております。

報道等で余り予算の中身の報道はなかったのかな

と思いますけれども、１つ地方創生関係で重要な

ものといたしましては、地方創生の拠点の整備交

付金ということで９００億円、これまではソフト

が中心でしたけれども、ハードの交付金が成立を

しております。これは、非常に画期的なといいま

すか、最初に報道が７月末か８月の頭ごろに出た

ときに本当かと確認したときに、これはもう本当

にやると。調整も済んでいるということでしたの

で、その辺からちょっと中身の精査ですとか、検

討は始めてもらっていますけれども、今後予算が

通りましたので、交付要綱が出てきまして、申請

という流れに行くと思いますけれども、ここで何

か当然地方創生絡みで名寄市においても申請をし

て、採択されればこれは貴重な特定の財源となり

ますし、そしてハードは今回で恐らく最後ではな

いかと言われておりますけれども、当初予算の要

求でもまた従来型の地方創生の交付金、だんだん

制度要件の緩和ですとか、改善はこの１年、２年

状況を見てされていくとは思いますけれども、引

き続きそういうものを持っていきますということ

で、明るいといいますか、１つそういうトピック

があるということと今後とも息の長い話として地

方創生、だんだんと取り上げられる濃度なんかは

変わってくるかもしれませんけれども、引き続き

こうやって国としても取り組んでいるということ

ですので、私としましても今の立場からそういっ

た情報ですとか、あるいは制度を見て財源の確保

といいますか、名寄市にとって必要なものを実現

するために何ができるかということをしっかり考

えていきながら取り組んでまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で重点プロジェク

トについての質疑を終結いたします。

次に、基本目標Ⅰ、市民と行政との協働による

まちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

臼田総務部長。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、基本目標

Ⅰ、市民と行政との協働によるまちづくりについ

て概要を御説明申し上げます。

別紙計画書案の３３ページから５０ページにか

けての記載となってございます。初めに、３３ペ

ージをお開きいただきたいと思いますが、ここで

は基本目標Ⅰの施策の体系を示してございまして、

７つの主要施策、１９の基本事業により基本目標

の推進を図るものでございます。また、３４ペー

ジ以降具体の記述を行っておりますが、基本目標

ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方向性、実

現の方策の３つの項目で構成をしてございます。

まず、３４ページから３６ページにかけての主

要施策１、市民主体のまちづくりの推進では、１、
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市民参画と協働の促進、２、コミュニティー活動

の推進、３、広報・広聴活動の充実と情報公開の

３つの基本事業を推進いたします。

基本事業１の市民参画と協働の促進では、自治

基本条例に基づく市民主体のまちづくりの必要性

などから自治基本条例の普及啓発やパブリックコ

メントを推進するほか、対話型議論の推進や人材

育成などを図ります。また、町内会を初め地域コ

ミュニティーを確立するため、地域連絡協議会の

活動を基本に協働のまちづくりを進めてまいりま

す。

２のコミュニティー活動の推進では、町内会の

役割とさまざまな課題を抱える現状などから、そ

の基盤となる町内会及び地域連絡協議会の支援を

通じまして、地域特性を踏まえたまちづくりの推

進を図ってまいります。

３の広報・広聴活動の充実と情報公開では、市

民との情報共有が求められておりますことから、

広報紙やインターネットによる積極的な情報提供

や情報公開による市民との情報共有を図るととも

に、個人情報などの保護に必要な措置を講じ、適

正な運用に努めてまいります。

次に、３７ページ、３８ページの主要施策の２、

人権尊重と男女共同参画社会の形成では、１、人

権教育・啓発活動の推進、２、男女共同参画社会

の推進の２つの基本事業を推進してまいります。

基本事業１の人権教育・啓発活動の推進では、

高齢者などにかかわる痛ましい事故が多発をして

いることから、人権問題に適切に対応できる相談

体制を支援するとともに、学校教育や社会教育の

中で人権啓発活動を進めてまいります。

２の男女共同参画社会の推進では、男女共同参

画推進条例の施行などから意識啓発やポジティブ

アクションなど女性活躍を推進するために暴力や

セクシャルハラスメントなどの被害者を支援する

ため、相談、支援などの取り組みを推進してまい

ります。

次に、３９ページ、４０ページの主要施策の３、

情報化の推進では、１、各種システムの安定維持

と機能向上、２、情報通信基盤の利活用の２つの

基本事業を推進してまいります。

基本事業１の各種システムの安定維持と機能向

上では、ＩＣＴによる行政サービスの充実が図ら

れる一方で、新たな問題が発生していることなど

から、システム機器の定期的な更新による安定稼

働と利便性向上に努めるとともに、セキュリティ

ー強化を進めてまいります。

２の情報推進基盤の利活用では、市が所有する

光ケーブルを活用した公共施設のワイファイなど

の体制整備について検討を行います。

次に、４１ページ、４２ページの主要施策４、

交流活動の推進では、１、国内交流の推進、２、

国際交流の推進、３、移住の推進の３つの基本事

業を推進してまいります。

基本事業１の国内交流の推進では、この間推進

してきた山形県鶴岡市や東京都杉並区との交流に

ついて一層の活動推進に向けて支援を行うととも

に、ふるさと会については市民との交流推進、会

員拡大など側面的支援を行います。

２の国際交流の推進では、カワーサレイクス市

リンゼイとドーリンスク市との交流について一層

の推進に向け側面的支援を行うとともに、平成２

５年度から推進しております台湾交流につきまし

ては官民一体となり交流活動の推進に努めてまい

ります。

３の移住の推進では、情報発信などの取り組み

発展と魅力的な体制整備が必要であることから、

関係機関とのネットワークを活用した情報発信や

お試し移住住宅の整備、住まい探しのサポートな

ど受け入れ態勢の強化に努めてまいります。

次に、４３ページ、４４ページの主要施策５、

広域行政の推進では、１、圏域市町村との連携の

推進、２、交流自治体等との連携の推進の２つの

基本事業を推進してまいります。

基本事業１の圏域市町村との連携の推進では、

定住自立圏の中心市としてさらなる連携が求めら
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れておりますことから、引き続き医療などの連携

を継続するとともに、新たな取り組みを推進して

まいります。

２の交流自治体等との連携の推進では、杉並区

を初め都市部と地方の自治体が連携を進め、それ

ぞれが抱える特有の課題を解決することが必要で

ありますことから、連携事業の拡大に努めてまい

ります。

次に、４５ページから４７ページにかけての主

要施策６、健全な財政運営では、１、財政の健全

性の確保、２、財政運営の効率化の２つの基本事

業を推進することとし、あわせて記述をさせてい

ただきました。

ここでは、国の財政状況や地方交付税の動向な

ど、今後も厳しい財政状況が想定されますことか

ら、自主財源の確保に努めるほか、適切な事業の

選択や基金及び公債費の適正管理による持続可能

な財政運営を目指すとともに、わかりやすい財政

情報の公表と見える化を推進してまいります。ま

た、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設な

どの計画的な管理を推進してまいります。

最後に、４８ページから５０ページにかけての

主要施策７、効率的な行政運営では、１、計画行

政の推進、２、職員の人材確保と定員管理、３、

職員の能力向上、４、公民連携の推進、５、わか

りやすい市役所づくりの５つの基本事業を推進し

てまいります。

基本事業１の計画行政の推進では、総合計画の

実効性を高め、効率的で効果的な行政運営を図る

ため、行政評価を取り入れたＰＤＣＡサイクルに

よる実施計画の見直しやＫＰＩの検証による総合

戦略の事業見直しを行ってまいります。

２の職員の人材確保と定員管理では、効果、効

率的な行政サービスの提供には優秀な人材確保と

適正な定員管理、人員配置が必要なことから、社

会人も含めた優秀な人材確保に努めるとともに、

行財政改革推進計画に基づく組織機構、定員管理

を進めてまいります。

また、３の職員の能力向上では、行政課題が複

雑、高度化する中、計画的に研修機会を確保する

ことで市民ニーズに対応できる職員の能力を養成

してまいります。

４の公民連携の推進では、民間活力の導入とし

て指定管理者制度の活用と検証のほか、ＰＦＩな

どの手法についても検討を行います。

５のわかりやすい市役所づくりでは、名寄、風

連庁舎とも大規模改修は終了しているものの、利

用しやすい庁舎づくりに取り組む必要があること

から、事務手続の簡素化や利便性向上を図り、わ

かりやすい市役所づくりを進めるとともに、災害

時における業務継続の方法を検討してまいります。

また、庁舎のあり方については、近隣市を参考に

調査研究を進めてまいります。

以上、基本目標Ⅰの概要説明とさせていただき

ます。よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 今基本目標のⅠの説明

をいただきました。その中で１番の市民参画と協

働の促進、それから４番の交流活動の推進、この

２点の今後の進め方についてお聞きをしたいとい

うふうに思います。

基本計画の中には、基本構想、特にこの中には

基本構想の３番目にあります大切にしたいまちづ

くり、これが大きな基本になっているのかなとい

うふうに思います。その中の１点目に冬に強く寒

さを生かした利雪・親雪のまちづくりに向けた考

え方ということで、利雪・親雪の理念、取り組み

を広げ、未来へと継承しながら名寄らしいまちづ

くりを進めていくというふうに書かれております。

名寄市には、名寄の冬を楽しく暮らす条例、これ

が制定をされております。平成元年には、北海道

利雪・親雪モデル都市にも指定をされております。

利雪・親雪に関しては、基本目標、このほかにⅣ



－271－

だとかⅤだとかいろんな部分があり、あえてこの

Ⅰの中で質疑をさせていただきたいというふうに

思います。ここに書かれております大切にしたい

まちづくりの中で、利雪・親雪の理念、これにつ

いて改めてお伺いをしたいというふうに思います。

それと、市民と行政が連携しながら、具体的に

は多くの事業が推進されてきたと思うのですけれ

ども、この利雪・親雪の取り組みに関して第１次

総合計画での評価をどういうふうに捉まえて、第

２次総計ではどういうふうな力を入れて進めてい

こうとされているのか、この点についてお伺いを

させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 利雪・親雪に関して

ということで御質問いただきました。きのうの総

括質疑の中でも一部触れさせていただきましたけ

れども、名寄市の地域特性あるいは自然環境がご

ざいます。これは、冬の期間が長いという部分が

ございます。ただ、ここをマイナスの思考で考え

るのではなくて、逆手にとってというか、活用し

ながら冬を楽しく皆さんで暮らしましょうと。そ

れは、行政だけということではなくて、市民の皆

さん一人一人がこの冬を楽しいものと過ごせると

いう、そういう理念のもとにこの条例が進んだと

いうことであります。経過については、今議員か

らありましたように道のモデル指定などもいただ

きながら、この間旧名寄市の時代から含めて進め

てきたということであります。

私どもの今回考えているのは、１次計画にも増

して２次計画の中ではこの利雪・親雪を進めてい

きたいという考え方でありますし、きのうの中で

もお話しさせていただいたように、行政の中でも

特定箇所の取り組みということだけではなくて、

庁内の至る部署の中でやっぱりこの利雪・親雪と

いうのを意識しながら、各事業を進めていただき

たいなという思いもあります。もう一点は、既に

多くの場面で市民の皆さん個人で、あるいは団体

でこの利雪・親雪の考えに基づいた取り組みをい

ただいておりますけれども、これをさらにぜひ進

めていただきたいなという考え方を持っていると

いうことであります。

それと、１次計画の中での検証としますと、今

後私ども率直に反省している部分がありますが、

少しＰＲが下手だったかなと思います。民間の方

もそれぞれ取り組みされています。行政の中でも

実は各部局でこの利雪・親雪にかかわる取り組み

というのはさまざま取り組まれているわけですが、

なかなかそれを利雪・親雪の取り組みとして、名

寄市の特有の取り組みだとしての見せ方といいま

すか、ＰＲの仕方が少し下手だったというふうに

思っておりますので、ここは今内部組織ございま

すけれども、ここもメンバーの入れかえ含めて実

施をさせていただいているところでありまして、

それらの取り組み、先ほど言った各職場に利雪・

親雪の意義を改めて周知をさせていただくととも

に、それらの関係する取り組みを取りまとめて、

名寄市の利雪・親雪、こんなに取り組みがあるの

だぞという見せ方について２次計画の中で工夫を

しながら、取り組みをそれぞれ推進してまいりた

い、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 答弁、今臼田部長のほ

うからＰＲ不足というふうなことで、自分も改め

て名寄市の利雪・親雪、どういう事業が進められ

ているのかというふうなことで調べてみました。

これも利雪・親雪の事業なのかなと。改めて見る

と、快適な生活空間の推進ということでは融雪施

設の資金の貸し付け、排雪ダンプの助成、除雪ボ

ランティア、冬期間に配慮した公園整備、また冬

に強い住宅の普及促進、断熱小学校、北方型住宅、

防寒バス停の整備、サンピラー館の建設、それか

ら冬に強い生活文化の推進、冬のスポーツ、レク

リエーション、イベントと。見てみると、いろん

な市民の皆さんと協働の中で進めている事業が、

こんなに利雪・親雪の中の事業があるのかなとい

うふうに思いました。その中で今ＰＲ不足という
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お話があったのですけれども、私はこの中で何を

お話をさせていただきたいのかというのは、やっ

ぱり情報の発信、これ非常に今情報化社会でイン

ターネットだとか、スマートフォンだとか、いろ

んなところでも情報は持っている人は見ることは

できます。ただ、きのうからもお話出ているよう

に、名寄市は６５歳以上が３ ０３というふうな

ことで、正直その媒体で見られる人はいいのです

けれども、多くの人が今後またさらにそういう媒

体でなくて違うもので、きのう総合戦略のダイジ

ェスト版というお話がありましたけれども、やは

りこういうふうな情報をその時々に合わせてタイ

ムリーに、適時にある面ではきちっと全体が見れ

る媒体、そういうもので情報発信をしていただく

というふうなことをすることによって、さらに市

民との連携なり協働が得られると思いますので、

その辺を含めて再度お聞きをして、終わりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員の言われるとこ

ろだと思います。先ほど申し上げた庁内の組織、

見直しをしているということでお話をさせていた

だきましたが、ここは庁内に係る意思を伝える部

分もあるのですけれども、実は庁内における利雪

・親雪の取り組み、これの情報を一元化というか、

取りまとめられるシステムにもなるだろうという

ふうに思っております。それらについてどうＰＲ

というか、市民も含めてのＰＲということであり

ますけれども、どういう形で周知をするのがいい

のか、ここは当然ホームページや何かについて考

えておりましたけれども、過去にはたしかこのぐ

らいの冊子にまとめて、利雪・親雪にかかわるい

ろんな取り組みについて、こんな取り組みもあり

ますよという紹介した冊子なんかもまとめたのは

私見たことがございます。どのような形で市民の

皆さんあるいは市外も含めて周知をしたらいいか

については、少し時間をいただいて、検討させて

いただきたいというふうに思いますが、そういっ

た取り組みについては今後進めてまいりたいと思

っていますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点か確認をさせてい

ただきたいと思います。なかなか読み取れない部

分もあるのかなというふうに思いますので、お願

いします。

まず、３４ページですが、きのうもお尋ねしま

した。やっぱり基本的な方向性の２項目めに市民

が中心となってまちづくりを進めるためにさまざ

まな施策の計画、実施、評価云々、積極的な市民

参加を促しますというふうになっておりますが、

市民参加を積極的に促していく、ここのところを

改めてこの意味をお聞かせをいただきたいと思い

ます。

それから、３５ページなのですが、コミュニテ

ィー活動の推進の現状と課題の中で、３項目め、

しかしのところで、地域コミュニティー活動の支

障となる課題の把握と解消に努めというふうに書

かれています。この課題については町内会加入率

の低下や担い手不足という、上段に書かれていま

すけれども、そのほかにどのようなことを考えら

れ、そしてどのように把握をし、解消に努めてい

くのか、この部分をお知らせをいただきたいと思

います。

それからあと、３８ページの男女共同参画社会

の推進の項なのですが、実現の方策の中に配偶者

などからの暴力というようなことが出されていて、

書かれていて、被害者を支援するためというふう

な記述になっています。前回一般質問の中でちょ

っと取り上げられなかったのですが、今総務省の

ところでは１１月１２日から１１月２５日の２週

間、女性に対する暴力をなくす運動ということで

実施をするということで、１１月２５日はその撤

廃国際日ということになっているのですが、こう

したことへの取り組みの考え方についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

それから、３９ページになりますが、各種シス
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テムの安定維持と機能向上の中で、個人情報保護、

情報漏えい防止のためのセキュリティーシステム

構築云々とあります。時代の潮流の中にも書かれ

てありました保護対策の徹底、情報管理への適切

な対応、より一層重要となってくるというふうに

なっているのですが、今マイナンバー制度のこと

も含めて非常に個人情報の保護が求められている

かなというふうに思うのですが、その部分で機能

強化を図るというふうに書かれていますが、どの

ように進めようとされているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

そして、基本的な方向性ということで、行政シ

ステムの有効活用による市民の利便性向上に努め

ると。どのような利便性を考えているのかお聞か

せをいただきたいと思います。

最後になるのですが、４９ページの公民連携の

推進、先ほども熊谷議員とのやりとりの中で見え

てきた部分もあるかなというふうに思うのですが、

基本的な方向性の中で民間活力を積極的に導入し

て、そして質の高い行政サービスの提供、これ全

く違うものが一緒に、ＰＦＩを想定しているのか

なというふうには思うのですけれども、ここの考

えを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） ５点御質問いただい

たかというふうに思います。まず、１点目の市民

参加を促すの考え方でございます。きのうの御質

問の中でもありました。ここは、自治基本条例も

定め、市民との協働のまちづくりを進めるという

ことでありますので、市民の皆さんに参加いただ

くということも非常に重要な観点だというふうに

思っていますし、ある意味では条例を定めたとい

うことで、そこに向かって行政も市民の皆さんも

ともに歩みを進めていく必要があるだろうという

ことであります。参加についてきのうも申し上げ

たように、私どもは参加をいただける条件をでき

るだけ丁寧につくっていきたいなというふうに思

っております。ただ、そこに実際に参加する市民

の皆さんは、ここはやっぱり市民の皆さんの意思

で参加をすることだと思いますので、私どものほ

うからそこに対しての強制ということではなくて、

いろんな情報提供をさせていただく中で、あるい

は参加する機会を設ける中で市民の皆さんに自然

発生的にという言葉は適切かどうかわかりません

けれども、みずからの考えの中で参加をいただけ

るということも期待しながら、促すという言葉を

使わ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。

２つ目のコミュニティー活動の支障についてと

いうことであります。ここは、この間もアンケー

トをとらせていただいたり、あるいは町内会連合

会の役員の皆さんを含めていろんなお話をさせて

いただいております。議員が言われますように、

高齢化に伴う、あるいは役員の担い手がいないの

だというところもありますし、会員の加入率、町

内会の加入率が低いということもあります。ある

いは、活動が多岐にわたっているのだというとこ

ろもあるでしょうし、さまざまな課題があるのだ

というふうに思っています。なかなかこれは行政

だけで解決できるものではないと思っております

ので、ここは町内会連合会を中心としながら、相

談をしながら、それぞれ役割分担しながら進めさ

せていただければというふうに思っています。

次に、男女共同参画の関係であります。ここに

つきましては、既に条例を施行させていただいて、

今現在は推進計画をつくっているところでありま

す。この中で具体的なものについては改めてお示

しをさせていただきたいというふうに思っていま

す。現状の取り組みの中でいくと、男女共同参画

の週間があります。そのときに市としてもパネル

展示などをさせていただいているものがあります

ので、国や、あるいは道との連動した取り組みに

ついても広報活動として、あるいは啓発活動とし

ては有効だと思いますので、今提言いただいた部

分も含めて今後の活動の検討をさせていただけれ

ばなというふうに思っております。



－274－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

次に、個人情報のところについていただきまし

た。情報化が進む一方で、個人情報の保護につい

ては極めて大切な問題だというふうに思います。

さきにも条例改正をさせていただきまして、特定

個人情報というところも含めて条例改正などをさ

せていただいたものであります。ここについては、

２つの視点での取り組みが必要だろうというふう

に思っています。１つは、システム的にというか、

ハード的な部分での整備が必要だろうというふう

に思っていますので、ここは記載しているように

システムの更新あるいは機器も含めての更新を適

切にしていくことが１つでありますし、そういう

個人情報に対する攻撃がありますので、それに対

する対策、ソフト関係でありますけれども、そう

いったものの導入も適宜していく必要があるだろ

うということであります。今は、これはちょっと

今年度既に取り組んでいる部分でありますけれど

も、一番恐ろしいのはインターネットと個人情報

がつながるということでありまして、今これは庁

内の中で予算も議決いただきまして、物理的に個

人情報のところとインターネット回線については

別回線で、回線を結ばないという作業もさせてい

ただいたところでありますので、ここは適宜いろ

んな手だてが出てくると思いますので、そういっ

たものを活用しながらシステム的なところについ

ては改善をしていきたいなというふうに思ってい

ます。

それと、もう一つ大切なのは、そのシステムを

扱う人の研修が非常に大切だと思っています。こ

こは、庁内でも橋本副市長が頂点となって会議を

設けておりますし、各部局でも管理者がしっかり

とシステムを管理し、情報を管理して取り組んで

いくことが必要だと思いますので、職員研修もあ

わせてしっかりと取り組んでいく必要があるだろ

うというふうに思っております。

公民連携のところについてであります。民間活

力と質の高いサービスということであります。我

々が考えている民間活力というのは、決して安け

ればいいということの視点だけではやっておりま

せん。効率的にサービスが提供されるということ

も一方で重要でありますけれども、民間活力によ

って質の高いサービスを求めるというのも必要だ

というふうに思っておりますので、この両方あわ

せたという意味で今回記述をさせていただいてお

ります。当然民間になじまない事業、取り組みも

あると思いますが、それは行政の中でしっかりと

やり、しかし民間にお任せをしたほうが効率的で、

かつ市民の皆さんにとっても有益なものについて

はその導入に向けての検討を進めさせていただい

て、そのような考えで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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 女性に対する暴力をな

くす運動のところは、やはり国が取り組んで、こ

れは平成１３年から取り組んでいるということで

すので、名寄市としてもぜひ取り組んでいただき

たいなというふうに、個別で申しわけないのです

が、お願いをしたいと思います。

あと、情報漏えいの問題、個人情報の保護の問

題ですが、やはり今部長のお話があったように、

そこを担う人の研修、ここを本当に必要だなと、

重要だというふうに思っています。情報を流さな

いことももちろんそうなのですけれども、そこに

対する考え方、市民の情報を全て把握しているの

だという考え方のところも私は重要かなというふ

うに思っています。ある市民の方から声がありま

した。私のことは全部知られているのだろうかと

いう不安です。その不安を抱かせない取り組みが

今後非常に必要になってくるというふうに思って

いますので、ぜひともそのことも含めてこの取り

組みを進めていただきたいというふうに思います。

それから、最後にありました民間活力を積極的

に、いいところは活用しながらというのも理解を

するのですけれども、しかし民間活力というのは

営利を目的にするというところも含めると、やっ

ぱり質の高い行政サービスとつながるのかという
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不安も生まれてくるわけです。この部分について

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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、情報の関係であ

りますけれども、端的に申しましてハードとソフ

トというところから私ども出発しますけれども、

よくよくなぜ個人情報を漏えいしてはいけないの

か、慎重に取り扱わなければいけないのか、その

視点は出発の前提として必要でありますが、これ

らはあらかじめまた研修を通じて、あるいは機会

に触れて職員のほうに周知徹底を図っていきたい

と思います。これがないと何事も情報漏えいには

始まらないと思っておりますので、引き続きやっ

ていきたいと思っております。

それから、民間活力の導入につきましてですけ

れども、これはさきの総務部長の答弁のとおり安

ければいいのだという考えではございません。民

間のほうにおきましては、営利事業ということも

ありますので、その分の担保もしなければならな

いということがありますので、非常にある意味難

しい課題ではあります。ただ、行政のサービスを

多様な担い手でいくことによって、さらに効果が

高まるという場合もあるかと思います。ただ、そ

こに踏み切るまでにはいろんな検証が必要ですし、

した後もそれどうなのだろうという検証が必ず必

要になってくると思います。指定管理者制度も始

まってかなり年数たちますけれども、それがなじ

むのかどうかというお話も多少出てきております。

官民連携という形は、これから行政進めていく上

では必ず出てくる視点でありますけれども、踏み

切るところ、あるいはここは大事だよというとこ

ろにつきましては必ず適切な検証が必要だと考え

ておりますので、そのハードルをクリアしながら

民間活力の導入についてはやる、やらないという

のは決定していきたい、こんなふうに考えている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、４点ほど

お聞きをしておきたいというふうに思います。

まず、市民主体のまちづくりの推進、３５ペー

ジから３６ページにかかわってでありますけれど

も、コミュニティー活動の推進の基本的な方向性

の中に既存の地域コミュニティーのあり方を検討

し、市民と行政が協働して地域を支えていく仕組

みづくり、また同じく実現の方策の中では地域連

絡協議会にかかわって、財政支援、組織の役割明

確化ということに加えて行政からの有効な人的支

援の検討とありますが、このイメージをお知らせ

をいただきたいと思います。

次に、各種システムの安全維持の機能向上、実

現の方策の中で、３９ページですけれども、各種

証明書を市役所以外でも取得できる環境について

の研究というふうにありますけれども、その見通

しについてお知らせをいただきたいと思います。

次に、国際交流の推進、４２ページの実現の方

策の中で、カワーサレイクス市リンゼイ地区とド

ーリンスク市は側面的支援、一方台湾は官民一体

となり、人的交流を中心にした交流活動の推進、

要するに官民一体。一方は側面支援、片方は官民

一体ということをうたっているのです。この差異

についてどういうふうに解釈すればいいのかお教

えをいただきたいと思います。

最後に、５０ページ、わかりやすい市役所づく

り、実現の方策の中で、庁舎のあり方について近

隣市の状況を参考にしながら調査研究を進めると

いう意味につい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） まず、１点目いただ

きました地域コミュニティーあるいは市民主体の

まちづくりにかかわるところの部分でありますが、

既存組織を含めてということでありますが、ここ

については私どもがイメージしているところの御

質問でしたので、１つは町内会の活動をしっかり

とサポートしていきたいというのがあります。も

う一つは、この間申し上げているように町内会も

さまざまな課題を抱えていますので、その課題に
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対する対応も必要だと思いますけれども、単一町

内会では対応できないものについては地域連絡協

議会があると思いますし、きのうのやりとりの中

でもありましたけれども、地域連絡協議会が成熟

をする中で、当初合併当時に掲げていた地域自治

区の姿もそこに移る、展望できるという可能性も

あるということで考えていますので、当面は町内

会と地域連絡協議会の２本立てというか、そこを

補完するような形で進めていくという、そんなイ

メージをしております。

今回この地域コミュニティーを進めるという、

ここが２次計画の一つの大きな課題だろうという、

そこの対応の一つの象徴的な記載として、職員派

遣についても検討したいのだというところであり

ます。これは、この間各議員のほうからも御提案

いただいておりましたけれども、地域だけではな

かなか、例えば地域連絡のあり方を含めて明確に

できないという面がありました。あるいは、そこ

には行政の職員のサポートも必要ではないかとい

うことでいただきましたので、どういう形での職

員サポートがいいのかについてもありますし、ど

こまで踏み込んでいいのかというのもありますの

で、具体的な中身については今後地域とも協議を

させていただきながらということになると思いま

すが、そういった地域連絡協議会等への職員派遣

についても一定程度視野に入れながら、今後地域

とのかかわりを持っていきたいという、そういっ

たところをあらわさせていただいたということで

あります。

もう一つは、情報化にかかわるところでありま

す。役所以外での証明書等の発行についてという

ことであります。この実現性ということでありま

す。これについては、他の自治体で既に取り組ん

でいるところもございます。ここについては、ま

さにこれから調査をさせていただきたいなという

ふうに考えておりますけれども、１つは先ほど御

質問いただきましたけれども、情報をしっかりと

保護できるのかという観点もありますし、庁舎外

ということでありますが、それに係る経費等につ

いても当然考えなければいけないことであります

ので、これらあわせてこれから検討させていただ

きたいということでありますので、ここについて

は少し時間をいただければというふうに考えてい

ます。

最後に、庁舎の関係についてでありますが、こ

こにつきましては２次計画の中で庁舎のあり方に

ついて調査検討を進めさせていただきたいという

ことであります。当然庁舎でありますので、市内

での、あるいは庁内での議論というのが中心にな

るというのはこれはもとよりでありますけれども、

近隣の市の取り組みなんかもありますので、そこ

については参考とさせていただければということ

で記載をさせていただいたということであります。

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 国際交流の関係で、

実現の方策の中でリンゼイとドーリンスクにつき

ましてはこの間長い歴史の中で相互の人的交流を

中心に進めてきたという経緯でございます。台湾

の関係につきましては、この間東アジアの部分も

含めて少し経済的視点も持ってということで考え

ておりまして、民間のほうでも農作物の輸入など

を含めて今取り組んでいるのもございます。直接

そういったことも含めて少し経済的視点で考えて

いけないかということでこのような表現になって

いるということです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 庁舎のあり方につい

て、部長のほうから答弁がありました。近隣市の

状況を参考にしながらと言うけれども、既にこの

中で名寄市庁舎の課題を言っているわけでしょう。

１つは老朽化、１つは耐震不足、１つは災害対策

としての機能確保、１つは市民、来庁者、職員な

どの施設利用者の安全確保、これらが課題になっ

ていると明らかになっているのに近隣の状況を参
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考にしながら調査を進めるというのは、１０年間、

近隣でいえば士別市はもう建て直すと決めている

わけです。旭川もその方向に向かっている。だか

ら、何を意味しているのかというのがわからない。

名寄市の課題は、いずれもこの４つというのは緊

急の課題です。特に耐震構造というと、ここにい

る職員あるいは来訪者、市民、いざというときに

はもたない状況になっているということが明らか

にわかっているところで、近隣市の状況を参考に

しながら調査研究を進めますというのはやはり後

ろ向きと言わざるを得ないし、今回の総合計画で

は特に基本計画の中で多いのはこういう検討だと

か研究だとか、それはそうなのです。ただ、課題

としてはしっかり受けとめて、早急に判断を出す

ような方策があってもいいと思いますけれども、

改めて御答弁をいただきたいと思います。

国際交流については、確かに川田部長がおっし

ゃるとおりかもしれません。でも、これはリンゼ

イもそうです。ドーリンスクもそうです。もとも

とは、やっぱり経済交流をしたいというところか

らスタートをして、リンゼイはそういうふうにな

っていますが、ドーリンスクは経済交流をしたい

ということでやってきたはずでありますので、こ

こにきてこの２つだけは長い歴史を持って民間団

体も立ち上がっていますけれども、側面的支援。

片方は官民一体となってというのが今までリンゼ

イの友好委員会をやってきた方、あるいはドーリ

ンスクの友好委員会を務めてきた方、本当にこう

いう国際交流にあってこういう差異をつくるとい

うのは、国際交流都市の名寄市として理想的な文

章と言えるのかというと、私はやっぱりちょっと

解せない感じがするので、改めて御答弁をいただ

きたいと思います。

各種証明書の関係は、研究はいいのですけれど

も、きのうから議論しているように名寄は６５歳

以上の高齢化社会が、一定程度超高齢社会になっ

ている状況からいって、やはり市民の人の利便性

をどう高めるかというのが喫緊の課題だというふ

うに私は思います。理由はいろいろあるでしょう

けれども、もう既に実施している市町村、デパー

トでやっていたり、コンビニでやっていたり、い

ろんなことがあると思いますので、これは研究と

いうことに先送りするのではなくて、私はしっか

りやっぱり実現を目指すというふうな考え方を持

って実施計画に臨まれるほうがいいような考えし

ますので、改めて御発言をいただきたいと思いま

す。

コミュニティーについては、既存の地域コミュ

ニティーのあり方を検討していく、町内会や地域

連絡協議会、ここで言っているのは地域を支えて

いく仕組みづくりと言っているのです。町内会と

地域連絡協議会は仕組みづくりとかないのです、

もうできているのですから。活動しているのです。

ここで言っている仕組みづくりというのは、新た

なものをつくるという意味を込めて言っているの

かということなのです。そこまで入ってきている

のかというのと行政からの有効な人的支援の検討

については担当制はある。これは、旧名寄市では

ずっと言われてきたのは地域担当制を設けたらど

うだ。もう地域は高齢化をしているので、それぞ

れの町内会に担当職員を置いて、例えば住民票な

りをとるときに御協力できるような地域担当制を

つくったらどうだというのは、過去１５年、２０

年ほど前から検討してきているのですけれども、

ここにつながるものなのか、今回はあくまでも地

域連絡協議会だけの行政からの有効な人的支援の

検討ということなのか、その辺についてもお答え

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、庁舎の部分で

ありますけれども、近隣市を参考にということで

ありますけれども、課題については今議員が言わ

れたように老朽化等も含めて明らかになっている

ものがあります。ここでの進め方については、議

論の進め方含めて近隣市の取り組みなどを参考に

させていただきたいということであります。それ
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は、決してこの庁舎議論をするときについては庁

内だけの議論ではとどまらないということであり

ますし、特に合併市でありますので、いろいろな

デリケートな部分もあると思っておりますので、

そういったところも含めて、どういった進め方が

いいのかも含めて参考にさせていただきたいと思

っております。議論は、あくまでも市内での議論

が主体的になるということについてはぜひ御理解

をいただければというふうに思います。

それと、庁舎以外での証明書の発行等について

というところについてでありますが、ここについ

ては御意見をいただきましたので、そこについて

は受けとめさせていただきたいと思いますが、ま

ずは調査研究が必要だろうと思っていますので、

この２次計画、前期２年の中でまずは調査研究に

着手をさせていただきたいという考え方でありま

すので、ぜひ御理解を賜ればというふうに思って

います。

それと、コミュニティーの関係についてです。

これは、町内会等も含めても、町内会の中でも御

意見の中には既存の町内会が果たして範囲がいい

のかというような議論も行われている部分もある

と思いますし、地域連絡協議会も例えばさらに高

みを目指すとすると、現在の構成だけでいいのか

という議論、そこに入っている方がどちらかとい

うと現状町内会の代表の方で構成していることが

多いのですけれども、当然地域にはそれ以外のさ

まざまな団体もありますので、そういった方たち

も含めての構成というのは改めて必要かどうかと

いうところについての検討も必要だと思いますの

で、そういったところも含めて、なかなか町内会、

地域連絡協議会に新たな組織をつくるということ

は混乱を招くことだと思いますけれども、既存の

コミュニティーについてもやはりあり方について

の一定の研究あるいは検討も必要かという意味で

書かせていただいたということでぜひ御理解をい

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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、カナダリンゼ

イやドーリンスクというのは、姉妹都市の友好委

員会の中で自主的に民間の方々が集まっていただ

いて、基本的事業はこの中で一定固まっていると。

その中で民間の方々が自主的にいろんな取り組み

を検討をしていただいて、取り進めていただいて

いるという中身でございます。台湾の関係につき

ましては、名寄の日台交流実行委員会なり親善協

会含めて官民一体の組織としてこの間なっている

という状況もございます。確かに今年度ドーリン

スクのほうでも経済交流についてということも何

かお聞きしておりますけれども、これはどういう

場面で、どういったところで御検討をしていくの

がいいのかというのは検討事項になるのかなと思

いますけれども、当面は東アジアの部分で、交流

人口の拡大も含めてそういった部分を中心に進め

ていきたいということでこのようなことになって

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今川田部長からおっ

しゃった国際交流にかかわっては、予算でもそう

なのですけれども、リンゼイ友好委員会あるいは

ドーリンスク友好委員会に出している補助金と日

台に出している補助金の差というのはやっぱり大

きいのです。それは、今日台のほうがスタートし

たばかりでありますけれども、今度は総合計画の

中でもこういう差異をつくってしまうと、名寄の

旧名寄時代からリンゼイとの友好が主で国際交流

都市というのは標榜してきたわけでありますけれ

ども、これも一定程度自立をするか、本当に名寄

市としてどうするのかという方向性を確立するべ

きだというふうに思うと、やっぱりこの表現、官

民一体と側面的支援という表現が適切なのかどう

かというのはちょっと疑問がありますので、これ

はこれからの実施計画の中で国際交流については

きちんと議論していっていただきたい。別に日台

が悪いと言っている話ではなくて、差異をつくる
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というのはいかがなものかというふうに思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、庁舎については、一昨日風連体協の

表彰式があって、前体協会長の中舘さんとお話を

する機会がありました。中舘さんに庁舎の統合の

話をしたら、やっぱり一喝されました。ばか言う

なと。協定書で何て書いてあるのだと一喝されま

したけれども、これは相当、そんな簡単な問題で

はないと。風連地区住民の皆さんの意識あるいは

旧名寄市民の意識もそうであります。ただ、問題

を先送りをしてはだめだということなのです。真

剣に議論をしていただきたい。これは、合併当初

から本当に分庁方式がいいのか、前市長時代もそ

うでありますけれども、そのときはやっぱり総合

計画の中でしっかり協議しますと言っていて、ず

っと先送りして１０年がたって、また今度はここ

では調査研究、しかも近隣市の状況を参考にしな

がらというのは余りにも先送りし過ぎではないの

かと。人口はもう２万 ０００いって、分庁方式

やって、課題も４つ、大きな課題が出てきている

中で、それもさらに先送りして調査研究を進めて

いくということよりも、やっぱり内部でしっかり

議論を深めて、ある意味では市民理解を求めてど

うしていくのか、その結果、分庁方式を踏襲しよ

うというなら、それはそれでいいのです。では、

この庁舎をどうしようという議論が名寄庁舎を建

て直すか、風連庁舎も建て直すかという議論にな

るかもしれない。ただ、それを先送りして調査研

究を内部的に進めていますよというのは、１年も

２年も３年も５年も１０年も続くのならどうなっ

ているのよと。片方では公共施設の管理計画をつ

くっておきながら、そこをやっぱりきちっと意識

すべきだと私は思います。これは、橋本副市長か

ら改めて御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 庁舎の関係であります

けれども、近隣市町村の動向等ということであり

ますけれども、共通して私どもも耐震化ですとか

老朽度の関係を含めて、この庁舎がいつまでもつ

のだろうという物理的な問題は、これはもう前提

条件としてあると思っております。その上で、庁

舎を新しく建てるに当たりましてはいろんなこと

を考えなければならないと思っています。当然財

源の問題もあります。それから、建設する場所の

問題、それから手法の問題もあるかと思います。

ただいま公共施設等総合管理計画のお話が出まし

た。より効率的な行財政運営という形でいくと、

この庁舎を単発で建てるのか、あるいは複合化す

るのかという問題も裏には隠れていると思ってお

ります。個別の中でのお話になるかもしれません

が、名寄市の公共施設老朽化がかなり進んでいる

ところでございます。総務系の庁舎でいきますと

ここもそうなのですが、防災という点から見ると

消防庁舎も１つあるかと思っております。このあ

たりをいかにハンドリングしていくかというのが

非常に難しい課題であります。これが前提と考え

ておりますが、議員御指摘のとおりこれは避けて

は通れない問題だというふうに認識しております。

私ども調査研究という言葉使わせていただいてお

りますけれども、これと同時に今私お話ししたよ

うなことですとか、それから行財政自体が名寄市

どうなっているのか、これをわかりやすく的確に

情報を市民の皆さんに伝えていくこと、こういう

形を通じて議論を喚起しつつ、庁内でも検討、こ

れと同時に調査しつつどうするのだという検討を

しなければならないと思っております。これは、

ただいま調査研究という言葉でまとめております

けれども、折を見ながらどうなっているのだとい

う、こういう情報開示あるいは御説明については

丁寧にさせていただきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 国際交流の台湾交流につ

いて、私のほうから改めてお話をさせていただき

ますけれども、先ほど川田部長からもありました

けれども、ドーリンスク、カナダリンゼイはそれ

ぞれ非常に長い交流の中で今民間組織が立ち上が
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って、またカウンターパートナーの自治体と友好

交流、人的交流を進めているということで、民間

を中心に非常に有意義な交流を進めていただいて

いるというふうに思っています。台湾の交流に関

しては、これは子供たちの健全育成はもちろんで

すけれども、地域経済の活性化という大きなミッ

ションを担ってスタートしている事業だというふ

うに認識をしておりまして、農業輸出はもちろん

でありますけれども、今インバウンドの関係でも

修学旅行はもちろんでありますし、自転車の関係

でもそうした個人旅行の関係で大きな動きも出つ

つあるということでございます。今民間交流団体

も立ち上がりましたけれども、いま一度官民しっ

かり連携をして、地域経済の活性化のために、あ

るいは国際交流をさらに推し進めていくためにも、

ここはしっかりとやっていくことで台湾以外の国

際交流にも波及していけるというふうに私は考え

ておりますので、ぜひ御理解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） ここで一旦質疑を中断

いたしまして、１３時１５分まで休憩をいたしま

す。

休憩 午後 ０時１３分

再開 午後 １時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ３７ページの人権尊

重と男女共同参画社会の形成について２点お聞き

いたします。

１点目は、人権教育・啓発活動の推進について

でありますが、実現の方策のところに書かれてお

ります２行の方策については総合計画第１次に示

されているものと同じであると思います。過ぎた

１０年を総括されて、向かう１０年を想像し、立

てられた基本計画であると思いますので、この過

ぎた１０年の総括がどのようになされて、さらな

る１０年の実現の方策が盛り込まれたのか、この

文言だけではないものもあるのかもしれませんが、

同じ文言で表現されておりますので、その部分に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

２点目は、３８ページの男女共同参画社会の推

進についてでありますが、実現の方策の１つ目の

二重丸であります。ここで意識啓発やポジティブ

アクション及び雇用分野における男女の均等な機

会と待遇の確保を推進しますというふうにありま

す。現在男女共同参画の計画についても作業が進

められているところと思っておりますが、行政が

どのようなリーダーシップをとろうとされている

のか、実現の方策について少し膨らんだ姿を見せ

ていただきたいと思いますので、この点について

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 人権教育の関連で質

問をいただきました。現状と課題について不十分

ではないかという御指摘でございますけれども、

実はこの人権擁護活動等につきましては法務局管

内でやっております人権擁護委員さんの活動が主

体ということでございまして、こちらのほうは法

務局のほうの資料を見ますと年間１００件を超え

る相談をされているというような形で、業務の主

体的な部分はこちらのほうで担っていただいてい

るという認識がございまして、名寄市としてはこ

れを支援するという形で、補助金の交付というよ

うな形をとらさせていただいておりますので、こ

の辺がメーンということで前回の主体的に活動を

行っていないという部分もありまして、第１次の

計画と同じような総括ということで整理させてい

ただいています。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 男女共同参画社会の

関係で御質問いただきました。具体的なものにつ

いては、先ほど申し上げたようにこれからの推進

計画の中で盛り込ませていただきたいと思ってお

りますけれども、考え方としては２つあると思っ
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ています。１つは、市役所も一つの事業所であり

ますので、事業所として他の事業所の模範となる

取り組みを進めるというのが１つあるかと思って

います。ここは、今年度特定事業主の行動計画見

直しをさせていただきまして、新法に基づく計画

をつくらせていただきましたので、１つは職場の

中でしっかりと進めていく中で他の事業者の模範

となる取り組みを進めてまいりたいと考えてござ

います。

もう一つについては、この間のやりとりの中で

も何度もお話をさせていただいていたと思います。

これまでの男女推進計画、どちらかというと啓発

を中心に内部の取り組みでございましたけれども、

今度の計画の中では外に向けての、事業所なんか

に向けても少し働きかけなどをさせていただきた

いなというふうに思っています。まだ計画ができ

ておりませんので、具体的な内容については触れ

ませんが、例えば士別市の取り組みなんかを見て

いますと、行政のほうが事業所を回るというよう

な形の取り組みをしているのがあります。あるい

は、山崎議員からさきに御提言をいただいており

ますけれども、これは女性だけを対象にするとい

うことではありませんけれども、女性活躍にかか

わる方を顕彰するというような取り組みもあると

いう御紹介をいただいておりますし、私ども改め

てそこについても調査させていただいております。

今何をするということで明言はできませんけれど

も、そういったものを含めて調査中あるいは検討

中でありますので、計画ができた段階で改めてお

示しをさせていただければと思います。御理解く

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） １点目に聞かせてい

ただきました人権啓発にかかわる部分ですけれど

も、先ほど三島市民部長からは人権擁護委員協議

会ということのお話があったのですけれども、実

は私もかつて人権擁護委員をやらせていただいて

おりました。確かに人権擁護委員会での活動は多

岐にわたっておりまして、相談対応も含めて熱心

な活動がされていたというふうに、離れた今振り

返って皆さんの活動の重さを感じているところで

あるのですけれども、この人権擁護委員協議会と

連携をしという連携については特段何もなかった

ように記憶しております。年間一、二度例えば研

修会があったとしても、それは定期的なものでは

なく、そのことが行政と擁護委員会との連携を生

み出す、そして名寄市の人権教育にかかわる啓発

に直接かかわってくるような活動につながってい

たのかどうかということにつきましては、少し不

安も抱くところであります。その１０年間を過ぎ

て新たな１０年間、総合計画の第２次というとこ

ろでの計画を思ったときに、実現の方策のこの文

言だけでそれが網羅されているというふうに思え

るのかどうかということにつきまして、もう少し

方策が見えるような形に市民に提示していただけ

ないかということも気持ちの中にありますので、

今ここでの答弁がそれを説明していただける部分

につながるのかと思いますので、もう一度御答弁

をお願いしたいと思います。

それから、男女共同参画のほうにつきましては、

確かに市役所も事業所として捉えてという考え方、

よく会議の中でも聞かせていただきました文言で

はありますけれども、具体的に今現在この議場の

中におきましてもぱっと見回したときに男女比に

ついては大きな差があると思っております。それ

が総合計画第２次後半になったときにどのような

イメージに変わっていくとお考えなのか、総務部

長の個人のお考えでも結構ですので、お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 改めて人権擁護委員

さんの活動等について質問いただきました。先ほ

どもお答えをしたのですが、名寄市としての取り

組みとしては余り実態がないということで、これ

は支援をさせていただいているということで先ほ

ど１回目に答弁申し上げたとおりなのですけれど
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も、具体的には８年に１遍ということになります

けれども、人権啓発の予算がついたりして、例え

ば人権啓発のラッピングバスですとか、そういう

比較的大規模な事業に取り組むこともございます。

ただ、これ８年に１遍という格好になっておりま

す。

それと、法務局のほうでいろんな事業を取り組

まれておりまして、その中で人権擁護委員の日で

すとか、あるいは人権週間、これが設定されてお

りますので、これまで以上に法務局と連携した中

で取り組みに参加をしながら進めてまいりたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 人権尊重の関係で御質

問いただきました。前提条件として今法務局ある

いは人権擁護委員さんのもとでの連携ということ

で進めているところでありますけれども、ここ数

年でかなり人権という部分についてはいろんな見

方が出てくる。例えばＤＶの問題ですとか、高齢

者虐待の問題だとか、いろんな問題が出てきてお

ります。当然ここの部分だけではフォローし切れ

ないものがございますので、一例ですけれども、

各関係機関との情報交換などを通じてより適切な

対応ができるかどうか、そういったところも１つ

あるかなと思っております。市役所のほうとして

は、そういったようなお手伝いもできるというこ

ともありますので、そういった面での支援、それ

から人権意識の喚起そのものの事業、そういう形

でここは進めていきたいと思っております。これ

は、社会情勢に応じてどこの部分が人権欠けてき

ているのかなということは敏感に把握しなければ

ならない部分だと思っておりますので、その辺も

含めてここは進めさせていただきたいと思ってお

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） この計画が終わって

ということで、１０年先に名寄市役所のいわゆる

ここの風景がどうなっているかということであり

ます。この間も私ども決して男女のだからという

ことでの性差による区分け、差別については一切

やっているつもりはありませんので、ただ現実と

するとこれは我々も募集をかけて、それに対して

応募をいただくというシステムになるものですか

ら、なかなか女性の応募が少ないという現実があ

りますので、一足飛びにこの比率が変わるもので

はないと思いますが、ただ１０年たったときには

恐らく見渡したときには女性の方も相当数この中

にはいるのだろうというふうに思っておりますし、

実はこの計画の中にポジティブアクションという

ふうにさせていただきました。これは、ある意味

で公平の観点からいくとどうなのだという議論は

あると思いますけれども、当然一定のスキルがあ

るというのは大前提になりますけれども、そうい

った視点も含めて女性の活躍の場を確保するとい

うのも一方では必要な視点かと思っていますので、

そういったものも含めながら１０年後には少し今

のさまとは変わったような形になっているだろう

と、そのように推察をさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 男女共同参画につき

ましては、私が職業人としてスタートしたころか

ら思うと現在までかなり女性の働きやすさについ

ては改善されてきているものはあるというふうに

思っていますけれども、それが十分ということに

はならないのは誰しもそのように認識されている

と思いますので、期待をしながら見守らせていた

だきたいということで、そのことについてはここ

では御答弁求めないことにしたいと思います。

人権のほうの人権教育、人権啓発のことについ

てですが、今橋本副市長からお聞かせいただきま

した内容につきましては十分そのとおりだと思っ

ておりますが、特に社会情勢の変化に伴ってとい

うところで少しお聞かせいただいておきたいこと

は、学校だけではないのですが、いじめについて

はもう大きな社会現象になっておりまして、特に

そのことの根幹を担う学校教育については大きな
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役割を果たすべきものを求められていると思いま

すので、実現の方策の中の作文の募集などという

ところについてはやはり学校教育の担うところを

網羅されての文言かなというふうに思っておりま

すので、実現の方策について教育委員会としての

取り組みといいますか、対応の実現の方策につい

て、この文言の中に例えばいじめ防止サミットも

行われている中からどのようにお考えになってい

るのか、そこだけお聞かせいただいて、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 男女共同参画につき

まして、教育委員会としてということであります

けれども、毎年……

（「人権」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会の取り組

みということでありますけれども、毎年人権擁護

委員会との連携の中で作文やポスターの設置等も

要請をしていただきながら、お互いやっぱり子供

たちに人権を、幼いころからそういった人を思い

やる心だとか、人の大切さを知らせるために、そ

してまたみずから考えるということで、積極的に

作文等の取り組みをお願いをしているところであ

ります。ただ、実際作文募集状況は全員が取り組

めているわけではありませんけれども、そういっ

たものを通じながら、子供たちに将来にわたって

やっぱり人権擁護に対する考えをしっかり持って

もらう取り組みを進めてきておりますし、今後と

もそういった関係団体と連携を図りながら対応も

してまいりたいというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口京二議員。

〇１０番（川口京二議員） 新名寄市総合計画第

１次と第２次案をちょっと見比べてみますと、第

２次のほうは基本事業の下に現状と課題、基本的

な方向性、実現の方策と書かれているのですけれ

ども、基本的な方向性というのは基本事業のこと

と捉えていいのでしょうか。実現の方策というの

は、基本計画事業のこととして捉えていいのでし

ょうか、伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本的な組み立てに

ついては、ここのところについては変えていない

という考え方でありまして、１次の後期計画との

比較でいきますと、現状と課題については共通を

したものとさせていただいたということでありま

す。それを踏まえての１次計画のほうでは施策の

基本的な考え方ということで、現状と課題を踏ま

えての大きな基本的な方向性を示させていただい

たところでございます。今回の２次計画の中でい

きますと、ここはもう施策に係る基本的な考え方

だったり、現状と課題でありますので、施策の文

言については必要ないだろうということで、ここ

を削除させていただきまして、基本的な方向性と

いうか、考え方を方向性に変えさせていただいて、

基本的な方向性ということであらわさせていただ

いたということであります。１次計画のほうでは、

それを受けての基本事業ということになってござ

いますが、ここのところを今回はよりわかりやす

い言葉として実現の方策ということでお示しをさ

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） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） そうかとは思ってい

たのですけれども、私は前の１次のほうが非常に

わかりやすいのです。それで、今の答弁で納得は

します、まず。

４２ページの移住の推進、実現の方策の下から

３行目、お試し移住住宅を整備しとあるのですけ

れども、これは既存のお試し移住住宅を整備する

ということなのでしょうか、それともまた新しく

つくるという意味なのでしょうか。

それと、もう一つ、５０ページ、わかりやすい

市役所づくり、実現の方策の中で親しみやすくわ

かりやすい市役所づくりと書かれているのですが、

わかりやすい市役所づくりというのはわかるので

すけれども、親しみやすいというのはどういうイ
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メージをしておられるのか聞いて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました移住の推進の中の移住の方策の中でお試

し移住住宅の整備ということに関しての御質問で

すが、現在というか、ことしの春までは御承知の

ように風連地区にお試し住宅を２棟整備させてい

ただき、今回７月から名寄地区の町中にお試し住

宅を１棟整備させていただいたところであります。

この新しいお試し住宅については、名寄の移住に

対して町中の住みよさランキングということで、

名寄の公共施設の利用の利便性を感じていただき

たいということで、名寄地区に整備させていただ

いたところなのですが、今回整備をさせていただ

いたところでニーズをいろいろ調査させていただ

いて、今後もそれぞれのお試し住宅の中でそうい

った新たな違うニーズの部分もあった場合につい

ては整備を検討していきたいということで考えて

いるところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） わかりやすい市役所

づくりの特に親しみやすさというところでの御質

問いただきました。ここは、ハード的にはなかな

か難しい部分かなと思いますが、例えば職員の対

応一つをとっても元気よく挨拶をするだとか、迷

っている方に御案内をさせていただくだとか、そ

ういった丁寧な対応というのがあると思いますし、

例えば待ち時間を短くするですとか、事務手続を

簡素化することによってスピーディーに対応でき

るというものでありますので、そういったソフト

面の充実によって市民の皆さんに親しんでいただ

けるような、そんな市役所づくりを進めてまいり

たいという考え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは、１点だけ質

疑をいたします。

４３ページ、４４ページ、広域行政の推進、基

本事業の中の交流自治体等との連携の推進という

ことで、４４ページになりますが、東京都杉並区

と連携し、本市と交流自治体等の双方に効果を見

込める新たな交流自治体連携の取り組みを推進し

ますとあります。この方策の部分の新たな自治体

交流と連携を推進するという部分でいうと、新た

なという部分につきましてはどういうことを指し

ているのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 広域連携を通じての

都市部と地方の自治体の取り組みということであ

ります。実は、議員も御案内だと思いますけれど

も、今回の総合戦略を通じて杉並区との新たな交

流事業なども含めて取り組み何度も進めさせてい

ただいているということであります。今すぐ今現

在何が新しいものがあるのかというと、ここにつ

いてはまだ明言できるものはありませんけれども、

そこの議論の中でもそれに続くものはないのかと

いう検討あるいは調査をさせていただいていると

いう段階もありますし、例えばスクラム支援のよ

うな災害に係る分についてもやはり都市と地方、

これは地域が離れていることによって安全性が担

保されるということで取り組みが進められており

ますけれども、こういった視点で今後も取り組む

必要があるだろうということとこの間の実績を踏

まえて今協議中の部分もあるということで記載を

させていただきました。今現在何かというと、先

ほど申し上げたようにこれからの検討になります

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） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今差し当たり該当する

自治体はないということであります。これまで杉

並との交流に伴って、名寄市と自治体交流という

部分でいうとすごく進んだなという感じがします。

それに伴って国際交流という部分でいうと、台湾

との交流も始まってきているということも含めて、

物流の部分も今民間レベルで進んでいるというふ

うなことでもありますし、これからやはり交流と

いうのは名寄市のまちづくり、それから民間レベ
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ルのまちづくりにおいても必要なことだというの

は認識はしているのですけれども、やはりいい結

果として生まれてはいるけれども、自治体職員も

含めて、ということは名寄市の職員含めて、それ

から名寄市の民間レベルの交流が進む中でも非常

に忙しいことがあります。そういうふうなことも

含めて、これから実際にどうなっていくのかなと

いうふうに、また新たなということになるともっ

ともっといいことにつながっていくのではあるけ

れども、それに伴って非常に厳しい状況も生まれ

るのかなというふうに思っていましたので、その

部分についてお聞きしたかったというのと、それ

からここで１つ杉並との部分のほかに姉妹都市と

いうことで藤島、この国内交流ということでは鶴

岡市とこれも交流を進めているということであり

ますけれども、同じように自治体交流って何かを

通してまた新たな自治体交流というふうなことで

考えていくと、ここもやはり視野に入れることな

のかなというふうに思いますが、ここについてお

聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 国内交流の基本的な考

え方でのお尋ねだというふうに理解をしていると

ころでありますが、東京都杉並区との交流につい

ては合併前の風連町からの継続というよりも、改

めて新しい市になって杉並区と交流していくとい

うことで、自治体間の交流はそれぞれ有効に進め

られているのですけれども、片や経済交流だとか、

あるいは民間交流の視点からどうなのかというふ

うに見ていくと、まだまだそこの領域まで達して

いないなということを率直に思っているところで

ありますが、この３年前ぐらいから商工会、商工

会議所の皆さんが杉並区の商工会議所の皆さんた

ちとの連携を強化しながら、今日の例えばアンテ

ナショップをどうしようかというところの議論に

入ってきているということでありますので、新た

な自治体交流という中でいくと民間レベルの交流

も一定芽吹きが始まっているのかなというふうに

見てとれているところであります。

さらに、鶴岡市との交流につきましては、鶴岡

市も合併市でありますし、名寄市も合併市であり

ます。改めてそれぞれの合併後新しい市になって、

新しい自治体としてさらに交流していきましょう

ということで、ことしの８月１日に鶴岡市から榎

本市長にお越しいただいて、加藤市長と今後の交

流をしっかり進めていこうではないかという、そ

ういう確認もされているところでありますので、

今後そういう展開もあるということでお答えをさ

せていただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

すか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅰ、市

民と行政との協働によるまちづくりについて質疑

を終結いたします。

次に、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） それでは、基本

目標Ⅱ、市民みんなが安心して健やかに暮らせる

まちづくりについて概要を御説明いたします。

別紙計画書案の５１ページから６９ページにか

けてとなります。初めに、５１ページをお開きく

ださい。ここでは、基本目標Ⅱの施策の体系を示

しており、７つの主要施策、１８の基本事業によ

り基本目標を推進を図ります。また、５２ページ

以降に具体の記述を行っておりますが、基本事業

ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方向性、実

現の方策の３つの項目で構成をしております。

まず、５２ページから５４ページにかけての主

要施策１、健康の保持増進、基本事業１の健康づ

くりの推進では、がん、心疾患、脳血管疾患の３

大疾患を合わせると死亡総数全体の約半数を占め

ており、特定健診の結果を見ても所見のある人は
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９割以上を占め、この傾向は変わっておりません。

このような状況から、生活習慣病の発症と重症化

予防を図ることが重要課題となっております。そ

のため、健康的な食習慣の確立に向けた食育を推

進し、若い世代から健診が受けられる体制、検査

内容の充実に努め、健診率の向上を図るとともに、

関係機関や各地区の保健推進委員などとの連携に

より効果的な健康づくりに努めてまいります。

基本事業２の母子保健対策推進では、平成２６

年度の出生数は２３８人で、前年度と比べほぼ横

ばいで推移をしております。本市の地域的な特徴

として転勤者が多く、母子健康手帳交付時の転勤

者の割合が約５割を占めていることから、子育て

に関する相談相手がいないなど育児が孤立化しや

すい状況にあります。子供が健やかに育ち、安心

して子育てができるよう保健、医療、福祉など関

係機関との連携を強化し、妊娠、出産期から切れ

目のない支援体制の構築を図ります。

基本事業３の感染症対策の推進では、近年海外

渡航者の増加に伴い、輸入感染症のリスクが高ま

っており、感染を防ぐための対策が重要となりま

す。平成２７年３月に名寄市新型インフルエンザ

等対策行動計画を策定し、発生時の対策と体制の

確立を図っておりますが、国、道との連携により

迅速な周知や対応の強化が求められております。

感染症発症動向の把握及び予防に関する正しい知

識の普及啓発に努めるとともに、乳幼児や高齢者

などが予防接種を適切な時期により安心して受け

られる体制を推進してまいります。

次に、５５ページ、５６ページの主要施策２、

地域医療の充実、基本事業１の地域医療機関相互

の連携強化では、現在上川北部医療圏域における

医療スタッフなど医療資源は非常に厳しい状況と

なっております。このような環境の中、地域医療

構想で示される各病院の将来の医療機能の分担を

前提として、地域の医療資源を最大限活用するた

めに地域の急性期医療を担う市立総合病院を中心

としてプライマリーケアを担う国保診療所や民間

病院、慢性期医療を担う東病院が相互に連携し、

急性期から回復期、在宅医療に至るまで切れ目な

く必要な医療が提供される地域完結型医療を構築

し、医療分野における地域包括ケアシステムの役

割分担を実現するために、ポラリスネットワーク

のさらなる活用や病院間連携部門の強化など地域

医療機関の連携強化を図ってまいります。

基本事業２の診療基盤と経営基盤の強化では、

持続的かつ安定的な地域医療の提供のため、市立

総合病院と東病院を包含した新名寄市病院事業改

革プランを策定いたしました。プランでは、国が

示した経営の効率化、再編ネットワーク化、経営

形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明

確化の４視点についてそれぞれ取り組むべき方策

を示しており、今後プランに基づいた経営形態の

構築や診療施設や医療機器の整備などに取り組み、

地方センター病院としての機能の充実に取り組ん

でいくとともに、持続的な診療環境と病院経営を

実現するために重要な医療スタッフの確保に取り

組んでまいります。

次に、５７ページから５９ページにかけて主要

施策３、子育て支援の推進、基本事業１の子育て

支援施策の充実では、名寄市の年少人口は減少傾

向にはありますが、特に３歳未満児に対する保育

ニーズが高く、保育士の確保が課題となっており

ます。また、今後とも認定こども園として保育を

開始する園もあることから、民間施設の動向を注

視しつつ、市内保育所の役割や整備の検討が必要

となっております。

児童虐待防止対策として、名寄市要保護児童対

策地域協議会を中心に地域ぐるみで子供の見守り

を実施してまいります。

また、ひとり親家庭については子供の健全育成

のための相談、経済的支援の充実と就労の促進を

図り、名寄市子ども・子育て支援事業計画の基本

理念に基づき、施策やサービスの充実に取り組ん

でまいります。

基本事業２の子供の発達支援の充実では、こど
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も発達支援センターでは保健師とともに関係機関

と連携し、発達のおくれや障害のある子供に療育

が早期に実現できるよう努めております。また、

障害児を受け入れている幼児教育、保育施設へ継

続した支援が必要となっていることから、発達に

不安のある子供の療育の質の確保やこども発達支

援センターの環境整備の充実に努め、切れ目ない

療育を図ります。

次に、６０ページから６２ページにかけての主

要施策４、地域福祉の推進、基本事業１、地域福

祉活動の普及・推進では、急速に進行する少子高

齢化や核家族化による高齢者だけの世帯や単身世

帯の増加など、地域住民を主体とした福祉活動の

取り組みが求められています。市民一人一人が互

いに支え合う地域社会づくりには、活動の主体と

なるＮＰＯなどの組織づくりやボランティア活動

を担う人材の育成が必要となります。既存の町内

会、民生児童委員などの団体が連携してネットワ

ークづくりを推進し、見守り、つながりなどの地

域福祉の普及推進を図ってまいります。

また、地域のネットワークをつくるボランティ

アの人材発掘、育成については、社会福祉協議会

と連携し、啓発活動と育成活動に取り組んでまい

ります。

基本事業２、市民との協働による福祉のまちづ

くりの推進では、総合計画を初め保健、子育て、

介護、障害などの各個別事業や社会福祉協議会の

地域福祉実践計画との整合性を図りながら、地域

の実情に適した地域福祉計画の策定を市民との協

働で進めてまいります。

また、誰もが安心して暮らせるようにバリアフ

リー化とユニバーサルデザインを推進するために、

理解促進のための啓発活動に取り組んでまいりま

す。

基本事業３の福祉関係団体との連携強化では、

さまざまな福祉関係団体の連携を調整する組織が

必要です。また、さまざまな福祉団体が活動する

場所が必要となります。社会福祉協議会など社会

福祉の中心となる団体への必要な支援を今後とも

実施します。また、社会福祉協議会が取り組んで

いるさまざまな福祉事業との連携強化を図ります。

総合福祉センターは、地域福祉の拠点、ボラン

ティアの活動拠点として高齢者や障害者など誰も

が利用しやすい整備を推進し、施設機能の充実を

図ります。

基本事業４、生活に困っている人への包括的支

援の充実では、地域にはつながりがないために支

援を受けられずにいる人や制度のはざまにいる人

など生活に支援が必要な人がおります。地域福祉

や関係機関のネットワークなどを活用し、生活に

困っている人が安心できる相談支援体制の充実に

努めます。また、相談後はハローワーク、保健所

を初め関係機関が連携して本人の意向に沿った生

活支援や社会参加、経済的自立の支援を行います。

次に、６３ページ、６４ページの主要施策５、

高齢者施策の推進、基本事業１の介護保険サービ

スの推進では、介護人材を初め介護施設、低所得

者向けの住まいなどの高齢者の生活を支える介護

基盤の整備やサービス提供の確保が課題となって

おります。高齢者が可能な限り住みなれた地域に

おいて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を営むことができるように

地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。

また、地域全体で高齢者を支えるネットワーク

の構築を図るとともに、介護保険サービスを初め

適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な

事業者から総合的に提供される体制を構築します。

基本事業２、高齢者福祉の推進では、高齢者自

身が地域社会の中でみずから豊富な知識と経験を

生かして積極的に社会参加し、さまざまな形で活

躍できるよう支援します。また、高齢者及びその

家族に対し自立した生活を確保するための支援事

業を展開し、高齢者の自立と生活の質の確保や権

利擁護のための必要な支援に努めるとともに、名

寄市高齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画

の基本理念に基づき、市民ニーズに沿った施策を
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推進してまいります。

次に、６５ページから６７ページにかけての主

要施策６、障害者福祉の推進、基本事業１の障害

者理解の促進・権利擁護では、ノーマライゼーシ

ョンの理念が徐々に浸透しつつありますが、障害

者に対する理解不足や誤解などが依然として存在

しておりますので、さまざまな機会を通じて障害

者に対する理解の促進を図っていくことが必要で

す。障害の有無によって分け隔てることなく、尊

重し合いながら共生する社会の実現を目指すとと

もに、自立や社会参加を促進します。

また、関係機関と連携しながら虐待の予防や養

護者に対する支援に努めていく必要があります。

障害者の高齢化や親なき後を見据えて、成年後見

制度の利用促進など権利擁護の取り組みを促進し

ます。

基本事業２の地域生活支援体制の充実では、住

みなれた地域で生活するにはさまざまな支援を切

れ目なく提供できる仕組みを構築することが必要

であるため、地域の事業者が機能を分担して地域

全体を支える地域生活支援拠点の整備を図ります。

また、より専門的な対応を行うため、基幹相談支

援センター事業を推進し、相談支援体制の充実を

図ります。

また、専門性が求められる障害のある児童生徒

の支援のため、こども発達支援センターなど関係

機関との連携を強化し、途切れることのないつな

がりのある支援に努めます。

基本事業３の就労支援の充実では、障害者の雇

用促進のための啓発活動の推進に努め、企業が安

心して障害者を雇用できる環境整備が必要です。

ハローワークなどの就労に携わる関係機関と連携

し、働く意欲がある障害者が企業で働くことがで

きるよう本市独自のジョブコーチの制度も活用し

ながら総合的な就労支援に努めます。

また、障害者優先調達推進法に基づき障害者の

福祉施設の提供をする物品、サービスの優先調達

を推進します。

基本事業４の生活環境等整備の充実では、災害

などの緊急時の障害者の支援体制の整備を進める

とともに、障害者の福祉施設などの関係機関との

連携強化を図ります。

また、障害者が地域社会の一員として町内会活

動や地域の活動に参加するための情報提供やスポ

ーツ、文化、芸術活動に親しむことができる環境

づくりに努めます。

最後に、６８ページ、６９ページ、主要施策７、

国民健康保険、基本事業１の国民健康保険事業の

運営として、本市の国民健康保険事業は被保険者

数の減少により税収が減る中、医療の高度化、加

入者の高齢化などにより厳しい財政状況にありま

す。こうした中、市民が安心して医療を受けるこ

とができる国民皆保険制度の中核として重要な役

割を果たすため、保健事業の推進による疾病の早

期発見や重症化の予防に取り組むほか、保険税の

適正な賦課に努め、国民健康保険事業の安定健全

化を目指します。

また、平成３０年度からは都道府県が財政運営

の責任主体となる国民健康保険の広域化が始まり

ます。今後は、広域化に歩調を合わせながら制度

移行への準備を進め、保険者として的確な対応を

してまいります。

以上、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりの概要説明といたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。質疑なしと認めて

よろしいですか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお聞きをしたい

と思います。

地域福祉活動の普及推進、６０ページです。６

０ページの中で基本的な方向性ということで、市

民一人一人がお互いに支え合う共生の地域社会を

目指し、ボランティアの育成を進めるというふう
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に書かれています。基本的な方向性です。ボラン

ティアの育成をどのように進めようとしているの

かお聞かせをいただきたと思います。

次に、６３ページです。高齢者施策の推進に係

って介護保険サービスの推進、高齢者福祉の推進、

現状と課題の中で、るるこの間も議論があったよ

うに高齢者がふえる、また認知高齢者もふえる、

そして高齢者の介護施設、低所得者向けの住まい

も必要、そして通院や買い物などの支援も必要と

いうふうにされているわけですが、実現の方策の

中でこの現状と課題の中に対する実現の方向性が

書かれているわけですけれども、しかし高齢者が

いろいろ支援も必要なのですけれども、さきの一

般質問の中でも取り上げさせていただきましたが、

高齢に差しかかった皆さん方がまだまだ活躍でき

る場、私はそういった場が必要だろうということ

で、ボランティアのいわき市の例も出して御紹介

させていただいたのですけれども、そういったと

ころが今回の総合計画の中では見受けられないの

ですけれども、この点についてどのようにお考え

なのかをお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私のほうからは、

ボランティアをどのような形で育成していくのか

という御質問でしたが、まずもって今社会福祉協

議会が実施されておりますふれあい広場、またボ

ランティア講座などを通じまして、そことの連携

を行いながらボランティアの育成を行ってまいり

たいと思いますし、また市内の小中学校で福祉講

演とか福祉事業とか行わさせていただいておりま

すので、それらの事業を通じながら啓発活動、ま

た育成活動を推進してまいりたいというふうに考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、２番目の質問の高齢者の活躍の場がこの計

画の中で見受けられないのではないのかというこ

との御質問の回答をさせていただければというふ

うに思います。

議員がおっしゃるとおり、高齢者の方々が高齢

になられてもそれぞれ社会の中でいろいろ御活躍

いただいたり、参加いただくことがある意味介護

予防になったり、認知症の予防になったり、もし

認知症が仮にあったとしても認知症の悪化を防ぐ

一つだというふうに考えております。今回の６３

ページのところの高齢者福祉の推進の中に、新た

な基本計画事業として高齢者の社会参加への支援

ということで入れさせていただいております。こ

れは、現在行っています高齢者の生きがい講座な

どの社会参加という支援も一部入っているのです

が、今後来年度以降実施していきます介護予防・

日常生活支援総合事業におきましては、一方介護

の受け手になる場合もあるかというふうに思うの

ですけれども、一方では議員おっしゃるとおり元

気な高齢者の方々についてはボランティアのこと

も含めて、ボランタリーなサービスも含めて提供

側にもなっていただいて、それが介護予防にもな

っていくというふうに考えておりますので、そう

いう視点を持ちながら今後進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ６３ページのところの

確かに生きがい対策や社会参加を促進するために

移動手段の確保が必要と。社会参加を促進するた

めに移動手段の確保が必要というふうに私は読ん

だのですけれども、私がお話ししているのは移動

手段だけではなくて、全般にこうした皆さん方が

いろいろな形で社会貢献、長くやっぱり経験も積

んできた、知恵もたくさんある、こういった部分

をフルに社会に返していただきたい。子育て支援

でもそうですし、いろんな部分で貢献していただ

きたいなと思っているのですが、そういった部分

がちょっと私には読み取れないというふうに思い

ますので、再度お聞かせをいただきたいと思いま

す。
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ボランティアの育成もそうなのですが、ここの

今お話しした部分も含めて、ボランティアの育成

というとどうしても大ざっぱな捉え方になるのか

なというふうに思うのです。今回何回もお話しし

ているように、市民に参加をしていただくという

ところで、ボランティアであることを強制しては

ならないということだというふうに思うのです。

いわき市の御紹介させていただいたのは、市が主

になって介護保険制度の中でボランティアをとい

う、その募り、そこにまた還元をするという形も

とっている。そういうふうな形も必要かなという

ふうに思っているので、その部分を含めてもう一

度お考えをお聞かせください。

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） 高齢者の方々が

生き生きと生きがいを持って生活していっていた

だくために、その一部といいますか、具体の方策

として社会に出ていただくためのボランティア、

あくまでも自主的なボランティアでございますけ

れども、そういったこととして、具体的にはファ

ミサポ事業も始まりまして、そこの受け入れ先と

いう形のボランティアに登録していただいている

状況もございますので、それらの事業も具体的に

今後積み重ねながら、高齢者の方が生き生きと健

康寿命を延ばすために活躍していただけるような

取り組みは進めさせていただきたいというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 若干

今の部長の答弁とも重複する部分はあるかと思い

ますけれども、先ほど議員からもありました社会

参加の部分、この部分ではたまたま移動手段のこ

とが現状と課題と、あと実現の方策のところにも

書かれておりますが、実現の方策の中では高齢者

の方々がみずからの経験や知識を生かして主体的

や積極的に社会参加をしてというようなことで、

移動手段のことは書いてありますけれども、それ

というのは社会参加するための一つの形というこ

とでのせさせていただいておりまして、私どもと

しましても社会参加していくということがかなり

大事な介護予防だったり、生きがい対策だったり

というふうに十分認識しておりますので、今後基

本計画事業の中でもそのことを意に配しながら進

めてまいりたいと思っておりますので、御理解い

ただくようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

以上で基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて質疑を終結いた

します。

次に、基本目標Ⅲ、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について審査い

たします。

説明を求めます。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、基本

目標Ⅲ、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について概要を御説明いたし

ます。

初めに、資料７０ページをお開きください。こ

こでは基本目標Ⅲの施策の体系を示しており、１

３の主要施策、４１の基本事業により基本目標の

推進を図ります。

次に、７２ページの主要施策１、環境との共生

では、３つの基本事業を推進いたします。事業１

の環境の保全では、自然環境の保全と適正な利用

に努め、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐこと

が重要な課題となっていることから、地球温暖化

を初めとする環境問題の実態を把握し、環境汚染

防止に向けた取り組みを推進いたします。

次ページ、２の良好な環境づくりでは、霊園、

墓地、火葬場等の施設は自然環境と調和した景観

の形成に努める必要があることから、快適で安ら
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ぎのある環境空間となるよう管理、整備に取り組

みます。

３の新エネルギーの導入・省エネルギーの推進

では、市民一人一人が地球温暖化問題やエネルギ

ー問題をみずからの問題として認識する必要があ

ることから、公共施設への新エネルギー、省エネ

ルギー設備の導入や家庭におけるエネルギーに関

する知識の普及や具体的な取り組みを促進いたし

ます。

次に、７５ページの主要施策２、循環型社会の

形成では、３つの基本事業を推進いたします。事

業１の３Ｒ運動の推進では、廃棄物処理に当たっ

て地球規模の温暖化、天然資源の枯渇、自然破壊

等の環境問題とも直結していることから、３Ｒを

基本に地域特性に応じた循環型社会の形成に向け、

資源ごみの分別排出について市民周知の徹底や情

報提供に取り組みます。

２の廃棄物の適正処理では、家庭生活の営みや

事業活動によって発生する一般廃棄物を適正に中

間処理、最終処分する安全、安心な施設の運用、

維持、整備を推進することにより、有害化学物質

の発生を抑制し、安全で快適な生活環境の維持が

必要なことから、旧焼却施設の処分等もあわせて

炭化センターの次期施設やリサイクルセンターな

ど総合的な施設整備を進めます。

３の環境美化の推進では、不法投棄や野焼きな

ど法律で禁止されていますが、春の雪解け時期に

は道端などに不法投棄されたごみが多く見られる

ことから、市民、事業者に対しごみの分別、排出

の正しい認識と減量化意識を高めるため、環境意

識の啓発、指導を行うとともに、環境衛生推進委

員が中心となった町中美化活動の取り組みを推進

します。

次に、７８ページの主要施策３、消防では、３

つの基本事業を推進いたします。事業１の消防組

織体制の充実強化では、近年の異常気象に伴う災

害は大規模化、複雑化する傾向にあり、市民が消

防に寄せる期待も大きくなっています。救急、救

助出動は、高齢化の進展や救命処置の増加により

医療と連携した体制の確立を進めます。また、各

種災害に的確に対応するため、消防団との連携を

密にした消防組織体制と安全装備品の充実を図り

ます。

次ページ、２の消防施設及び消防装備の整備で

は、老朽化した消防施設や更新時期を迎えた消防

車両などの整備、更新を行い、消防活動体制の強

化を図ります。

３の防火体制の推進では、ひとり暮らしの高齢

者を含め、住宅火災による死者を発生させないた

めに住宅用火災警報器の設置促進や維持管理の取

り組みを展開するとともに、防火対象物や危険物

施設の防火対策と違反是正対策の徹底など予防体

制の充実強化を図ります。

次に、８０ページの主要施策４、防災対策の充

実では、３つの基本事業を推進します。事業１の

国土保全の推進では、洪水防止のための護岸や堤

防の整備、河道内の土砂のしゅんせつなどのさら

なる整備が求められており、河川の未整備箇所で

は国、道とも連携し、護岸、堤防などの整備を進

めるほか、樋門管理においては河川の地先の皆さ

んと協力し、治水対策に努めます。

２の災害応急対策の充実では、火災発生に備え

て緊急情報を市民に提供する多様な情報伝達手段

の確保を推進するほか、水防活動では広域の自治

体職員の連携や地域防災リーダーや関係機関職員

と連携を図ってまいります。

次に、８２ページの主要施策５、交通安全では、

３つの基本事業を推進いたします。事業１の交通

安全意識の高揚では、交通安全運動を生涯学習と

位置づけ、家庭、学校、職場、地域で幼児から高

齢者まで体系的に実施する必要があることから、

関係機関連携のもと交通安全意識の普及啓発に努

めるとともに、幼児から高齢者まで体系的に教育

活動を実施いたします。

次ページ、２の道路交通環境の整備では、安全

確保には道路の白線や注意、警告看板等の設置が
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必要なことから、計画的な市道白線の補修や道路

状況を考慮した警戒標識の設置等の整備を進めま

す。

３の冬期の交通安全の確保では、冬期は積雪寒

冷地特有の地域特性に応じた交通安全教育活動や

啓発が必要となることから、冬期間の事故をなく

すため、関係機関、団体が一体となり、啓発活動

の実施と計画的な除排雪等を進めます。

次に、８４ページの主要施策６、生活安全では、

３つの基本事業を推進いたします。事業１の生活

安全意識の高揚では、安全で安心して暮らせるま

ちを目指し、関係機関、団体などとの連携を密に

し、適切な情報提供に努めます。

２の関係機関・団体との連携強化と対策では、

町内会など地域や関係団体が一体となって情報把

握と分析を行い、幼児から高齢者までの安全確保

など防犯活動を促進いたします。

３の空き家等対策では、適正管理がされていな

い空き家の全国的な増加と空家等対策の推進に関

する特別措置法の制定を踏まえて、新計画の中で

は新たな基本事業として位置づけ、空家等対策計

画を策定し、総合的な空き家等対策を推進いたし

ます。

次に、８６ページの主要施策７、消費生活の安

定では、３つの基本事業を推進いたします。事業

１の消費者利益の擁護では、消費者トラブルの未

然防止と消費者の利益を守るため、適切な情報の

提供と消費生活相談体制の充実強化を図ります。

次ページ、２の消費者啓発の推進では、高齢者

を狙った特殊詐欺や悪質な勧誘などが後を絶ちま

せんが、消費生活の安定と向上を図るため、啓発、

啓蒙など消費者活動を支援いたします。

３の物価の動向調査では、市民が安心して買い

物ができるよう物価動向調査による情報提供など

を行います。

次に、８８ページの主要施策８、住宅の整備で

は、３つの基本事業を推進いたします。事業１の

住宅計画の推進では、市民が安心して快適に暮ら

すことができ、環境に優しい住まいやまちをつく

るため、住環境に関する方向性を示すガイドライ

ンとして名寄市住宅マスタープランを、公営住宅

の既存ストックに関して公営住宅等長寿命化計画

を策定いたします。

次ページ、２の公営住宅の適正管理では、入居

者の傾向などを的確に捉まえ、多様なニーズを満

たす安全、安心で良質な住宅供給を図るため、計

画的な建てかえ、効率的な修繕や改修を行うとと

もに、維持管理事業により移住環境の保全に努め

ます。

３の民間住宅の整備促進では、住宅環境の安全

の確保及び住宅の質の向上が求められていること

から、良好な住宅や住環境を市民が得られるよう

市民に対する指導、助言、情報提供の推進を図る

とともに、地震による住宅の倒壊被害から市民の

生命、財産に対する被害を未然に防ぐことを目的

に耐震診断、耐震改修に対する支援を行います。

次に、９１ページの主要施策９、都市環境の整

備では、６つの基本事業を推進いたします。事業

１の都市計画制度の推進と適正な管理では、都市

としての持続的な発展と成長を形成するため、都

市計画マスタープランに基づいて事業を推進する

とともに、国が進めている立地適正化計画制度に

ついて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いたします。

２の美しい市街地の形成では、安全かつ良好で

住みやすく、癒やしと潤いが感じられ、人々が集

い、楽しめる中心市街地を形成するため、潤いの

ある景観整備や緑地帯、フラワーロード、公園な

どの維持管理を進めるとともに、計画的な防犯灯

修繕やＬＥＤ化、防犯灯の新設を行います。

３の公園の管理・整備事業では、都市公園の老

朽化の状況に応じた修繕や更新が必要なことから、

公園施設長寿命化計画に基づき、地域の実情に合

った整備を進めるとともに、維持管理については

指定管理者制度や委託契約のほか、町内会などと

協働による管理体制の充実を図ります。
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次に、９４ページの主要施策１０、上水道の整

備では、２つの基本事業を推進いたします。事業

１の安定供給の確保では、長期安定供給できる水

源の確保と拡張のための送水管新設に取り組むと

ともに、引き続き給水区域内の老朽管の更新と配

水管網の整備を図り、あわせて漏水調査を実施し、

有収率の向上に努めるとともに、次期の経営計画

である経営戦略に基づき経営の効率化、健全化の

取り組みを進めます。

２の水質の保全維持では、安全、安心な水道水

を供給するために取水施設の改修整備と水質汚染

源の調査、監視の強化に努めます。

次に、９６ページの主要施策１１、下水道・個

別排水の整備では、４つの基本事業を推進いたし

ます。事業１の施設の整備では、清潔で快適な生

活環境の保全を目的として公共下水道事業の推進

と下水道区域及び処理施設の規模の見直しを検討

し、整備を推進するほか、持続可能な下水道事業

を目指し、管渠及び処理施設の機器更新を計画的

に実施します。

次に、２の施設の維持管理では、不明水箇所を

調査し、止水工事の実施により排水障害の軽減を

図るとともに、管渠及び下水処理場施設の計画的

な整備を行い、施設の長寿命化を図ります。

３の資源の有効利用では、下水処理場における

資源の有効活用については名寄有機入り肥料利用

組合と連携をとりながら利活用の推進に努めます。

４の合併浄化槽の設置では、清潔で快適な生活

環境の保全のため、生活排水処理基本計画に基づ

き合併浄化槽の整備を実施し、未普及世帯への普

及推進に努めます。

次に、９９ページの主要施策１２、道路の整備

では、６つの基本事業を推進いたします。事業１

の高規格幹線道路の整備では、北海道縦貫自動車

道の早期整備を推進するため、関係期成会や各種

団体と連携を図りながら、要望活動を実施すると

ともに、地域振興策について民間の取り組みと連

携しながら検討いたします。

２の広域幹線道路の整備では、国道、道道の整

備の促進や歩道整備など維持事業の整備促進を要

望してまいります。

３の幹線道路の整備では、経年劣化が進行して

いることから定期的な点検や維持補修が求められ

ており、計画的な舗装改築事業により幹線道路や

都市計画道路の整備を進めるとともに、道路附属

物についても点検、調査し、計画的な修繕を行い

ます。

次ページ、４の生活道路の整備では、道路整備

に対する市民要望が多いことから、幹線道路と効

率的に連絡することを考慮し、計画的に整備いた

します。また、道路排水については、生活道路を

優先に整備を進めます。

５の市道の維持事業では、快適な市民生活を送

ることができるよう舗装済み道路の適切な維持、

未舗装道路の維持補修に努めます。また、道路の

環境保全に向けて市民と協働による道路愛護事業

の取り組みの推進に努めます。

さらに、除排雪事業として官民の連携、協力に

より除排雪水準の向上、オペレーターの育成を初

め、行政が行う除排雪と地域市民の負担で行う除

排雪により総合的な除排雪を推進するとともに、

除排雪車両の修繕及び更新を計画的に行います。

６の橋梁の整備では、橋梁長寿命化修繕計画に

のっとり、耐震補強や補修、修繕、点検などを適

切に行い、社会資本の維持、延命を図ります。

次に、１０３ページの主要施策１３、地域公共

交通では、２つの基本事業を推進いたします。事

業１の宗谷本線の維持活動の促進では、宗谷本線

を存続させていくため、沿線自治体と連携を図り

ながら関係機関、団体への要望活動を実施いたし

ます。

２の公共交通の整備・確保と利用促進では、路

線バスなどによる移動手段の維持確保対策を進め

るとともに、デマンド型交通などの交通手段も活

用し、公共交通の安定的な維持確保に努めます。

以上、基本目標Ⅲの概要説明といたします。よ
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ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 簡潔に４点お伺いし

ます。

１つは、記載はありませんけれども、恐らく実

施計画の中で盛られるのだろうと思いますが、先

般一般質問でも出ておりました環境衛生の関係で

公衆浴場の関係について、向こう１０年間の中で

は現行の経営をされている方にも変化が出るよう

な時期になってくるのではないかと思いますけれ

ども、記載はありませんけれども、どのように支

援、あるいは仮に空白になるような期間があると

すれば多くの市民にも影響が出るということだと

思いますので、考え方についてお答えをいただき

たいと思います。

それから、７３ページ、これも環境に関してで

すが、これも先般一般質問あるいは私も昨年取り

上げていますが、霊園と墓地の整備の関係で、共

同塚の話についてはこれからの推移を見ながらと

いうことだったと思いますが、この記載の中に霊

園、墓地の中にそういうこともイメージとして含

まさっているという理解でよろしいのか、あるい

は等を入れて認識をしっかりインプットしておか

なければならぬのかという気もしますけれども、

お答えをいただきたいと思います。

それから、同じ７３ページで、きのうも取り上

げましたが、新エネルギー導入、省エネルギーの

関係で、１次の後期の計画の中にも既に １１を

冒頭記載をしながら新エネルギーあるいは再生エ

ネルギーの記載があったと思うので、きのうの答

弁でここにもありますからというような話をして

おりましたけれども、関連性をしっかり認識しな

いといけないのではないかというふうに思ってい

ます。国会でも考え方の差はあるけれども、トー

タルとして出す原発の方向は全ての制定が １１

以降やっぱり世の中変わったという認識は変わら

ないと思うので、その辺について言葉足らずでは

ないのかというふうに思っていますので、改めて

お答えを求めたいと思います。

最後になりますが、１０１ページ、生活道路の

整備の関係で基本的な方向性等の中で今までの計

画の中では予想どおりいかなかったと、舗装化に

ついて。今後１０年間で５％の効率を上げていく

ということで記載がありますけれども、これも具

体的に実行するために相当国の補助等々の関連で

影響も出るのですが、５％が相当な決意の５％な

のか、このぐらいはいけるだろうということなの

か、風連、名寄の差異なんかは歴然としておりま

すけれども、改めて展望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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、２点お答

えをいたしたいと思いますけれども、１点は総合

計画の中に記載がない公衆浴場等の確保対策につ

いての考え方ということで、先般の議会の中でも

答弁の中でお答えをしておりますけれども、市民

の保健衛生上必要不可欠な施設であるということ

で、現状経営者に対して補助金を交付していると

いうような対応をとっておりますけれども、今後

なくなったときにはどういうふうにするのかと、

何かかなり重たい視点でありまして、一般質問の

中でも今後調べさせていただきたいということで

お答えをしておりますけれども、どのような対応

が必要になってくるのか、余り行政として手は出

せない部分はあるのかもしれませんが、ちょっと

内容を調べながら対策を考えていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。

次、霊園の墓地の関係、これ等を含めて、合葬

墓の関係も含めてということになるのでしょうか。

とりあえず現状のとなみが丘と緑丘、それと風連

にもあるのですけれども、墓地について整備を進
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めていきたいというような記載でございますので、

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員から生

活道路の整備の関係でお話がございました。１０

年で５％という目標、これどれぐらいの決意でや

れるのか、展望はどうなのだということでござい

ますけれども、ここ１０年５％という目標でやっ

ておりまして、今全体では当初は６６％から７６

％ぐらいの目標でありましたけれども、交付金の

つきも悪くてなかなか実施できないということで、

今年度につきましても要望をいたしましたけれど

も、当初予定をした路線の延長のおよそ半分ぐら

いしか実はついていないという状況でございます。

それで、展望はということでございますけれども、

５％、これについては私ども厳しい交付金の状況

ではございますけれども、最低の目標として何と

かやっていきたいということで考えています。た

だ、いずれにしても交付金なものですから、道路

関係につきましては全国的に見ますと、特に名寄

のような少し未舗装の道路が多いという状況も全

国的にはなかなかないということでもあるという

ふうに思っています。その意味でいうと、全体で

見ますとほぼそれこそ相当な延長が大都市では整

備をされています。未舗装の道路自体がないので

はないかというふうに思っています。北海道にお

いては、まだまだ未舗装の道路があるという実態

もあるということで、これは名寄だけではなくて

近隣の道内の自治体もややもすれば国として見落

としてしまいそうな実態にもあるかなというふう

に思っていますので、これは私ども一丸となって

総合計画の目標に向けて取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 最後に質問いただい

たところであります。昨日も御質問いただきまし

たけれども、震災に伴う原発事故が起きて、一つ

の大きな動きとして脱原発の動きがあるというこ

とは私どもも認識をしております。あるいは、も

う一方ではこの事故を受けて、国のほうでは安全

基準を高くして安全対策をしようとしている動き

があるということであります。この方法について

どちらのほうということは、エネルギー政策にか

かわることでありますので、この場で明言するこ

とはできませんが、私たち地方自治体、市民の皆

さんとともに歩む自治体とすれば、市民一人一人

がやはり安全に生活が確保されなければいけない

という視点がありますし、もう一つは国の施策で

はありますけれども、周辺自治体を含めてそこの

しっかりとした同意がなければいけないだろうと

いう認識がありますので、ここについては周辺自

治体と設置あるいは国も含めての議論がしっかり

とされ、合意のもとに進めるべきだろうというふ

うに思っていますし、当然そこの前提とするとそ

こに住む人たちの安全、安心がしっかり守られる

というのが確保されなければならないのだろうと

いうふうに思っています。

そういった前提もありながら、今回の新エネ、

省エネの関係については、これは市とすると環境

負荷というところがありますので、ここのできる

だけ低減を図ろうということで、エネルギー政策

総体としては国の考えによるところはありますけ

れども、自治体としてもやはりそこの考えに基づ

いて取り組みが必要があるだろうということで新

エネ、省エネの取り組みについて進めさせていた

だきたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 公衆浴場、環境衛生

の関係では、ぜひ相手があるからというよりもし

っかり意見交換を常にすることで、仮に空白が出

ると一番市民に影響が及ぶわけですから、十分そ

こは私も一度お会いしたこともありますけれども、

一生今の代でということはあり得ないことなもの

ですから、支援をすることとあわせながら、空白
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をつくらないことについて実施計画の中でも少し

イメージをしていただきたいというふうに思いま

すので、お答えをいただきたいと思います。

それと、墓地の関係は、私が聞いたのは基本計

画の中には区分け、環境と共生の関係では霊園、

墓地整備というふうに書いていますが、見えない

けれども、この中に等という字も入っているとい

う受けとめ方でいいのかどうかです。今後の共同

塚の関係についてもやりとりが今までの議会では

何回かありました。だから、墓地、霊園の中に等

という字、私はこれが続いて見えるようにはする

のですけれども、そういうお答えをいただいてい

るのです。それは、これからの市民ニーズとのか

かわり合いはもちろんあるのですけれども、間違

いなく多分必要になってくるというふうに思って

いますので、そのお答えをいただきたいというこ

と。現行の墓地の話ではなくて、やわらかく言っ

ているつもりなので、しっかりお答えいただきた

いと思います。

それと、懲りない安倍政権で次から次へと今休

んでいる原発を動かそうということで、非常に憤

りを感じるのですけれども、名寄市の答弁として

みればもちろんそのことを念頭に置きながら安全

をしっかりと、鹿児島に新しく出てきた知事さん

は本当に勇気を持って直ちにとめろというような

ことで、今定期点検でまたとまっていく状況です

けれども、そのことを常に忘れないということは

物すごく大切で、これは主義主張ではなくて、福

島の、私も２回ほど社民党の現地調査にあそこに

行っていますけれども、双葉町というのがありま

して、副町長さんがいつまでも福島を忘れないで

ほしいという、やっぱりせつない思いというのは

全国でも共有してほしいということなものですか

ら、単なる再生エネルギーとか新エネルギーがひ

とり歩きしているという状況ではないと私は思う

のですけれども、改めて認識については久しぶり

に臼田総務部長としっかり合うかどうか、合わせ

ていただきたいと思います。

生活道路の関係は、５％やると何キロになると

か、そしてこれで名寄の防じんは全部解消される

という認識は全く持っていませんけれども、比べ

物にならぬ距離だと思うのですけれども、一番心

配しますけれども、私も国は今年度の地方財政計

画の中でも職員費だとか、公共投資、投資関係に

ついて物すごく今また大盤振る舞いで、建設国債

前提にしたハード物を一生懸命提案して、決まり

ましたけれども、厳しいと思うのです。そこは、

ぜひ市長先頭ですけれども、中村部長のハッパか

け方次第でないかというふうに、部長次第だとい

うふうに思っていますので、５％の延長距離、お

よそでいいですけれども、防じんはいつなくなる

のですかということを改めてこの１０年の計画の

中でどうイメージしたらいいのかお答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 公衆浴場の対策につ

いて改めて質問いただきました。さきの一般質問

の中でもお答えしているということもあるのです

けれども、やはり現場のほうに行って話を聞く必

要があるなと。具体的に何ができるのかわからな

いという状態では始まらないので、早速御指摘を

いただきましたので、対応したいと考えておりま

す。

次に、霊園、墓地の整備関係、これは等という

ことなのですけれども、こちらのほうは記載の内

容ばかりではなくて、今後の市民ニーズ、これは

一般質問の中でもいただいたりしておりますけれ

ども、変化をするものであるということではその

市民ニーズを取り入れながら整備をしっかり取り

組んでまいりたいというふうに思います。

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） 国がエネルギーにつ

いてはそのエネルギーバランスを一定程度見込み

ながらエネルギーの割り振りをしているというこ

とでありますし、施策を進めているところだとい
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うふうに思います。そのエネルギーバランスを考

えるときに、恐らく１つにはこの間の熊谷議員か

ら言われたような事故などの影響も当然入ってい

ると思いますし、一方ではエネルギー資源の、有

限のエネルギーでありますので、そこの見込みな

ども含めてエネルギーバランスを出しているのだ

というふうに思っています。私どももそこは国の

示すエネルギーバランスに一歩でも近づけるよう

にという考えも込めて、地方自治体としての責務

としても新エネルギー、省エネルギー進めてまい

りたいというふうに思っていますし、エネルギー

問題を考えるときには先ほど申し上げましたよう

に、やはり国民一人一人、名寄市においては市民

一人一人の方の安全と安心がしっかり守られる必

要があるというふうに思っておりますので、そこ

も含めて新エネ、省エネの取り組みを進めさせて

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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ５％で何キロで

きるのかというちょっと詳しい数字、おおよそ今

舗装延長で本舗装を市街地の延長でいいますと１

１０ぐらいで、計画では５％ということですので、

５キロ程度の舗装の延長になるかというふうに思

いますけれども、防じん道路が全部舗装にという

ことについては現状５％ということですから、約

７０％ですからまだ３割ほど舗装になっていない

という状況からすれば、１０年で５％ということ

でいえば相当年数がかかると。余り詳しい数字は

ちょっとあれですけれども、そういう状況になっ

ているということです。それとあわせて、どうし

ても今一定の事業をやるときに財源確保も含めて

私どもの社会資本整備の交付金の中で事業取り組

んでいるというのが実態でありまして、先ほど議

員からもありましたように非常に交付金のつきが

厳しい状況というのはございます。それで、この

交付金についても全ての道路、今未舗装の道路が

全てこれが対象になるかというと、実はならない

道路も率直に言ってございます。そういう意味で

いえば、対象にならないところについては当然単

費の事業を実施をしなければならないということ

になってきます。まして舗装するということです

から、当然用地の確保含めてお住まいの、道路沿

線に住んでいらっしゃる方の住宅の問題も含めて、

これはなかなかそう簡単にできるものではない。

全部を舗装にするということについては、難しい

かなというふうに思ってございますけれども、市

民の皆さんから総合計画のアンケートの結果につ

いてもやはり除雪と道路に非常に問題意識を持っ

ていただいているということでございますので、

先ほども申し上げましたけれども、私どもこの目

標に向かって一生懸命やっていきたいというふう

に考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） ２点伺いたいと思いま

す。

１つ目は、９４ページの上水道の整備のところ

に基本的方向性ということで、健全経営を維持す

るために有収率の向上に努めると、このように書

かれています。前の１０年ですと有収率も七十数

％だったということで、大きくやっぱり有収率上

げることが求められたところなのですが、現在八

十数％になっているという状況の中で、今後どの

くらい上げていこうとされているのかお聞きをし

たいというふうに思っています。名寄でいうと極

寒の地で冬場のしばれもありますから、非常に難

しいだろうなというふうに思っているので、その

点についてお聞かせをいただきたいと思います。

あともう一点なのですが、１０２ページの市道

の維持事業のところの実現の方策の中で、合理的

な除排雪事業にかかわって官民の連携、協力によ

ってはいいのですが、また行政が行う公共除排雪

と地域、市民負担で行う除排雪により総合的な除

排雪を推進するというふうに書かれています。所

管の常任委員会で申しわけないのですけれども、
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除排雪に対して町内会長さんの皆さんから御意見

を伺った中で、除雪ボランティアずっとされてき

たけれども、今はもう皆さん高齢になってきて、

役員も高齢になってきて、除雪という本当に重労

働の中で今後できない、今もできない状況にある

という中で、難しくなっているという中で、地域、

市民負担で行う除排雪といったところら辺、これ

をどのように考えたらいいのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野上下水道室長。

〇上下水道室長（天野信二君） 有収率について

お尋ねをいただいてございます。有収率は、御存

じのとおり水道水として提供させていただいたも

のが無駄なく御家庭のメーターを通ってお使いい

ただく、その率を言っていまして、要はその率が

ロスが少ないほど効率のいい事業運営をさせてい

ただいているということでございまして、議員御

指摘のとおり八十数％のところを近年維持をして

いるところでございます。全道的には、先進的な

都市部では約９０％前後近いところの数字を保持

している事業者もございまして、また厚生労働省

の指導によりますと９０％を目標に努力しなさい

といった形の考えも示されておりまして、私ども

気持ちとしては当然追いつけ、追い越せというわ

けではありませんけれども、やはり９割を目指し

ていきたいというところであるのですけれども、

お話もございましたように大変冠雪、雪の多い寒

さの厳しい地域ですから、漏水等の戦いというか、

これについてはまさにイタチごっこのようなとこ

ろもあるのですけれども、御承知のように老朽管

更新など管の整備等々も含めて、地道にですけれ

ども、努力をさせていただいて、さらなる高みを

目指して努力をしていきたいというふうに考えて

ございますので、基本的には最終的にはもう一滴

の水道水も無駄にしたくないという、私の主張と

してはあるのですけれども、できる限りの努力は

尽くしてまいりたいというふうに考えてございま

すので、そのように御理解いただければと思って

ございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 川村議員のほう

から除排雪にかかわって地域、市民負担で行う除

排雪ということについての御質問がございました。

これについては、特に新しい手法について私ども

案として持っているわけではなくて、今排雪につ

いては除雪ダンプの制度がございますので、これ

をさらに実績などを見直しをしながら利用度を高

めていければというふうに思っております。排雪

ばかりではなくて、当然日々の降雪日には除雪が

あるわけで、その除雪に対するところが今高齢化

の中で大変御苦労されているのだろうなというふ

うに思ってございます。今このことについての市

民負担でということでは考えてございませんけれ

ども、それぞれ市民の皆さんにおいては早朝一定

のお支払いをされて業者のほうに頼まれている方

もいらっしゃるかなというふうには思ってござい

ますけれども、特に行政として今持ち合わせてい

る案はございませんが、この間の議会でのいろい

ろな御意見もいただいているところでございます

ので、その辺十分個別事業の中で反映できるかど

うかというのはちょっとわかりませんけれども、

今後もしっかりと検討はさせていただきたいとい

うふうに思ってございます。

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） 水道の有収率ですが、

東京あたりも九十数％と非常に高い。たしか９５

％保っていたかなというふうに思うのですけれど

も、ああいうお金がたくさんある地域であったり、

また暖かい地域でありますから、有収率を保つの

はそんなに苦労していないのかなというふうに思

うのですが、私たちのところは先ほども言ったよ

うにしばれもきついということで、本当に大変か

なと思うのですが、せんだって老朽管の更新のと

ころで非常に長もちする管を足していた、そんな

のも見せていただきましたので、そういった部分

もやはり普及させていきながら有収率を上げてい
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くというところら辺に御尽力いただく。そして、

それが市民生活に反映していくわけですので、引

き続き御尽力いただきたいと思うのですが、どう

しても９０％という目標を今おっしゃられました

けれども、難しい数字かなというふうに私も思い

ながら聞いていたところですけれども、ぜひとも

お願いしたいというふうに思います。

それからあと、除雪のところなのですが、この

文章でいうとどうしても地域、市民負担で行う除

排雪ということになると地域が負担をし、市民が

それぞれ負担をして除雪をしなさいと言っている

ようにこれはもう受け取れて、排雪ダンプ等々の

支援ですとやはり自分もしながら、助成もしてい

ただきながらということになりますので、その辺

の文章の受けとめ方というのは非常に難しい部分

があるかなというふうに思います。これそのまま

読み取ると、地域と市民負担で行う除排雪だとか、

全く市民が一生懸命除排雪して、それで道路のと

ころは公的な部分の除雪になるのかなというふう

にこれは受けとめられかねませんので、この部分

きちっと、先ほどの部長のお話ですと排雪ダンプ

も含めながらいろいろという、今後具体的な方策

はないということでしたけれども、ここのところ

をはっきりさせていただく必要があるかなという

ふうに、例えば市民の皆さんがこれ見たときにお

っとと、こういうふうに思うと思うのですけれど

も、その辺についてもう一度お聞かせいただきた

いと思いますが。

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） ここの地域、市

民負担で行う除排雪ということ、この文言につき

ましては、先ほども１つには当然生活道路につい

ては行政が除排雪をするわけでございまして、た

だそのほかに市民の皆さんがみずから業者などを

お願いをして負担をしながらやっている部分もあ

るかというふうに思っています。決して行政が全

て市民の皆さんにお金を出してもらってやってい

ただくという考え方ではなくて、この間も議会の

中でいろいろと早朝の小型ショベル等の関係です

とか意見をいただいておりますから、その辺は十

分今後の私どもの建設水道部なり、改めてまた議

会の議員の皆さんにも相談をさせていただきなが

ら進めていただきたい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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 除雪の問題なのですが、

行政と地域、市民が協力してということであれば

ある部分納得ができるところです。市民負担とい

うふうになるとやっぱり負担です。そこのところ

をやはりちょっと受けとめていただきたいなとい

うふうに思いますので、もう一度お考えを聞かせ

ていただいて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほども言いま

したように、当然行政がやる部分もございます。

本来は、行政が市民の皆さんのニーズを捉まえな

がらしっかりとやる部分であるというふうに思い

ますが、ダンプ助成の関係ですとか、あるいは個

々人の皆さんが自分で負担をして業者をお願いす

る、そういった行政だけではなくて地域の皆さん

の協力をいただきながら、負担をいただきながら

ということで、全体的に除排雪の総合的な体制、

そういうものを考えているということで記載をさ

せていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、端的に２

点、せっかく消防署長がお見えでありますので、

消防署長に１つお伺いをしていきたいと思います。

７９ページの消防施設及び消防装備の整備であ

りますけれども、この現状と課題のところでは書

いてあるところは複雑化、多様化する各種災害に

的確に対応するため、消防車両及び資機材の整備

を計画的に取り組む必要があるというふうにして
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いますけれども、次に基本的な方向性ということ

になると、老朽化した消防施設や更新時期を迎え

た消防車両などの整備を図る。さらに、今度は実

現の方策ということになると、消火栓を含めた消

防の整備や更新時期を迎える消防用車両などの整

備、更新を行い、消防活動の体制を強化する。当

初やっぱり今の時代を含めて複雑化、多様化する

災害にしっかり消防は応えていくのだと。そのた

めの消防車両や資機材の整備が必要なのだといい

ながらも、別に古くなった消防車両をかえるなと

いうことではなくて、それと同じようにやっぱり

きちっとこの時代に対応した消防行政という、消

防署というのはどうあるべきかというところがだ

んだんトーンダウンしてきている気がしてならな

いものですから、署長として特に今回の総合計画

の重点プロジェクトの１と３では交流人口を入れ

るのだと。名寄市に交流人口を入れて、名寄市に

観光を含めていろんな方に来ていただいて、活性

化を導くのだというところがあるときに消防とい

うのはやはり大きな役割を果たすと思うのですけ

れども、署長としてまず消防施設についてどうい

う見解をお持ちかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

次に、９１ページ、美しい市街地の形成の実現

の方策の中で、緑地の保全や緑地の推進に関して

将来像や目標、施策などを定める基本計画である

緑の基本計画についてまちづくりにどのような形

で生かしていくことができるか研究という話を書

かれておりますけれども、一方美しい市街地の形

成というところにかかわっては緑や花で潤いのあ

る都市環境を守るため、緑地帯や街路樹、フラワ

ーロードなど維持管理を継続して進めます。いわ

ゆるこれが緑の基本計画の要するにまちづくりに

役立つものだというふうに認識しますけれども、

この２つの文章の中での整合性及び緑の基本計画

についてはこれまで議会ではいろいろな答弁を歴

代部長されておりますけれども、前向きな発言が

多かったのですが、ここでは研究ということに再

び戻っていますけれども、今の中村部長は緑の基

本計画についてどういう見解をお持ちかお聞きし

たいと思います。

以上２点。

〇議長（黒井 徹議員） 菊池消防署長。

〇消防署長（菊池 剛君） 現状と課題、それと

実現の方策についての消防施設等についての整備

ということなのですけれども、消防車両、それと

消防庁舎、また団車両、団の施設、それとこうい

ったものの施設ですとか消防車両に積載している

資機材、こういったものをまとめて消防力と言っ

ておりますけれども、現場で一番困るのが現在あ

るものがないといったものが一番現場で混乱する

ものとなっています。こういったことから、現存

する消防力の維持管理、更新、こういったものが

優先しておりまして、また複雑多様化する各種災

害に対応するためにも今後救助工作車、こういっ

たものの導入も不可欠となってきております。そ

ういったことが消防力の整備、更新、こういった

活動を強化するという形の表現になっているとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 緑の基本計画に

ついてということで、以前に議員のほうからも実

は名寄にはそういう計画があったのだと、部長は

知らないのですかということをたしか言われたの

を記憶をしておりますけれども、市内の街路樹、

緑ということでいえば街路樹についてはここにも

記載のとおりいろいろな御意見がございます。あ

る意味では、道路整備を行ったときに街路樹も整

備をした。徐々に木が大きくなる。木陰ができて

いいと。景観もいいですということなのですが、

実際には今大きくなり過ぎて、例えば除雪の障害

になったり、あるいは強風で思わぬときに倒れた

りというようなことで、全体的な見直しがやはり

少し必要なのかなと。その辺について十分これま

で町内会のほうとも議論ができていない。該当の
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街路樹が植栽されている地域の皆さんとの意見交

換等が十分されていないというようなこともござ

いまして、計画については今々どうこうというこ

とで、なかなかつくりますというところまでは言

い切ってはございませんけれども、現状の街路樹

については当然一定の方向を決めていかなければ

ならないのかなというふうに思っていますし、そ

れとあわせて名寄市内の緑化についてどういうふ

うに今後対応していくのか、考えていくのかとい

うことについては、私どもの所管の都市整備課も

含めて内部協議もしながらやっていきたいなとい

うふうに思っております。いろいろと今担当のほ

うでも他の市町村の状況なども把握をしながら、

研究をしているという状況にあります。

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） 今部長のほうからお

答えいただきましたが、緑の基本計画については、

要するに必要なのは緑に対する概念をどうお持ち

かということだと思うのです。それはなぜかとい

うと、市民憲章にうたっているのです。私たちは、

秀峰ピヤシリを望み、天塩川の恵みに育まれた美

しい緑と樹氷きらめく名寄の市民です。ここで美

しい緑というのをそこの母なる天塩川と、そして

樹氷というところで結びつけて、そこが私たちの

ふるさと名寄の、そして私たちは市民ですという

誇りなのです。街路樹が何とかがではなく、名寄

の緑をどうするのだという概念、それが総合計画

の中でどういうふうに反映されていくのか、でき

ないのなら緑の基本計画というものはどうしてい

く、まちづくりにどうするのでなくて緑をどうす

るのだという概念がやっぱりあってもいいのでは

ないかと。例えばこれまでも、これは教育部のほ

うでは地元と協議されたと思いますけれども、南

小学校の校舎移転ではシラカバという、校歌にも

うたわれているシラカバを切らないとやっぱりつ

くれなかった。市民会館の緑地についてもそう。

ここの市役所の向かいの道路だっていつの間にか

街路樹が軒並み切られている。あるいは、シバザ

クラが美しかったはずがこの秋までには土になっ

て、全然花が生えるような状況にはないと。本当

に名寄市民にとって緑というのはどういう概念で

つくらなければいけないか。それができないのな

ら、やっぱり緑の基本計画というのをしっかりつ

くって、本当に市民憲章に結びつく緑の意識とい

うのが必要だと私は思いますけれども、改めて部

長から見解をお伺いしたいと思います。

署長から答弁をいただきました。現在あるもの

がないのが一番つらい。だけれども、必要なもの

がないのはもっとつらいのではないですか。そう

いう意味では、これは部会で言われて質問したと

きは誰もお答えいただけませんでしたけれども、

はしご車の問題です。これは、当時委員のほうか

ら名寄にも高層の建物がふえているが、はしご車

の導入基準はということに、事務局のほうでは１

５メートル以上の建物が１０棟以上または特定の

建物５棟以上で１台以上の設備の規定があり、名

寄市は１台の配置が必要となるが、これは署長に

は直接関係ないですけれども、購入金額が１億円

と高額で、定期点検費用も５年毎に ０００万円

かかるため、今回の計画では導入しない。一番必

要だと、基準でもう１台必要だと。高層の建物が

ある。いざ災害があったとき、火災があったとき、

災害、例えば工作車が出るのは、それはわかりま

す。高層ビルでの火災があったとき、ホテルでの

火災があったとき、はしご車がないという状況が

安心して重点プロジェクトの１と３をやれるよう

な状況にあるのか。私は、基本的にやはり自衛隊、

消防、警察、この３つがしっかりしているところ

が一番安心できる。幸いそれに加えて我が名寄市

は病院という大きなものもあって、４つの安全が

完備されているのです。だから、ぜひ来てくださ

いといったとき、いざ何かないのが一番ですが、

あったときに、それはもうはしご車ないですから、

燃えるまでしようがないですねということには絶

対ならないです、消防上は。そういう意味で消防



－302－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

署長は、こういう消防施設及び消防装備の整備と

いうところに対してどういう認識をお持ちか、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） 菊池消防署長。

〇消防署長（菊池 剛君） 総合計画といった長

いスパンの中で優先して取り組まなければならな

い事業がありまして、現時点で計画は持っており

ませんけれども、情勢、状況に応じて個別事業で

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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 緑の基本計画に

ついてということでございますけれども、議員お

っしゃるとおりこの計画、こういう計画をつくり

ながらそれぞれの、名寄市ももちろんですけれど

も、まちづくり、都市計画、環境、景観をどうい

うふうにするのかということなのだろうというふ

うには思います。必要なこともわかりますけれど

も、現状まだまだこの計画に向けて十分私ども準

備がされていないというふうに思ってございまし

て、先ほども言いましたけれども、名寄市内全体

の町内会の皆さんを含めた御意見をいただきなが

ら、ぜひ計画どんな形がいいのか、検討させてい

ただきたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 大変後出しで失礼

でございますけれども、端的に伺います。

８１ページの災害予防対策の充実についてです

けれども、昨年度の災害、ことしの台風等でいろ

いろとここに書かれている迅速かつ確実な避難行

動、これを行えれば、もちろん生命が一番大事で

すけれども、一番大事な生命を預かっている例え

ば病院とか診療所とか、あるいは介護施設とか、

こういうところは避難行動という計画を進めなけ

ればいけないとは思っていますが、それはあくま

でもその施設だけではちょっと無理なのではない

のかなというふうに考えています。それで、その

辺の考え方を伺います。

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） 市内に介護保険

施設等の災害が起きた場合の対応ということで御

質問いただきましたが、現在先日の大雨によりま

して介護保険施設のグループホームが水没したと

いうような事案が発生いたしまして、それを受け

まして国におきましては社会福祉施設の早期避難

体制の整備について各施設の避難計画を再点検、

また改善すべき点があれば可及的速やかに改善し

なさいというような命令を出しているところであ

りますが、市といたしましても直接防災の部分で

ありませんが、相模原で障害者の方の施設で事件

が起きたときにすぐどのような防災または防犯体

制の計画をつくっているのか調査させていただき

まして、それで近隣町内会、またボランティア組

織などと市も当然でありますけれども、連携しな

がら、足りない部分を一緒に考えながら適切な対

応ができるような計画づくりを進めていこうとい

うことを確認しておりますので、今後向かってそ

の部分については対応をさせていただきたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 多分病院とも同じ

だと思うのですけれども、私はやはりその辺の一

番最初にかかわるのはもちろん病院の方々の避難

の指示、ある程度台風とか何かは予測できるわけ

でありますけれども、急遽の場合でいよいよそう

なった場合には、やはり病院だけでなくて地域の

かかわり、あるいは先ほど言っているそれぞれの

関係する消防あるいは自衛隊、そういうものの関

係した具体的なものがあるというのがこれは防災

計画でしっかりと定めるということでよろしいで

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） 先ほど田邊部長のほ

うからありましたけれども、介護施設等について

は地域の方との協定なども含めて対応はされてい

るというものも現実の中ではあります。病院など
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ということでありますけれども、言われるように

病院の建物、名寄市の災害でいくと想定されるの

は浸水被害ということではありますので、病院の

施設でいくと垂直避難で一定程度難を逃れること

ができるのかなという想定はございますけれども、

これについては改めてどのような形の避難がいい

のかについては病院とも打ち合わせをさせていた

だきながら、さらには災害対策本部の中でも検討

させていただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 避難弱者というも

のは、それぞれの避難確保計画をしっかりと整備

しておかなければいけないと思いますので、今後

やっぱりそれぞれの課題、地域の体制等いろいろ

条件が違うと思いますけれども、それをしっかり

と総合計画にその辺を踏まえながら進めていただ

きたいなと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） １点もしくは２点お

伺いをしたいというふうに思います。

７６ページ、廃棄物の適正処理のところで、炭

化センターの次期施設の検討を行うというふうに

記載をしていただいたことには評価をしたいなと

いうふうに思っております。この計画につきまし

ては、今工事中であります最終処分場との関係等

々がありまして、タイミング的なこともあろうか

なというふうにも思いますけれども、これを実際

やろうとすると相当数の時間がかかるのではない

かなというふうに思っておりますけれども、スケ

ジュール感等についてお伺いをしたいというふう

に思います。これも最終的にはと申しますか、実

際には衛生施設事務組合のほうの仕事になろうか

というふうにも思いますけれども、やはり名寄市

がリーダーシップをとってやっていかなくてはい

けない事業だろうなというふうにも思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

衛生施設事務組合関連でもう一点、下水道と関

連をさせて、終末処理場も衛生施設事務組合の施

設としてはかなり老朽化をしておりまして、これ

がいつまで本当に使えるのかということも不安視

をされている状況の中で、この総合計画の中には

掲載はされてはいないのですけれども、もしお答

えいただければお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ダイオキシンの問題

等がございまして、ごみの中間処理施設として炭

化方式を採用して炭化センターが供用開始になっ

てから、当時が平成１５年ですからもう既に十数

年が経過してございます。とりわけごみの関係、

毎日の生活にかかわる問題ということは、さらに

は循環型社会の形成といった大きなテーマにも結

びついたりしますけれども、現在最終処分場の工

事が進んでおります。平成３０年４月に供用開始

ということで、さらに炭化センターも含めて広域

の組合の中での事業ということの現状でございま

す。現在炭化方式を採用しておりますごみの中間

処理施設、これを新たにどのような方式にするの

かということも実はまだ決まってございませんで、

ただ費用面でもかなり多額な経費がかかるという

ことが想定をされております。中間処理を新しい

方式をどのようにするのか、ごみの収集について

も実はその方式によっては見直しが出てくるかも

しれません。

最終処分場に埋め立てるごみの範囲について、

これは構成市町村の中で協議が必要になってまい

ります。あわせて大橋の地区にあるのですが、ペ

ットボトルですとか、リサイクル系の関連施設に

ついてもどうするのか、さらにはその整備にあわ

せて旧焼却施設の解体問題も浮上してくるのかと

いうことで、実現の方策の中にも記載をされてお

りますけれども、今後必要となる廃棄物関連施設

の総合的な整備に向けて協議をしていきたいとい

うことで、現状この中ではスケジュール感を示せ

ないのかもしれません。ただ、先ほどももう一点
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追加でいただきました質問の中でし尿処理の施設、

これ現状衛生センターということで処理をしてい

るのですけれども、こちらのほうの施設も築５０

年以上を経過をしているということでございまし

て、し尿処理の機能的な問題も実はございます。

早急に施設の後継問題についても組合の中で取り

組んでいかなければならないということで、そう

いう強い要望というか、そういう声もありますの

で、なるだけ早く取り組みを進めたいというふう

に感じております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） なかなか難しい、答

えづらいところを答えていただきまして、感謝を

したいなというふうに思いますけれども、やはり

これは市民生活に直結しますので、し尿処理場が

本当に使えなくなってしまってから対応するとい

うことになれば大きく市民生活に影響するだろう

なというふうに思っております。なるべくそうい

うことがないように、事前にやはり計画的に話を

進めていくということが必要だろうなというふう

に思います。しかしながら、一方でこれは名寄市

の施設ではないという難しさがあると思います。

そういったところの調整作業というのはそう簡単

ではないというふうに思いますので、いよいよだ

めになってから各市町村と相談しましょうかとい

うのでは多分市民生活に影響が及んでしまうのか

なという心配がございますので、そこら辺タイミ

ング的にも上手にはかって進めていただきたいな

というふうに思っております。

中間処理施設につきましては、部長からもダイ

オキシンの関係があってというふうなお話をいた

だきました。ダイオキシンの規制による法律が変

わって、名寄市もある意味苦渋の選択として炭化

施設という処理方法を選択したという経緯である

とか、そういったことを市民の皆さんに事前にわ

かっていただかないと、では何で１５年ぐらいで

これを変える計画をするのという疑問が出てくる

と思うのです。そういった歴史的な経緯だとか、

どうして炭化を選ばなくてはいけなかったのか、

だけれども今法律が変わってこういうふうになっ

ているから、こういうふうにしたらごみに関する

市民の生活がこういうふうに変わりますだとかと

いう説明をきちっと理論的にしていかないと、こ

れは市民の反発を買ったりだとか、理解を得られ

なかったりだとかということが必ず出てくるので

はないのかなというふうに思いますので、やっぱ

り慎重にやらなくてはいけないし、１年、２年や

３年でこれができるという話ではないというふう

に私は思いますので、そこら辺はしっかりとタイ

ミングをはかって、市民には本当に丁寧に説明を

していかないと誤解を生んでしまうというふうに

思います。しかしながら、やはりこれはごみに関

する、市民生活には深くかかわってきますので、

しっかり取り組んでいただきたいと思いますけれ

ども、改めて答弁いただける部分がありましたら

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども答弁をさせ

ていただきました。現状では方式すら決まってい

ない状況だけれども、例えばごみの方式について

は炭化であると。炭化の方式が変わるとどうなる

かということをいえば、ごみの収集、つまり処分

場に搬入するごみの種類をどういうふうにするか、

これは名寄市ばかりではなくて広域の施設という

ことでいえばほかの市町村も全て関係してくると

いうことで、調整にもかなり時間が必要なのかな

というふうに考えています。今現状３０年４月か

ら広域の最終処分場整備している最中なのですけ

れども、こちらのほうも現状では処分場は各市町

村で持っていて、その中で搬入の手数料ですとか、

そういうものも実は差異がございます。それを３

０年までには整備をしていかなければならないと

いうことで、調整してそろえていく内容のものが

いっぱいございます。いっぱいあるのですけれど

も、避けては通れないということで、ごみの中間
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処理施設、さらにはリサイクル関連の施設を含め

て、あとし尿処理の施設、時間をかけて地域住民

の合意なりを得ながら、また構成市町村の合意も

得ながら、壊れてから対応するということではな

くてしっかりと対応していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） この当時名寄市は炭

化という処理方法を選択しましたけれども、やは

り全国にもそういった方法を選択せざるを得なか

った自治体があるわけでありまして、そういった

ところでも今すぐではないかもしれないけれども、

次はどういう処理方法にしようかというのをもう

既に決めている自治体が幾つかあるようにも伺っ

ておりますので、そういった事例も参考にしなが

ら、そういったごみに関する学者さんだとかも入

ってもらって、次の処理方法だとかというのを選

択をしていっただとかという事例もあるようです

ので、そこら辺のところも若干研究をしていただ

きまして、適切な対応を求めて、終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅲ、自

然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なま

ちづくりについて質疑を終結いたします。

１５時５０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時２２分

再開 午後 ３時５２分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

次に、基本目標Ⅳ、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について審査いたし

ます。

説明を求めます。

川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） それでは、基本目標

Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力のある

まちづくりについて概要を御説明いたします。

計画書案の１０５ページから１２３ページにか

けてとなります。初めに、１０５ページをお開き

ください。ここでは、基本目標Ⅳの施策の体系を

示しており、６つの主要施策、２４の基本事業に

より基本目標の推進を図ります。

まず、１０６ページから１１０ページにかけて

の主要施策１、農業・農村の振興では、５つの基

本事業を推進します。

基本事業１の収益性の高い農業経営の確立では、

農畜産物の安定生産と収益性の向上を図るための

生産基盤整備、保全に取り組み、農業経営の安定

化を図るために、高収益作物の導入及び付加価値

向上に取り組みます。

２の多様で持続可能な農業経営の促進では、農

業者数が年々減少する一方で、経営規模の拡大に

よる労働力の確保対策や作業受委託組織やコント

ラクターなどの育成や冬期間の就業確保による通

年型雇用を実現するための他産業との連携や作業

負担の軽減を図るための農業のＩＣＴ化に向けた

環境整備を図ります。

３の農業担い手の育成と確保では、今後の担い

手確保の対策や農外からの新規就農者の受け入れ

態勢の促進、農業青年、女性の活動支援に取り組

んでまいります。

４の人と自然に優しい農業の推進では、農薬な

どの使用を抑えた栽培により安全、安心な農産物

の生産に取り組んでいくほか、引き続き農業廃棄

物の適正な処理を進めてまいります。

また、有害鳥獣による農作物被害の防止対策に

取り組んでまいります。

５の豊かさと活力ある農村の構築では、農業振

興地域の見直しに取り組むほか、グリーン・ツー

リズムや食育を通じての都市と農村の交流促進や

地産地消の推進、農家戸数の減少により地域コミ

ュニティー形成や農業施設及び多面的機能の維持
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を図ってまいります。

次に、１１１ページ、１１２ページの主要施策

２、森林保全と林業の振興では、３つの基本事業

を推進します。

基本事業１の森林利用の促進及び人材育成では、

木材価格の低迷などを背景とした森林所有者の施

業意欲減退や高齢化の進行が進んでおり、施業の

集約、効率化を図り、林業の担い手育成を推進し

ます。

基本事業２の民有林の施業推進では、民有林の

造林推進と森林所有者の意向調査を通じた民有林

の効率化を図ります。

基本事業３の市有林の整備促進では、推進伐期

に到達する森林が増加する中で、計画的な伐採と

植林を進めていきます。

次に、１１３ページから１１５ページにかけて

の主要施策３、商業の振興では、５つの基本事業

を推進します。

基本事業１の商業の活性化では、後継者不足な

どにより中心市街地の空き店舗数が増加している

ことから、にぎわいのある魅力的な商店街づくり

を目指すため、各種事業を実施するとともに、民

間と連携した市街地再整備などにも取り組み、中

心市街地の活性化に努めます。

２の商業経営基盤の強化では、既存商業者の廃

業がふえている中、各事業者の経営基盤の強化を

目指すため、各種支援制度の充実を行うとともに、

新たに創業する者に対する補助及び相談支援体制

の強化にも努めます。

３の商業団体の支援強化では、地域商業の発展

には現在組織されている商業団体の活性化が必要

であることから、団体機能の強化に向けた各活動

に対し積極的に支援していくことに努めます。

４の金融の円滑化では、市内金融機関を含めた

関係団体と連携強化を図り、市内中小企業等の経

営実態に即した融資制度の整備に努めます。

５の流通機能の維持では、本市が交通の要衝と

して道北の青果物等流通システムが発展したこと

に鑑み、今後も民間企業を含めた流通機能の維持

に努めます。

次に、１１６ページから１１７ページの主要施

策４、工業の振興では、３つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の地場企業の支援・強化では、事業

主の高齢化、後継者不足が深刻な問題になってい

ることから、事業承継に係る取り組みを強化する

とともに、創業、第２創業に係る支援、相談体制

を整備し、地場企業の育成と経営体質の強化に努

めます。

２の企業立地の推進では、本市の特性を生かし

た情報発信をするとともに、地場産品を活用した

企業立地を目指します。

３の技術開発の支援では、本市の地場資源を活

用した付加価値の高い地場産品開発の支援に努め

るとともに、国、道などの研究機関の調査研究メ

ニューなどの情報収集を行い、市内企業への情報

提供に努めます。

次に、１１８ページから１１９ページの主要施

策５、雇用の安定では、５つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の雇用の安定と確保では、業種間で

ミスマッチが起きている雇用情勢を踏まえ、特に

技能、技術が求められている業種の人材確保のた

め、資格取得等を含めた支援の強化に努めます。

２の労働条件の改善では、パート労働者の雇用

条件向上など関係機関と連携を強め、労働相談体

制の充実に努めます。

３の福利厚生の充実では、より一層労働環境整

備と総合的な福祉事業を推進するため、福利厚生

制度の充実や勤労者共済会の支援に努めます。

４の雇用能力開発では、人材開発センターを活

用した人材育成に努めるとともに、不足している

若年技術者の育成のため資格取得への支援を強化

します。

５の勤労者の地位向上では、労働団体や勤労者

福祉団体の支援を行い、労働条件の向上促進や勤
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労者が健康で安心して働ける環境づくりなど労働

福祉全体の向上に努めます。

次に、１２１ページから１２３ページの主要施

策６、観光の振興では、３つの基本事業を推進し

ます。

基本事業１の観光開発では、既存の観光資源を

有効活用し、農業や冬季スポーツなどと連携した

オンリーワンの体験型、滞在型観光商品の開発に

取り組みます。

２の観光事業の充実では、本市への観光客受け

入れ環境の充実が求められており、特に外国人観

光客に対して十分な環境にないことから、観光ガ

イドの人材育成など観光関係組織を中心とした観

光ホスピタリティーの醸成に努めます。

３の観光誘致宣伝では、北海道遺産である天塩

川など上川北部の地域資源を生かした広域観光を

推進するとともに、広域での情報発信、モニター

ツアーなど多様な観光ニーズに対応した観光に努

めます。

以上、基本目標Ⅳ、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の概要説明といたし

ます。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、基本目標

Ⅳにかかわって、農業・農村の振興について数点

お伺いをしたいと思います。

まず、収益性の高い農業経営の確立という部分

で、それぞれ基本的な方向性、また実現の方策と

いうことで明記されておりますけれども、この中

で高収益作物の導入、また実現の方策という部分

では高収益作物の振興という部分で表現がされて

いますけれども、従前の第１次の計画の中では具

体的な品目も記載されていたと思いますが、今回

具体的な品目記載されていないという中で、どの

ような高収益作物の振興を考えていられるのか、

具体的にお伺いをしたいと思います。

２点目ですが、２番目の多様で持続可能な農業

経営の促進という部分で、現状と課題の部分でも

労働力確保の問題が記載されております。その中

で作業受委託組織またはコントラクター、実現の

方策の中では法人化の推進に取り組むとされてい

ますけれども、従前から機械施設の共同利用、ま

た共同作業などを行う集落システムの再編という

ことで前計画でも進んできたと思いますが、その

あたりの進捗状況も踏まえて、今回の基本計画の

中ではそこがどういう形で、表現としてなくなっ

ている中ではどういう意図があったのか、これは

法人化の中に包含されているのかどうか、そのあ

たりの見解についてもお伺いをしたいと思います。

３点目ですが、農業担い手の育成と確保という

部分で、実現の方策の中にありますとおり新規参

入による就農者を確保するため、研修から就農ま

での道筋を示す就農モデルの構築や地域の受け入

れ態勢の整備に向けた取り組みということで記載

されていますが、具体的な新規参入による就農者

確保のための取り組みについて具体的なイメージ

があればお知らせをいただきたいと思います。

また、地元産業高校との連携という部分、表現

として削除というか、今回の計画ではなくなって

いますが、どのようなお考えなのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

次、４番目の人と自然に優しい農業の推進とい

う部分で、減農薬栽培や有機栽培の取り組みを推

進していくという記載がされております。新たな

取り組みを考えていられるのか、今まではクリー

ン農業という部分で取り組みがされていたと思い

ますけれども、今回今後１０年間の計画の中では

もう一段高いハードルを設けて取り組んでいくの

かどうか、このあたりのお考えについてお聞かせ

をいただきたいと思います。

５番目の豊かさと活力ある農村の構築という部

分で、グリーン・ツーリズムに関する現状と課題

が記載されております。受け入れ農家の拡大が余
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り進んでいない状況という現状認識もされており

ますが、基本的な方向性、また実現の方策の中で

その受け入れ農家の拡大に向けての取り組みがち

ょっと読み取れない部分がありますので、そのあ

たりの考えについてお聞かせをいただきたいと思

います。

最後、今回の第２次の総合計画の中での農業・

農村の振興という中では、当然１０年先の地域農

業の姿を見据えた取り組みが必要であるというふ

うに思います。作業部会等でもいろいろな御意見

があった中だと思いますが、具体的に特徴的な御

意見としてはどのようなものがあって、この基本

計画に反映させているのか。また、いろいろな場

面でこれからの地域農業を担う若い担い手の意見、

要望等も聴取しているかと思います。そのあたり

がどのように反映されているのか、お伺いをした

いと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からの御質

問にお答えさせていただきたいと思います。

まず、具体的な振興作物の品目ということでご

ざいます。これは、今回の総合計画の中では具体

的な記載はしてございません。今現在新名寄市の

農業・農村振興計画の中で第２の策定をしており

まして、その経過の中で関係機関と協議を進めな

がら品目の選定に当たってまいりたいというふう

に思ってございますので、よろしくお願いいたし

ます。

それと、労働力の確保ということでございます。

それで、共同経営だとか、いろんな部分でこの間

やってきた経緯もございますけれども、なかなか

当時から残っているところも少なくなっていると

いうことと反面に、また新たな経営所得安定対策

の中で一定の支援を受けて大豆だとか、そういっ

た部分での生産組合も新たにできるという状況に

もなってございまして、農業状況の変化によって

そういった取り組みもまた変わってくるのかなと

いうふうに思ってございます。

それと、担い手の確保の関係で、新規就農者の

受け入れということでございます。基本的には、

やっぱり研修から就農までの一貫したメニューを

明らかにする必要があるのかなということで今現

在取り進めてございます。名寄を選んでいただい

て、ここで農業をやっていただいて、最終的には

就農していただくということも具体的にイメージ

できる、そういうものと同時に施策が連携してい

くということが必要でございますので、そういっ

たことを少し考えていきたいというふうに思って

ございます。

産業高校との連携につきましては、この間も産

業高校さんとはさまざまな面で御意見をいただい

たり、連携はさせていただいています。引き続き

そういった部分では、各種委員の中で御意見をい

ただいたりもしてございますので、引き続きそう

いった部分で連携を深めてまいりたいというふう

に思っています。

減農薬の関係につきましては、新たな取り組み

ということは今想定はしてございません。クリー

ン農業をさらに進めていくというのがまず第一に

なりますし、そこからまた違うものが出てくれば

ということでございまして、今現在新たな想定は

していないということでよろしくお願いします。

あと、グリーン・ツーリズムの受け入れ農家の

拡大の方策ということでございますけれども、た

しか会員は極端に減少もしていませんけれども、

ふえていないというような状況でございまして、

そこで１つこの協議会、主体的に都市と農村の交

流を含めて事業を担っていただいていますので、

できるだけの拡大に向けてはそういった部分も少

し市としても御協力いただきながら、双方で考え

てまいりたいというふうに思ってございます。

１０年後の農業の姿ということで、特徴的な御

意見ということでございますけれども、まずもっ

て農業就農人口がやっぱり減っていくということ

でございます。およそ今から６００戸が百数十戸
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減るという想定の中で、その広大な余った土地を

どうしていくのかという課題であったり、そこで

作付できなかった不作付の問題だったり、それを

補うための労働力をどうしていくとかということ

など、さまざまなものがございますけれども、大

きな部分では農家さんをある程度の部分、５００

なのか、そこら辺で何とかとどまっていただいて、

そこでの活動、農地の集約だったり、そういった

ことをやっぱり進めるのが、まず考えが第一なの

かなということで考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれお答えをい

ただきました。高収益作物の振興に関しては、現

在策定中の次期農業・農村振興計画の中で具体的

な振興作物として位置づけていくというようなお

答えだったかと思います。また、新たなものを導

入するという部分、いろんな情勢が変わる中では

そういう部分も多少必要な部分も出てくる時期も

あるのかと思いますけれども、やはり今ある作物

をしっかりと改めてより強固に振興していくとい

う部分が大事かというふうに思います。再三再四

申し上げさせていただいている部分ではあります

けれども、次の農業・農村振興計画の中で、また

ＪＡのほうの計画とも整合性を保つ中で地域全体

として振興作物、高収益が上がる作物のより一層

の振興に力を入れていただきたい、そういった取

り組みを求めておきたいと思います。

労働力の関係ですが、法人化の推進では１戸１

法人という部分ではかなりの数の法人化も進んで

いる状況ではありますけれども、農業生産法人、

複数の経営体が一緒になった法人化というのはな

かなかハードルの高い部分でもあるのかと思いま

す。法人化と一くくりにいいましても、どちらを

どう推進していくのかという部分でやはり大きな

違いが出てくるのだというふうに思います。複合、

複数の農家が集まる、一緒になってやっていくと

いう農業生産法人を立ち上げるというのは非常に

ハードルも高い部分もあるのかと思いますけれど

も、やはりその前段で作業の受委託も含めた共同

組織といいますか、そういった部分、小さな取り

組みからも大きなものに発展していく可能性もま

だまだ隠されている部分があるのかというふうに

思います。効率よくそういったものを行っていく

という部分では、例えば防除のヘリの組合をそう

いった法人化といいますか、共同組織にしていく

という部分も、地域の農薬散布にしてみても効率

化が図られて経費の削減、それは所得の向上につ

ながっていくという部分でもありますので、そん

な部分もやはり引き続き推進していっていただき

たいなと思いますので、このあたりの考えについ

ても改めてお答えをいただきたいと思います。

新規参入に関してですけれども、やはり受け入

れ態勢、そういったメニュー化を推進していくと

いう部分でありました。学卒の後継者が新規就農

をする、また私もそうでありますけれども、Ｕタ

ーンですとかというのは、本当に毎年複数、結構

多くの就農者がいる中で、新規参入というのは本

当に現状難しい部分もあったりもします。ただ、

以前ちょうど私が戻ってきた平成１５年前後、１

年前の平成１４年だったかと思います。６名の方

が新規参入したという事例があります。それから

は、２名、３名という年があったり、ない年があ

ったり、それはいろんな状況によって変わるかと

思いますけれども、たくさんの方がその平成１４

年、６名の方が新規参入したという中では、新規

参入、名寄で就農したいという気持ちに、どうし

てそういうふうになったかという分析はされてお

られるのかどうか、そのあたりの見解改めてお伺

いをしたいと思います。体制整備も含めたものが

何かあったのか、そのあたりお聞かせをいただき

たいと思います。

産業高校についてはわかりました。表現として

なかったものですから、引き続き市内にある公立

の高等学校の中でそういった職業科があるという

本当に貴重な学校でありますので、しっかりと連
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携をとって今後も進めていただきたいと思います。

減農薬、有機栽培については、理解をさせてい

ただきたいと思います。なかなかこういった部分

一緒に認証を取るという取り組みもこれある意味

そう簡単ではないことではありますけれども、消

費者ニーズに応えるという部分でも、また名寄産

の農産物の安心、安全を担保していくという意味

でも並行してやはりこういった取り組みも重要に

なってくるかと思います。引き続きの推進をお願

いしたというふうに思います。

グリーン・ツーリズムは、重点プロジェクトの

中でも、グリーン・ツーリズム、これは庁内横断

的にやはり取り組んでいかなければならない。農

業という分野だけにとどまらない部分もあるのか

というふうに思います。庁内横断的な連携も含め

て一層の推進が必要かと思いますが、お答えがあ

れば改めてお伺いをしたいと思います。

特に本当に若い農業者の考え、意見、しっかり

と反映させていただきたいという部分は再三再四

いろんな場面でお答えをいただきました。この基

本構想、基本計画の中で、では１０年後の姿どう

なっているかはっきりと読み取れということ自体

がなかなか難しいのかと思います。特に農業とい

う分野、農業情勢は本当に２年単位、３年単位で

国の政策も変わったりする部分もある中ではあり

ますけれども、やはり今労働力の問題、担い手の

育成確保の問題、いろいろありますけれども、や

はり若い方、またこれからの子供たちに継いでも

らえるような農業にならなければならないのだと

思います。それはどういった農業なのかという部

分でありますけれども、川田部長はどういうふう

に、どういう農業が若い方が意欲を持って取り組

める、また次の世代の子供たちが継ぎたいと思え

るような農業になるのか、端的に部長の思いも含

めてお答えをいただきたいと思います。改めてお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 労働力の関係につき

ましては、今労働力調査もやってございまして、

年内に一定の方向性を出すつもりで取り組みを進

めてございます。その内容を見て、市内の中でど

ういった施策が重要なのかということは今後の最

重要な検討事項となりますので、しばらく見守っ

ていただきたいというふうに思ってございます。

それと、新規参入の関係でございますけれども、

山田議員おっしゃったとおり、一時期大量の新規

参入者がおられて、その方々の御意見もお伺いす

る機会もございます。そういった部分では、そう

いった御意見も参考にしながら、トータル的な中

でどういうふうに生かしていくことがいいのかと

いうことは検討の中に十分加えてまいりたいと思

ってございます。

グリーン・ツーリズムの関係につきましては、

特に都市と農村の交流ということで本当に熱心に

やっていただいているという実態でございます。

ただ、その中で目指す方向性が議論がもう少し成

熟していくといいなというふうに考えてございま

すので、そういった部分で議論の中でともに考え

てまいりたいというふうに思ってございます。

当然若い人の御意見をお伺いするということも

もちろんでございますけれども、現状でとどまっ

ている方、さらにはこれから離農を、卒業すると

いう方も含めてどのようなお気持ちでいるのかと

いうことは今それぞれ農業アドバイザーを含めて

聞き取り作業を行っていますので、総合的にその

段階でどういった思いがあるのかというのはやっ

ぱり整理する必要があるのかなと思っています。

それと、農業の関係で若い人に継いでもらうと、

やりたいということは、農業が再生産ができると

いうことがまず大事だと思っています。それが国

の補助を頼るなどの活用も含めてそういった希望

がないと、お父さん、お母さんもなかなかそうは

言えないのかなというふうに思いますので、ぜひ

そういったものがまず第一なのかなと思っていま

す。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 再生産ができる農業

ということで部長からもお答えいただきました。

そのとおりだと思います。やっぱりもうかる農業

でなければならないのだというふうに思います。

そういう面では、この１番の収益性の高い農業経

営の確立、経済行為としての農業という職業が職

業として成り立たなければ、やっぱり若い人も意

欲を持って取り組めないと思いますし、子供たち

も継ぎたいと思わない。そこが解決すれば、私担

い手の問題ですとか労働力の問題、一定程度解決

の道筋って見えてくるのだと思うのです。道内の

中でもやっぱり農業に元気がある、活気がある地

域は、若い人が継ぎたい。まちでサラリーマンを

やるより農業やるほうがもうかるといって継ぐの

です。それは、やっぱりもうかるからです。経済

的にやはり合うというか、職業としての農業が成

り立つからだと思うのです。やっぱりそういった

部分で、まず若い方が意欲を持って取り組めると

いう部分、土台づくりというのが非常に大事にな

ってくるのだというふうに思いますので、ここは

せっかくの機会ですので、久保副市長からもこれ

から若い人とのかかわりも含めて改めてお考えを

お答えいただきたいと思います。

新規参入に関して、その当時の就農した方の考

えを聞く場面も持つということでお答えいただき

ましたけれども、その当時就農した方とも私もお

話しする機会があって、なぜ名寄に就農したかと

いうと、やっぱり人だそうです。当時の担当者の

方の熱心さ、人柄だということだと言っていまし

た。ここは、当然体制整備、研修から就農までの

一貫したそういった就農モデルの構築も非常に大

事な部分ではありますけれども、人的な部分でも、

今担当になっている方が悪いとかということでは

なくて、やっぱり担当する方の熱意がこの地に就

農させるという部分につながるのだというふうに

思います。詳しいお話聞くと、他の自治体も幾つ

か就農の候補地としてお話を聞いたり、実際に行

ってみたりしたけれども、やっぱり名寄の担当者

が一番熱心に対応してくれたと。条件的にはほか

の自治体ももう名寄以上にいい自治体も幾つもあ

ったけれども、最後は名寄に決めたというのはや

はりそこだという部分でおっしゃっていました。

人的なそういった体制もしっかり体制を構築する

という意味では必要かと思いますので、そこら辺

も改めてのお答えをいただいて終わりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山田議員からは、特に

若手、担い手の確保含めて貴重な御提言をいただ

きました。私も同感であります。特に農業は、こ

の間のさまざまな条件のもとでそれぞれ苦難の歴

史を超えてきたという、例えば１つには国策の転

換があったというふうに思いますし、それからま

た自然災害との戦い、あるいは市場に左右される

という、そういう中で営々と農業を続けてきてい

て、私は名寄市の若手の農業者はすぐれていると

いうふうに自負、私自身は誇りに思っているとこ

ろであります。せんだってもＪＡの上川の連合で

大収穫祭をやっておりましたが、そこの主体を握

っているのがＪＡ道北なよろの若手の農業者であ

ったというふうに、とてもうれしく思っていると

ころであります。そこで、私どもも山田議員おっ

しゃっておりますとおり５つの事業、収益性の高

い農業から５つの基本事業というのはそれぞれ相

関している事業です。収益性が高ければ担い手も

確保できる。担い手を確保しなければ持続する農

業というのはあり得ない。ここは、この５つの事

業をしっかりと組み合わせてやっていくというの

がこれから求められるのではないというふうに思

っています。川田部長を中心に今農業・農村振興

計画の策定に入っているところでありますが、そ

このところをしっかりと主眼に置いて進めていく

ということで、川田部長から力強い決意も私いた

だいておりますので、そこは請う御期待をいただ

きたいというふうに思っています。
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さらに、先ほど担当者でということもありまし

たが、私も当時の就農された方の話を聞いて、そ

こは十分に聞いておりますし、そこに魅力ある人

のところに就農したいとか、これは観光でも言え

るのですけれども、観光資源の一つにやっぱり人

ということも言われています。そういう面では、

うちの職員は全てそういう人的にすぐれておりま

すので、そこはしっかり磨いて対応していけるよ

うに私どもも育成していきたいと思いますので、

御理解をいただきたいと思います。

まずは、いずれにしても農業の振興というのは

人がやるものでありますし、さらに今後の考え方

でいきますと先ほど川田部長が言ったように農家

戸数減少していくのでありますけれども、行政の

区域とＪＡの区域が１つということ、これは何よ

り強みかなというふうに思っていますので、農業

団体としっかりと連携して今後とも農業施策展開

してまいりたいと思いますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思います。

１０７ページの多様で持続可能な農業経営の促

進にかかわってであります。現状と課題の中では、

農業者数が年々減少する一方で経営規模の拡大、

そして農地の受け手となる担い手の規模拡大が限

界に近づいてきていると、こう書かれています。

これは、農業者でない私としても実感するところ

であります。しかし、食の安全や自給率の向上を

願うというところでは、持続可能な農業経営、こ

このところを強く望むところですが、基幹産業で

ある農業というくだりが見えないというのもあり

ますし、また減反政策に対する考え方やＴＰＰの

問題もあります。国の政策で、今副市長からもあ

ったように、本当に国策で左右されてというか、

非常に惑わされてきたというところもあるのかな

というふうに思っています、私は。そういったと

ころでこの視点も必要ではないかというふうに思

うのですが、ここに全く触れられていないという

ところで、どのようにお考えなのかお聞きをした

いと思っています。

実は、私先日稲刈り体験をしました、初めて。

それで、農家の方がようやく８月になって天候が

回復して出来秋が望まれるかなと、すごくうれし

い顔をしておっしゃっていて、それは私たちも消

費者としても非常にうれしいことです。ですから、

それが基幹産業が農業であるという大きな位置づ

けなのかなというふうに思っているのですが、そ

の点についてお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＴＰＰとの関係につ

いて御意見をいただきました。ＴＰＰの関係は、

この間議会の中でも御質問いただいていまして、

議会の国への意見書などの採択もいただいており

ます。そういった意味では、この間まだこれから

国の中で採択するかどうかという段階に入ってい

ましてというような状況でございます。この間Ｔ

ＰＰの関係については、北海道段階でもさまざま

な協議会、さらには市長会の中でもそういう協議

会を立ち上げてそういった取り組みも進めている

ところでございます。そういったところでの対応

はしっかりとさせていただくということでござい

まして、この計画の中にそういった部分の記載は

確かにないわけでございますけれども、決してＴ

ＰＰの部分を何もやらないということではござい

ませんので、そういった部分では御理解をいただ

ければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 現在の国策という説明

をさせてもらったのですけれども、減反政策とい

う表現は現時点では余り私どもとしては認識して

いなくて、対策としては経営安定対策とか、そう

いう言い方をしていますので、これは表現の仕方

かなというふうに思っています。議員がおっしゃ
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っているのは、主たる食料は米というところでい

くと、稲作というのは基本的に国が国策で進めて

きた背景があって、昭和４０年代に一定の生産調

整が始まったということで議員も認識していると

思うのですが、これは私どもも政策の中でそうい

う展開をしたという歴史を押さえています。この

中で名寄市においては、転作率という分で見ると

水稲の作付割合は極めて多くて、そういう政策の

中でモチに転換をしてきた。一部ウルチ米を残し

てきたということで、両方とも稲作という全体で

見たときにほかの地域と比較して国の政策あるい

は市場の動向に的確に対応してきた市ではないか

と。そういう面では、基幹産業としての農業の中

での基幹作物としての稲作というのは、この名寄

市の中でもそこは重要な第一義的に挙げることが

できる品目だというふうに私も認識しているとこ

ろであります。

減反政策全般にわたっては、個人的な見解は控

えさせていただきますが、そういう政策に呼応し

てそれぞれこれまで名寄市の農業は展開されてき

たなというふうに私は自信持って答えさせていた

だきたいと思います。今後の対応については、そ

ういう対応をしてきたことが次の農業、持続する

農業に生きてくるものというふうに思っています

ので、そこは農業関係団体だとか、あるいは農業

者と十分に連携しながら持続する農業に努めてま

いりたいと思いますので、御理解のほどお願いい

たしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 減反ということで私も

言ってしまったのですが、転作しながら、確かに

名寄の農業はウルチ米からモチ米にということで、

今せんだってもちょっとよそで話をしたら、やっ

ぱり名寄、風連のモチ米はかなり有名で、すごく

うれしく思って帰ってきたところなのですけれど

も、しかし今副市長もおっしゃったように今後ど

うするか。これは、今後の１０年間の計画ですの

で、その中で今少しずつ動きが見えてきている中

で、国の施策が見えてくる中で、今後どうやって

この名寄の農業を持続可能なものにしていくのか、

そのところがこの計画の中では読み取れないかな

というふうに思いまして、お聞きをさせていただ

きました。

ＴＰＰの問題もそうです。今、国会の中でもい

ろいろ議論が進みそうで進まないというようなこ

とですけれども、しかし今後１０年間の中でどう

いうふうにそれが影響してくるのか、確かに関係

機関、関係団体の皆さんとも話をしながら、どう

取り組むのか、当然していかなければならないと

思いますけれども、やはり総合計画の中ではしっ

かりと明記する必要があるのではないかというふ

うに思ってお聞きをしているところですので、再

度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほども山田議員にお

答えしたことも共通しているのでありますけれど

も、国の動きというのは激変しているところにあ

るのかなと。農業政策そのものが２年から３年で

変わっていくということと、それから国際的な動

向にどう応えていくかというのは、１つは国の流

れと呼応しなければいけないと。現時点でようや

く見え始めたのは、輸入米の関係が少し出てきた

かなというふうには見えていますけれども、そこ

も具体的な展開にどう至るかということについて

は私たちもまだ承知していませんので、ＴＰＰと

いう固有名詞については避けましたけれども、持

続する農業というのは議員おっしゃったとおり臨

機に対応していく、あるいは必要に応じて国に求

めていくということだと思うのです。市長会を通

じて国に求めていかなければならないこともある

でしょうし、農業者の皆さんと相談したり、ある

いは農業団体の皆さんと相談して、それぞれの課

題をその場で克服していくというのが必要かなと

思っています。１０年の国の流れを見るというの

はなかなか見きわめられないところもありますの
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で、表現としてはこういう表現になったというこ

とについては御理解をいただきたいと思います。

大変申しわけありません。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かに本当に国も２年、

３年とおっしゃったけれども、１年、２年ぐらい

で名前が変わってしまって、何が何だかわからな

いというような、そういったこともあったりして、

非常に難しい部分もあるのかというふうには思う

のですけれども、食の安全、食の自給率を上げて

いくということでは、消費者としての立場として

はやはりしっかりと地元の農業、基幹産業を守っ

ていただきたい。その思いが強い分、きちっとこ

こに明記していただければという思いで質問をさ

せていただきましたので、何回も申しますように

今後これがもし決まったとすれば市民の皆さんに

お知らせしていくわけですので、やはりその部分

も丁寧な報告といいますか、周知が必要かなとい

うふうに思いますので、そのことを要望して、終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは、１点お聞き

をします。

私もこの計画の中で食育推進に関していろいろ

目を通したのですけれども、しっかりとした施策

を持っての食育推進というところには当たりませ

んでした。第１次計画においては、教育、文化、

スポーツの中で食育推進というものをうたってい

ます。地域、そして学校、それから農業、商業に

おける食育推進という形で明記をされて取り組み

を１０年間進めてきているという状況にあると思

います。その中で今回特に食育推進について施策

として持たなかった理由についてお知らせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 第１次の中では、教

育の分野で食育の部分をのせさせていただいたと

思います。その後食育の計画につきましては、経

済部が所管してこの間実施をしている状況でござ

います。議員御承知のとおり、食育の活動につき

ましては横断的に各部で取り組まれているという

状況でございまして、推進しないということでは

ございませんので、各それぞれの部の中で食育の

関係はうたってございます。さらに、経済部所管

として食育活動の委員会も立ち上げておりますし、

また第３次の計画も今目前に迫ってございますの

で、そういった取り組みも含めてさせていただく

ということでございますので、御理解をお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 私のこれまでの食育推

進というのは、やはり食育とは私たち生きる上に

おいて源になるものというふうに理解をしていて、

これは生まれて小さいころからずっと携わってい

くことによって、これから高齢化社会を迎えてい

くわけですけれども、それに長いスパンでとても

大切なことだというふうに理解をしているのです。

昨日の佐藤議員の質疑の中でも各部局において取

り組みを進めるようになっているのだというお答

えをたしか教育部長されたのかなというふうに思

うのですけれども、おっしゃったとおり経済部が

所管をする食育推進計画１次、２次、今２次進行

中であって、３０年には３次が策定されるという

状況にあります。ということをこの中でやはり感

じているのは、経済部なのかというのは私の中で

もわからない部分というのはあるのです。ただ、

道においても食育推進に関する部分とすれば所管

が産業ということですから、それらの形で進めて

きているのではないかなというふうに思うのです

けれども、やはりこの部分については審議会の中

でも食育についての質問も結構あったようですか

ら、そのことを考えていく上において、私探せな

くて、３つほどあったのですけれども、強く食育

を推進していこうという意思が文字から読み取れ

ないのです。ましてや食育推進計画を２年後に控

えているということを考えれば、やはりきっちり
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ここでしっかり計画を立てるところはこの施策の

中で盛り込むというのが本来の姿ではないのかな

というふうに思うのです。それでお伺いしたので

すけれども、もう一度お答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 食育の活動、私ども

も大変重要なものだというふうに認識はしてござ

います。そうした中でも食育の協議会の中でも随

分各方面の団体の皆さんの御意見だったり、当然

事務局には教育部なり関連の皆様入っていただい

てございますので、そういった意見交換もさせて

いただいております。先般もその会議を開催させ

ていただきまして、やっぱり第３次の食育の部分

でしっかりと現状を含めて立てていこうという意

思統一もさせていただいて、委員の皆さんにもお

願いしてございますので、そういった意味で十分

に認識を持っているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 食育に関しては、やは

りいろんな場面といいましょうか、福祉の部分な

り保育なりなんなり、それから学校教育なりとい

う部分で必要な部分ですから、これを食育という

ことでいろんな団体もまだあるわけですし、食育

を推進するのだというしっかりとしたメッセージ

をこの個別計画の中でもそうですけれども、出し

ていっていただきたいと。しっかりやっていくの

ですよという名寄市としての意思をしっかり持っ

ていただきたいという、このことを要望して、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。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅳ、地

域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづ

くりについて質疑を終結いたします。

次に、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりについて審査いたします。

説明を求めます。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、基本目標

Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育むまちづくりにつ

いて概要を御説明いたします。

別紙計画書案の１２４ページから１４７ページ

にかけてとなります。初めに、１２４ページをお

開きください。ここでは、基本目標Ⅴの施策の体

系を示しており、９つの主要施策、２１の基本事

業により基本目標の推進を図ります。また、１２

５ページ以降に具体の記述を行っておりますが、

基本事業ごとにそれぞれ現状と課題、基本的な方

向性、実現の方策の３つの項目で構成しておりま

す。

まず、１２５ページからの主要施策、幼児教育

の充実では、２つの基本事業を推進します。

基本事業１の就園の奨励では、子ども・子育て

支援法の本格施行に伴い、多様な経営形態による

制度の違いについて周知が必要となっていること

から、施設によって保育料や手続が変わることな

どを丁寧に説明するよう努めています。

また、幼稚園新制度への移行の有無にかかわら

ず、保護者が安心して子供を預けることができる

環境や園児を安定して受け入れることのできる体

制づくりを支援していきます。

基本事業２の幼・保・小及び各機関との連携で

は、全ての園児が希望を持って就学できるよう小

学校教育との円滑な接続が必要なことから、幼、

保、小及び各機関の日常的な連携を緊密にすると

ともに、支援の必要な幼児についての相談、支援

体制の充実に努めます。

次に、１２７ページからの主要施策２、小中学

校教育の充実では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１の生きる力を育てる教育の推進では、

全国的な各種調査結果等から児童生徒の思考力、

判断力、表現力、みずからを律する心や他人を思



－316－

平成２８年１０月１２日（水曜日）第３回９月定例会・第７号

いやる心、日常的に運動に親しむ態度や望ましい

生活習慣等が十分に育っていないという課題が見

られることから、主体的、対話的で深い学びであ

るアクティブラーニングの視点に立った授業改善、

問題解決的な学習を取り入れた道徳教育や各学校

の特色を生かした体力づくり、一校一実践の取り

組みの充実に努めるとともに、障害のある子供と

障害のない子供が可能な限りともに学ぶインクル

ーシブ教育システムの構築に努めます。

基本事業２の信頼される学校づくりの推進では、

保護者、地域住民が教育活動に参画する取り組み

や教職員の経験年数に応じた継続的な研修につい

ては課題となっていることから、コミュニティー

スクールの導入や社会に開かれた教育課程の編成、

実施、評価、改善、学校や地域の実態に応じた小

中一貫教育の推進、教職員の資質向上を図る取り

組みの充実に努めます。

基本事業３の安全安心な教育環境の整備では、

不審者による声かけ事案がなくならないことや学

校施設の老朽化が進んでいることなど、子供たち

の安全、安心な学習、生活環境を確保することが

課題となっていることから、学校内外の危機管理

体制の確立、学校の適正配置、通学区域の見直し、

再編、学校施設設備の計画的な整備などに努めま

す。

次に、１３０ページの主要施策３、高等学校教

育の充実では、基本事業として就学機会の確保を

推進します。

本市の公立高校２校の定員に対する充足率が６

９％にとどまり、現行の間口維持は難しい状況に

あることから、関係機関と連携を図りながら現状

の間口を維持する支援体制を確立するなど、望ま

しい高校適正配置のあり方について要望してまい

ります。

次に、１３１ページからの主要施策４、大学教

育の充実では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１の教育研究の充実では、大学の理念、

目的を達成するため、教養教育と連携教育を基礎

に専門領域の特殊性にも配慮した体系的なカリキ

ュラムに基づいた質の高い授業、実習などを行い、

教育研究の充実に努めます。

基本事業２の校舎及び環境等整備事業では、新

学科設置に伴う平成３０年度からの学生数の増加

に対応するため、新棟建設など施設整備を進めて

おり、今後は老朽化した既存施設の改修、学生活

動の充実のためのグラウンド、テニスコートなど

の整備などに努めます。

基本事業３の大学を生かしたまちづくり・地域

との連携では、質の高いケアの専門職を養成する

とともに、子供、障害者、高齢者を初めとした市

民全てが地域で安心して暮らせる環境づくりに貢

献することが求められていることから、新たに設

置したコミュニティケア教育研究センターの活動

を進めるとともに、市立大学の学生が卒業後も名

寄市に定着するよう関係機関と連携をしながら取

り組みを進めます。

次に、１３３ページからの主要施策５、生涯学

習社会の形成では、４つの基本事業を推進します。

基本事業１の社会教育計画の策定では、地域の

教育力の状況や市民が地域社会を支える一員とし

て社会参加することができる環境づくりに課題が

見られることから、名寄市総合計画との整合性を

図りながら社会教育計画を策定し、定期的な見直

しや改善に努めます。

基本事業２の社会教育拠点施設整備では、市立

図書館の施設の老朽化、北国博物館の展示の工夫、

改善などが課題となっていることから、社会教育

施設の適切な維持管理と計画的な改修に努めると

ともに、市民サービスのより一層の向上を図りま

す。

基本事業３の生涯学習プログラムの整備と学習

への支援では、生涯学習プログラムの整備を通じ

て市民の生涯学習に対する多様な要求に応える体

制を強化することが大切なことから、社会教育施

設間が協力して取り組む体制づくり、多様な学習

機会の提供、市民のニーズに応じるための指導者
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の確保などに努めてまいります。

基本事業４の天体観測を生かしたまちづくり事

業では、適切な施設、機材の維持管理、市民への

天文知識のさらなる普及などが課題となっている

ことから、市民に親しみある天文イベントの開催

や学校教育との連携強化、建物、設備の適切な保

守、整備、国立天文台、石垣島天文台などとの協

力による研究観測の充実に努めてまいります。

次に、１３７ページからの主要施策６、家庭教

育の推進では、基本事業１、家庭と地域の教育力

の向上を推進します。

子供たちの望ましい生活習慣の定着や他者への

思いやりの心などを育む家庭の教育力の低下、子

育て家庭が孤立する傾向か見られることから、家

庭教育支援事業や親子ふれあい事業などの社会体

験の充実に努めるとともに、家庭教育資料「子ど

ものよりよい育ちのために家庭で取り組む７つの

ポイント」のより一層の活用、家庭教育サポート

企業の拡大に努めます。

次に、１３９ページからの主要施策７、生涯ス

ポーツの振興では、３つの基本事業を推進します。

基本事業１、スポーツ施設の整備では、スポー

ツ施設の老朽化が進んでいることや障害のある人

がスポーツに親しむことができる環境の整備が課

題となっていることから、スポーツ施設の適正管

理と計画的な整備、障害のある人も障害のない人

もともにスポーツを楽しむことができる環境整備

に努めてまいります。

基本事業２、スポーツ振興事業では、市民のラ

イフスタイルやライフステージに応じた生涯スポ

ーツの機会の充実を図ることや子供たちのスポー

ツ離れ、さらに指導者の確保が課題となっている

ことから、市民皆スポーツを目指した取り組みを

推進するとともに、総合型地域スポーツクラブに

対する支援によるジュニアアスリートの競技力の

向上などに努めます。

基本事業３、スポーツ合宿推進事業では、スポ

ーツ合宿受け入れによるさらなる地域スポーツの

振興や交流人口の拡大を図ることやジュニアアス

リートの育成と指導体制などの環境整備が課題と

なっていることから、冬季スポーツの拠点化事業

を通じで地域の活性化を図るとともに、合宿受け

入れ組織を発展させたスポーツコミッションの設

立、冬季ナショナルトレーニングセンターの誘致

実現に向けた取り組みに努めます。

また、指導者が活動しやすい地域づくりを進め、

ジュニアアスリートの競技力向上に努めます。

次に、１４２ページからの主要施策８、青少年

の健全育成では、２つの基本事業を推進します。

基本事業１、青少年健全育成事業では、子供た

ちの地域とのかかわりや帰属意識が低下している

傾向が見られることから、ボランティアリーダー

活動などを通じて高校生や青年のリーダーを育成

するとともに、子ども会単位の活動が困難になっ

てきている地域の子供が参加、交流できる事業や

自然を生かした体験活動を推進します。

また、携帯電話など情報機器の急速な発展に伴

い、子供が犯罪に巻き込まれる危険性が高まって

いることから、青少年健全育成の体制のより一層

の強化に努めます。

さらに、不登校については、その原因が学校だ

けではなく、家庭環境を含むさまざまな要因が複

雑に絡み合っていることから、学校や家庭、関係

機関が連携した教育相談体制の充実に努めます。

基本事業２、子育て支援の推進では、放課後児

童クラブの公設と民間の施設間の開設時間や利用

料金に違いが見られたり、放課後子ども教室の指

導者を確保することが課題となっていることから、

子供たちが安全で安心な場所で過ごせる子育て支

援の充実に努めます。

また、児童センターについては施設の老朽化な

ど課題となっていることから、施設の整備につい

て検討してまいります。

最後に、１４５ページからの主要施策９、地域

文化の継承と創造では、２つの基本事業を推進し

ます。
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基本事業１、文化芸術振興事業では、市民文化

センター及びふうれん地域交流センターを核とし

た文化芸術の振興を図るため、生産年齢の市民が

参加しやすい事業運営や機能の強化が課題となっ

ていることから、文化芸術活動の担い手である団

体、グループ等への支援、アウトリーチの推進や

ワークショップの開催による文化芸術に触れる機

会の提供、新しい文化芸術サークルの開設の奨励、

文化芸術鑑賞ツアーの一層の充実に努めます。

基本事業２、歴史や文化財の継承では、本市の

歴史や文化財を次世代へ引き継ぎ、市民の理解を

深めるための機会の提供のあり方や郷土芸能を後

継する人材不足などの課題があることから、収集

した資料の活用による普及啓発、有形、無形の文

化財等の保護活動、継承活動の支援に努めてまい

ります。

以上、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりの概要説明といたします。よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議

時間を延長させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 基本理念の人づくり

に直結する基本目標Ⅴであるという認識のもとに

何点かお聞きいたしたいと思います。

まず、基本目標Ⅴのところのこの内容について、

でき上がる過程において幼児教育、それから学校

教育等担われている現場の方たち、保育士さん、

それから現場の先生方、そういう日々人づくりに、

子供たちの教育に携わっておられる方たちとこれ

から１０年間このようなまちをつくる、このよう

な子供たちを育てる、ひいては成人になっていた

だくという思いを共有する取り組みがどのように

なされたのかについて、まず１点お聞きしたいと

思います。

それから、２点目につきましては、１２８ペー

ジの生きる力を育てる教育の推進についてであり

ます。実現の方策のところに道徳的行為に関する

体験的な学習を適切に取り入れという文言がござ

います。実現の方策の２つ目の丸のところですけ

れども、道徳教育については今までは学校の教育

活動全体を通してということでの道徳教育が進め

られてまいりましたが、昨年の３月の学習指導要

領の一部改訂によって科目としての道徳、評価を

必要とする道徳ということに、今移行措置ではあ

りますが、そのように変わってきている現状があ

ります。そのことを踏まえて、先ほど申し上げま

した道徳的行為に関する体験的な学習云々という

ところをこれから先どのようにイメージすればい

いのか、そのことについてお聞かせいただきたい

と思います。

それから、１２９ページの実施の方策のところ

の１つ目の丸の中にありますコミュニティースク

ールの導入、それからその３つ目の丸のところに

ある小中一貫教育の推進、これについても今まで

の議会の中でも協議されてきているところではあ

りますが、地域性が出てきているというふうに捉

える中で、名寄市全体としてのコミュニティース

クール、それから小中一貫教育についてどのよう

に考えをまとめられておられるのか、そのことに

ついてお聞きしたいと思います。

それから、１３７ページ、家庭教育の推進につ

いてであります。現状の課題の中で上から５行目

のところに親力向上のという言葉が出てきており

ますので、親力、親という言葉が家庭教育の推進

の中で大きくクローズアップされる言葉になって

きているかと思いますが、１３８ページのところ

では用語の解説として親力については子供を育て、

包み、伸ばす総合力というふうに書かれています。

家庭教育においての親は、当然のことながら大き

な力を発揮されますけれども、家庭教育というそ

のくくりにおいては親だけではないことについて
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は誰しも想像できるところではないかと思います

ので、この親ということを限定された、何かお考

えがあるのかどうか、４カ所ほど文言の中で出て

きておりますので、親、すなわち保護者という受

けとめ方をすればいいのか、ここのところを少し

確認させていただきたいと思います。

それから、済みません、たくさんあって。１４

０ページです。生涯スポーツの振興にかかわって、

スポーツ振興事業のところなのですけれども、こ

のスポーツ振興事業の実施の方策の中にスポーツ

施設の適正管理と計画的な整備という言葉があり

ます。それから、スポーツ施設の効果的な管理運

営体制ということもあります。このことにつきま

して私自身が具体的なイメージを思い描くことが

不十分であると認識しておりまして、これはほか

の市民の方もそのようにお考えになっているとこ

ろがありますので、具体的にスポーツ施設の適正

管理と計画的な整備について基本計画としての範

疇で結構ですので、お聞かせいただきたいと思い

ます。

そして、ここにかかわりまして基本的な方向性、

体育協会、総合型地域スポーツクラブなどとの連

携という言葉もございます。この総合計画をつく

り上げる上でこういうところとの思いの共有をと

れるような取り組みが私の認識が違うのかもしれ

ませんが、余り機会を得ることがなかったのかな

というふうに思っておりますので、この連携につ

いて今後どのような想定をされているのかについ

てお聞きしたいと思います。

あわせて、スポーツ施設の適正管理というとこ

ろに付随すると思いますが、旧東風連小学校の体

育館、旧豊西小学校の体育館、それから日進小中

学校の体育館とをそれがスポーツ施設というふう

な捉え方でないのかもしれませんが、一応日進小

中学校の体育館や東風連小学校の体育館は現在も

学校開放の対象施設として地域の人たちが利用す

ることができています。この部分のスポーツ施設

の適正管理ということも少しお聞かせいただきた

いというふうに思っています。たくさん申し上げ

ましたけれども、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうから何点か

説明させてもらって、教育長も含めて報告させて

もらいたいというふうに思っています。

まず、１点目の今回の総合計画をつくるに当た

って先生方とのどのような議論があったのかとい

うことだというふうに思いますけれども、基本的

に学校教育を推進するに当たっては、市民憲章だ

ったり、教育基本法であったり、教育都市宣言、

そういったものが基本理念としてあって、子供た

ちをどういう形で育てるかということでずっと１

次計画から含めて進んできたというふうに思って

います。それをもとに教育委員会としては、毎年

名寄市学校教育推進計画というのを策定しており

ます。これは、時代の移り変わりであったり、子

供たちの状況の移り変わり、文部科学省からの指

導要領の改訂、さまざまな通知も含めてあります

ので、毎年改善をしながら策定をしていっており

ます。これにつきましては、２月くらいに校長会、

教頭会を通じて各学校におろして意見をいただき

ながら決定をして、４月からスタートをしていま

す。これにつきましては、総合計画と連動させな

がら実施をしてきておりますので、今回に限らず

毎年そういった教職員の先生方の御意見も踏まえ

ながら推進をしてきているというところでありま

す。

さらに、実施計画の中でも教育改善プロジェク

ト推進委員会事業というふうに入っていると思い

ますけれども、これは校長先生、教頭先生、教員

の方も入りながら、名寄市の教育改善に向けて研

究をしているプロジェクトでありますけれども、

これも全道的にもやっぱり名寄市は一番先進的に

取り組まれているというのは議員も御承知のとお

りだというふうに思っていますけれども、これに

つきましても当然総合計画で進めている事業内容

との整合性も見ながら研究していますし、５年間
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の第１次が終わって、今来年からの第２次のプロ

ジェクト委員会の準備委員会も立ち上げています

けれども、これにつきましては今回の総合計画が

確定したあたりにはしっかり落としながら実施計

画の中ではそういったところの議論も含めてしっ

かりとりながら進めていく。そういった面では、

先生方の御意見もこれまでも反映をされているし、

今後とも意見を取り入れながら進めていくような、

そういった環境にはあるのかなというふうに考え

ているところであります。

２つ目と３つ目は、教育長のほうから答弁とい

うことで、スポーツの関係の質問でありますけれ

ども、初めのスポーツの施設管理運営のところで

あります。管理運営の部分でいけば、名寄地区に

おいては名寄市体育協会が指定管理を受けて管理

をしています。風連については、市のほうで管理

運営をしている、そういったような違いがあると

いうところでありますので、これについてはこれ

までも課題としていますけれども、課題としてど

ういった運営体制がいいのかも含めて今後も検討

が必要だというふうに捉えております。風連地区

においては、やっぱり地域性もというふうにあり

ますので、そういう形で指定管理に持っていくの

がいいのかどうかというのも課題について持って

いますので、これについては関係する団体とも協

議が必要だというふうに思っていますので、慎重

な取り扱いをしていきたいというふうに考えてい

るところであります。

あと、総合型地域スポーツクラブの関係ですけ

れども、基本的に上川北部のそれぞれの自治体が

加盟していて、名寄市も毎年負担金ということで

５万円を払いながら、美深が事務局でやっている

組織であります。この中にも名寄市の総合計画を

どうですかという話にはならないというふうに思

いますけれども、毎年総会なり役員会等は開催さ

れている中で、当初の活動から見ればやっぱり参

加人数も含めて、活動内容を含めて低下をしてい

る部分というのは議員も御承知のとおりだという

ふうに思っていますけれども、これから名寄市の

冬季スポーツの拠点化事業、これはある面広域的

に進めなければならない事業でもありますので、

そういった面ではタレント発掘事業ということで、

主にこれをやっていた事業でありますので、スポ

ーツのクラブに入っていない方が例えばそういっ

たスポーツに興味のある方、そういった人たちを

しっかり発掘できるような事業になるような形で

は、うちとしてももっと積極的にかかわりながら

進めてまいりたいというふうに思っていますし、

具体的には実施計画の中での具体的などういうふ

うにやっていくかという話になってくると思いま

すけれども、そのときにはスポーツクラブの中身

の運営なり活動も考慮しながら個別事業の計画も

立てていくような形になるかと思いますので、御

理解をお願いします。

閉校後の管理ですけれども、今学校開放として

東風連小学校、風連日進小学校はやっております。

管理体制ちょっと承知していない部分があるので

すけれども、警備会社によって、基本的には学校

開放は警備会社に管理体制は委託をしてやってき

ていますけれども、これにつきましては地域の要

望もあったり、スポーツ団体の要望もあって開放

している状況がありますので、うちが一概にどう

いう形でやるかというふうに一方的に決めること

にはならないというふうに思っていますので、こ

れまでの活動の経過なり各スポーツ団体との連携

の中からよりよい方策、活用方法を見出しながら

今後も進めてまいりたいというふうに思っている

ところであります。スポーツ振興が活発化してい

きますので、やる場所も限られていますから、お

互い協力しながらの体制になってくるかと思いま

すので、そういった面ではこれまで同様使用する

団体との話し合いも含めながら運営を進めてまい

りたいというふうに考えていますので、御理解を

お願いいたします。

親力の関係であります。議員からありましたよ

うに、基本的には保護者という言葉の中で学校教
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育に含めて使わさせていただいております。ここ

で親というふうに使っているのは、この間これま

でも言われたのですけれども、核家族であったり、

少子化の中でやっぱり子供を育てる力というか、

経験が不足していたり、近くに教えてもらう、昔

はおじいちゃん、おばあちゃんから娘の育て方を

教えてもらうという、そういったような環境が多

かったと思いますけれども、今の社会状況の中で

はそういった環境が不足しているということで、

特に子供も１人、２人というふうに昔より子供の

数も減ってきている状況の中では、子供を育てる

経験が不足している。そういった人を対象に親と

いうところで親力を向上させていくべきというこ

とで、ここでは親という表現の中で表記をさせて

いただいているところであります。当然総体的に

は保護者という捉え方もありますので、それは事

業の今後の実施計画、個別事業の中ではそういっ

た世帯も考慮しながら対応していきたいというふ

うに思っていますけれども、この中では今の社会

情勢、家庭環境、そういったところも含めてあえ

て親という言葉を使わせてもらって表記をさせて

もらうということで御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） それでは、私のほうか

ら御質問ありました２つ目と３つ目の生きる力を

育てる教育の推進の中で、今回新しく言葉を使っ

ております問題解決的な学習と道徳的行為に関す

る体験的な学習と。これは、新しく入ってきた言

葉であります。これのうちの道徳的行為に関する

体験的な学習ということについてどう捉えればい

いかというような御質問であったかと思いますけ

れども、どうやって説明したらいいかわかりませ

んけれども、具体的に話させていただきたいなと

思うのですが、授業の中で一部体験的な活動とい

うのでしょうか、それを入れるのです。道徳的な

体験活動というか、そんなものを取り入れるので

すけれども、例えば道徳の時間で使います読み物

資料というか、資料がありまして、ふだん子供た

ちは道徳の時間においてその資料をもとに授業を

進められていくのですけれども、そこに必ず登場

人物が出てまいります。余りいい表現かどうかわ

からないのですけれども、例えばＡさんがＢさん

に対して悪口を言うというような、例えばの例な

のですが、ＡさんがＢさんについて冷たい言葉を

話したという、そういう場面があります。そうい

う場面がありましたら、その場面のＡさんとＢさ

んを子供たちに役割演技としてさせるのです。実

感的に言われたほうはショックを受けるのです。

そういう心情をもとにして授業を展開していくと

いうような、役割演技というのもそういう事例の

一つです。これについては、これまでも授業の中

で取り入れられて実施しておりますけれども、こ

のことは何でそうするかということなのですけれ

ども、より道徳性を養えるだろうという意味なの

です。それを道徳的価値の自覚というのですけれ

ども、道徳的価値の自覚を一層これまで以上深め

させるために、そういう体験的な学習を授業の中

で取り入れていくということなのです。今の役割

演技以外も道徳的な価値として、道徳的価値とい

うのは思いやる心だとか、公共心だとか、そうい

う道徳的な価値の単語であらわしたものなのです

けれども、例えば授業に入る前に相手に思いやり

の言葉をかけてあげるだとかという、そういう体

験をさせるのです。そうすると、思いやりの言葉

をかけられた人はすごく気持ちがよくなるのです。

そういう心情をぐっと引き出して、そして例えば

思いやりだとか、親切だとかという道徳的な価値

を自覚させていくという、そういうようなことを

含めて道徳的行為に関する体験的な学習というよ

うに一般的に呼びながら、そういう活動を適切に

指導方法の中に組み入れて、そして子供たちの豊

かな道徳性を養っていこうということが目的で、

今回道徳教育の充実のために取り入れた指導方法

の工夫でございます。おわかりいただけましたで

しょうか。

それと、もう一点ですけれども、コミュニティ
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ースクールと小中一貫教育の件でございますが、

これと地域性についての展望ということなのです

けれども、先般中央教育審議会のほうから新しい

時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域

の連携、協働のあり方と今後の推進方策という、

そういう答申が出されたところでありますけれど

も、その中で社会の動向と子供たちを取り巻く環

境というのでしょうか、状況を踏まえて、これま

ではどちらかというと開かれた学校という表現を

とっていたのですけれども、そこから一歩踏み出

しまして、地域の人々と目標とかビジョンを共有

しながら地域と一体となって子供たちを育てよう

ということで、一歩踏み出したということでは言

葉が地域とともにある学校ということに転換され

ました。これがコミュニティースクールにつなが

ってくるわけでありますけれども、御承知のよう

にこれまでも議会でお話ししていましたけれども、

現在智恵文地区における小中一貫教育の取り組み

については、小中学校９年間を通じた教育課題、

これを編成して系統的な教育を行うということで、

現在準備を着実に進めてきているところでありま

す。また、学校が地域のコミュニティーの核にな

るということを念頭に置きまして、地域と一体と

なった学校づくりを推進するという観点から、同

じく智恵文地区でコミュニティースクールの制度

の導入、これも行っているところであります。そ

ういう取り組みを進めておりまして、たまたま本

年度からなのですが、文部科学省の指定校、智恵

文小中学校を拠点としてコミュニティースクール

の導入と促進事業というのでしょうか、この事業

に参加いたしまして、智恵文地区の場合は小中一

貫、コミュニティースクールを目指した取り組み

を進めているところでございます。この取り組み

についてでございますけれども、文科省のほうで

は地域とともにある学校づくりの推進ということ

で、次世代を担う学校像の中でコミュニティース

クールを全学校で取り入れていきましょうという、

そういうことを提言しております。一応名寄市と

しましては、智恵文地区の小中一貫、コミュニテ

ィースクールの取り組みを、これをあくまでもベ

ースにして、今後名寄市の各地区、各地区といい

ましたら例えば風連地区ですとか、あと名寄の市

街地区、それともう一つ地区というと中名寄地区

などの学校や保護者、地域住民の意向を十分に踏

まえながら地域の実情に応じた望ましいコミュニ

ティースクールでありますとか、小中一貫教育を

今後検討していきたいなと考えているのです。

小中一貫とコミュニティースクールを比較しま

すと、どちらかというとコミュニティースクール

というほうが学校にも余り負担かかりませんし、

導入は小中一貫に比べると楽であります、変な表

現ですけれども。それで、ただ私はどこもここも

同じようなコミュニティースクールというような

形にはしたくないということで、それぞれの地域

とか学校の実情に応じたコミュニティースクール

を目指していきたいなと考えております。ただ、

小中一貫のほうなのですが、小中一貫教育につい

ては組み合わせというのでしょうか、中学校と小

学校の組み合わせによって学校の先生方に非常に

負担がかかる面も報告されています。例えば中学

校を中心に小学校が３校、４校ぶら下がってくる

ということになりますと、中学校の先生が乗り入

れやるのです。そのときになりますと、小学校の

学校数が多くなると。例えば東中なんかは名小か

らも行っている、西小からも行っている、東小か

らも行っていますから、そうなりますと負担にな

る可能性が十分あるので、だからこの辺は小中一

貫の導入については地域性だとか学校の事情をに

らんで慎重に取り扱ってもらいたいと、現時点で

はそのように考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど私答弁の誤り

がありましたので、おわび申し上げます。

総合型地域スポーツクラブなのですけれども、

上川北部広域スポーツクラブと勘違いして答弁を

してしまいました。大変申しわけありませんでし
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た。

御質問いただいたのは、総合型地域スポーツク

ラブとの関係のことだということで、改めて説明

をさせてもらいます。今回総合計画をつくるに当

たりましては、名寄市のスポーツ推進審議会の中

にも素案を出しながら、御意見をいただいて策定

をしてきております。今回は、これまでにおきま

しても具体的な事業についてはこれを確定後とい

うことで、今後の協議になるというふうになりま

すので、基本計画のことについてはスポーツ推進

審議会の中での意見をいただいて、審議をしたと

ころであります。

具体論に入りますと、先ほど議員からありまし

た総合型地域スポーツクラブとの連携といいます

か、特に風連地区の子供たちのスポーツに対する

関心を高めたり、いろんなスポーツを体験する中

で自分がやりたいスポーツ及び能力を発掘する、

そういった事業を先にやっていただいていますの

で、その点については継続して今後も進めていっ

ていただきたいというふうに考えていますので、

より充実していくためにはどうするかという個別

の事業については今後の中で協議を進めながら、

連携をとって進めてまいりたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 丁寧な御答弁をいた

だきました。一番最初に質問させていただきまし

た現場の方たちとの思いを共有する取り組みにつ

いてということについては、実はこの議会でいろ

いろな協議、議論がなされています。それを全て

踏まえて考えるときに、こういう場があるので、

思いが共有されます。名寄市の総合計画第２次に

向けて協議をする中で、自分がかかわったのであ

るから自分にも責任の一端があるということ、そ

れから自分の思いもそこに加えたという自己満足

感といいますか、そういうものがあると思います。

今小川部長からも小野教育長からも丁寧な御答弁

いただきましたけれども、そういうやりとりが学

校現場であったのかどうかということが聞きたか

ったのです。確かに教育改善プロジェクト、それ

から定例化されています校長会、教頭会、さまざ

まな場面で話し合いをする機会はあると思います。

スポーツ推進審議会での審議もあると思いますけ

れども、そこに出ていく方たちは本当にごく一部

の方たちで、そこに出ていく方が自分の団体に丁

寧な説明をしない。だから、その代表に責任があ

るということではなく、本当に現場の一人一人が

きちっと思いを共有できるような取り組みがなさ

れてきたのかということについて、特に学校教育

においては一人一人の先生方が日々このことに向

かっての実現を目指して取り組まれておりますの

で、そのことはやはり必要であると思っています

ので、その取り組みなかったとは思っていません。

名寄市にも教育研究会ございまして、毎回の取り

組みがなされていますので、その部分をお聞かせ

いただきたいというふうに思っています。

それから、生きる力を育てる道徳を科目として

捉える、教育長からいただきました御答弁につき

ましては、具体的な場面も説明していただきまし

たので、よくイメージすることができたのですが、

逆にそのことは今までも教科ではなかったとして

も学校の教育活動全体の中で取り組む道徳として

行われてきているというふうに認識しています。

新たに第２次の総合計画の中での道徳教育につい

ての部分について再度お聞かせいただきたいとい

うふうに思っています。

それから、コミュニティースクールと小中一貫

教育のことにつきましては、やはり名寄市という

ふうに一くくりにしましてもそれぞれの地域性が

ありますので、それについては十分地域の方の住

民の意向を聞きながらということについては大切

なことであると思います。大切なことであると思

いながらも、そのことに取り組まれない学校も出

てくるであろうという中で、やはり地域の住民の

方たちの意見の吸い上げ方についてどのような想

定がなされているかについては聞かせておいてい
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ただきたいなというふうに思っています。

それから、スポーツ施設の整備、適正管理とい

うことについては端的にお伺いします。旧日進小

中学校の体育館や東風連小学校の体育館、今学校

開放ではありませんが、豊西小学校の体育館、そ

れぞれのグラウンドも含めて、これはスポーツ施

設という一くくりの中での適正管理ということを

お考えでしょうか。そこについてお聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） まず、１点目の議員

からお話ありましたように一人一人に丁寧に説明

しながら、この計画を共有して目標に向かって進

めるというのは当然一番大切なことだというふう

に思っていますけれども、なかなか最後の一人一

人までやるという部分では難しさがあるというと

ころでは、毎月やっています校長会、教頭会であ

ったり、先ほどありました教育研究所の会議であ

っり、そういった機会を通じながらどういう子供

を育て、育んでいくかというところを話をさせて

もらいながら、お互い統一の目標に向かって進め

るということで取り組みをさせていただいている

ところであります。この計画につきましてもそう

いったことを通じて、先生方に概要版もつくると

いうことでありますから、そういったものを含め

ておろしていく形にしたいと考えていますし、先

ほど言いました名寄市の教育推進計画、毎年策定

して、これについては各学校の中で教職員の会議

も含めて、これはおりて、今年度の計画方針だと

いうことで進められているのは間違いないことで

ありますので、先ほど言いましたが、その中では

総合計画との連動も網羅されておりますので、そ

ういった点からいっても先生方にも周知はされて

いるというふうに考えているところでありますの

で、御理解をお願いしたいと思いますし、今後も

そういったいろんなおろす場面であれば、時には

きちんとおりるような形での提起も含めて取り扱

いについてお願いをしてまいりたいというふうに

考えているところであります。

旧校舎、グラウンドについては、基本的には普

通財産というふうになっていて、ただスポーツ関

係でも使っている関連もありますから、そういっ

た面での管理について教育委員会でやっていると

いう状況もあります。ただ、今の段階では豊西小

学校のグラウンド、体育館をということで位置づ

けるというところまでは至っておりません。どう

いった形で活用するかということについては、今

できれば民間の方も含めて何かの活用する方がい

ないかどうかも募集をしているところもあります

けれども、そういったことも視野に入れながら今

後の活用についてはまたいろいろ検討協議をして

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） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 再質問の２点でござい

ますけれども、１点目は若干説明させていただき

たいと思いますけれども、学校における道徳とい

うのは道徳の時間の指導と、それからもう一つ、

学校教育全体を通じで行う道徳教育というの、こ

の２つがあります。これまでは、学校全体を通じ

て行う道徳教育の中で体験的な活動は取り入れて

きているのです。道徳の時間の指導の中では、説

明すればちょっと時間長くなるので、中では体験

活動を入れていなかったのです。全く入れていな

いかといったら、先生によっては入れている方も

おられたのは、これはわかりません。ただ、そう

いう区分けをして道徳を進めてきたという経緯が

あります。

それで、どうも読み物資料だけで、理念の中だ

けでは十分でないだろうという反省があったわけ

です。それで、授業の中にも道徳の体験的な活動

を効果的に取り入れて道徳的な価値の自覚を深め

ようという取り組みのために今回問題解決的な学

習と道徳行為に関する体験的な学習という文言が

入ったという経過でございますので、御理解いた

だきたいと思います。もう一つ、問題解決的な学
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習というのも入りましたけれども、これも非常に

難しい概念で、また機会あれば説明したいと思い

ます。

あと、コミュニティースクールと小中一貫教育

の件ですけれども、これから保護者、地域への周

知にかかわることになりますけれども、一応この

間佐藤議員のほうからお話があったときに答えた

コミュニティースクール等の今後の学校のあり方

の中でも若干御説明申し上げましたけれども、今

第２次の教育改善プロジェクト委員会を立ち上げ

ようとしておりまして、準備委員会を開いている

ところでございます。準備委員会でこの２つの取

り組みについてどう進めていくかと。これを議題

に上がるように教育経営グループのほうでしよう

としております。そこで、１２月以降３月ぐらい

までかけてどうやってコミュニティースクール、

小中一貫教育を進めていこうかということでの具

体的な話し合いが進められます。そのときに地域

住民とどのような連携を深めてやっていくかとい

うことを具体化しようとしておりますので、御理

解いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的な見通しも示

していただきましたので、少し私の中も整理させ

ていただくことができました。

先ほどのスポーツ施設のことにかかわりまして

は、この部分にかかわりましては地域の生涯スポ

ーツの振興そのものに付随してくるところであり

ますので、今後やはり進めていくためにどうする

かということについてのお考えをいただきたいな

というふうに思っています。具体的には、人がか

かわらないと施設は使うことができないけれども、

その使う人たちが自分たちの力で使うというだけ

では施設管理ができない、そのような状況の中で、

地域の指導者はボランティアで一銭もいただくこ

とのない中で活動をされているわけです。その部

分について施設管理の面からもサポートしていた

だけるような、そのお考えについてお伺いしてお

きたいなというふうに思っています。

それから、先ほど２回目の再質問でお話しさせ

ていただきませんでしたけれども、先ほどの親力

の言葉のことでありますけれども、これは広い意

味で親という言葉の中に保護者という文言が大き

く見え隠れしているという認識で捉えさせていた

だきたいと思いますが、改めてそれでよろしいか

どうかについてお聞きしておきたいと思います。

それから、最後に教育長からいろいろ御丁寧に

御答弁いただきました中身につきましては、今後

１０年間名寄市が進むべき方向性を示す上で大変

大きなものがあると思っておりまして、実は小中

学校教育の充実の１２７ページの現状と課題の中

には、大多数の部分で課題についてが書かれてい

ます。３行目のところから、本市では、各学校が

創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

とともに、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取り組みなどを通して、子供たち一人一人に確か

な学力や確かな人間性、たくましく生きるための

体力の育成に努めています。やってきたことはこ

ういうことをやってきましたけれども、こんなに

課題がありますという読み取り方になります。名

寄市の子供たちのよさというのは、この取り組み

の中で出てきていると思うので、そのよさをしっ

かりと伸ばしていただける今後の総合計画第２次

であると思っておりますけれども、そのことに付

随してコミュニティースクールというのは大きな

ものがあると思っています。確かに学力は伸ばし

ていただけたけれども、地域の特色のある教育活

動はどんどん削られてきている。これどういうこ

とでしょうかという保護者の話がよく入ってきま

す。この点にかかわっても今後１０年間見据えて

いく中では、コミュニティースクール、小中一貫

教育についての考え方についての地域への説明、

それから学校間の連携した取り組みについては大

切にしていただきたいと思っておりますので、十

分地域の声を聞いていただくということに関して

しつこいようですけれども、教育長の御答弁をお
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願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 最初に、学校の開放

事業によって、旧風連小学校、風連西小というこ

とで、議員お話しのとおり管理に当たっては地域

の方の御協力も得ながら、連携させていただきな

がら維持管理をしている状況にあります。地域が

施設として有効に使っている部分とか、いろいろ

あるかと思いますので、そういった実情も含めて

地域とも話していただきながら、スポーツ団体も

使っているところがありますので、そういった活

用の状況等も見ながら今後の管理運営について協

議をさせてもらいたいと思います。詳細の管理運

営の部分、私把握していない部分があるので、大

変申しわけありませんけれども、その辺について

はもう一度確認をさせてもらいますけれども、要

するにいずれにしても地域との連携、協力がなけ

ればできませんので、ここは重視しながら進めさ

せていただければというふうに思っております。

親力の関係については、先ほどの現状と課題の

ところについては現在の社会状況も含めて親とい

う言葉を出させてもらっているというふうに話を

させてもらいましたけれども、議員おっしゃると

おり保護者がということで、実現の方策のほうで

は２つ目の丸では全ての保護者という言葉を使い

ながらさせてもらっております。そういった面で

は、ちょっとわかりづらいというか、誤解を招く

点があろうかというふうに思いますけれども、そ

ういったことで使い分けて今回採用させてもらっ

ているところであります。実施に当たっては、そ

ういったことも御意見賜りましたので、配慮しな

がら対応して進めてまいりたいというふうに考え

ていますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 御指摘のとおり、１２

７ページの現状と課題を今改めて読んでみました

ら、子供たちのよさについては触れておりません。

よさについてはたくさんあります。そして、今回

のコミュニティースクール、小中一貫教育の目的、

狙いの一つにもあるのですが、これは議員が御指

摘のように子供たちのよさや可能性を生かすとい

うことが大きな狙いでございますので、学校の先

生と、それと保護者、地域住民が一体となって子

供のよさを十分に引き出すためのコミュニティー

スクールなり小中一貫になるように考えながら、

そのことを地域に伝えて十分周知しながら、その

地域に応じた学校のあり方を検討してまいりたい

と思いますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 野田三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） １２９ページの安全

安心な教育環境の整備について１点お聞きしたい

と思います。

基本的な方向性のところで、子供たちが安心し

て学ぶことができる教育環境を確保するため、事

件、事故等の要因となる危険を早期に発見し、速

やかに対応する危機管理体制を確立することが大

切ですと書かれております。そして、その下の実

現の方策の１つ目の二重丸のところに、児童生徒

を取り巻く学校内外での安全安心を確保する危機

管理体制の確立に努めますと表記されているわけ

なのですけれども、これは今後今の体制を強化し

て、それを維持して進めていくのか、それとも現

状と課題のところに、しかし依然として不審者に

よる声かけ事案がなくならないと表記されている

のですけれども、これは改めて新しい対策をとっ

て、それの確立に努めていくのか、どちらの意味

で捉えればいいのか、お知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問のあった危

機管理の体制のことですけれども、基本的にはこ

れまでの危機管理体制を継続していくというふう

に考えています。ただ、不審者の事案がふえてき

ている状況であったり、事件においても多種多様

化している状況があるということがありますので、

そういったものに対応するためには改善は常に必
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要だというふうに考えていますので、全国的に学

校に関係する、児童生徒に関係する事案等も出て

きますので、そういった事例も見ながら、必要な

部分については現状の危機管理体制をさらに改善、

充実していく、そういった意味で考えております

ので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 特に小中学校に通う

子供たちを持つ親がこれを見ると、やっぱり依然

として不審者による声かけの事案がなくならない

と。声かけ以外にも盗撮ですとか、以前には凶器

みたいなものを突きつけられたみたいだとか、最

近では何か頭を軽くたたかれただとかで、そうい

った事案が発生しております。ですから、今の対

策で進めていくに当たって、やっぱりこれ以上な

くならない、何の進歩もないのかなという感じが

すると思うのです。ですから、以前に一般質問の

中にも防犯カメラのことですとか、いろいろ質問

されていますので、これからやっぱり新しい取り

組みも取り入れて確立して、この総合計画の中に

入れていかなければいけないのかなと思うのです

けれども、その辺の考え方についてお聞かせくだ

さい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御指摘あったのは、

学校内というよりも登下校であったり、子供たち

が地域で遊んだり、そういった場面のところだと

いうふうに思っております。防犯カメラの話も以

前も御質問いただきましたけれども、市内全域を

見渡せるカメラというのは難しい状況だというふ

うに思っていますし、特定の場所に設置して、そ

れが不審者が理解すればそれを見えないところで

行ったりするという状況もあって、有効でないと

いうふうには思っていませんけれども、ただそう

いった面ではこれまで進めています地域の方の見

守り、ＳＯＳ活動もこれ市民部のほうで取り組み

をしていますけれども、地域全体で子供たちを見

守って育てる、そういったことが大変重要だとい

うふうにも考えているところであります。できれ

ば家庭にいる方も登下校の時間には外に出て草取

りをしたり、冬除雪したり、そういったことも心

がけていただきながら、子供たちが外に出る時間

帯については多くの大人の方が出ているというこ

とであればそういった不審者に対する予防にもな

るかというふうに思っていますので、それぞれ各

小学校においては安心安全会議もありますので、

それは地域の方との連携によって成り立っている

ものでありますので、そういった中でも有効な手

だても含めて今後も対応して、子供を危険から守

る体制については常に取り組みを強化していきた

いと思いますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 防犯カメラなのです

けれども、ここでも書かれているとおりに、早期

に発見しというふうに書かれておりますので、当

然防犯カメラというのは早期に発見するために、

画像としてはっきりと残るのは確かです。でも、

防犯カメラそのものは映像というのはあくまでも

結果であって、本来の防犯カメラというのは防犯

カメラというぐらいなので、犯罪を防止する。つ

まり未然に防止するということなのです。それが

防犯カメラということなのです。ですから、早期

発見する前に未然に防止に役立つということもあ

りますので、やっぱり将来的にもそういった方向

性を考えて総合計画の中に盛り込んでいただきた

いなと思うのですけれども、改めて最後に考え方

をお聞きして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 何回か一般質問等の

中でも答弁をさせていただいております。今野田

議員から御指摘をいただいておりますけれども、

名称が防犯カメラということなのですが、実態的

には全国的には防犯カメラに記録された画像が犯

人逮捕につながると。そういう犯罪の解決に役立

つという考えが広まっておりますけれども、以前

もお答えをさせていただいておりますけれども、
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カメラの設置に当たりましては多額の経費が必要

であるということでございますけれども、それ以

上に設置場所の選定、あるいは権利侵害のリスク

を含めて改めて協議なりを進めて、その中で話し

合いをしながら進めていきたいということで、基

本的にはあればそれにこしたことはないというふ

うな認識は持っておりますが、ただ費用対効果と

申しましょうか、金銭的な費用も伴うということ

では今後とも協議を進めながら考えてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お聞きをしたいと

思います。

１２８ページ、信頼される学校づくりの推進の

基本的な方向性の２行目から３行目にかけてなの

ですが、社会で生きていく力や生涯にわたって学

び続ける態度を育てることが大切と。地域ととも

にある学校づくりの中で、学び続ける態度を育て

ると。この態度ということはどういうことなのか

をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） どこがわからないの。

態度というのは姿勢でありますから、そういう心

構えというのでしょうか、そういう構えです。人

間としての構え。構えの、態度と引きますと構え

と出ています。人間としての備えとか構え、そう

いう意味でございます。そういうことではなくて

ですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員、正式に発言

してください。

〇５番（川村幸栄議員） 生涯にわたって学び続

ける構えを育てるということで読み取っていいと

いうことですか。

（「態度は構えですから……」と呼ぶ者あり）

〇５番（川村幸栄議員） 態度は構えなのだけれ

ども、では生涯にわたって学び続ける構えといっ

たふうにとっていいということですか。社会で生

きていく力やというところら辺は生きていく力で

すので、わかるのですが、その後に続く生涯にわ

たって学び続ける態度というふうになるとどうい

うふうに理解をしたらいいのか、御説明をいただ

きたいということだったのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩しますので。

休憩 午後 ５時５０分

再開 午後 ５時５２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私も学校教育のほうに

長いから、言葉遣いについては誤解を招くような

言葉がもしあってもそれを知らず知らずのうちに

使っているという可能性も十分ありますので、ち

ょっと補いさせていただきたいのですが、学校教

育で使う言葉の中に関心、意欲、態度という言葉

があるのです。これは、子供たちの資質、能力の

うちの一つなのです。それを育成するという言葉

がありまして、関心、意欲、態度を育てるという

言葉が指導要録の解説の中にも出てくる言葉でご

ざいます。そんな意味で関心、意欲、態度を育て

るという学校教育の用語ということで押さえてい

ただいて御理解いただきたいなと思います。よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ふだん私たち使わない

ことが多いというか、私は初めて触れたものです

から、学び続ける態度というところら辺でちょっ

と戸惑いました。今の御説明で理解いたしました。

ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 所管ですので、端的

に１点だけちょっとお伺いしたいと思います。

１３０ページ、高等学校教育の充実のところで、

基本事業にも明記されておりますけれども、間口

が削減されれば就学機会の確保がなかなかできな

くなるという意味でここに書いてあると思うので
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すけれども、実態も書いていただいております。

６９％ぐらいの充足率で、間口の維持は難しい状

況にあるとして、方策としては間口を維持する支

援対策を確立するなど、望ましい高校適正配置の

あり方について要望していきますというふうにあ

るのですけれども、これやはり名寄市としてもさ

らにしっかりと取り組んでいって、間口がなるべ

く削減されないようにするべきだというふうに思

っておりますけれども、今後の対応についてお考

えがあればお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今ありましたように、

高等学校の定員からいって間口が大変厳しいとき

にあるというのはこれ事実であります。そういっ

た状況がありまして、昨年２月、高等学校の在り

方検討会議ということで、各関係する団体の方も

入っていただきながら、それを立ち上げて、１年

間どういう魅力ある学校づくりをしたらいいのか、

一方では定員が少ない中でどうするべきか、いろ

んな御意見をいただいて、ことしの１月に取りま

とめをして市長のほうに要望書を出しておりまし

て、最終的には３月の末に道教委のほうに、北海

道教育長のほうに市長と中野道議も同席していた

だきながら要望書を提出して、しっかり名寄市内

の中でこういった議論をしているから、間口削減

は先送りをしてくれという話をいたしました。そ

ういったこともありまして、普通今まででいけば

３１年度の計画の中で具体的に減らすよというこ

とが出たというふうに思いますけれども、そこは

ジャンプをしていただきながら地元での協議をし

っかり受けとめながら、見きわめながら対応する

という道教委のお話もいただいて、３２年から３

５年の間で１から２の学級削減は調整が必要とい

う考え方が出されていますけれども、具体的なも

のについては延期をさせていただいております。

そういった面では、今道教委なりともちょっと

話をしていますけれども、今後も先ほど言いまし

た高等学校の在り方検討会議も再開をしながら、

地元の皆さんの御意見をいただきながら、どうい

った学校づくりをやるか。名寄高等学校も産業高

校もやっぱり名寄の地域経済、人材にとって大き

な役割を果たしていくというのは事実であります

ので、産業高校も人数が少ないからといって要ら

ない学科はない。それぞれの全ての学科がこの地

域にとって必要な人材を育成していますし、いな

ければ経済が成り立たない状況もありますので、

そういったことも含めてしっかり検討しながら、

また協議して道教委のほうで要請もしていく形に

なるかと思いますけれども、そういった意味では

また皆さんの御意見もいただきながら、何とか維

持しつつ、魅力ある学校づくり、そしてさらには

道外からも生徒を呼ぶようなことも含めて、実は

今回杉並のほうにパンフレット渡したら向こうか

らわざわざ名寄産業高校に見学に来た親御さんも

いらっしゃる状況もありますので、向こうのほう

ではやっぱり農業高校というのはかなり魅力があ

る学校だというふうに思いますので、そういった

こともしながら、維持をできるだけするという、

そういったことも含めて関係機関とも今後も連携

を図りながら取り組みを進めてまいりたいと思い

ますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 杉並のほうの教育委

員会さんのほうにもお願いをして、いろいろパン

フレットを配布をしていただいて、本当にありが

たかったなというふうに思っております。

幸いにも産業高校の校長を初めとする教員の皆

さんも産業高校に対する愛着を持っていらっしゃ

るように私はお見受けしておりまして、校長もみ

ずから多分杉並のほうに上京の際に出向いてお願

いの訪問とかされておりますので、こういった方

面でもさらに努力を重ねていただきたいなという

ふうに思います。

それと、出口の段階では受け皿となる企業、最

近は特に人材不足が叫ばれている中で、経済部長

にもちょっと考え方をお伺いをしたいのですけれ
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ども、特に建設であるとか、福祉であるとか、さ

まざまな出口、企業の雇用の場、人材確保として

もやはり産業高校というのは名寄市として必要な

のでないかなというふうに思いますけれども、地

元の企業が人材確保して発展をしていくと。その

ためには、やはり産業高校は必要だという観点か

ら、何か取り組みができることがないのか、ちょ

っと考えがあればお伺いをしたいなというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 産業高校につきまし

ては、酪農科学科もありますし、そういった建築

関係の養成する部門もございまして、先日もある

会合の中で産業高校さんの御努力もいただいて、

建築ですとか、そういった部分の市内の人材も派

遣していただいているというお話もいただいてご

ざいます。また、酪農科学科につきましては、名

寄のみならず道北の農業の拠点の高校でもござい

まして、相当数が道北に戻っていただいて、農業

を実践、やっていただくという、そういった部分

の率が多い学校だというふうにも認識しておりま

す。そういった意味では、今現在経済部所管では

酪農科学科の部分では道北の関係者集まっての支

援、市長が会長になっていますけれども、協議会

の会長をやって、いろんなさまざまな支援などを

させていただいております。また、産業高校につ

きましても以前から台湾なども含めて非常に連携

もさせていただいておりますし、そういった意味

では大変な御尽力いただいているというふうに認

識をしておりますので、どういったことができる

かというのは今手持ちではございませんけれども、

そういった人材派遣も含めていただいているとい

う認識はしてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） この近辺の高校は、

高校を維持するということに大変な努力をされて

おります。多分下川も美深もそうだろうなという

ふうに思っております。高校維持に対して行政が

予算づけをしながら、さまざまなことを展開をし

ながら頑張って維持をしている状況かなというふ

うにも考えております。こういった中で、総合計

画の中でこういった課題をしっかりと示していた

だいている中で、これからの予算づけをしてでも

何とか守っていくのだという、そういう考えがあ

るのかないのか最後にお伺いして、終わりたいと

思います。できればそこまでやってもらいたいと

いうふうに思っておりますけれども、お考えをお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 高校の存続に向けて

の予算づけということでありますけれども、今回

の先ほど言いました高等学校の在り方検討会議の

中の要望の中に子供たちの資格とか取るのにかな

りお金がかかったりしている部分がありますので、

そういった支援をしている自治体が数多くあると

いうことで、専門性のある学科も多いことから、

そういった支援はできないのかという要望も出さ

れているところでありますので、そういった面で

は今後学校のほうからどういった資格を取得して

いるのか、どういったものが将来に結びつくのか

ということも調査をしているところでありますの

で、それについては予算が確保できるかどうかわ

かりませんけれども、状況も含めて要望を受けと

めていますので、今後の予算協議の中でも協議を

してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅴ、生

きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて質

疑を終結いたします。

１８時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ６時０３分
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再開 午後 ６時４７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

基本項目の質疑については終結をいたしました

が、全体の質疑に入る前に市長からこれまでの質

疑を受けて改めて発言を求められております。発

言については、明日の議会の冒頭に行うこととい

たしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 本日の審議については

以上で終了いたしまして、散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ６時４７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 野 田 三樹也

署名議員 東 川 孝 義
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