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平成２８年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年１２月１４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 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。１３

番、熊谷吉正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、

７番 高 野 美枝子 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

若年世代のまちづくりへの意識を高める取り組

みについて外１件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

思いのほか早い降雪で厳しい冬を迎え、ことし

も残すところあとわずかとなってまいりました。

振り返ってみますと、大きなニュースが幾つか浮

かんでまいります。その一つに昨年６月の公職選

挙法改正により選挙権年齢が１８歳以上に引き下

げられた７月の参議院選挙があります。そこには、

当然若い世代の意見をより反映される目的があっ

たと考えます。そこで、大項目１、若年世代のま

ちづくりへの意識を高める取り組みについてお伺

いいたします。

まず、小項目１、選挙権年齢の引き下げと投票

率についてお聞きいたします。当時の新聞による

と、名寄市選挙管理委員会により発表された１８

歳、１９歳の投票率は４７％であり、全体の投票

率６ ８０％よりも下回っていたと掲載されてい

ます。いま一度振り返り、投票率向上のためにど

のような対応がなされたのか、内容についてお聞

きいたします。

次に、小項目２、地域の課題解決に主体的にか

かわる力を育む取り組みについてお聞きいたしま

す。文部科学省の主権者教育の推進に関する検討

チームでは、主権者教育の目的を単に政治の仕組

みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、

主権者として社会の中で自立し、他者と連携、協

働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を

社会の構成員の一人として主体的に担うことがで

きる力を身につけさせることとしています。この

点において子供たちの発達段階に応じてどのよう

な取り組みがなされていくのかお知らせください。

次に、小項目３、仮称ですが、子供議会の開催

について及び小項目４、こちらも仮称ですが、子

供まちづくりサミットの開催についてお聞きいた

します。昨年の第４回定例会においても同様の質

問をさせていただき、臼田総務部長から本市の取

り組みを検証し、他自治体の取り組みも調査しな

がら、まちづくりに対し子供たちの声を反映させ、

また子供たちの成長の糧となる方策を研究してい

く旨御答弁をいただきました。本市においては、

現在総合計画第２次が具体的に協議され、新たな

１０年間に向かっての歩みを踏み出そうとしてい

ます。１０年間の中で子供たちは確実に成人に近

づき、社会の構成員へと成長してまいります。ま

ちづくりへの意識を高める上で有効な取り組みに

ついての調査研究の内容についてお聞かせくださ

い。

次に、大項目２、スポーツ、合宿の推進につい

てお伺いいたします。最初は、小項目１、ウイン

タースポーツコンソーシアム事業についてであり

ます。北海道主催、名寄市共催により本年１０月

１４日から１６日にかけて名寄市を会場に行われ

た平成２８年度ウインタースポーツコンソーシア

ム事業は、冬季スポーツの拠点化を目指す本市に
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とって画期的なイベントでありました。特に中心

市街地を会場に行われたローラースキー競技会に

ついては、行政視察で訪れた文部科学省指定のナ

ショナルトレーニングセンターである山形県上山

市坊平アスリートヴィレッジの担当者からも、名

寄市でのローラースキー競技会、中心市街地での

開催、すばらしいですねと称賛の声をかけられる

ほどで、視察先で大変誇らしい気持ちになりまし

た。そこで、改めてローラースキー競技会の成果

と課題についてお聞きいたします。

また、今後の展望について、来年度以降どのよ

うな取り組みにつながっていくのかお聞きいたし

ます。

次に､小項目２は、地元ジュニアに対するスポー

ツ振興であります。運動種目にかかわらず、多種

目においてジュニアの基礎体力向上や運動の日常

化を図る取り組みについての計画をお聞かせくだ

さい。ジュニア期における運動習慣の定着は、生

涯スポーツへとつながるばかりか、健康寿命への

延伸へとつながると考えております。また、オリ

ンピアン育成につながる取り組みも期待していま

すが、具体的計画についてお知らせください。

小項目３は、ボランティアスタッフによるスポ

ーツ振興についてであります。スポーツコンソー

シアム事業においても、多くの市民及び近隣町村

の方がボランティアスタッフとして活動されてい

ました。また、沿道で声援を送っている方の姿も

ありました。先日の新聞紙上では、ジュニアオリ

ンピックカップ全日本ジュニアスキー選手権大会

の準備が本格始動した旨のニュースが掲載され、

おもてなし委員会についての記載もありました。

本市においての計画についてお聞きいたします。

最後に、小項目４、スポーツ、合宿施設等環境

整備についてお聞きいたします。来年開催される

ジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアスキ

ー選手権大会は、数年の継続開催が予定されてい

ます。この大会への出場選手予定数は約４００か

ら５００名ということですが、市内宿泊施設の収

容人数は約８００名とのこと。選手、指導者、応

援の御家族を考えたときに宿泊先確保の見通しは

どのような状況にあるのかお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で２点にわたり

御質問をいただきました。大項目１のうち小項目

２を除く１、３、４については私のほうから、小

項目の２及び大項目の２につきましては教育部長

のほうからの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、大項目の１、若年世代のまちづくり

への意識を高める取り組みについて申し上げます。

小項目の１、選挙権年齢引き下げと投票率につき

ましては、名寄市選挙管理委員会の所管となりま

すので、同委員会の事務局として申し上げたいと

いうふうに思います。本年７月１０日に施行され

ました参議院選挙における当市の全体の投票率に

つきましては、６ ８％となりました。このうち

公職選挙法の改正により今回の選挙から選挙権年

齢が１８歳以上に引き下げられ、新たに選挙権を

有することとなった１８歳と１９歳の投票率につ

きましては、４ ３３％と全体に比べ若年層の投

票率が低い結果となってございます。しかしなが

ら、全道の結果から見てみますと全体が５ ７８

％、１８歳と１９歳が４ ３８％となっており、

当市の投票率と比較しますと全体では ０２％、

１８歳と１９歳では ９５％、全体平均をそれぞ

れ上回る結果となってございます。

市選管といたしましては、市立大学構内での投

票啓発や選挙啓発コーナーの設置、期日前投票所

の開設、高等学校近隣へのポスター掲示場の設置

などに取り組んできたところでありますが、今後

もこれらの取り組みを充実させるとともに、学生

が自発的に選挙に関心を持てる機会をふやせるよ

う他市で行った取り組みを参考としながら、各関

係団体に呼びかけを行い、若年層の投票率向上に
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引き続き取り組んでまいります。

次に、小項目の３、（仮称）子供議会の開催に

ついて及び小項目の４、同じく（仮称）子供まち

づくりサミットの開催について、あわせて申し上

げたいというふうに思います。さきに山崎議員か

ら御質問いただいて以降、総務部、教育委員会が

中心となり内部での調査研究を進めさせていただ

きました。当市におけるこの間の取り組みといた

しましては、議員御存じのように小中学校におき

まして市長、教育長と子供たちがじかに懇談する

ことでまちづくりへの関心を育んできた経緯がご

ざいます。懇談後には、子供たちと一緒に給食を

食べるなど市政を身近に感じてもらい、まちづく

りに対して直接意見を述べるよい機会であったと

考えてございます。一つの方策として、今後具体

的な検討を進めてまいりたいと考えております。

また、子供議会や子供まちづくりサミットの開

催など具体的な提言を今いただきましたが、子供

たちが主権者として参加する事業につきましては

参加する子供の広がりが重要であり、継続性がな

ければ効果が薄れることから、現段階での実施は

難しいと考えております。

なお、現在名寄市総合計画第２次のわかりやす

い概要版の作成作業を行っておりますが、完成後

におきましては子供たちへ配付をし、まちづくり

への意識を高めることも検討しておりますので、

御理解をいただきますようお願いを申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、初めに大

項目１、小項目２の地域の課題解決に主体的にか

かわる力を育む取り組みについてお答えいたしま

す。

平成２７年６月に公職選挙法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、選挙権を有する者の年齢が

満１８歳以上に引き下げられました。このことに

より、未来の日本のあり方を決める政治について

より多くの世代の声を政治に反映することが可能

になった一方で、これまで以上に国家や社会の形

成者としての意識を醸成するとともに、課題を多

面的、多角的に考え、自分なりの考えをつくって

いく力や根拠を持って自分の考えを主張し、説得

する力を育む主権者教育の一層の充実が求められ

ております。このため学校教育においては、児童

生徒の発達段階に応じて地域の課題をみずからの

課題として主体的に受けとめ、判断する学習活動

や家庭、地域と連携した体験活動等の充実を図る

ことが重要であります。これまでも本市の各学校

では、児童生徒に主権者として求められる資質、

能力である社会の中で自立し、他者と連携、協働

しながら社会を生き抜く力や社会の構成員の一人

として主体的に課題を解決できる力を身につけさ

せるため、各教科や道徳、総合的な学習の時間な

ど全教育活動を通して指導を行ってきております。

具体的には、小学校では総合的な学習の時間に

おいて地域で働く者へのインタビューや施設見学

などを通して地域の人々と積極的にかかわろうと

する態度や地域にある施設を利用する上で自分が

できることを考えさせる指導をしています。特別

活動においては、異学年により構成される縦割り

班で道路の草取りや地域のごみ拾いを通して地域

への愛着や誇りを育む指導を行っております。中

学校では、社会科の地理的分野において身近な地

域の調査活動等を通して自分が生活している地域

に対する理解と関心を深めさせるとともに、地域

の課題を見出し､地域社会の形成や発展に努力しよ

うとする態度を育てる指導をしております。道徳

においては、名寄市社会福祉協議会と連携し、障

害等の有無にかかわらず、多様な人々がともによ

りよく生き抜くための生き方や社会について考え

させる指導や地域の人材を外部講師に招き、生命

の尊厳やとうとさについて深く考えさせる指導を

行ってきております。

また、社会全体で主権者教育の推進を図るため

には、学校だけではなく家庭や地域も主権者教育

の担い手としての役割を果たすことが大切であり
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ます。このことから、各学校では児童生徒が家族

の一員として主体的に家庭生活に参画する態度を

育てるため、名寄市教育改善プロジェクト委員会

が策定した家庭で取り組む７つのポイントを活用

し、日ごろから家庭における基本的な生活習慣の

定着やお手伝いなどの役割を積極的に果たすこと

などについて親子で一緒に考える機会を持つこと

などの啓発に取り組んでいただいているところで

あります。今後も教育委員会といたしましては、

学校には各教科等の目標を踏まえ、家庭、地域の

教育力を積極的に活用したり、体験活動や身近な

課題について自分ができることを考え、行動して

いく学習活動を効果的に取り入れるなど主権者教

育の一層の充実を図るようお願いしてまいります。

また、学校と家庭、地域が一体となって主権者

教育を推進するため、智恵文小学校、智恵文中学

校で推進しているコミュニティースクール導入に

向けた取り組みを市内のほかの小学校に拡充し、

学校運営協議会を核とした地域の実情を踏まえた

特色ある学校づくりを積極的に推進するなど、学

校と地域との組織的、継続的な連携、協働体制の

確立に努めてまいります。

さらに、児童生徒にみずからの人生や社会をよ

りよく変えていく力を育むため、次年度から始ま

る第２次名寄市教育改善プロジェクト委員会を中

心にアクティブラーニングの視点から授業改善を

推進し、全ての児童生徒に学びを人生や社会に生

かそうとする学びに向かう力や生きて働く知識、

技能、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、

表現力の育成を図る取り組みを推進してまいりま

す。

次に、大項目２、スポーツ、合宿の振興につい

て、小項目１のウインタースポーツコンソーシア

ム事業についてお答えいたします。ウインタース

ポーツコンソーシアム事業は、独立行政法人日本

スポーツ振興センターの事業で、北海道が受託し、

２０２６年の冬季オリンピック、パラリンピック

に向けた冬季スポーツのジュニア強化を目的とし

ている事業であります。今年度の事業計画では、

主に本市を会場として３つの段階でプログラムが

構成されております。第１段階は、第１次選考会

となるローラースキー競技会で、本年１０月に実

施され、北海道、東北の中高生６６人がエントリ

ーしました。第２段階は、第１選考会で選考され

ました３０人の選手による最終選考会が今月２６

日から３０日の日程で実施されます。第３段階は、

最終選考で選ばれた６人の選手を来年３月にノル

ディックスキーの本場、フィンランドに派遣し、

海外コーチの指導を受けながらトレーニングと大

会にも出場し、海外での経験を積ませるという内

容になっております。

ローラースキー競技会の成果についてですが、

国内初の市街地公道での実施に加え、名寄自動車

学校様の御協力により実施しました教習コースを

利用した競技会の実施の様子がテレビや専門誌な

どで取り上げられるなど、冬季スポーツの拠点化

事業の取り組みを市内外に強く印象づけることが

できたと考えております。また、短い準備期間の

中でスポーツで地域を盛り上げようという多くの

市民、企業、団体など皆様の情熱と御協力により

実施できたと考えており、改めて市民の底力と市

民一体となって取り組む意義を感じており、この

ことが何よりも大きな成果と考えております。経

済効果につきましては、宿泊、バス借り上げ、弁

当など約２６０万円でありました。

競技会の終了後には、お手伝いをいただいた皆

様と意見交換を開催し、開催時期、宣伝、広報、

観客数などについて御意見をいただいたところで

あります。現在本事業は実施中であり、受託者で

ある北海道からは次年度以降の実施内容は正式に

示されておりませんが、次年度も本市での開催が

決まれば、皆様からの御意見を生かして世界で活

躍できるジュニアを育成する事業の体制としての

役割を果たしていきたいと考えております。

次に、小項目２の地元ジュニアに対するスポー

ツ振興についてですが、児童生徒の健康と体力向
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上を図るため、各学校においては冬季は体育の授

業でカーリング、基礎スキーや歩くスキーを継続

的に取り組んでおります。また、夏季においても

それぞれの特色を生かした体力づくりの取り組み

が行われています。それらに加え、今年度からは

阿部雅司スポーツ振興アドバイザーによる運動会

前の駆けっこ教室を行うなど、ジュニア期の基礎

体力の向上へ向けた取り組みを推進しているとこ

ろであります。

上川北部の５町村で構成される上川北部広域ス

ポーツクラブを活用して世界のジュニアを東京に

あるナショナルトレーニングセンターで行われる

ＪＯＣ地域タレント研修会や広域スポーツクラブ

が開催するこどもスポーツ大学へ派遣し、単純な

基礎体力の向上だけではなく、競技力向上も視野

に入れた取り組みを行っております。特に今年度

開催されますこどもスポーツ大学については、ウ

インタースポーツコンソーシアム事業の一つとし

て取り扱うこととなり、北海道、名寄市立大学、

上川北部広域スポーツクラブを構成する５市町村

において名寄市立大学を会場に子どもスポーツカ

レッジとして開学する運びとなっております。ス

ポーツを体験したことがない、またはスポーツが

苦手な子供でも遊び感覚で走る、跳ぶ、投げるな

ど基本的動作を自然に身につけられる運動、遊び

メニューと運動能力測定を組み合わせた６種目を

行うプログラム、ヘキサスロンを実施するなどス

ポーツに対する意識向上と基礎体力、運動能力の

向上につながる取り組みとなると考えております。

これらの取り組みを通して基礎体力の向上を図っ

た上で、少年団活動等での競技力の向上につなげ

ていきたいと考えております。

また、本市の少年団活動の強化やジュニアの育

成については統括している体育協会や各競技団体

と意見交換を行いながら取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、小項目３のボランティアスタッフによる

スポーツ振興についてですが、１２月２日に来年

３月１０日から１３日にかけて開催されますＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアス

キー選手権大会兼中学校選抜スキー選手権大会に

向けて実行委員会議を開催し、事業計画や予算等

について審議が行われ、承認されたところであり

ます。本大会においては、市全体での受け入れ態

勢の構築のため実行委員会内におもてなし委員会

を設置し、選手、観客等の受け入れ態勢について

協議をしていく中で、大会におけるボランティア

スタッフについても検討事項の一つになると考え

ております。また、事業計画については、実行委

員会に設置しました専門委員会で具体的な協議を

していくこととなりますので、御理解をお願いい

たします。

最後に、小項目３のスポーツ、合宿施設等環境

整備についてですが、ＪＯＣジュニアオリンピッ

クカップ全日本ジュニアスキー選手権大会の宿泊

先については、ことし２月に開催されました全国

中学校スキー大会のときと同様に選手、指導者を

市内または近隣の市町に宿泊させることを最優先

として現時点で旅行業者と調整を図っているとこ

ろであります。

なお、応援される家族等につきましては、本大

会の実行委員会で調整を行っていませんが、本市

で全ての宿泊を受け入れることは難しい状況にあ

るというふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御答弁いただきまし

た内容につきまして再度質問させていただきます。

最初に、選挙権年齢引き下げにかかわっての部

分で、投票率についてもお知らせいただきました

が、１９歳への働きかけというのは、特に１８歳、

例えば高校在学中というケースもありますが、１

９歳、一般社会の中に出ておられる方もたくさん

いらっしゃると思いますので、１９歳の方たちへ

の啓発活動についてもう少し掘り下げてお聞きし

たいと思います。
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それから、名寄市立大学で期日前投票が開催さ

れたというふうに伺っておりますが、その日数に

ついては今後ふやしていかれるお考えがあるのか

どうか、また会場等についてもう少し投票しやす

い、例えばよろーなですとか、そういうところに

移していくお考えについて、若年世代の投票率だ

けではなく、ほかの方たちにとっても投票しやす

い会場ということになっていくのではないかとい

うふうに思っておりますので、３点申し上げまし

たけれども、３点について再度質問させていただ

きます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま３点につい

て再質問いただきました。１点目は、１９歳への

対応ということで、特に学校等に通っていない方

たちへの対応ということで、ここについては１９

歳をターゲットに特別の啓発というのは非常に難

しいのかなと思っておりますが、ここは一般の投

票者も含めて選挙啓発をいろいろとさせていただ

いておりますので、それらを使いながらさせてい

ただいたというのがこの間の取り組みということ

で御理解いただければと思います。

ただ、私どもも１８歳、１９歳への働きかけは

必要だということで、今回大学での取り組みを重

点的にさせていただいたというのがあります。今

の若い方たちは、ＳＮＳを使いながら非常にネッ

トワークがあるというふうに思っておりますので、

ある意味では大学生への働きかけが大学等に所属

をしない１９歳の方に対しても一つの啓発の方法

になるというふうに考えておりますので、ここは

引き続き大学生を中心としながら私たちも働きか

けを続け、間接的ではありますけれども、山崎議

員が今言われた１９歳の方たちにもそれがつなが

っていくものだと考えておりますので、引き続き

継続していきたいという、そのような考え方をし

ております。

次に、期日前の関係について御質問いただきま

した。より期日前に投票しやすい形を環境として

整備する必要があるのではないかという、そうい

うことだったというふうに思っています。その一

つとして、よろーな等への人の出入りの多いとこ

ろの設置についてということでの提案であったか

というふうに思います。ここについては、設置に

当たっては幾つかクリアしなければいけない条件

があるというふうに私ども考えておりまして、１

つは投票に来ていただいた方の個人を特定すると

いう作業があります。ここについては、選挙当日

はパソコンでデータを持ち込みますから、個別の

パソコンを持ち込めばいいのですが、期日前につ

いては選管とデータを結ばなければ本人の確認が

できないということがありますので、まずはその

環境が整うかどうかというのが１つございます。

それと、もう一つは、選挙をするときについては

当然その人の投票行為等が一定程度周りの人たち

から影響を受けないようにということで、あるい

は投票行為そのものが周りの目に触れないように

ということで、一定の環境整備が必要になります

ので、多くの方が集まるところでそのような環境

整備がとれるかどうか、ここも含めて課題をクリ

アしなければ設置ができないということになりま

すので、これらの環境が整うかどうかについて、

まずは検討させていただければというふうに思っ

ております。この２つをクリアするとなると、私

どももいろんな角度から検討していますけれども、

なかなかハードルが高いのかなというふうに思っ

ておりますが、選管の中でも引き続き調査をさせ

ていただければと思います。

それと、大学における期日前の投票日数の関係

について、今回については試験的に１日に限って

実施をさせていただいたということであります。

当初予定したよりもかなり投票される人数につい

ては少なかったという結果になってございます。

また、道内他市の大学等における取り組みについ

て私ども調査をさせていただきましたが、なかな

か多くの方に御利用いただけるという状況にはな

かったということでありますので、それらの結果
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を踏まえて次回の選挙に向けて選管の中で改めて

検討させていただきたいというふうに思いますが、

もう一つの方法としますと不在者投票という方法

があります。これは、住民票等を持ってきていな

い方についても今住んでいるところで投票できる

方法でありますけれども、もう一方ではこの制度

の周知徹底をすることによって投票していただく

という方法もあるというふうに考えておりますの

で、これらの方法の周知についてもあわせて力を

入れて取り組んでいきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今選挙についてのこ

とについてお話しさせていただいておりますけれ

ども、選挙そのものではなく、やはり１８歳、１

９歳、若い世代の方においても政治に参加する、

自分が主権者として意思を表示するということに

ついて重要だというふうに思っておりますので、

今申し上げました内容についてぜひ検討いただい

て、環境整備については費用対効果もあると思い

ますので、その辺について御検討いただきたいな

というふうに思っています。

インターネットで検索しましたときに、函館市

においてはショッピングセンターのフロアにおい

ても投票所を開設しているような情報も伝わって

きておりますので、それも環境整備ということが

前提になると思いますけれども、その点について

もぜひ検討は進めていただきたいというふうに思

っています。

その上で、特に中学生、高校生が政治に関心を

持つ。政治というそのものではなく、自分の暮ら

しぶりについて、自分の地域の課題について関心

を持って、どのように行動していくか、そのこと

については先ほど小川教育部長から学校での取り

組みについて詳しく御説明いただきましたけれど

も、その学校で子供たちが身につけている知識、

体験、それを形にあらわしていくということで、

やはり私は子供議会ですとか、子供まちづりサミ

ットというものがとても有効に作用してくるので

はないかというふうに思っています。少人数のか

かわりになるかもしれませんが、継続して行って

いくときにその成果はやはり期待できるものが大

きいというふうに考えております。

ことしの平成２８年度版の隣の士別市で開催さ

れました子ども議会だより、手元にいただいてお

りますけれども、この中には中学生議員が閉校に

なった自分たちの学校、その校舎の活用の仕方に

ついて事前に検討を重ねて提言をしているという

姿があります。その自分たちの課題をきちっとそ

の次のまちづくりを担う世代が真剣に取り組んで

いくということに関して、私はこれはとても有効

な手段であるというふうに考えています。いかが

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） けさの新聞だったで

しょうか、士別のまさにその取り組みのフォロー

としての意見交換会みたいのが開催されたという

記事を私も読ませていただきました。どの取り組

みが正解でどの取り組みがだめなのだということ

では決してないのだと思います。それぞれの自治

体で自治体の条件に合った取り組みを進めること

が必要なのだろうなというふうに思っております。

さらに、その取り組みの目的というのでしょう

か、どこに主眼を置くのかというのも一つの判断

材料になるのだろうなというふうに思っておりま

すが、今回先ほどの答弁で申し上げましたように、

私どもとするとこの間実施をしたことの経験のあ

る学校訪問について、まずは取り組みをさせてい

ただきたいと思っています。このときにこの方法

に絞った一つの考え方については、先ほどの中で

もちょっと触れましたけれども、多くの子供たち

に触れていただくことが必要だろうという観点を

重視をしながら、まずは学校訪問として取り組み

を始めさせていただきたいということであります。

当然この取り組みを進める中では、一定の年数が

たった段階では内容について検証しなければいけ

平成２８年１２月１４日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号
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ないと思っておりますので、その検証結果によっ

ては山崎議員が言われたような子供議会であった

り、子供サミットという形にシフトしていくこと

もあるというふうに思いますが、まずは学校訪問

という形で開催をさせていただき、引き続き検証、

調査研究を進めさせていただきたいというふうに

考えておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 学校訪問について、

その継続性についてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、当

然学校現場の受け入れというのがありますので、

こことの調整が必要になりますが、内部の中では

できれば条件が整えば次年度から継続をしながら

実施をしたいという考え方をしておりますので、

まだ具体的に最終調整までは至っておりませんけ

れども、ぜひそういう形で内部調整を図りたいと

いうふうに思っておりますので、御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私も現場におりまし

たので、市長、それから教育長に学校に来ていた

だいての子供たちとの懇談については大変有効で

あると思っておりますし、多くの児童生徒がその

場に居合わせることができるということについて

大変有効であるというふうに思っております。市

長に来ていただいて、一緒に給食を食べるときの

和やかな話し合いの中で、身近に名寄市の今の様

子について知るということも大変有効であると思

っています。ですが、そのことだけが重要である

のではなく、やはり事前に子供たちがどのように

考えて懇談を受け入れるのか、事後で市長や教育

長からお知らせいただいた今のまちの様子をどの

ように消化していくのか、子供たちの考え方がど

んなところにつながっていくのかが重要であると

いうふうに思っています。その点についての取り

組みはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 具体的な取り組みの

内容についてはこれから詰めていかなければいけ

ないだろうなと思っていますが、先ほど総合計画

のわかりやすい概要版なんていうのも話もさせて

いただきましたけれども、そういったものも使い

ながら、事前には子供たちにも一定の情報提供を

する必要があるだろうというふうに思っています

し、それ以外についても今山崎議員からいただい

たものについては貴重な提言として受けとめさせ

ていただきまして、その取り組みの中での反映に

ついて努力をさせていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 学校現場の話の内容に

なりましたので、私のほうからそのことについて

の考え方についてちょっとお話ししていきたいと

思いますけれども、先ほど教育部長からお話あり

ましたように、主権者教育の趣旨というのは議員

も御承知のように主権者として求められる能力を

育むだけではなくて、地域への愛着でありますと

か、誇りを持ってふるさとに根づく子供たちを育

てるということにあります。このような趣旨から

考えますと、一部の子供たちの参加による取り組

みよりも、多くの子供たちが参加できる取り組み

というのでしょうか、今総務部長のほうからお話

ありましたけれども、これまで本市で取り組んで

きた各学校ごとに行われてきました市長と子供た

ちの懇談会のような取り組み、これをさらに充実、

発展させていくことが極めて大事なのかなと思っ

ております。このために総務部とも連携してお話

進めているところでございますけれども、教育委

員会といたしましても主権者教育の推進に関する

検討チームの最終まとめが示されておりますけれ

ども、主権者教育の目的を踏まえまして子供たち

の発達段階に沿った取り組みになるよう配慮しな

がら、今後事前、事後の指導も含めまして各学校

と連携しながら教育課程にしっかりと位置づけた
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取り組みとして展開してまいりたいと思いますの

で、御理解を願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今教育長からお答え

いただきましたふるさとに根づくということにつ

いては、本当にそこのところを望んでいるところ

であります。一部の子供たちよりも多い子供たち

に対しての取り組みということについても、本当

にそこを願うところでありますけれども、やはり

実際士別の子ども議会傍聴させていただきました

ときに、代表で出てきている子供たちが一部の子

供たちとは受け取れない、今までの事前の取り組

みの中で多くの子供たちの、多くの生徒の代表と

しての取り組みが隠れているということが見てと

れるような取り組みもありましたので、何も倣う

ことはないと思いますが、名寄流の子供たちがき

ちっとふるさとへの愛着を育んで自分が次の時代

を担っていく、そういう人材に育っていくのだと

いう、そういう取り組みを期待したいと思います

ので、ぜひ進めていただきたいというふうに思っ

ております。

ちょっと時間が気になりますので、大項目２の

再質問のほうに移らせていただきます。先ほどジ

ュニア期のスポーツ振興についてお答えいただき

ました。その中でスポーツ関係団体とも連携して

ということで、ことしについては北海道、名寄市

立大学、そして上川北部広域スポーツクラブとの

連携の中で子どもスポーツカレッジが開催される

というふうに伺いましたので、この点については

本当に好ましい取り組みがスタートしてきている

ということで大変うれしく思っています。そのこ

とも踏まえながら、その継続性について考えたと

きに、やはり市内の関係団体、競技団体との連携

については欠かすことができないのではないかと

いうふうに思っておりますけれども、依然として

少しここの部分は弱いところがあると思いますが、

具体的に何か進んでいるところがありましたらお

知ら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） ジュニア期の子供の

育成というところでありますけれども、以前の答

弁でも話しましたけれども、ジュニア少年団の人

数、総体的には減少はしていないのですけれども、

競技団体においての偏りがあるということで、全

体的にいけばやっぱり少年団に加盟をしてスポー

ツに取り組む子供たちが減ってきている状況にあ

るかというふうに思っています。そういった面で

は、今回の子どもスポーツカレッジも含めて、や

っぱり底辺の拡大が一番重要だというふうに考え

ています。子供たちがスポーツを行うきっかけづ

くり、そういったこととあわせてその子供たちが

どういった能力があるかという､そういったことを

見出して、子供や保護者に話をしながらスポーツ

に取り組んでいく、そういった人たちをふやして

いくことが大事だというふうに思っております。

少年団との関係につきましては、基本的には体

育協会に全て加盟していますので、体育協会との、

各競技団体、少年団との直接的なかかわりになる

と思いますけれども、ただ名寄市としてもスポー

ツの振興ということでは位置づけておりますので、

そういった連携について、また基本的には体育協

会との協議の中で、個々のところというのは冬季

スポーツであったり、そういった特化した部分で

の連携というところで今進めているところであり

ますので、そういった面では今後より一層の強化

については模索をしながら、どういった形がいい

かも含めて体協とも協議をしながら進めていきた

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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 長年私も少年団活動

に携わらせていただいておりますので、内容につ

いてわかってはいるのですけれども、もう少し背

中を押していただく取り組みについては期待した

いなというふうに思っておりまして、その一つが

今回開催される子どもスポーツカレッジだなとい

うふうに思っていますので、この内容そのもので
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なくても似たような中身が継続されることを期待

しているのですけれども、その状況を続けていき

ますときに、やはりこの後開催されます全日本の

ジュニアスキー選手権大会等イベントも多い中で、

大変スタッフが足りない状況で苦労されているの

ではないかなというふうに思ったりしています。

スポーツ振興というのは、もちろんジュニアもそ

うですが、広く一般市民に対してのスポーツ振興

も必要になってくることから、その点についての

人材確保についてはどのような状況にあるのかな

というふうに思っています。その一つとして、人

材確保の担当職員ということではなく、ボランテ

ィアというふうに市民の協力をいただくことを思

ったときには、やはりおもてなし委員会の必要性

が出てくるというふうに思っていますが、北海道

の主催でおもてなし委員会のような取り組み、ス

ポーツボランティア・おもてなし（異文化理解）

講座というものがあるのですけれども、そういう

北海道の取り組みと連携して名寄市でもこの講座

を開催していくような、そのようなお考えはない

でしょうか。いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、いろんなイベント、事業を行うに当たっ

ては、当然ボランティアスタッフの力をかりなけ

れば運営はできない。特にＪＯＣジュニアオリン

ピックカップのような大きな規模の大会において

は、うちの職員、スキー連盟だけでは対応できな

いという状況でありますので、そういった面では

そうした市民のボランティアだったり、企業、団

体の協力というのは今後も必要だというふうに思

っているところであります。

今年度４月にスポーツ・合宿推進課を立ち上げ

て、さらには阿部雅司氏を招聘してスタートした

わけでありますけれども、そういった状況の中で

冬季スポーツの拠点化が市内外全国にも発信した

こともあって、いろんなイベントであったり、合

宿等々の問い合わせ、受け入れをしている中で、

スタッフも大変慌ただしい日々を送っているのは

事実であります。これは、大変喜ばしい話であり

ますけれども、そういった面ではジュニアオリン

ピックの実行委員会だったり、合宿の受け入れ組

織の体制づくりというのはおくれぎみになってい

るのも事実であります。ただ、そういった面では、

早急に機能的に動くような体制づくり、その中で

先ほど言いましたけれども、ボランティアスタッ

フをどのように募集をして応援をいただくか、そ

ういったことも近々の会議の中で詰めながら、具

体化をして取り組みを進めていきたいというふう

に考えているところであります。そういった準備

だったり、企画立案というのをしっかり立てなけ

れば進めづらいというふうに思っていますので、

ただ募集をして、では何をやるかということもあ

りますので、そこのところきちんと整理をしなが

ら、時期を見て発信をしながら進めてまいりたい

というふうに考えていますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 取り組みについて進

めていただいているということについては、本当

にありがたいなというふうに思っています。

ジュニアオリンピックスキー大会を考えますと、

もう来年すぐ来るわけですけれども、具体的にそ

んなに時間ないと思います。おもてなし委員会で

の今後の計画をお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げたよ

うに、先日立ち上げて、具体的な中身については

専門委員会の中での協議ということであります。

きょう議会終了後、おもてなし委員会の委員長、

副委員長伴ったところで集まって、どういったこ

とが必要なのか、名寄市としてどういったおもて

なしがいいのか、そういったことも含め具体的な

協議をしながら、それを素案としておもてなし委

員会を近日中に開催して具体的に取り組みをし、

各関係機関、商店街も含めて協力要請をしていく
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ことで進めていきたいというふうに思っています。

先ほども申し上げましたように、１０月にコン

ソーシアム事業がありまして、本来でいけば１１

月ぐらいに立ち上げて、もう既に具体化していく

時期ではありますけれども、おくれているという

のはちょっと言いわけになりますけれども、ただ

来年の３月もう決まっていますので、それに向け

てこれから鋭意努力をして対応してまいりたいと

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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 平成２８年度に入っ

てからの名寄市のスポーツにかかわる取り組みに

ついては目覚ましいものがありまして、本当にい

ろんなところで評価をいただいている、称賛の声

をかけられるときに、私自身も名寄市に住む一人

としてはうれしくもあり、期待もし、不安でもあ

りという、そういう状況を経験しているのですけ

れども、スタッフについてはもちろん市民を挙げ

てのおもてなしということを、そういう絵を描い

ていきたいというふうに思っていますが、ボラン

ティアスタッフを動かすための核になる職員とい

うのはやはり職員として全部を知り尽くしている

方が必要になってくると思っております。特別参

与で来られている阿部さんに至っては、もう昼も

夜もなく名寄市以外のところにも出かけていって

大活躍していただいておりますが、１人の動ける

範囲、持てる時間限られておりますので、この点

につきましてスポーツ、合宿推進にかかわってス

タッフをふやしていただきたいという気持ちも持

っているのですけれども、そのようなお考えは理

事者側にあるのかないのか、私は必要だと思って

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回ローラースキー競

技会ということがありまして、その中で先ほど最

初の御答弁にありましたけれども、スポーツで地

域を盛り上げようということで、市民一体となっ

て進んでいったという、この事態あります。これ

は、いろいろ課題もありましたけれども、成功体

験の一つだなと思っておりますし、これからこの

機会に徐々にここは進めていかなければならない

なと思っております。

現在のスタッフの中で、なかなかイベントが続

くとやり切れない部分もありますので、実際３月

の大会になりますと恐らく市民の皆さんと一緒に

名寄市の役所そのもので総体でかかっていかなけ

ればならない、こういう事業だなというふうに今

認識しているところです。せっかく動き始めたも

のですから、核となる職員を配置してやっていか

なければならないということも十分認識しており

ますし、それと同時に現在進行形の事業でありま

すので、どういうような業務が今出てきているの

か、あるいはその業務の中で整理しつつ、できる

だけ効率的な観点で持っていかなければならない

という、こういう作業も同時に進めなければなら

ないと思っております。これから冬にかけていろ

んなイベント、それからスポーツ環境の底上げと

いうことも命題として出てきておりますので、少

し時間をかけながら業務の整理、それから必要と

なる人員の配置につきましても協議させていただ

きまして、来年度からまた新たにスタートを切れ

るような形で今考えているところでもあります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その部分につきまし

てやはりイベントはイベントとして、でもそのイ

ベントが広く市民のスポーツ振興につながってい

くところを丁寧に進めていくためのスタッフが必

要になっていくと思いますので、スポーツ振興と

いうことにかかわって常に考えていただいている

と思いますけれども、イベントを市民につないで

いろんな世代の人たちのスポーツ振興につないで

いただく取り組みについてお願いしておきたいと

いうふうに思っております。

時間的に最後になろうかと思いますけれども、

スポーツ、合宿施設等の環境整備について質問さ

せていただきます。この部分について第２次の総
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合計画のほうにも出てきていると思うのですけれ

ども、市内のスポーツ施設、環境については余り

望ましい環境にはないと思っています。そのスポ

ーツ施設についての環境整備、特に建物云々とい

うことについてなかなか難しいと思いますので、

中に設置されているスポーツ機器についての点検

整備についてお伺いしたいと思います。特にスポ

ーツセンターのトレーニング室に設置されており

ますトレーニング機器についても更新等必要にな

ってきている部分もあると思いますけれども、そ

の点について計画をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、スポーツ施設、器具、備品等も含めて

かなり老朽化しているのが多々あるというのは私

も認識をしております。財政的な部分もあって、

最低限の更新であったり、改修、そういったもの

でこの間進めてきているところでありますけれど

も、トレーニング室の更新につきましては今年度

地方創生加速化交付金を活用してトレーニングマ

シンを３台更新をしてきております。総合計画の

中でもスポーツ施設の改修、修繕であったり、ト

レーニング機器の備品等々について更新を継続的

に行っていくという方針を出していますので、ス

ポーツ振興に必要なことだというふうに考えてい

ますので、随時指定管理者である体育協会とも協

議をしながら、できる限りの更新を進めていきた

いというふうに思っていますけれども、先ほど言

いましたように財源的な部分がありますので、一

斉に更新をするというのは難しい状況にあります

けれども、そういった面では順次適切な更新する

ようなことで協議をし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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 更新のときにちょっ

とお考えいただきたいなというふうに思っている

のは、今現在トレーニング室は中学生以下が利用

できない状況になっています。機器の危険性とい

うのを、使用方法によっては危険であるというこ

とも十分考えられますが、その点について特にそ

ういうものを必要と感じている中学生、高校生が

ふえてきている中で、中学生の個人利用が可能な

スポーツ機器の導入についてのお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ジュニアのトレーニ

ング機器での使用については、以前は成長途中の

過程で筋肉をつけると背が伸びないなりけがをす

るなどの理由から遠ざけている指導者もいますけ

れども、中学生にあっても筋力アップによって技

術力の向上などにつながる期待もあるというふう

に言われていますので、競技種目、選手の能力や

成長度合いなどを総合的に判断して適切なトレー

ニングができれば、トレーニング機器の使用も可

能かというふうに思います。

ただ、スポーツセンターでは中学生の個人的な

使用についてはそういったことから制限をしてい

ますけれども、そういった指導者がついての使用

については認めているというか、利用できるよう

な形になりますので、御理解を願いたいと思いま

す。ただ、あそこのスペース的なものであって、

さっき言った財源的なものがあって、ジュニア専

用の器具というのはちょっと私余り把握していま

せんけれども、今そういったものを導入する状況

にはないということで御理解をいただきたいと思

いますけれども、本当に中学生が個人的に過度な

トレーニングをすると余りよろしくないという影

響もありますので、指導者がしっかりついてやる

ような体制については認めているということであ

りますので、そういったことで御理解をお願いし

たいというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） たくさん申し上げま

したけれども、今まさに総合計画第２次の中身が

協議されておりまして、若い世代もそのことにつ

いて大変興味を持っています。自分たちの住むま
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ちにこんなものがあったらいい、こんなふうな生

活がしたいということで、特にスポーツにかかわ

っては大きな夢も持ちながらいるところでござい

ますので、この後の名寄市の取り組みについては

期待もしながら見守らせていただきたいというふ

うに思っております。

以上で私の一般質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

新年度予算編成から外２件を、大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） 御指名をいただきま

したので、これより通告に従い３件、７項目につ

いて質問を行います。

最初に、平成２９年度予算編成についてお尋ね

をいたします。国の平成２９年度の予算編成は、

経済財政運営と改革の基本方針２０１６を踏まえ、

昨年度と同様経済財政再生計画の枠組みのもと、

手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む

とともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹

底的に排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化す

るとしています。こうした状況下のもと、名寄市

の平成２９年度の予算編成作業が行われています

が、現在までの進捗状況及び予算概要、懸念され

る課題、主要施策等についてそれぞれ御答弁をお

願いいたします。

次に、民間会社的発想による行財政運営等から、

営業戦略室を例に見る組織の活性化と人材活用に

ついて質問いたします。加藤市長は、２０１０年

４月の初当選及び２０１４年の２期目の所信表明

あるいは市政執行方針の中で民間会社的発想によ

る行財政運営を第一義に掲げています。就任から

ほぼ１年後の２０１１年、平成２３年４月に前身

の産業振興室を組織改編して新たに経済部に営業

戦略室を設置いたしました。新設からちょうど５

年余が経過した中で、加藤市長の肝いりで民間会

社の経営改善等の取り組み手法を導入し、分散し

ていた業務の一元化や統合などを行うことにより、

行財政運営の効率化を図るべく、設置された営業

戦略室ですが、５年を経た今どのように総括され

ているのか御答弁をお願いをいたします。

同じく行財政運営から、ちょっと暮らし、お試

し移住住宅についてお尋ねをいたします。風連地

区のお試し移住住宅２戸に加え、本年度７月から

は市内西４条南９丁目にまちなかお試し移住住宅

が開設されています。１０月末現在で９件、１７

人の利用とのことですが、移住住宅施策の年末年

始を挟んだ今後の見通し等について御答弁をお願

いいたします。あわせて人口減少、少子長寿化が

進行する各自治体間の競争激化が進む中で、他自

治体の移住、定住施策との差別化を図り、実質的

な成果に結びつく施策の展望についてもお聞かせ

くださいますようお願いをいたします。

次に、市民の声から、最初に今冬の除排雪体制

についてお聞きをいたします。１０月２４日の初

雪は、一度も解けることなく根雪となりました。

１２月１２日現在の累積積雪量は２７６センチ、

平年値１９５センチ、平年比１４２％となってい

ます。本年度の除雪出動の１１月末現在名寄地区

で６回、風連地区で８回を数えている中で、オペ

レーター確保、排雪ダンプの機動力の手配など、

今冬の除排雪体制と今シーズンの見通し等につい

て御答弁をお願いいたします。

また、例年にない早い降雪で、市民の皆さんは

水分を多く含んだ積雪に重労働を強いられる雪か

きや車庫に積もった屋根の雪おろし作業に追われ

ています。この冬期間の雪かきや雪おろし作業等

の重労働作業から逃れるため、戸建て住宅を処分

して道営集合住宅への転居、また縁者を頼って旭

川や札幌、さらには降雪や積雪とはおよそ無縁の

本州への転出をする高齢者世帯が顕著になってき

ています。除雪サービスの恩恵に浴さず、家計の

支出を極力抑える高齢者世帯が思案、熟慮の末に

転居を決める、こうした除排雪離名に対する対応

について御答弁をお願いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） ただいま大石議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１及び大項目２のうち小項目の１に

つきましては私のほうから、大項目２のうち小項

目の２につきましては営業戦略室長から、大項目

の３につきましては建設水道部長からそれぞれ答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目の１、新年度予算編成から、小

項目の１、平成２９年度予算について申し上げま

す。まず、平成２９年度予算の現在の進捗状況と

概算要求の規模についてでありますが、各部から

の要求につきましては平成２８年１１月２５日を

締め切りとし、その後第１次の整理、財源調整な

どを経まして１２月１日から財政課長査定を実施

しているところでございます。第１次の計数整理

後の一般会計では、歳入で２１７億 ０００万円、

歳出では２３３億 ０００万円となりまして、収

支差額は１６億 ０００万円となってございます。

お尋ねの想定される予算規模につきましては、今

後予算査定の中で精査をし、総額を固める作業と

なるほか、国の地方財政計画などの状況を考慮す

る必要がございますので、明確には申し上げられ

ませんが、現段階での予算総額につきましては当

初予算ベースで２３０億円程度と想定をしている

ところでございます。

次に、平成２９年度予算の主要施策について申

し上げます。予算要求後の段階では、継続中の普

通建設事業として、例えば名寄市立大学保健福祉

学部再編事業や北斗・新北斗公営住宅建設事業の

ほか、橋梁長寿命化事業などが予算要求されてご

ざいます。また、福祉や教育、防災を初め各分野

からのソフト事業においても要求があるほか、第

２次総合計画に掲げます重点プロジェクトに対す

る事業など多岐にわたるソフト事業の要求が上げ

られている状況でございます。今後これらの事業

を精査をし、重点プロジェクトを初めとする主要

施策について決定していく運びとなります。

最後に、平成２９年度予算編成で懸念される課

題などについて申し上げたいと思います。さきの

議員協議会におきまして名寄市の財政課題として

お示しをさせていただいたとおり、２９年度予算

編成において懸念される課題につきましては、ま

ず何よりも本市歳入の約４０％を占めます地方交

付税の動向でございます。現時点では、平成２９

年度地方財政対策は明らかになってはございませ

んが、８月の総務省の平成２９年度地方交付税の

概算要求や経済財政諮問会議での２０１７年度予

算の基本的な考え方などから、現状地方交付税の

総額確保は非常に厳しい状況にあること、加えま

して名寄市においては合併算定がえのさらなる縮

減やトップランナー方式の進捗、人口減少に対す

る緩和措置の縮減など普通交付税の総額が大きく

減少するものと想定をしているところでございま

す。また、自主財源の根幹であります市税につき

ましても人口減少などの影響から減少傾向にあり

ますことから、今後はより一層歳入の確保が大き

な課題となり、当初予算編成においては基金に依

存しなければならないものと考えてございます。

このような楽観視できない状況であることから、

予算編成におきましてはこれまでの成果や効果の

検証を踏まえ、真に必要な事業についてしっかり

と厳選をしていく必要があると考えております。

続きまして、大項目の２、行財政運営に関して、

小項目の１、民間会社的発想による行財政運営な

どから、営業戦略室を例に見る組織の活性化と人

材の活用などについて申し上げます。初めに、民

間会社的発想による行財政運営についてでありま

すが、これは市の仕事は住民の幸せをつくること

であり、市民が主役であるという意識のもとに、

市民目線での親切で丁寧な住民サービスの提供や

民間的な柔軟な発想力、スピード感を持ち、地域

の財産を生かしながら明るく元気なまちづくりに

努めるということであります。その一つに観光や

交流などにおいて市長みずからがトップセールス

を含めて本市の魅力を積極的に発信するというこ

とを掲げております。この観光、交流につきまし
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ては、議員が言われますように平成２３年度から

営業戦略室を設置して事業の拡充、拡大を図って

きたところであります。現在は、業務の専門化や

効率化などの観点から、交流につきましては本年

度新設をしました交流推進課が所管をしていると

ころであります。

現在の営業戦略室では、主に商工業や観光の振

興を担当しており、特に観光につきましては平成

２４年度に策定をしました観光振興計画に基づき、

市内に限らず道内、道外への各種イベントに積極

的に参加をし、ご当地グルメなどをテーマとした

観光ＰＲなどで知名度の向上を図ってございます。

また、観光協会を初めとした民間団体と連携をし

ながら、近隣市町村との広域観光にも取り組んで

いるほか、観光関係の人材連携、育成や市民満足

度アップを目指した各種事業を展開してきており、

当初営業戦略室を設置し、組織及び事業の活性化

を目指してきたことについて一定の成果が上がっ

ているものと考えてございます。しかしながら、

残された課題も多く、さらなる取り組みが必要と

考えているところでございます。

次に、人材の活用についてでありますが、これ

までも民間で培った知識やノウハウを行政に活用

するため、民間経験者や専門的知識などを有する

職員の採用を行ってきております。また、北海道

や北海道経済産業局、地域活性化センターなどの

上部機関などへの派遣による迅速な情報収集や国

や道はもとより民間の方々ともかかわり、習得し

た幅広い知識やノウハウ、人脈を積極的に活用し、

新たな事業展開などにつなげてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、小項目２、ちょっと暮らし、お試し移住か

ら、これまでの経過と今後の展望等についてお答

えいたします。

平成２５年度及び２６年度に旧風連高校の教員

住宅を改修し、お試し移住住宅を風連地区に２棟

整備しており、平成２５年度で３件、平成２６年

度で１０件、平成２７年度で９件、３年間で２２

件の利用がありました。このうち５月から１０月

までの利用が１６件と冬期間の利用をふやすこと

が課題となっていたことと自家用車がない方でも

快適に生活していただけることを実感してもらう

ために、名寄市移住促進協議会で運営のもと、本

年７月よりまちなか移住住宅を名寄地区にて供用

を開始しております。

本年度のこれまでの実績ですが、風連地区の利

用は８件、名寄地区においては１件となっており

ます。名寄地区の住宅に関しては、供用開始が７

月となったことや利用料金が風連地区の住宅に比

べ割高になっていることから、利用実績が伸びて

はおりませんが、商業施設や医療機関が近いこと

や除雪作業の手間がないなどの利点のＰＲを継続

し、これからの利用につなげてまいります。

今後さらにお試し移住住宅の利活用を促進して

いくために、首都圏での相談会や情報誌でのＰＲ

はもとより、移住住宅のこれまでの事業実績をも

とに風連地区の住宅は当面現状で維持していきな

がら、名寄地区については利用料金の見直しや利

用期間の制限の緩和、また住宅形態のあり方、空

き家バンクに登録された住宅の活用などについて

名寄市移住促進協議会と協議してまいります。道

内各自治体の移住施策について、画一的なものが

多いとのお話もありますので、移住希望者の選択

肢となり得る効果的な施策が必要と考えておりま

す。体験型のお試し移住施策や移住相談会参加者

のお試し移住モニターツアーなど地域の魅力を発

見していただけるよう他の自治体と差別化を図れ

るような取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、市民の声からについて申し上げます。

初めに、小項目１、除排雪等から、今冬の除排
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雪体制について申し上げます。本年は、例年より

早い１０月２４日の積雪となり、１１月末現在ま

でに累積降雪量は２４５センチで、昨年の同月期

８６センチと比較するとおよそ３倍弱の降雪があ

り、既に１１月末現在で名寄地区市街地７回、郊

外地区１１回、風連地区市街地８回、郊外地区１

２回の出動により本格的に除雪事業がスタートし

たところです。

今冬の除排雪体制についてですが、今シーズン

も除排雪体制について名寄地区は名寄三信環境整

備事業協同組合、風連地区は風連環境保全事業協

同組合の２協同組合による業務委託としておりま

す。早朝の新雪除雪につきましては、通常は深夜

１時ごろに委託先業者が市内全域のパトロールを

行い、降雪による積雪が１０センチ以上またはパ

トロール時点での雪の降り方や気象情報により朝

までの積雪が１０センチ以上となることが想定さ

れる場合と降雪はなくても吹き込みにより道路上

に吹きだまりが多発している状況が確認された場

合に出動するよう基準を定めております。この出

動基準については、国道を管理している北海道開

発局と道道を管理しております旭川建設管理部の

美深、士別の両出張所も同様となっていることか

ら、降雪のあった場合の除雪出動の水準はおおむ

ね均衡が図られているものと思います。早朝除雪

の手法につきましては、昨年に引き続き雪を道路

の脇に寄せて実施するかき分け方式による除雪を

実施するとともに、路線状況によっては排雪が入

るまでの道路幅員確保及びすり鉢状の車道路面を

改善するため、積み上げ方式も採用することによ

り、市民の通勤、通学あるいは通院などの通行に

支障が出ないよう配慮し、しっかりと道路幅員の

確保を図り、安全で快適な冬の道路空間確保に努

めてまいります。

また、排雪作業についてでございますが、計画

延長として名寄地区約１３２キロメートル、風連

地区約１７キロを実施する予定で進めており、生

活道路については年１回、幹線道路については年

２回以上の排雪を実施し、積雪状況に応じて交差

点のカット排雪を実施してまいります。委託先業

者の人員体制や保有している重機による排雪作業

では、名寄、風連地区合わせて最大４セットの作

業体制となり、今シーズンの排雪作業においては

オペレーターや交通誘導員、排雪ダンプに不足が

生じないよう万全の体制を確保しております。ま

た、本年度より雪堆積場については天塩川河川敷

上流１万８７５平方メートルが追加となっており、

合計９カ所の堆積場を確保しておりますことから、

大雪時の対応としては昨年度より排雪時のダンプ

運搬の利便性が向上すると考えております。

近年各地で想定以上の降雪や積雪が発生してい

る中では、本市においてもさまざまな要件を勘案

する必要がありますことから、一概に見通すこと

は難しいと考えています。名寄市の除排雪は直営

でないことからも、委託先業者と連携をとりなが

ら降雪予測を立て、今後におきましても引き続き

快適で安全で安心な道路空間の確保に努めるとと

もに、適切な対応を図ってまいります。

次に、除排雪の過重労働による転出増とその対

策について申し上げます。昨年１２月から本年１

１月末までの６５歳以上の転出者は１２１名で、

転出先で最も多いのが札幌市で３９名、次いで旭

川市が３３名、道外は１２名となっており、一昨

年の同時期では６５歳以上の転出者が１２０名、

転出先では旭川市が４３名、札幌市が３３名とな

っているところです。転出の際には、その理由を

届け出ることとはなっていないことから、転出に

至った理由については把握できませんが、道内に

おいては札幌市、旭川市の人口集積が高いことか

ら、高齢になり子供の近くに居を構える方もいら

っしゃるのではないかと推測しております。

市の福祉施策としての除雪サービス等助成事業

においては、生活保護基準額の ３倍以下の世帯

収入で７０歳以上の高齢者のみの世帯のほか、身

体障害者、精神障害者、知的障害者、要介護認定

者のみの世帯の方も等級等により一定の基準を設
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けて対象としております。今年度の７０歳以上の

独居世帯では、年間収入額が１１３万 ０００円

を判定基準額としておりますが、身体障害者要介

護状態の方には障害者加算、住宅家賃を払ってい

る方には住宅扶助基準額を加算し、判定基準額と

しているほか、介護保険料や健康保険料等の社会

保険料を総収入から控除し、世帯の状況に応じた

対応を行っているところです。

なお、本年１０月末までに申請を受け付け、交

付決定した世帯は２３３世帯で、前年同時期より

４世帯増加しているところです。あわせて経済的

支援としては、福祉灯油支援事業費や冬の生活支

援事業費として冬期の灯油代や電気料の支援も行

っているところです。また、除雪等支援において

は、現行の除雪助成券交付対象世帯に対しまして

屋根雪おろしの助成を平成２９年度から実施すべ

く現在検討を行っておりますので、御理解をお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。質問項目

が前後しますが、あらかじめ御承知おき願いたい

と思います。

最初に、今中村部長のほうからお答えいただき

ました除排雪についてお聞きをいたしたいと思い

ます。非常にことしは、夏の災害も含めて異常気

象というか、温暖化によるさまざまな気象異常が

出ておりますけれども、つい先日も８、９、１０、

札幌のほうで６０センチを超えるような豪雪があ

ったというような新聞報道等もあります。今後の

見通しの中でお聞きをしてまいりたいのですが、

名寄も以前７０センチ前後のどか雪があったとい

うふうにヒアリングの際にお聞きをしております

けれども、こうした想定外、想像を超える、計画

を超えるような豪雪があった場合の除排雪体制に

ついてお考えがあればお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 大石議員のほう

から想定外の降雪の対応についてということで、

考え方をということであります。先ほど議員のほ

うからもありましたけれども、平成２６年１２月

３日に１日の降雪量で７３センチという記録がご

ざいます。先ほどありました札幌のほうも非常に

降雪が多いということで、想定外ということなの

だろうと思っていますが、現状１日７３センチ降

った場合についても名寄市としては対応ができて

いたのかなというふうに実は判断をしております。

ただ、１日の降雪量ですので、降る時期というか、

時間によって降り方が違ってくるということで、

１日７３センチの内訳を言えばおおよそ朝の早朝

の除雪ぐらいまでに２５センチぐらい、それ以降

約５０センチぐらい降ったということでございま

して、ひょっとすると朝方はまだ出勤される前に

一度除雪をしているので、よかったのですけれど

も、帰宅をされたときに少し道路から車庫に入る

だとかというのが一部支障が出たのかなというふ

うに思ってございますけれども、想定外というこ

とにつきましてどこまで私ども対応を事前にする

のかということについて大変難しいというふうに

考えておりまして、特に夏場も含めて異常気象と

いうこともございますから、その辺はしっかりと

情報収集をしながら、委託先の業者とも連携をと

りながらやっていきたいというふうに考えている

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

もう一点、こうしたどか雪、大雪に対してお聞

きをしていきたいのですが、一昨年だったかなと

思うのですが、道東で多くの、７人ぐらいだった

かなと思うのですけれども、死傷者が出たと。猛

吹雪の事故がございました。そういったときの命

にかかわる防災広報というのはどのようにお考え

なのか、もしお考えがあればお聞きをしたいと思
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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） 本市でも昨年の冬に

冬季における防災訓練ということで、暴風雪を想

定した訓練をさせていただきました。多くの議員

の皆さんにも参加をいただきまして、改めてお礼

申し上げたいと思います。

その中でも実際の車が埋まったときを想定しな

がらやらせていただきました。法も変わって、車

の移動についても可能になったということでござ

いますので、ここは関係機関を含めて対応すると

いうふうになると思います。実を言うと、暴風雪

でいきますと私どものほうから市民の皆さんにど

の段階でどういう警報を出すのかについては、こ

れは状況に応じて判断をしなければいけないと思

っておりますが、なかなか強制的な指示等につい

ては難しい部分がありますが、危険だというふう

に考えられるときについては一番の対策は家にい

てとどまっていただいて、吹雪が、暴風雪がおさ

まるのを待っていただくということでありますの

で、私どものほうからいろいろな情報伝達手段が

ありますので、それらを通じて市民の皆さんに周

知をさせていただきたいというふうに思います。

そういった対応をさせていただきたいと思います

が、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 御答弁をいただきま

した。ありがとうございます。

それでは、最初の平成２９年度予算から、順次

再質問を行ってまいりたいと思います。先ほど臼

田総務部長のほうから御答弁をいただきました。

２９年度の予算規模は、落ちつくところで大体当

初予算が２３０億円ぐらいに落ちつくだろうとい

うような見方をされています。先日議員協議会で

いただいた中期財政計画の中でもそうした数値が

計上されておりましたので、予想どおりというこ

とになろうかと思いますが、ただ平成２４年度ま

でぐらいは大体１９０億円ぐらいで推移してきた

名寄市の予算なのですけれども、こういった時代

の推移とともに社会保障費ですとか、あるいは義

務的経費の増加で近年は２００億円台ぐらいに超

えてきて、ここ２年間は２２０億円、２３０億円

というような大型予算になってきています。前述

の山積する懸念材料も含めて、人口３万人未満の

名寄市の身の丈に合った予算規模というのは大体

どの程度のところに落ちついていくというふうに

お考えかお聞かせ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） 近年予算規模が大きく

なってきているということの背景には、大型事業、

特にハード物がここ最近続いているところであり

ます。それと、更新しますと若干維持管理経費等

の部分についても大きくなっている経緯もありま

す。特にＥＮ―ＲＡＹホールなんかは、今イベン

トからスタートダッシュというところがあります

ので、多少初年度はいろんな経費がかかってくる

かなというふうに思っておりますが、中期財政計

画あるいはこれからの財政課題の中でもお示しし

ましたとおり、公共施設の老朽化の対応というの

は今後も出てくるところであります。まだこの２

００億円を超えるような予算規模は、いましばら

く続くのではないかなというふうには考えており

ます。ただ、これは名寄市の事業規模だけのお話

ですので、これに伴う予算、特に歳入、交付税、

ここがどうなるか、ここの関係によっては財政規

律でお示ししましたとおり、いろんな財政指標、

それから公債費の管理をいかに適切にやっていく

かが鍵にはなると思います。市のほうで組まなけ

ればならない事業、これをやりたいという事業だ

けでは恐らく予算規模は想定できていませんので、

さらに歳入がどういうふうに入ってくるかによっ

ては事業規模はいろんな形で推移しますけれども、

現行公共施設の老朽化についてはいろんな複合化

ですとか、機能の確保ですとか、そういう面にも

置きながらやりますけれども、２００億円を超え

る事業規模についてはいましばらく続くのではな
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いかなというふうに見ております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、２点目でちょっと具体的に１１月１

日付で加藤市長あるいは臼田総務部長のほうから

訓令あるいは事務連絡が通達されています。ちょ

っとその中でお聞きをしたいなというのがござい

ますけれども、その中でお二人とも、この２つの

文書とも共通項がございまして、市民ニーズの的

確な把握ということで触れておられたのですが、

当然市民ニーズはそれぞれ的確な方法で把握はさ

れているのだろうと思うのですけれども、先日こ

れケーススタディーで紹介をしたいなと思うので

すけれども、小学校校区で設けられている安心会

議というの、そういう場に臨む機会がございまし

た。ちょうど平成２９年度の予算案の試案という

ものが会議の中で提出をされていたのですけれど

も、その主な柱というのは予算総額というのは大

体７万円という規模ですけれども、値上げの申請

が課題として上がっていました。校区内の町内会

の負担金をめぐってそれぞれ三、四十人の構成員

の方が出席をしてお話をされていたのですが、今

まで１０戸を１口として２００円とするものを５

０％アップの３００円にしたいという試案なので

す。ただ、その値上げの柱になっているのは、青

色回転灯の車の燃料費を少し多目に見たいのと、

あるいは安心会議で供されるペットボトルのお茶

代というような極めて地味な値上げなのですけれ

ども、かなり真剣な議論が行われておりました。

結局そのときの会議の場で結論を見るに至らず、

後日役員会あるいは練り上げたものを再度提案を

したいということで落ちついたようでございまし

た。ただ、こうした児童の安全で安心な教育環境

の推進にボランティアとして携わっている市民の

皆さんや小さな団体の声、こういったものを的確

に把握する手法というのがこうした小さな市民あ

るいはニーズ、そういったものを予算に反映して

いく。とるべきニーズの的確な把握の方法という

のがあれば、もしやっているとすればその事例紹

介でお願いをしたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ケーススタディーと

いうことでありましたけれども、全般的な話をさ

せていただけると、さきにお示しをした総合計画

が市民の皆さんにつくっていただいたものであり

ますので、そこを柱に進めるというのが１つあり

ますし、毎年の中でそこを見直しをするという話

しさせていただきましたが、ここは私どもも市民

の皆さんといろんな場面で御意見をいただく機会

というのがあるというふうに思っています。１つ

は、まちづくり懇談会で広く皆さんからいただく

というのがありますし、各部局にはそれぞれ専門

の委員会等附属機関がございますので、そこを通

じて意見をいただくというのもあります。あるい

は、各団体から直接要望をいただくというものも

ありますので、それらを含めて意見をいただくと

いうことであります。当該の今いただいた安全安

心会議についてでありますが、ここはスタートが

ボランティアでスタートしたということがありま

すので、現状の中でいうとスタートのときに市の

ほうから一定程度のものを提供したというのがあ

ったのでしょうか、ボランティアということで進

んでいると思います。それぞれ所管がございます

ので、こういった安全安心会議に限らず、そうい

った関連の会議には所管のほうが出席をしますの

で、その所管を通じて予算編成などの段階で必要

なものについては御意見を吸い上げるというシス

テムができておりますので、そういった機会の中

でこれらの声も聞かせていただくような形ができ

るかというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ともすればこうした

比較的声の小さい市民や団体の声というのは意外

とニーズを聞き取りにくいという側面もあろうか

と思いますので、ぜひともアンテナを張りめぐら

せて的確にニーズの把握に努めていただきたいと
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思いますが、予算では最後の質問になろうかと思

うのですけれども、臼田総務部長発令の文書の末

尾に自主財源の確保に向けた取り組みについて各

課で十分に検討することというふうに明記されて

おりましたけれども、各課で検討すべき自主財源

確保の取り組みというのは具体的に各課でどのよ

うな取り組みというのを喚起しているのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主財源の確保とい

うことでありますので、それぞれの事業取り組み

に当たって国、道あるいは財団も含めてさまざま

な補助制度がありますので、それらの掘り起こし

をするということが大きなところかと思いますが、

職員に対する喚起というところでいきますと、こ

の予算編成に当たっては職員を集めてその趣旨に

ついて周知徹底を図るという会議を開催させてい

ただいておりますので、それらの会議を通じなが

ら自主財源の確保に向けて一層の取り組みをお願

いしたいということでお話をさせていただいてお

りますし、会議に出席できない方もおられますの

で、それは町内にそれぞれの掲示板等を通じて職

員１人ずつに周知をさせていただいております。

さらには、今財政課長が予算編成に当たってお

りますけれども、その査定においても各部局に必

要なそういった自主財源の掘り起こしについても

改めて指示をしておりますので、これらを通じて

確保に向けて取り組むということで御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） というお話でござい

ました。

私のほうは、本市の自主財源比率というのを平

成２３年度からさかのぼって拾ってみました。数

値で見ると、最低値は平成２７年度の２ ６％で、

最高値は平成２５年度の３１％、文字どおり３割

自治の数値的な見本だなと思うのですけれども、

ただ先日の議員協議会で提示をされた総合計画第

２次分で前期計画の中期財政計画の中では寄附金

は ０００万円を見込んでいるというような文言

が明記されていました。この寄附金の ０００万

円というのは、おおむね第３回定例会の決算委員

会でもお願いをしたところではありますけれども、

大方ふるさと納税に寄与するところがあるのだろ

うと思います。平成２６年度は １８７万円、平

成２７年度は ２０８万 ０００円というように、

毎年度 ０００万円を見込むのはこうした数字を

見ていてもある意味で順当なところなのかなとい

うふうに思うのですけれども、ただ臼田総務部長

が文書の中で発令をしている自主財源の確保に向

けた取り組みについて各課で十分に検討すること

というふうに書いてございますので、単にお言葉

だけではなしにＰＤＣＡあるいは予算編成、行動

プロセスで運用されていくのなら、判で押したよ

うに毎年 ０００万円というふうな数字にはなら

ないというふうに考えるのですが、この点はいか

がですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 寄附金 ０００万円

のところでありますけれども、ここはある意味で

はふるさと納税を見込みながら計上させていただ

いたところであります。このふるさと納税につい

ては、実を言うと御存じのように私の所管であり

ますので、事務連絡に限らずに所管のほうに、担

当のほうには改めて議員が言われたようにＰＤＣ

Ａをもってしっかりと見直しをするようにという

ことで話をさせていただいておりますし、市長か

らも具体的な指示をいただいているところであり

ますので、次年度に向けての見直し作業、今検討

させていただいているということであります。

具体的に言いますと、返礼品の見直しはもとよ

りでありますけれども、寄附をいただいた方への

フォローアップ的な部分も必要だろうということ

は考えておりますので、そこも含めて、あるいは

ふるさと納税の使途をもっとわかりやすい形で、

御寄附いただいた方にもこういうふうに使われた
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のですよというお知らせをしたりだとか、寄附を

いただくに当たってもより具体的にその使途がわ

かるほうが皆さん御協力いただけるのでないかと

か、あくまでも例ということでありますけれども、

そういったような形で複数の視点から見直しの作

業を進めているところでありますので、もう少し

お時間をいただければというふうに思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） もう少しお時間をと

いうことでございました。ただ、前回の定例会に

おける決算委員会の中でも申し上げたかなと思う

のですけれども、手法によっては徴税を超える、

大幅に上回る寄附があったり、あるいは歳入総額

の１０％に相当するような、３５億円、４３億円

というような寄附金を募っている自治体もあると

いうことですから、名寄市も先ほど来橋本副市長

のほうから入るをはかって出るを制するみたいな

財政の要点についてお話がございましたから、入

るをはかるということの観点からぜひともこの手

法は真剣に取り組んでいただければというふうに

考えます。

次に、民間会社的発想による行財政運営につい

てお聞きをしてまいりたいと思います。加藤市長

は初当選後、平成２２年度の市政執行方針の中で

民間の視点という言葉を捉まえておられました。

同じく第一義に民間会社的発想による行財政運営

とうたっておいて、こういう民間の視点という言

葉を使っておられました。同じく２期目の平成２

６年度の市政執行方針の中では、３つの政治姿勢

を掲げながら第一義の民間会社的行財政運営とい

う中で民間の発想力とスピード感という言葉をキ

ーワードに使っておられました。いずれも執行方

針等の抜粋ですけれども、１期目の初年度は民間

の視点、あるいは２期目の初年度は民間の発想力

とスピード感という言葉を使っておられた。加藤

市長にお伺いをしたいと思うのですが、今さらな

がらで大変恐縮なのですけれども、加藤市長が掲

げられている民間会社的発想を生かした行財政運

営のうち、民間会社的発想とは何かについてわか

りやすく説明をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 初当選後に、その１年後

の２３年４月から営業戦略室というのを立ち上げ

たわけでありますけれども、私が思うに公共と民

間の組織の運営の大きな違いというか、この仕事

があって、ないというのは営業だというふうに思

ったのです。営業というのは、それぞれの事業の

中で主体となる方たちへの、お客さんであったり、

あるいは我々だったら市民だということになるか

もしれませんし、またあるいは財政的なものにお

いて一定の利益、利潤をもたらすべき行為だとい

うことが営業だというふうに思います。そのため

に営業戦略室は、今までばらばらになっていた、

とりわけ外貨を獲得する重要な部門である産業振

興だとか、移住、定住の関係、交流だとかとした

ことをまとめて、これを戦略的に連携させて相乗

効果を発揮させて利潤を高めていく、付加価値を

高めていくと、そういうことでこの組織を発足さ

せたということであります。

私も民間営業をやっていたので、新しい事業に

取り組むときに、新規開拓をするときに必ずまず

は断られて失敗するということが常だと思います

が、行政はどちらかというと市民の信頼を得て、

法律に基づいてしっかりと失敗のない仕事をして

いくということが一つの価値なのかなというふう

にも思いますが、一方でこれだけ環境が目まぐる

しく変わっていく中で、さらにはある意味では自

治体間の中での、地域間の中での競争と言われる

中で、やはり挑戦する姿勢、失敗してもまた再度

頑張るという雰囲気づくり、さらにはスピード感、

こういったものも今求められているのだろうし、

そうしたことの姿勢が市民にも共感を得ていくの

ではないかというふうな思いで民間的発想と。そ

して、営業戦略室を立ち上げたということであり

ます。営業戦略室を立ち上げたのですけれども、
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それだけでなくて、その思いはそれぞれの全部署

に大切なことである、必要なことであるという思

いのもとにこれまで走ってきたつもりであります

けれども、ここにきてスポーツの分野であります

とか、農業の分野、さまざまな分野でそうした思

いが少しずつ伝播しているのかなというふうにも

思いますけれども、一方でまだまだ足りない部分

もあるということで、先ほど臼田部長からも答弁

ありましたけれども、そうしたところをさらに加

速させていきたいという思いでおります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） やはり民間で培った

そういう民間企業的発想というのは、さすがにつ

け焼き刃ではない多くの深いものがあるのだなと

いうふうに改めているところではございますけれ

ども、確かにおっしゃるように民間は商品を提供

して、その対価として代金を受け取る。自治体も

同じく行政サービスを提供して、ある意味で手数

料あるいは使用料、そういったものをいただいて

いるというところでは、全く民間的発想を取り入

れるに当たらないということはならないだろうと

私も思っています。確かに市長がおっしゃるよう

に、そういうような営業戦略室を立ち上げること

によって各部署、あるいはばらばらだった業務を

統廃合することで効率的な行財政運営も可能にな

ってきた。そして、その持っている力が各部各課

に伝播して新たな事業の創出にまでつながってい

るのだというお答えをいただきました。ただ、も

う一度確認をしたいところなのですが、以前散ら

ばっていたそういう事業あるいは業務を統合する

ために営業戦略室として立ち上げたというところ

なのですけれども、ことしの４月に交流推進課と

いうのが、それまで一緒になっていたものが今回

独立をして少人数精鋭でやっておられます。あえ

て統合したものを一端切り離すという狙いについ

て、もう一度わかりやすくお話をいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ４月から交流推進課を

分けさせていただきました。交流推進課というと

ころで交流事業に特化したセクションというふう

につけているわけなのですけれども、中身はそこ

が核になりますけれども、必ず交流推進とプラス

アルファの形で今動いております。当然交流した

先にあるものを見据えるとなると、ほかの部門と

一緒にタイアップしながら今移っているところで

あります。こういうやり方をとった背景につきま

しては、営業戦略の中で交流部門持っていたわけ

なのですけれども、それぞれの対応する人的な対

面ですので、そこの部分がある程度一定の人と人

との対面でないとその次の展開ができないだろう

ということもありましたので、営業戦略の従前の

状況ですと毎年度対応する人間がかわるだとか、

そういうようなことがありましたので、一度そこ

は整理させていただきたいということで分けたと

いう次第であります。現実には、交流推進課の仕

事、例えば台湾ですとか行きますと必ず営業戦略

あるいは経済部サイドの中にありますので、そこ

との情報交換を密にして分断されない形でやって

いるところであります。できるだけ動きやすい形

をとるというのが主眼であります。御理解いただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 交流推進課の独立は

小回りがきくのだということで、独立をさせたい

ということでございました。わかりました。

あと、今回の質問の趣旨は組織の活性化と人材

活用ということですから、総体的に、総論的に組

織活性化の観点から人材育成と人事評価あるいは

職員提案制度、給与制度についてちょっとざっと

ですが、お聞きをしてまいりたいと思います。時

間が切迫をしておりますけれども、かなりはしょ

りたいと思いますが、躍進企業の例を見ていくと、

人材を会社の資産として集めて育てて最善を尽く

していくという、そのために研修制度に力点と軸

足を置いているケースが多いなというふうに考え

ております。市長が尊敬されている星野さんです
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か、そういった方もそうですし、いろんなチェー

ン展開をやっている大企業等のＣＥＯの話を、あ

るいは文書で読んでいくと、かなり社員に研修制

度に力点を置いた、社員の教育に力点を置いてい

るというところがございます。それは、経営トッ

プの方々の考えを直接理解して、あるいは共有し

ていただくという、そういう観点を研修制度から

取り入れているのだと思うのですけれども、ＣＥ

Ｏが何を考え、求め、やりたいのかという熱意を

ただ末端の社員は私は下っ端だから関係ないとい

うような意識を持たれては、同じ目標に向かって

同じ考えを共有していく企業としては大変マイナ

スなイメージになってしまうと。現実に数字的に

あらわれてくるだろうというふうに考えるのです

けれども、こういった同じ目的に向かっていくた

めには社員の研修制度に力点を置いているのだと

いうＣＥＯの文書を読んでいくとなるほどなとい

うふうに考えております。

ところで、名寄市の研修というのも２７年度の

実績をこの中から拾ってはあるのですけれども、

例えば市長あるいは副市長、総務部長が講師にな

って自分たちの考える名寄市のまちづくり、ある

いはそういったものを一般の職員まで同じ思いを

共有していくために、皆さんが講師となってやっ

ておられる研修というのはこれまでに実施された

経緯があるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、私どもも取

り組みをさせていただいています。私も講師をさ

せていただいて、職員に話をさせていただいたと

きもありますし、副市長あるいは市長が講師にな

ってそのお考えを職員に直接お話をしていただい

て、研修をさせていただくという機会も設けてお

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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 最後になろうかと思

いますが、先ほどの躍進企業のＣＥＯ、最高経営

責任者の方々の文書を読んでみますと、私たちＣ

ＥＯが興味を持たない、あるいは関心を持たない

研修はしないと。それだけ研修の担当部署はそう

いうふうに意識を持って研修内容あるいは講座の

セレクトをやっているのだろうというふうに思う

のですけれども、具体的に市長、副市長、総務部

長あるいは教育長の方もいらっしゃいますけれど

も、皆さんのほうからこの研修はぜひ実施をして

ほしいのだなんていうケースはこれまでにおあり

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、具体的に例

えばこの人の話をぜひ職場の中で職員に聞いてほ

しいのだというのは、そういったものも含めて理

事者のほうから指示があって開催した研修なども

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 最後になりますが、

営業戦略室の５年間を経た今ということでお話を

聞きたかったのですが、かなり時間がなくなって

しまいました。私は市長の思いが十分わかっては

いるのですけれども、営業戦略室に対する概念が

ちょっと私とは違うのかもしれない。営業戦略室

というのは、名寄市というまちを一つの会社に見

立てていかに稼いでいくかという、それを専門的

に考えていく部署であってほしいというふうに考

えているものですから、ぜひ民間の力を導入して

地域を変えていく、そういうために力を結集して

いただく部署として活躍をしていただきたいとい

うふうに考えているのですけれども、時間がなく

なってきましたので、次回にまた機会があればお

話をしたいと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分
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〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

観光事業の充実について外２件を、佐久間誠議

員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長より御指名いた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

大項目１の観光事業の充実について、本市にお

いては地域の活性化を目指して多様化する観光ニ

ーズに対応しながら、自然、スポーツ、文化的な

観光資源を生かし、交流人口の拡大を図るべく鋭

意努力されているわけでありますが、観光事業と

して取り組まれている一つ一つのイベントが有機

的なつながりを持って相乗効果を発揮されるもの

になっているか、まちが一体となって応援し、宣

伝、発信される体制が構築されているのかについ

て市民の皆さんから御意見をいただいているとこ

ろでありますので、幾つかお尋ねいたします。

まず、小項目（１）、冬季イベントとして北の

天文字焼の知名度向上をについてでありますが、

観光事業を広く促進し、盛り上げていく上で、Ｎ

ＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会は本市にとっ

て重要な位置づけにあると思いますが、年間のイ

ベント計画や確定など名寄市となよろ観光まちづ

くり協会との連携関係、打ち合わせはどの程度密

に行われているかお知らせいただきたいと思いま

す。

また、北の天文字焼は冬期間の大きな集客イベ

ントとなり得るもの、広域連携観光の可能性の視

点からも大変有力なイベントと考えられますが、

私の見たところなよろ観光まちづくり協会で出し

ているどのパンフレットにも北の天文字焼につい

て掲載されていないのはなぜかお伺いいたします。

小項目（２）、北の天文字焼のギネス挑戦への

支援策について。天文字焼実行委員会では、天文

字焼を全国に向けてＰＲすることを目的に火でつ

くった大きな文字、これは燃焼装置と数というこ

とで世界標準記録を２５０に設定し、名寄は２７

０の燃焼装置を準備しているということで、ギネ

スワールドレコーズジャパンに申請し、受理され、

ギネスの認定に挑戦することとなったとお聞きし

ました。認定をより確実にする方法として公式認

定員の招聘を準備しているものの、必要経費など

の捻出に苦心しているとの話も聞いております。

市としても何らかの支援策が必要と考えますが、

このあたりの対応について考えていることがあれ

ばお聞かせください。

小項目（３）、ピヤシリ山の夏期間の活用と宣

伝方法についてであります。日進地区は、スキー

場として冬季はにぎわいを見せますが、ピヤシリ

山の夏期間の活用についての議論は伝わってきま

せん。振興公社にかかわる事項でもありますが、

本市としてのピヤシリ山夏期間の活用と宣伝方法、

恵まれた自然を生かしての財政に余り負担感のな

い売り込み方などの検討はどのようにされている

かお伺いいたします。

健康づくりに余りハードでない安全な低山登山

の愛好者もいることから、低山登山と山頂近くに

位置するピヤシリ高層湿原、山に自生する植物な

どもＰＲし、なよろ温泉への入り込み客の増加を

図ってはどうかと考えておりますが、市のお考え

についてお伺いしたいと思います。

次に、大項目２、宗谷本線の維持、存続を図る

取り組みについて、小項目１、国、道、ＪＲ等へ

のこれまでの要請経過について。９月議会でも質

問をし、本定例会冒頭市長の行政報告の中でも触

れられていましたが、ＪＲ宗谷本線名寄―稚内間

がＪＲ単独で維持困難な線区として発表され、動

きが急になってきております。宗谷本線活性化推

進協議会会長として、この問題では加藤市長を先

頭にさまざまな御努力を重ねられていることに市

民の皆さんからの評価もいただいているところで

すので、引き続き御奮闘をお願いしたいと思いま

す。そこで、９月議会以降改めて関係機関との要

請に際してやりとりがなされた中での特徴的な経

過についてお知らせください。
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小項目（２）、今後の維持、存続運動の視点に

ついて。日高線などでは、存続を求める自治体に

毎年２億円の負担がＪＲ北海道から求められてお

ります。沿線自治体７町で維持費としてかかるの

が毎年１３億 ０００万円余りというふうに聞い

ております。ＪＲ北海道の所有する車両の老朽化、

土木構造物の老朽化などを考えると、私は自治体

負担には限界があり、無理だと考えております。

むしろ国の総合交通政策、審議会における北海道

の位置づけを変えさせるべきだと思っております。

また、高橋はるみ知事が委員を務めるＪＲ北海道

再生推進会議も選択と集中などと言っております

が、収益だけを言うと開業したての北海道新幹線

含めて全てが赤字なわけで、自分の首をみずから

絞めるようなＪＲ北海道再生推進会議の議論には

危機感を覚えているところであります。ＪＲ北海

道を維持、存続させるためには、国鉄を分割民営

化した当初に策定した経営安定基金の運用収益を

国に対してまずは年間５００億円程度恒常的に担

保させることが必要と考えておりますが、今後の

維持、存続運動の視点について本市の考えをお聞

かせください。

次に、大項目３の再生可能エネルギーの利活用

についてであります。小項目（１）、名寄市の再

生可能エネルギー施策について。平成２４年から

２５年にかけて名寄市は新エネルギー、省エネル

ギーのビジョンとしてパブリックコメントを実施

し、太陽光発電を再生可能エネルギーのメーンと

して普及を優先するとし、これまで市民へも広め、

公的施設等でも太陽光発電を一部利用していると

思いますが、設置箇所数や効果などの実績等につ

いてお知らせください。

小項目（２）、今後の公的施設等への利活用の

考え方について。第２次総合計画の中でも新エネ

ルギーの導入ということで触れられており、公共

施設への新エネルギーや省エネルギーの設備の整

備について、経済性や導入効果などの総合的な判

断をした上で可能な施設への導入に努めるとの方

向性が示されていますが、地球温暖化など環境負

荷への対応として二酸化炭素削減の観点からも積

極的な利活用が求められていると思います。今後

建設を予定する公的施設だけでなく、既に建設さ

れている大型公的施設への導入や増設等も考えて

いくべきと思いますが、このあたりの本市のお考

えをお伺いいたしまして、この場での質問とさせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 佐久間議員から

は、大項目３点にわたり御質問をいただきました。

大項目１については私から、大項目２及び３につ

いては総務部長から答弁させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、観光事業の充実につい

て、小項目１、冬季イベントとして北の天文字焼

の知名度向上についてお答えいたします。観光事

業に取り組むに当たり、観光団体との連携は必要

不可欠であり、特に観光協会については行政と車

の両輪であると認識しております。本市では、旧

名寄市及び旧風連町から行政の役割として観光施

設整備などのハード事業、観光協会の役割はイベ

ントや観光案内等のソフト事業を担い、それぞれ

役割を分担し、観光事業を行ってきた経過があり

ます。合併後においては、平成２４年度にオール

名寄で観光の推進に取り組むために名寄市観光交

流振興協議会を設立し、事務局体制についても行

政と観光協会で行う等、近年はそれぞれの観光協

会と連携を密にとりながら、観光事業に取り組ん

できております。年間の計画についても各協会の

年度当初の総会から各イベントの実行委員会まで

協会の理事やオブザーバーとして、また実行委員

として会議を初め事業実施に当たっても人的支援

など積極的にかかわってきております。

現在配布している観光パンフレットは、平成２

７年度の事業で、作成に当たっては観光協会に作

成を委託しており、紙面の構成の際は市の担当者

も内容について確認を行っております。御指摘の
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ありました北の天文字焼が冬の観光イベントとし

て掲載されていないことに関しましては、それぞ

れの認識の低さと反省しておりますので、次回作

成時においては他の事業も含め掲載内容について

十分協議を行って決定してまいります。

次に、小項目２、北の天文字焼のギネス挑戦へ

の支援についてお答えいたします。今回の北の天

文字焼の火文字のギネス認定を目指すに当たって、

実行委員会とは別にギネス挑戦を支える会が発足

したと聞いております。同団体からそうした要請

が本市にあれば対応を検討していきたいと考えて

おりますので、御理解くださいますようお願いい

たします。

次に、小項目３、ピヤシリ山の夏期間の活用と

宣伝方法についてお答えいたします。ピヤシリ山

については、これまで観光パンフレット等に掲載

される際も冬期間の樹氷やモンスター現象など冬

に関連したものが多く使われてきました。観光資

源としての整備は、ピヤシリ観光道路として名寄

側からの山頂に続き、道路は適宜整備を行い、ま

た中間ログハウス樹氷や山頂避難小屋についても

同様に維持管理を行い、観光客や登山利用者に快

適に利用いただけるよう取り組んできております。

道路を含めた同地区は、ピヤシリ自然休養林とし

て名寄市、下川町、上川北部森林管理署など関係

機関で構成するピヤシリ自然休養林保護管理協議

会を設置し、自然環境の保全、環境と快適に利用

いただくため、登山道の案内看板や注意看板の保

守点検を行ってきております。また、６月から１

０月までは名寄振興公社に休養林敷地内の清掃、

巡視業務を委託し、冬期間はピヤシリスノーモビ

ル協会に補助を支出し、巡視業務を行っていただ

いており、山菜時期を含む避難防止にも備えてい

るところであります。

御質問にありました夏期間の活用については、

ゲレンデでもある九度山もあわせて低山登山とし

て初心者にも気軽に登山を楽しんでいただける地

域でもあります。下川側からの登山道は、下川山

岳会の主催で町民登山が毎年行われており、名寄

側からも山菜時期や社会教育団体等の利用など多

くの市民が入山をしております。しかしながら、

登山道としては一部の山岳ガイドや山岳誌等で紹

介はされておりますが、観光資源としての利活用

はこれまで積極的に行われてきませんでしたので、

昨年度に観光交流振興協議会では地域の魅力を発

見していただくことを目的に市民にモニターツア

ーを実施し、ピヤシリ山の登山を行いました。今

後冬期間のスキー場とあわせ、サンピラー温泉の

利用につながるようなＰＲについて名寄振興公社

とも協議をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２及び３について申し上げます。

初めに、大項目の２、宗谷本線の維持、存続を

図る取り組みについて、小項目の１、国、道、Ｊ

Ｒなどへのこれまでの要請経過について申し上げ

ます。本定例会冒頭市長の行政報告の中でも御報

告をさせていただきましたが、本市が会長を務め

る宗谷本線活性化推進協議会において新たに旭川

市、比布町、幌加内町、西興部村の４市町村と議

会を構成員として、また上川総合振興局、宗谷総

合振興局をオブザーバーとしてそれぞれ迎え、１

１月２日には国土交通省、北海道運輸局、北海道

及びＪＲ北海道へ、１４日には国土交通省鉄道局

及び道内選出国会議員へそれぞれ宗谷本線の維持、

存続に向けて要望を行ってきてございます。

また、新たな動きとして上川管内にある宗谷本

線、石北本線、根室本線、富良野線がＪＲ北海道

単独では維持することが困難な線区の対象となっ

ていることもあり、現在上川地方総合開発期成会

の事務局であります旭川市が中心となり、宗谷地

域総合開発期成会、オホーツク圏活性化期成会と

も連携をし、取り組む動きも出てきており、引き

続き路線維持に向けての取り組みを進めてまいり

ます。
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次に、小項目の２、今後の維持、存続運動の視

点について申し上げます。１１月１８日にＪＲ北

海道は単独では維持することが困難な線区につい

て発表を行いました。その中で宗谷本線名寄―稚

内間は輸送密度が２００人以上 ０００人未満の

対象線区とされており、本市としても極めて重大

な課題と受けとめているところであります。ＪＲ

北海道は、この線区について鉄道を維持する仕組

みを地域と相談したいとしております。仕組みの

一つとして、上下分離方式の考え方が注目されて

いるところでありますが、分割民営化された当時

赤字補填策として基金が積まれ、運用益により持

続する仕組みがつくられましたが、低金利時代の

影響によりＪＲの経営スキームが崩れる状態とな

っており、加えて公共交通の観点からも沿線自治

体のみが費用負担する考え方には疑問が残るとこ

ろであり、また自治体の財政状況からも困難と考

えられますことから、鉄路維持、存続に向け国、

道の考え方を確認するとともに、国からの支援に

ついて要望活動を継続してまいります。

また、全道的な公共交通のビジョンの提示を求

めていた動きの中で、北海道においては地域公共

交通検討会議に学識経験者、ＪＲ、自治体などで

構成する鉄道ネットワークワーキングチームを設

置しており、年度内にビジョンを示す予定となっ

ておりますので、今後も動向を注視してまいりま

す。

続いて、大項目の３、再生可能エネルギーの利

活用について、初めに小項目の１、名寄市の再生

可能エネルギー施策について申し上げます。本市

では、平成２５年２月に新エネルギーの導入、省

エネルギーの推進により二酸化炭素の排出量削減

を目指す名寄市新エネルギー・省エネルギービジ

ョンを策定いたしました。このビジョン策定に当

たり、本市における新エネルギーについてそれぞ

れ賦存量及び経済性や環境性、普及性などの観点

から、その利活用の可能性について検証を行い、

太陽光発電が最も有望であることから、公共施設

の整備や大規模改修時に太陽光発電などの導入を

検討することとしております。

御質問いただいた公共施設での再生可能エネル

ギーの導入状況につきましては、名寄小学校、名

寄南小学校改築に伴いそれぞれ約１０キロワット

の太陽光発電を導入してきており、学校の消費電

力の約８％を賄ってございます。

また、公共施設の再生可能エネルギーの導入検

討とあわせて一般家庭住宅への普及促進を図るた

め、平成２５年度から最大４キロワット、補助金

額で２８万円を上限にこれまで４６件の太陽光発

電導入補助を行ってきており、並行して民間の太

陽光発電も一定の進捗が見られる状況となってご

ざいます。

次に、小項目の２、今後の公的施設などへの利

活用の考え方について申し上げます。今後の公共

施設などへの再生可能エネルギーの利活用につき

ましては、既存施設への導入につきましてはコス

ト高となりますことから、まずは新たな施設整備

や大規模改修時に地域資源や施設の特性に考慮す

るとともに、経済性や導入効果などを総合的に判

断をし、再生可能エネルギーの導入を検討してま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えをい

ただきました。

それで、再質問させていただきたいのですが、

水間室長のほうから北の天文字焼の関係でお答え

いただいたのですが、次回からパンフレットに載

せたいということなのですけれども、その次回と

いうのは来年ということで考えていいのかと。そ

の辺ちょっともう一回お答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 観光パンフレッ

トにつきましては、年度ごとに更新させていただ

いているということでありますので、新しいパン
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フレットは来年度また新しく構成し直して作成す

る予定ですので、来年度のパンフレットというこ

とで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 理解しました。

再質問なのですけれども、名寄でのそれぞれの

イベントなどで集計されておりますアンケートを

見ますと、市外から来る１５％ほどの人がチラシ

や広告を見てイベントに来ていただいているとい

う結果もあることから、やっぱり私はパンフレッ

トでの宣伝は非常に重要だというふうに思ってお

ります。それで、北の天文字焼なのですけれども、

先般私も語る会に赴きまして、いろいろ交流させ

ていただいたのですけれども、１９８９年から２

３年間続いて、間で２年の中止を経て再開して、

来年で再開４回目となるということで、合わせる

と２７回やっていることになります。四半世紀を

超す名寄の冬季イベントということで、今や風物

詩になっている。それで、先ほど御質問したのは

やっぱりそういう皆さんから何で天文字焼が載っ

ていないのかという疑問の声が寄せられていると

いうこともありまして質問いたしました。先ほど

お話あったように、来年のパンフレットの中には

やっぱり北の天文字焼が載っているということで、

ぜひお願いをしたいというふうに思っています。

それで次に、名寄の雪質日本一フェスティバル

と連動させた北の天文字焼の同一時期開催につい

て、２０１６年は同一時期開催だったのですけれ

ども、２０１７年は別々に開かれるというふうに

お話を伺っております。関係者間を調整して、先

ほどさまざま打ち合わせなども密にやられている

ということでありますから、同一時期開催をやっ

ぱり働きかけて、相乗効果によってまちの活性化

に結びつけるべきではないかというふうに考えて

いるのですが、なぜ来年は同一時期開催ができな

くなったのか、この点についてお答えいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 開催時期につき

ましては、雪質日本一フェスティバルが北の天文

字焼より早い時期の開催となってしまったという

結果になってしまいました。こちらについては、

いろいろ雪質日本一フェスティバルの実行委員会

の事情と、また昨年度から温暖化の影響もあると

思うのですけれども、国際雪像コンクールの雪像

が日曜日の最終日には崩れるといった状況もある

ということで、それらも含めて今回残念ながら開

催日がずれていたというような結果になってしま

いました。しかし、その部分については雪質日本

一フェスティバルのＰＲと連動した形で、雪質日

本一フェスティバルの実行委員会にも働きかけて

まいりたいと思いますので、北の天文字焼と一体

的なＰＲということで今回させていただきたいと

いうことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 温暖化の関係だとか、

実行委員会の都合だとか、いろいろあるというふ

うに思うのですけれども、特に天文字焼が来年は

２月１８日に行われる。雪質日本一フェスティバ

ルは、２月１０日から１２日に行われると。雪質

日本一フェスティバルの２月１０日から１２日と

いうのは、さっぽろ雪まつりがこれは２月１日か

ら１２日までとなっておりまして、重なっている

のです。それで、集客力というか、そこだけを考

えますと旭川もやっていたり、いろいろやってい

るのですけれども、さっぽろ雪まつりとなるとか

なり札幌に人がとられる。最終日のところが名寄

の雪質日本一フェスティバルと重なってしまうと。

外からお客さんを持ってくるということになれば、

やっぱりこれは重ならない日を調整するべきでは

ないかというふうに思っているのですけれども、

ここら辺水間室長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 雪質日本一フェ

スティバルの開催については、今年度の開催につ
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いては今佐久間議員からおっしゃられましたよう

に日にちが決定しております。ただ、今回の部分

については雪質日本一フェスティバルについては

正式決定ということなのですけれども、今回の雪

質日本一フェスティバルの検証を踏まえて、来年

度以降の部分については北の天文字焼と連携する

形でできるのかどうかも含めて、反省も含めて検

討していきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 検討していただける

ということですから、ぜひ同一時期開催を検討し

ていただきたいと思うのですが、やはり日中はな

よろ雪質日本一フェスティバルで雪像を見て、そ

して明るい中での催し物で楽しんで、夜は北の天

文字焼と花火を堪能して、そして宿泊していただ

くと。名寄のまちに宿泊していただくということ

であれば、これはホテルも飲食店も潤うのではな

いかというふうに思うのです。さまざまなイベン

トというのは、名寄に泊まっていってもらうこと

を主体に考えて、そしてあるいは同一時期開催に

よって相乗効果を上げるというようなことをぜひ

働きかけていただきたいと思うのですけれども、

ここら辺について経済効果性と、それからやっぱ

りイベントも相乗効果を上げるような形に持って

いくということについて室長のほうからお答えを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今佐久間議員の

ほうからさまざまなアドバイスをいただきました。

こちらの部分については、先ほど申し上げました

ように今年度についてはそれぞれの実行委員会の

事情で開催日が決まってしまった結果があります

けれども、それらを踏まえて来年度以降の開催日

等を含めて、実行委員会とそれぞれのなよろ観光

まちづくり協会等も含めて検討していきたいと思

いますので、どうぞ御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひ名寄に経済効果

があるような形で企画をお願いしたいと思います。

ギネスの関係なのですが、今回初めて北の天文

字焼がギネスに挑戦をするということで、先ほど

お答えいただいたのですけれども、これから大学

生のほうでギネスを応援する、ギネス挑戦を支え

る会というのができていると。要請に来ることに

もなっているということで、ぜひ優しく迎えてい

ただきたいと思うのですけれども、特に私聞くと

ころによりますと、このギネスの挑戦なのですけ

れども、当初は天の文字の大きさの面積換算、こ

ういうことで計画されていたようでありますが、

調整の上燃焼装置の数で挑戦するということにな

った模様であります。それで、世界一の火文字と

いうギネスでの認定がなされたならば、これは名

寄の知名度のアップに大きく貢献するものだとい

うふうに思いますので、ぜひ前向きに支援策を考

えていただきたいというふうに思っております。

ここら辺のところについても来てからの対応とい

うことなのかもしれませんが、少し応援のあり方

について考え方、今のところをお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回天文字焼の

ギネス挑戦ということで、こういった取り組みを

新たな形で名寄のＰＲの一つの題材ということで、

事前にこういうことを行いたいということでお話

を伺っております。私が記憶している限りでは、

名寄に関してのギネスの記録ということがないか

なと承知しています。新たな視点のＰＲというこ

との取り組みということもありますので、こちら

の部分については改めてまた実行委員会のほうで

協力の支援の部分について伺いたいということの

お話を受けておりますので、そちらの部分につい

ては対応をしていきたいということで考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 私今回１１月に会派

の視察で友好都市、姉妹都市の鶴岡市に行ってま
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いりました。そこでいろいろ見せていただいたの

ですけれども、鶴岡市にはクラゲ館がありまして、

これは多様な多種類のクラゲを水槽に入れて見せ

ているということで、これもやっぱり数、クラゲ

を集めて水族館にして、これは多種類のクラゲを

入れているということでギネスにも挑戦して、ま

ちとしてＰＲをしているわけなのです。かなりの

売り込みになる可能性を秘めているというふうに

思いますから、ぜひ検討していただきたいと思い

ます。

それで、ピヤシリ山の夏期間の活用と宣伝方法

ということでありますが、先ほど申しましたよう

に名寄のピヤシリ山、私もタケノコとりだとか、

そういう時期に山に行って自然を楽しんで、つい

でに副産物も少しいただくということで、迷子に

ならぬように大変注意はしているのですけれども、

健康づくりということから考えますと、やっぱり

地元にある自然、それから景観を徹底的にこれは

研究して、そして広めていくということが重要で

はないかというふうに思うのです。それで、冬は

やっぱり先ほど申しましたようにスキーでにぎわ

いを見せますし、スポーツ振興などでもかなりの

にぎわいがあると。しかしながら、夏というのは、

久保副市長もおられますから、やっぱり入浴客な

どもこれは少なくなっていくのではなかろうかと。

そうすると、やっぱりそういう夏に向けて、夏期

間に向けてどういうふうな名寄の自然をＰＲした

り、使ったりして売り込むのかというようなこと

で、これは私は今後も検討していただきたいなと

いうふうに思っているところであります。

それで、観光事業の充実を考えたときに幾つか

の視点があると思うのですけれども、やっぱり名

寄ならではの独自価値、それと受け入れ環境の整

備というのが非常に大事であり、さらには地域産

業の振興にどういうふうに結びつけていくのかと

いう、ここが重要ではないかというふうに思いま

すから、発信のあり方、売り込み方についてぜひ

今後も研究をしていただきたいというふうに思っ

ております。久保副市長から一言あればちょっと

お願いしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 佐久間議員から観光事

業の充実について３点にわたっての御提言をいた

だきました。まことにありがとうございます。

特にサンピラー温泉の利用客をふやすというこ

とと夏場のピヤシリ山、さらには水間室長から御

答弁いただきましたけれども、九度山の登山等々

についてはとても有効な手段だというふうに思っ

ております。そういう意味では、ソフトを充実さ

せていくというふうに考えておりますので、どう

いう取り組みがということは具体的には言えませ

んけれども、誘客のできるような、そういう仕掛

けを観光協会、さらには振興公社、そして営業戦

略室と十分練っていきたいというふうに思ってい

ます。佐久間議員がおっしゃいましたとおり、ピ

ヤシリ山も九度山も名寄市にとっては有効な資源

だというふうにも理解しておりますし、さらにこ

の資源を生かすためには受け入れをしっかりして

いく、ＰＲも含めてなのですけれども、おもてな

しをしっかりしていくということも必要になって

きます。それが最終的に地域経済活性化につなが

っていくというふうに私も思いますので、今後と

も進めさせていただきたいと思います。

さらに、今般冬の名寄市の有名な現象でありま

すサンピラー現象が今回は日曜日に出まして、そ

れをネットに配信しましたら２万回以上のヒット

があったということですので、こういうネット上

でのＰＲも含めて今後どんどんと進めさせていた

だきたいと思っていますので、改めて御提言に応

えたいというふうに思っていますので、決意をさ

せていただきます。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれ御答弁いた

だきました。ありがとうございます。

それで、ＪＲ宗谷線の関係についてに移ってい

きたいと思うのですけれども、先ほど御答弁いた
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だきまして、要請経過についてはわかりました。

上川、宗谷、オホーツク圏、３つの期成会が連携

しての動きも出てきたということで、これも宗谷

本線活性化推進協議会の働きかけや運動が広がり

を見せてきたと受けとめさせていただきました。

それで、（２）の今後の維持、存続運動の視点

についてということでありますけれども、これは

加藤市長のほうから御答弁いただきたいのですが、

第３定例会、９月の定例会の答弁では豪雪地帯で

あることだとか、それから国土保全の観点からや

っぱり宗谷線は維持しなければいかぬのだという

ことだとか、国交省事業として観光周遊ルートも

事業として盛り込まれているのにということも御

答弁いただきまして、今回は私はこれらに加えて

やっぱり農業生産物、食料を都市に運ぶ貴重な物

流路線としての位置づけと、それからモーダルシ

フトの観点から環境負荷の低い貨物輸送、ここへ

の切りかえが必要だということを１点目はこれは

言っていただきたいなと思っております。

それと、２つ目には、ＪＲ貨物のレール利用料

金なのですけれども、これの適正支払いをＪＲ北

海道に請求させるべきではないかというふうに考

えております。今ＪＲ貨物は、ＪＲ北海道に毎年

レール摩耗料金ということで１６億円支払ってい

るのですけれども、しかしこれは特に新幹線でき

まして、並行在来線の運営会社の使用料と比較し

ますとおよそ１００億円程度ＪＲ北海道は請求が

低いのだということなのです。だから、これだけ

経営に行き詰まっているＪＲ北海道がそこまでＪ

Ｒ貨物に対して安くするというか、ＪＲ貨物も経

営大変なのですけれども、そこの部分はやっぱり

国が別に手だてをすると。北海道には、適正なレ

ール使用料金を払えということをやっぱり言わな

ければだめではないかというふうに考えていると

ころであります。

それと、公共の福祉の増進を鉄道事業法ではう

たっております。この鉄道事業法の精神からも、

福祉の恩恵というのは、これは全国平準化される

べきものではないかというふうに私は思っていま

す。公共の福祉の観点から考えるならば、都市部

だけさまざまな移動手段を持って、地方は赤字だ

ったら剥がすというのであったら、まさに公共の

福祉の精神というのが土台から崩れ去るというふ

うに考えておりますから、やっぱり公共の福祉の

観点からも要請時に押していっていただきたいと

いうふうに思います。

それと、４つ目になりますけれども、一方で地

域の努力として海外からの観光客に焦点を当てた

インバウンドなどを柱にした宗谷本線利用促進策

の企画を立てる必要があるのではないかと。これ

は、沿線自治体間の連携も大事ですし、それから

名寄市は名寄市として広域連携の観光のそういう

目標、指針を持っておりますから、沿線の自治体

間をつないで、やっぱり宗谷線ちょっと利用して

いきましょうかと。そういうことも地元としては、

こういうこともやっているよというようなことの

見せ方も大事ではないかと。こうした観点からも

声を上げていく必要があるというふうに考えてお

ります。

それと、公有民営という手法も、これは新聞紙

上でも出ていたり、研究されている地域もあるの

ですけれども、私は自治体負担は無理だと思うの

です、残念ながら。というのは、今日高線が運休

しておりまして２年たつわけです。運休して２年。

この日高線だけでも８６億円必要だと、復旧には。

そういうふうに言われております。それと、この

８月の台風で全道的には復旧費用が４０億円必要

だと。そして、その間４０億円と。ＪＲがその間

運賃収益を得られなかったから、その損失が４０

億円あると。合わせて８０億円になるということ

です。それと、車両の老朽化、これがすさまじい

ということです。普通気動車の平均車齢が３２年、

それから特急気動車の平均車齢２０年、それから

ＪＲ北海道というのは橋梁を持っておりまして、

この橋梁が ０６４カ所あるのですが、過半数は

５０年を超している。約１割が１００年を超して
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いると。そして、トンネルに至っては１７６カ所

のうち約３分の１は５０年を超えて、１００年超

えているのが２１カ所あると。つまりこういう土

木構造物、それから車両、こういう老朽化なんか

も考えて、それから台風被害だとか、そういうこ

とを考えて言うなら、私は結論的にはＪＲ北海道

の再国有化、あるいは鉄道運輸機構が線路の維持

管理をするべきだと、させることが安定的な鉄路

の維持、運営を図る上での最善策だというふうに

考えておりますが、市としての考え方があれば総

括的にお聞かせ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） 幾つかの観点にわたって

貴重な御提言をいただきました。ありがとうござ

います。

貨物の観点からもう少し踏み込んだ発言がとい

うお話もありまして、これは御承知のとおり公共

政策大学院の石井院長が座長を務める北海道の公

共交通のあり方検討会の中で、石井先生もたしか

御提言をされておった事案だと思います。ＪＲ貨

物そのものは上場していない会社でありますので、

なかなか収益構造が見えにくいということもある

ようでございまして、そのことがＪＲ北海道の経

営にどうも不利益をこうむっているのではないか

かという御指摘もあったようであります。御承知

のとおり、今石北本線がタマネギ列車を運行して

いますけれども、宗谷本線に関しては貨物列車は

運行していない状況でございますが、ただ議員が

おっしゃるようにトラックドライバーも含めてそ

うした部門でも人材が非常に不足をしている中に

あって、改めて鉄道貨物ということを見直してい

くということも必要なのかもしれない。そうした

御提言は、ぜひ今後も参考にさせていただいて、

やっていきたいというふうに思います。

インバウンド、観光の観点からも、これは前回

私のほうからもお話しさせていただきましたけれ

ども、とりわけヨーロッパ等の事案を見ますと例

えばサイクリングをしながら、あるところではサ

イクリング、自転車を一緒にもう積み込んで列車

に乗って、どこかでおりて、また行くというよう

なことが普通にヨーロッパあたりでは行われてい

るということなのですけれども、今のＪＲの関係

ではそういうことができないということでござい

ます。今観光協会も広域でここら辺のサイクリン

グツーリズムを企画開発しようとしておりますけ

れども、まさにこれはこの地域にとっても非常に

有益な、あるいはこの地域の資源を活用した観光、

そしてインバウンドにもつながるというふうに思

っていまして、こうしたことも提言としてはでき

るのかなというふうに思います。

ただ、いずれにしてもいろいろお話しいただき

ましたけれども、先がなかなか見えないとＪＲ北

海道さんもそうした前向きな議論に乗っていただ

けないというのが今の現状でございまして、先ほ

どお話があったとおり、北海道がまずはワーキン

グチームをつくって一定のビジョンを出すという

ことでありますので、ここの推移を見守りながら、

我々としてはこれまでの視点と加えて今議員がお

話しいただいたことも含めてこの地域においてこ

の路線が絶対必要で大事だということをよりでき

るだけ沿線、そしてこれを広がって北海道全体で

お訴えをしていくという運動を引き続き粘り強く

展開をしていきたいというふうに考えております

ので、引き続き御指導いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今市長のほうから決

意も含めていただきました。ＪＲというのはすご

くお金がかかるもので、車両１台にしても２億円

から３億円という値段から考えて、今、回す列車

も不足ぎみということで、やっぱり設備投資をど

んどん国のほうで支援をしないと地方はますます

厳しく、不便になっていくということもございま

すので、そうするとまた客離れというか、利用者

が減っていくという負のスパイラルに入っており

ますから、そこら辺も含めてぜひ先ほどのお答え

の中で今後も道内の関係箇所と連携をとって活動



－66－

平成２８年１２月１４日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

を強化していってほしいと思います。

再生可能エネルギーの関係なのですが、先ほど

再生可能エネルギー、名寄小や南小に入れており

ますよと。一般家庭では４６件ほど補助をしてい

て、約８％ほど賄っているというお答えだったの

ですが、費用対効果の観点についてもしデータが

ありましたら、まだ入れてそれほどたっていない

からデータないのかなとも思うのですけれども、

太陽光パネルは名寄はどうなのかわからぬですけ

れども、１１年から１２年で採算ベースには合う

のだというふうに私もいろいろ聞いてはいるので

すけれども、そこら辺ちょっとわかったらお答え

をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今新エネ関係の費用

対効果についてということで再質問いただきまし

た。まず、学校関係についてでありますが、ここ

はある意味環境教育という視点もありますので、

そういった経済的な意味での効果というのは当初

からもくろんでいるところではありませんけれど

も、ここについては設備投資で１０キロワット程

度ですけれども、 ８００万円かかっております

ので、年間の自己の使用と売電を含めて年間金額

で２５万円程度でありますので、金額的な意味で

の効果についてはなかなか発揮されないところで

ありますが、先ほども申し上げましたように教育

的な意味での効果があるだろう、そのように考え

ているところであります。

それと、市が補助をして一般家庭で設置を進め

ている部分についてでありますが、ここについて

は売電価格が設置の時期によって随分変わってい

るというのがありますが、この間データからまだ

実証期間が短いので、推計としかなりませんけれ

ども、押しなべていくと設備投資を回収するまで

の期間が十五、六年ぐらいが大体平均となってい

るという状況であります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

今売電価格も当初から比べると２０円ほど安く

なっているというふうに思っていますから、それ

とただ再生可能エネルギーの技術というのは日進

月歩で進んでいるというふうに思っております。

それで、捨てられる熱を徹底利用するというコー

ジェネレーションで自然エネルギーの出力が低下

する部分を補っていくというシステムも進んでお

りまして、この環境負荷低減に寄与するコージェ

ネレーション導入をこれからさまざまな観点から

研究、検討すべきというふうに考えているのです

けれども、今後のエネルギーに関する取り組みで

本市の考え方があればお聞かせいただきたいと思

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） コージェネレーショ

ン導入についてということで御質問いただきまし

た。総じて言うと熱源から電力と熱を供給すると

いうシステムになるかと思いますが、本市でも先

ほど申し上げました新エネ、省エネビジョンの策

定をさせていただいたということを説明させてい

ただきましたが、策定時にこのシステムについて

も検討させていただいたという経緯があります。

策定時が数年前だったということもあるのかもし

れませんが、その段階では、あるいは現段階でも

イニシャルコストのほうがかなり高いので、早急

な導入についてはなかなか難しいのかなというよ

うに思っております。ただ、議員が言われますよ

うにこの世界については非常に日進月歩で技術が

発展をしたり、あるいはそれぞれの資材の価格が

下がってきているという状況にありますので、今

後も引き続き調査研究をさせていただきながら、

費用対効果なども含めて導入の可能性については

探っ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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 最後になりますけれ

ども、１１月に先ほどもちょっと触れたのですが、
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会派の視察で山形、宮城、それから福島の３県を

回りました。南相馬市にも向かう途中に福島原発

の影響で今も全村避難が続く飯舘村を通過いたし

ました。除染作業員らしき姿はあったのですが、

村民の畑や田んぼで働く姿はなくて、商店街はど

こも閉まったままになっておりました。壊された

施設というのは、これは復旧は修復は大変ですけ

れども、ある程度めどもつき、早く終わるという

ふうに思うのです。しかし、放射能というのはこ

れなくなるまで気の遠くなる歳月がかかるわけで

ありまして、それで東日本の大震災後のときに国

のエネルギー政策も少しは反省したかなと思った

のですが、しかし一貫性がないですよね。地方自

治体には、残念ながらお金がないということであ

りまして、やっぱり地方は知恵を尽くして安全で

再生可能なエネルギー導入や省エネルギーの推進

に向けて今後も研究をしていく必要があるかなと。

そして、さまざまな建物を建てると次世代が大変

ということもありますから、少しでもそのときに

次世代のことも考えるならば、冷暖房を含めてこ

れはそういうエネルギーも、今８％程度というこ

となのですけれども、やっぱりこれ配備していく

べきではないかと。今後の安全で再生可能なエネ

ルギーや、それから省エネルギーの推進に向けて

今後も研究、検討していただきたいということで、

２分ほど残しておりますが、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

公立高校間口削減について外４件を、川口京二

議員。

〇１０番（川口京二議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をさ

せていただきます。大項目で５点について質問を

させていただきます。

大項目１点目は、公立高校間口削減について伺

います。小項目１点目は、名寄産業高校間口につ

いて伺います。道立高校は１９の学区に分かれて

います。その中の上川北学区には、全日制課程で

士別翔雲、剣淵、名寄、名寄産業、下川商業、美

深、おといねっぷ美術工芸と７つの高校がありま

す。おといねっぷ美術工芸を除く学校は、全て定

員割れの状況です。特に名寄産業高校は、平成２

８年５月現在定員１６０名に対し現員８３名と欠

員が７７名出ており、他校と比べて欠員が圧倒的

に多い現状です。また、名寄の中卒者数は平成３

１年以降２００名前後を推移いたします。上川北

学区高校配置計画を見ますと、平成３２年から３

５年の４年間でゼロから１学級相当の調整が必要、

中卒者数や欠員の状況、学校、学科の配置状況な

どを考慮し、名寄市内での早急な定員調整の検討

が必要、欠員が４０人以上生じている学校につい

て学科の見直しや定員調整などについて検討が必

要とのことであります。

これらのことから、名寄産業高校の間口が平成

３２年から３５年の間に削減されるのではないか

と心配をしているところであります。名寄産業高

校の間口が削減されるのかどうなのか、今後の見

通しについて伺います。

また、今後削減されないようどのように対応し

ていくのか伺います。

大項目２点目は、交通安全について伺います。

名寄市では、ことし６月、風連町において軽４輪

自動車が一時停止標識の設置されている十字路交

差点を直進する際、右側から進行中の普通乗用車

と衝突し、軽４輪自動車の運転手が死亡するとい

う事故がありました。小項目１点目は、ことしの

交通事故の現状と近年との比較について伺います。

最近全国的に高齢者の運転による交通事故が急

増しているというニュースをよく見かけますが、

２点目は名寄市における高齢者による事故の発生

状況はどうなのか、また特徴はどうなのか伺いま

す。

３点目は、高齢者に対する安全教育を行ってい

るように伺っておりますが、どのような内容なの

か、どこで行ったか、何人に行ったか伺います。
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４点目は、高齢者の運転免許証の自主返納につ

いて伺います。高齢化が進み、６５歳以上の運転

免許保有者は全国では昨年末で約 ７１０万人に

上り、全体の２割を占めています。このうち７５

歳以上は４７８万人近くで、１０年前の２倍にな

っています。また、自主返納については２７万人

と４年前の４倍になったそうですが、名寄市の現

状はどうなのか伺います。

５点目は、一時停止の道路標識について伺いま

す。ほとんどの交差点には、どちらかにとまれの

標識が設置されていますが、生活道路の中に入る

と設置されていない箇所もあります。危険だと思

われる場所もありますが、標識の設置にかかわる

一連の手続について伺います。

大項目３点目は、ＥＮ―ＲＡＹホールについて

伺います。昨年５月にオープンし、音楽関係だけ

ではなく、記念式典や講演会など幅広く利用され

ているようですが、小項目１点目はその利用状況

と目標値の達成状況について伺います。

小項目２点目は、さまざまなイベントをされて

いますが、どのようなＰＲをしているのか伺いま

す。

小項目３点目は、喫煙場所について伺います。

西側駐車場からの入り口付近が喫煙場所となって

いますが、出入りする方に煙もかかるでしょうし、

見た目も悪いと思っています。入り口ではなく、

どこか目立たない場所にできないものかと思って

います。また、冬季は雪も降りますし、マイナス

２０度以上になることもあるわけです。喫煙され

ない方からは、喫煙場所があるだけでもありがた

いと思えと言われるかもしれませんが、よろーな

のように喫煙小屋を建てるとか、どこか一角に喫

煙ルームを設けることができないものでしょうか、

伺います。

大項目４点目は、浅江島公園について伺います。

小項目１点目は、公園の整備について伺います。

ＥＮ―ＲＡＹホール建築の際、公園の中の文化創

造、ホール拠点が基本コンセプトで、老若男女さ

まざまな市民が集い、憩い、触れ合う場所として

広場を施設内外に整備し、誰もが気軽に回遊、散

策できるように公園と連続した道を整備するとの

ことでした。今後どのような整備をするのか伺い

ます。

小項目２点目は、文化センターと一体したイベ

ントの実施について伺います。公園の遊歩道と連

続させ、市民文化祭などのイベント時には公園と

施設の一体的な活動が行えるように計画するとい

うお話だったと思います。施設で実施するだけで

なく、公園と一体したイベントを実施することに

より、新たな発想でよりよいイベントもでき、に

ぎわいの創出にもなるのではないかと思いますの

で、伺います。

小項目３点目は、浅江島公園の街灯について伺

います。現在浅江島公園の街灯は、２３時に消灯

されます。浅江島公園は、避難場所にも指定をさ

れているところです。仮に夜間に災害があった場

合、現状では真っ暗であり、避難が困難ではない

かと思います。また、防犯上も問題があると思い

ます。なぜ２３時に消えるのか、今後全部とは言

いませんが、点灯できないものか伺います。

大項目５点目は、ファミリーサポートセンター

について伺います。１０月に子育てを地域のみん

なで支え合う子ども・子育て支援事業の一環とし

て西條名寄店１階でスタートしました。まだ２カ

月ですが、利用状況はどうなのか、会員の登録状

況はどうなのか伺います。また、問題点や課題が

あれば伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川口議員か

らは、大項目で５点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１及び大項目３につきましては私の

ほうから、大項目２につきましては市民部長から、

大項目４につきましては建設水道部長から、大項

目５につきましてはこども・高齢者支援室長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま
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す。

大項目１、公立高校間口削減について、小項目

１の名寄産業高校間口について、小項目２の今後

の対応についてお答えいたします。議員御指摘の

とおり、北海道教育委員会が提示しています平成

２８年度公立高等学校配置計画では、平成３２年

から平成３５年度の４年間でゼロから１学級相当

の調整が必要とし、中卒者数や欠員の状況、学校、

学科の配置状況など考慮し、名寄市内での早急な

定員調整の検討が必要としております。旧名寄市

と旧風連町では高校が５校ありましたが、現在は

２校と減少し、間口についても大幅に減少し、８

間口となり、さらに定員割れが生じている状況に

あり、地域経済や人材育成にも大きな影響を及ぼ

しています。

このような状況を踏まえて、平成２７年２月に

名寄市内高等学校の在り方検討会議を設置して名

寄市内の間口維持や人材育成についての検討を行

ってきました。平成２８年３月には、検討結果を

取りまとめた要望書を市長に提出し、その要望書

に基づき市として北海道教育委員会教育長に要望

書を提出するとともに、本市の状況を説明し、意

見交換を行ってきたところであります。その結果、

平成３１年度からの間口減については見送られま

したが、中卒者数や欠員の状況から現状維持は大

変厳しい状況にあることから、本年度中に平成３

２年度以降の望ましい間口や学科などのあり方に

ついて協議をすることとなり、現在道教委の担当

者や市内高等学校との協議を進めているところで

あります。

また、名寄産業高校ではこの地域に必要な人材

を育て、地域経済を支えてきており、今後におい

ても現在の学科は人材育成確保の観点から必要と

考えていることから、名寄市内高等学校在り方検

討会議についても道教委等の協議状況を見きわめ

て開催しながら御意見をいただき、対応してまい

りたいと考えております。

次に、大項目３、ＥＮ―ＲＡＹについて、小項

目１の利用状況と目標値の達成状況についてです

が、ＥＮ―ＲＡＹホールを含む市民文化センター

西館の利用といたしましては、都市再生整備計画

において年間約１万人の利用を目標値として設定

しておりました。これに対しまして平成２７年度

のＥＮ―ＲＡＹホールの利用者数は３万 ０００

人を超えており、大幅に目標を上回ることかでき

ております。また、市及び教育委員会が主催また

は共催で実施しました文化事業では、ＥＮ―ＲＡ

Ｙホールを含む市民文化センター西館において平

成２７年度は２２件開催し、 ７５１人の方に、

今年度は１１月末現在で１６件を開催し、 ０６

０人の方に御来場をいただいております。さらに、

貸し館を含めたＥＮ―ＲＡＹホールの今年度の利

用では、１１月末現在で約１万 ０００人の方に

御来場いただいていることから、順調に経過して

いると考えているところであります。今後におき

ましても多くの方が御来場いただけるよう質の高

い文化芸術の鑑賞機会を創出するとともに、一人

でも多くの市民が舞台に上がることなど、みずか

ら文化活動に参加いただける機会の創出に努めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目２のイベントのＰＲについてお答

えいたします。ＥＮ―ＲＡＹホールで行われるイ

ベントについては、教育委員会がその運営に深く

かかわっている主催、共催のイベントとそのほか

の貸し館として取り扱われているイベントと大き

く分けて２種類のイベントがあります。教育委員

会の主催、共催のイベントにつきましては、ポス

ター、チラシによる周知のほか、毎月の広報を初

め３カ月に１度発行しております「ＥＮ―ＲＡＹ

通信」、新聞などへの広告掲載のほか、ホームペ

ージやＳＮＳなどのインターネット媒体を使って

広く周知をするよう努めております。それ以外の

貸し館として取り扱われているイベントにつきま

しては、基本的にＰＲ活動は主催者に行っていた

だくべきものと考えておりますが、多くの市民に

ホールへ足を運び、さまざまな文化芸術を鑑賞し
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ていただきたいとの考えから、主催する団体等と

連携を図りながら、広報なよろや「ＥＮ―ＲＡＹ

通信」なども活用して市民への情報提供に努めて

いるところであります。今後も市民への情報提供、

周知につきましては創意工夫、改善を図り、取り

組んでまいります。

次に、小項目３の喫煙場所についてお答えいた

します。喫煙場所につきましては、現在市民文化

センター東館北側入り口外に１カ所、西館の西側

入り口の外に１カ所を設置しております。以前は、

当館の入り口全てに喫煙場所を設置しておりまし

たが、喫煙に対するさまざまな意見、要望がある

ことから、喫煙場所を２カ所に限定し、多くの方

が来館する入り口からはできるだけ離しながら設

置をしているところであります。現在分煙化が進

み、教育施設での喫煙場所のあり方について問わ

れておりますが、市民文化センターでは公民館活

動としての性格も持ち合わせ、集会など多くの皆

様に利用されている施設でもあり、喫煙場所をな

くすことは難しいと考えております。一方で、新

たに喫煙室を設置する場合は改修費がかかること

から、現状での対応ということで御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、交通安全について申し上げます。

初めに、小項目１の交通事故の現状と近年の比

較についてになります。名寄市内で発生した人身

事故が絡む交通事故の件数につきましては、平成

２５年では３７件、平成２６年は４０件、平成２

７年では１７件、平成２８年９月末現在では１８

件となってございます。近年の発生件数を見ます

と、平成２２年以前は４０件を下回ることはあり

ませんでしたが、平成２３年に初めて４０件を下

回りまして、その年によって増減を繰り返しなが

ら、徐々に減少傾向にあると考えております。

次に、小項目の２、高齢者による事故の発生状

況と特徴についてになります。市内で発生した人

身事故が絡む交通事故における６５歳以上の高齢

者の事故の割合につきましては、平成２５年は３

７件中９件で２ ４％、平成２６年では４０件中

１８件で４５％、平成２７年では１７件中６件で

３ ３％、平成２８年９月末現在では１８件中２

件で１１％となってございます。事故の発生状況

につきましては、年齢別の特徴を把握することは

データがないことから困難でありますが、本市の

事故原因の特徴としましては信号無視や一時停止

無視、交差点徐行を怠った等が多い傾向があるこ

とから、高齢者の事故においても同様の特徴があ

ると考えてございます。

次に、小項目３の高齢者に対する安全教育につ

いてになります。名寄警察署や名寄地区交通安全

協会連合会等の協力を得ながら、名寄、風連、智

恵文、それぞれの交通安全協会が中心となりまし

て、毎年町内会や老人クラブで高齢者を対象に交

通教室を行っております。内容といたしましては、

歩行者、自転車運転時、自動車運転時において事

故に遭わないための注意点として、夜光反射材の

着用や年齢による体力の衰えによる道路を横断す

るときや自動車運転時の反応が遅くなることなど、

講話形式で周知を図っております。平成２７年の

開催実績では、３５カ所で開催をし、８７９名の

方に参加をいただいております。

また、全市的な取り組みとしまして、名寄市老

人クラブ連合会、名寄交通安全協会、名寄市交通

安全運動推進委員会が主催をする高齢者交通安全

宣言大会におきまして高齢者みずから交通安全意

識の高揚を図りながら、高齢者の特性を生かした

交通安全運動と交通事故防止に向けた取り組みが

行われてございます。

次に、小項目４の高齢者の運転免許証の自主返

納の現状についてになります。名寄市の運転免許

証の返納につきましては、名寄警察署調べにより

ますと、平成２７年の６５歳以上免許保有者数が

４２９人で、免許返納者数は３９名、返納者の
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率は ８８％となっております。平成２８年１１

月末現在では６５歳以上免許保有者数は ５２４

名で、免許返納者数は年度の途中ではありますが、

３２名、返納者の率は ７１％となっております。

次に、小項目５の一時停止の道路標識について

ですが、標識の設置に向けての一連の手順につき

ましては、地域の要望があったり、危険と思われ

る交差点がある場合、一時停止標識の設置要望を

市から名寄警察署に提出をし、その後旭川公安委

員会において一時停止標識の設置が必要と判断さ

れた場合には警察署が標識を設置することになり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目４、浅江島公園について、小項目１、公園の整

備について、小項目２、文化センターと一体した

イベントの実施について及び小項目３、街灯につ

いてを関連がございますので、一括で申し上げま

す。

初めに、公園の整備についてでございますが、

浅江島公園を含めた都市公園の整備につきまして

は、平成２２年度に公園利用者の安全、安心を図

るため、都市公園３０カ所を対象とした公園施設

長寿命化計画を策定し、公園施設の診断に基づき

必要性や危険性を確認して、平成２３年度から１

０カ年計画で公園の供用開始が古く、緊急性の高

い遊具等の公園施設から修繕や更新を図っている

ところです。この間本公園では、平成２４年度か

ら２５年度にかけては石垣改修及び遊具更新で約

４００万円、平成２７年度には石垣改修及びＬ

ＥＤへの照明器具更新４基で約４４０万円、今年

度におきましてもＬＥＤへの照明器具更新を１５

基で ４００万円かけて整備したところであり、

長寿命化計画の中で計画された事業は全て実施を

しております。また、ＥＮ―ＲＡＹホール整備時

において本公園との接続ができるよう遊歩道を整

備しており、新たな設置については計画をしてお

りません。今後は、ソフトメニューを中心に既に

完成しておりますＥＮ―ＲＡＹホールと連携を図

るとともに、その連携により文化創造が図られる

公園づくりに一層努力してまいります。

次に、小項目２の文化センターと一体したイベ

ントの開催についてお答えします。ＥＮ―ＲＡＹ

ホールを含む市民文化センター西館につきまして

は、隣接する浅江島公園と一体とした利用ができ

るように北側にも出入り口を設置しております。

公園と施設を一体としたイベントの開催について

は、会場が拡大するため、多くの市民が集い、楽

しめるような大規模なイベントが必要と考えます。

開催時期は、屋内外のイベントとなるため夏季が

望ましいと考えますが、本市では各種イベントが

開催されている時期でもあり、新たなイベント開

催は難しい状況にあります。

また、屋内と屋外を使用してのイベントとなる

と、来場者が分散することや多くのスタッフが必

要となるなど課題があります。しかし、議員から

御指摘がありましたとおり、公園と施設を一体的

に利用しながらにぎわいの創出をすることも必要

なことと考えますので、他部署とも連携しながら

利活用のあり方について研究してまいります。

最後に、街灯についてでございますが、現在浅

江島公園の街灯については公園内の電気系統が１

カ所に集約をして管理する構造となっており、指

定した時間に街灯や池などの流水施設に利用して

いるポンプなどを含む全ての電源がタイマーによ

り同時に切れる構造となっております。このよう

な電気施設の構造となっていることから、公園利

用がほとんどない深夜においてもポンプが稼働し

ていたり、照明が点灯したままとなってしまうこ

とから、現在は２３時に電源が切れ、公園内の全

ての照明灯が消灯するよう設定しております。

しかし、公園機能が類似しております大学公園

では、周辺との照度の兼ね合いや防犯上の観点か

ら一晩中街灯を点灯しております。また、名寄公

園では夏場は同様に一晩中点灯しておりますが、
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冬期間においては電源の系統が分かれていること

から、利用の少ない東側の池周辺など一部消灯に

より節電に努めております。議員御指摘のとおり、

避難場所としての役割や防犯上の観点から、冬期

間の点灯の必要性や電源施設の系統の分配により

街灯の間引き、点灯などを含めて実態調査してま

いりたいと思います。

また、点灯時間の延長や間引き点灯を行う場合

には、周辺地域と協議の上、節電意識を持った上

で適切な対応をとってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目５のファミリーサポートセンターに

ついてお答えいたします。

ファミリーサポートセンター事業については、

国が子育て支援施策として推進する地域子ども・

子育て支援事業１３事業の一つである子育て援助

活動支援事業に当たり、子育てを地域で相互援助

し、会員同士で支え合うという事業であります。

援助内容といたしましては、子供の一時預かり、

塾や保育所などの送り迎えを保護者にかわって提

供会員が行い、子育て支援をする事業でございま

す。本年１０月１日の運用開始に向け、４月１日

付で名寄市社会福祉協議会と委託契約を締結し、

サービス利用会員及びサービス提供会員の募集を

行い、１２月１日現在利用会員１００人、提供会

員２５人、両方会員６人で、会員数としましては

１１９人の登録状況となっております。提供会員

においては、資格は不要ですが、お子さんを預か

るための安全、事故対策も含めた援助活動に必要

な講習を受講していただいているところです。ま

た、利用の際には前段にマッチング作業を行い、

双方が安心して利用できる体制を構築しておりま

す。

現在の利用人数といたしましては、１０月に２

件の御利用があり、１２月においては３件の利用

計画が出されているところでございます。問題点

及び課題といたしましては、事業が開始したばか

りということもございますが、本事業制度の理解

と定着が図られていないため、利用が伸び悩んで

いる状況にあることにあわせまして、提供会員が

少ないため、利用者が多くなった場合のマッチン

グ対応に支障を来すのではないかとの懸念がござ

います。今後とも本事業の説明機会を通じ、会員

増加を図り、子育てしやすい環境整備に向けて取

り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、公立高校の間口削減から再質問

をいたします。

間口を維持するためには、定員を確保しなけれ

ばなりません。名寄市内の中学卒業生だけでは定

員に満たないわけですから、市外からも来ていた

だかなければならないわけです。当然今も市内外

に向けてＰＲはしているところだと思いますが、

定員を確保できない現状を見ますと、さらなるＰ

Ｒが必要かと思います。今後のＰＲについて伺い

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） ただいま高校の生徒

募集に向けてのＰＲということで、今後のことと

いうことでありましたけれども、産業高校のほう

から現在取り組んでいる状況等もお聞きしていま

すので、お知らせをしたいというふうに思ってい

ます。

産業高校につきましては、御承知のとおり酪農

科学学科については上川北学区にかかわらず、全

国からということであります。ほかの学科につい

ては、道内全域から出願、入学できるということ

になっています。そういったところでは、名寄産

業高校では生徒募集に向けての取り組みとして本

市と連携しながら学校ウエブページでの啓発や道

北農業担い手育成対策協議会の事業における学校
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訪問、産業高校の管理職や教員による学校訪問を

行うほか、酪農学科につきましては全国から募集

できることから、実績のある中学校への学校案内

の配布、本市と連携しながらことしは東京の杉並

区の中学校にもパンフレットを配布をしてＰＲ活

動を実施しているところであります。杉並区のほ

うから保護者の方が施設見学にも来たという情報

も入っていますので、そういった面では今後も市

教育委員会、学校と連携をしながら効果的な取り

組みについて鋭意改善をしながら進めてまいりた

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） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 名寄産業高校建築シ

ステム科欠員２４名、酪農科学科欠員３０名と定

員４０名のところ現員より欠員が多い状況でござ

います。なぜ欠員が多いのか、希望が少ないから

です。希望していただくためには、誰もが来てみ

たくなるような魅力ある学校づくりが必要だと思

いますが、お考えを伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、魅力ある学校づくり、先ほど申し上げ

たとおり全道内、全国から生徒を募集できるとい

う学科編成になっていますので、そういったこと

を有効にするためにも魅力ある学校づくりは大切

だというふうに思っています。これまで産業高校

からの情報を得た部分で、学校紹介も含めてどう

いった学校づくりをするか紹介をさせていただき

たいというふうに思っています。

名寄産業高校につきましては、農業、工業、家

庭に関する専門学科で、体験型少人数授業による

専門的技術、技能の確実な定着を図るきめ細やか

な学習を行っております。酪農科学学科では、６

次産業化を実践する授業展開を行い、農業と食品

のスペシャリストを育成している。電子機械科で

は、金属加工実習や物づくりを通して産業を支え、

想像力豊かな人材の育成をしている。建築システ

ム科では、まちづくりと都市計画、景観デザイン

をテーマに専門的な学習を行うとともに、高大連

携によるより高い専門的な教育が行われておりま

す。生活文化科では、生活の基本である衣食住に

関する知識を身につけ、３年生は食物コース、保

育・福祉コースに分かれ、より専門性を高める教

育を行っているということであります。また、市

民を対象とした物づくり教室の開催や地域イベン

トの出展協力、生徒が作成した木製ベンチや座布

団の寄贈など地域貢献も行っているところであり

ます。

さらに、日ごろの学習の成果を発表する機会と

して、文部科学省を初め各団体等が開催していま

す研究大会、コンクールなども積極的に参加し、

全国規模の大会で優秀な成績をおさめている、こ

れは新聞等でも見たと思いますけれども、そうい

った発信もしているところであります。最近では、

本市の事業と連携して被災地の福島県南相馬市の

子供たちの受け入れや南相馬高校の生徒と一緒に

なって農産加工品の販売会などに取り組んでおり

ますし、台湾の生徒との国際交流にも積極的に取

り組み、生徒の国際感覚の向上に努めているとこ

ろであります。このような教育活動をさらに工夫

改善をしながら、魅力ある学校づくりを進めてい

くとの報告を受けております。教育委員会といた

しましてもこういった、特に大きく連携をとりな

がら、今後とも産業高校の魅力ある学校づくりに

協力するとともに情報発信に努めてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 今後名寄市では、冬

季スポーツの拠点化を目指すために、冬季スポー

ツ合宿や大会誘致、ジュニア世代の育成強化を推

進するために冬季スポーツ拠点化プロジェクトに

取り組むところです。そこで、少し考えたのです

が、新学科、スポーツ科をつくってはどうかと思

っています。全国には、公立高校で体育科やスポ

ーツ科学科、スポーツ健康科学科など数多くあり
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ます。名寄には大学もありますし、方向は違うか

もしれませんが、名寄大学にも体育学部やスポー

ツ健康科学部、スポーツ栄養学部などをつくって

みてはどうかと思っています。そうすれば、高校

を卒業した人が大学にも行けますし、人口減少対

策にもなります。ナショナルトレーニングセンタ

ーも名寄は本気だなということで設置できるかも

しれません。もし設置できたならば、そこで指導

者等も働けますし、将来オリンピアンも出るかも

しれません。夢のような話ですが、実現できない

ものかと思っています。産業高校の間口は、当然

全力を挙げて維持しなければなりません。一方、

人口減少やさまざまなことを考えると、学科の新

設というのも今後必要なことかもしれません。実

現は大変難しいのはわかっていますが、御一考い

ただければ幸いです。

次、交通安全について再質問いたします。交通

安全教室を開催されていると思いますが、どのよ

うな内容なのでしょうか。また、高校や大学や町

内会でも実施されているのでしょうか、伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 交通安全教室の内容

でございますが、高齢の歩行者、自転車利用者が

交通事故に遭わないための講話ですとか、高齢に

よって脚力などが、体全体の筋力が低下をする、

動体視力や遠近を判断する視力、視野が狭くなる

など視力に関する低下、判断力の低下等々さまざ

まな身体機能の低下によりまして、交通事故の危

険を招きやすくなることをしっかりと理解しても

らった上で、事故に遭わないための認識を深める

ような、そんな内容になってございます。開催場

所につきましては、各地区の町内会館ですとか、

公共施設等で開催をしておりまして、町内会や老

人クラブとの連携によって取り組まれてございま

す。

なお、高校につきましては、名寄高校、名寄産

業高校、それぞれ独自に全校集会のときに交通安

全についての周知ですとか、ホームルームのとき

に注意喚起、街頭指導などに取り組んでいるとの

ことでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 名寄は、公共交通機

関が余り発達していないため、買い物や通院など

に車が欠かせないという高齢者が少なくないと思

っています。免許を返納して外出できなくては、

認知症が進んだり、運動不足になったりするおそ

れがあります。免許を返納したくてもできない高

齢者が車がなくても気軽に移動できる手段を確保

することが重要だと思います。

高齢者による事故が多いため、政府は関係閣僚

会議を開き、喫緊の課題として自動車運転にかわ

る移動手段の確保の検討を進める考えを示し、専

門家とも検討していく考えも確認しました。事故

が起こってからでは遅いので、名寄も早急に検討

する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 公共交通機関に関連

して質問をいただきました。ただ、市内での買い

物ですとか通院等々、利用できる公共交通としま

して名寄地区市街地を循環する徳田線、それとコ

ミュニティバス、郊外と市街地を結ぶ８系統の各

バス路線が運行してございまして、名寄市としま

してもこれまで実証運行ですとかデマンドバスの

導入等々地域ニーズを踏まえた運行形態の見直し

を行いながら、必要な財政負担なども行ってバス

路線を維持してきているところでございます。今

後とも高齢者を初めとした車を持たない方の日常

的な移動手段を確保するため、バス路線の維持、

確保に努めてまいりたいと考えております。

また、政府の動きを含めて事故が起こる前に何

らか早急な検討が必要ではないかといったことで

も質問いただきました。政府は、８０歳以上の高

齢者による死亡事故が相次いで発生をしているこ

とから、自動車の運転に不安を感じる高齢者の移

動手段の確保等、社会全体で高齢者の生活を支え
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る体制整備を進めるために、専門家の意見を聞き

ながら検討を進めることとしておりまして、今後

国がどのような政策を進めていくのか、名寄市と

しても注視をしてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 他の自治体の中では、

高齢者の事故防止を目的にバスの割引とかタクシ

ーの割引とか民間企業に協力をいただいて、いろ

いろなサービスをして自主返納を進めているとこ

ろも多くあります。このようなことも自主返納し

やすい環境づくりかと思いますが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 自主返納をしやすい

環境づくりが必要ではないかということで質問い

ただきました。名寄市では、平成２１年度から６

５歳以上の方が運転免許証の自主返納をした場合

に運転免許証にかわる身分証明書としまして住民

基本台帳カードを無料で交付をする高齢者運転免

許自主返納支援事業に取り組んでまいりました。

これまで平成２１年度から平成２７年度の７年間

で申請のあった１３１名の方に住民基本台帳カー

ドを発行してまいりました。この制度は、マイナ

ンバーカードが現在無料交付を受けることができ

ることから、廃止をしてきたところでございます。

運転免許返納者に対するバス、タクシーの割引

券等の支援につきましては、運転免許証を保有し

ていない高齢者に対する支援策という部分で、不

均衡と申しましょうか、バランスがとれないとい

うことで、制度化は難しいのではないかと考えて

おります。先ほども答弁しておりますけれども、

現在国が社会全体で高齢者の生活を支える体制の

整備を検討しているということでございます。市

としましても今後国から何らかの対応策が示され

ると考えておりまして、それらを踏まえて取り組

んでまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 高齢者の事故対策を

進めることは、誰もが安心して暮らせる社会を築

くことにつながると思います。自主返納ができや

すい環境づくりをお願いします。

ＥＮ―ＲＡＹホールについて伺います。毎月広

報なよろが各家庭に配布をされますが、その中に

ＥＮ―ＲＡＹホールのイベント情報が掲載されて

います。主なイベントが記載されているのですが、

有料なのか、無料なのかわからない。また、月初

めのイベントは広報が回ってきたときには終わっ

ていることもあります。その次の月の一、二週ぐ

らいのイベントは掲載できないものかと思います。

それに発表会のような無料のイベントも掲載すれ

ばよいと思います。少し改善をしていただけない

かと思っておりますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今再質問で広報、Ｐ

Ｒの工夫改善ということでありますけれども、広

報なよろにつきましては市の主催事業のほかにも

ＥＮ―ＲＡＹホールで開催されていますイベント

について掲載しているところでありますけれども、

紙面の割りといいますか、都合もありまして、開

催日とイベントを中心とした記載となっていると

ころであります。

月初めの開催されるイベントにつきましては、

前月号の広報なよろとあわせて２カ月にわたり掲

載するなど市民周知に努めておりますが、主催者

の都合により掲載できない場合もあります。また、

季節ごとに広報なよろと同時期に配布しておりま

す「ＥＮ―ＲＡＹ通信」では開催日時や入場料な

どより詳しい情報を必ず入れて掲載しており、多

くの方に興味を持っていただくよう工夫を行い、

広報なよろと同様市民への情報提供、周知に活用

しているところでありますので、そういったもの

をより改善をしながら、今後また周知、ＰＲに努

めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） １１月１１日にＮＨ
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Ｋ「ふるさと自慢うた自慢」と「ふるさと自慢コ

ンサート」の公開録音イベントがＥＮ―ＲＡＹホ

ールの開館１周年記念として開催されました。Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホール、秋号に掲載されていたのです

が、配布されたときには入場整理券は既に配布を

終了したと書いてありました。ＮＨＫの指示によ

り、ＰＲしてよい日が決められ、１人４枚までと

いうことであっという間になくなったようです。

人気のタレントが来るということで、市民の反応

も大変大きく、１人１枚にすればとか、抽せんに

するべきではなかったかとさまざまな意見があっ

たと聞いておりますが、今後も同じようなことが

あるかもしれませんので、市民が不満に思わない

対応をしていただきたいと思いますが、いかがで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、１１月１１日に行われましたＮＨＫの

ラジオの公開録音番組「ふるさと自慢うた自慢」

についてですが、「ＥＮ―ＲＡＹ通信」秋号に記

事を掲載して各家庭に配布される前に入場整理券

が配布が終了したという状況がありました。この

ことにつきましては、多くの方々から御意見をい

ただいたところであります。しかしながら、番組

の公開録音というイベントの性質上、事業主催者

の意向もあり、市の希望どおり進めることが難し

く、周知の時期や配布方法などに制限があったと

いうことにつきましては御理解をいただきたいと

いうふうに思っております。今回のことをきちん

と反省し、今後に生かしていきたいと思いますの

で、今後におきましても市民への周知方法や時期

などについて市民の公平性を保つよう十分配慮し

ながら取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） ＥＮ―ＲＡＹホール

の利用状況は、多くの利用があり、大変すばらし

いことだと思っています。さまざまな方法でイベ

ントのＰＲをされているところですが、一番見て

いるのはやはり毎月配布される広報だと思ってい

ます。より見やすく、わかりやすくなれば利用者

もふえると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

喫煙場所については、予算にもかかわることで

すので、急ぎませんが、ぜひ御一考いただきたい

と考えています。

浅江島公園について。少し都会に行くと何かの

施設があり、公園がすぐ近くにあるという光景を

見かけます。よく整備をされていて、散策してみ

たくなったことがあると思います。私は、浅江島

公園もそういうイメージに思っています。せっか

くすばらしいホールができ、隣接されているわけ

ですから、いらっしゃったお客様が寄ってみたく

なるような公園整備をお願いしたいと思っていま

す。

イベントについては、公園で何かイベントを行

い、文化センター等でも何かイベントを行う。単

独ではなくてそのようにすれば集客もふえるので

はないかと思っています。あの地域全体を交流拠

点だと考えていただきたいと思っています。

街灯については、安全にもかかわることですの

で、早急にお願いいたします。

ファミリーサポートセンターについて伺います。

利用会員に対して提供会員数が少ないように思い

ます。提供会員には、この曜日しか見られないと

か、この時間しか見られないとか、いつでもオー

ケーという人はほとんどいないと思っています。

利用会員のニーズに応えるには、もっと提供会員

の数をふやさなければいけないと思います。確保

に向けて今後どのような募集あるいはＰＲをして

いくのか伺います。

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） 議員

から提供会員の確保に向けての考え方についての

御質問だったかと思います。これまで事業開始に
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当たりまして、健康福祉部が所管いたします各種

イベントや子育てサークルの総会、また老人クラ

ブなどの会合の場などにおきましてＰＲ活動を行

ってまいりました。議員がおっしゃられています

ように提供会員の人数が少ない状況にございまし

て、今後におきましてもファミリーサポートセン

ターがございます多分野、多世代地域活動拠点で

ありますここほっとの御利用をいただいている方

初め、ＰＲ活動を進めていきまして、会員活動を

集中的に行う期間の設定など会員拡大に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 提供会員になるには、

講習を受けなければならないわけですが、どのよ

うな内容なのでしょうか。時間はどのぐらいかか

るのでしょうか。また、いつ実施するのでしょう

か、伺います。

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） 本年

度１０月１日からの開始に当たりまして、今年度

の講習会につきましては本年９月１２日から１６

日の５日間にわたりまして２５時間にわたる講習

会を実施させていただいております。内容といた

しましては、ファミリーサポートセンターの事業

の説明に始まりまして、子供の栄養と食生活、障

害を持たれたお子様の支援、体の発達と病気や小

児看護の基礎知識、また事故の予防と応急処置、

そのほか保育所における実習などそれぞれ名寄市

立大学の教員または保健師、保育士や市役所の関

連部署、消防署の御協力をいただきながら実施さ

せていただいてきたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 提供会員が預かって

いる時間、子供が何をしたとか、行動について何

かメモなどをして利用会員に渡せば安心感につな

がると思っていますが、そういうことはされてい

るのでしょうか、伺います。

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） 提供

会員と利用会員の双方が安心して御利用いただけ

るように、利用の際にはファミリーサポートセン

ターのアドバイザーという者がいるのですけれど

も、その方を介してミーティングを行っておりま

す。その際には、例えばアレルギーの有無の確認

を行うだとか、食事については原則利用会員さん

が御用意いただくことになっているのですけれど

も、ただし保護者の方の同意があれば実費におい

て提供できるようなたてつけにもなっております。

また、お子様が帰る際に援助活動報告書として

活動内容などについて提供会員、またそれと利用

会員の双方で確認をするという形となっておりま

して、一定程度お子様の様子がわかる仕組みとは

なっているのですけれども、議員御指摘のとおり

例えば食べ物の報告についても利用会員がより安

心して預けられるように報告書の中に書き加える

などの方法を工夫してまいりたいというふうに思

います。ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） ２６年実績ですが、

全国７６９市町村が行っています。利用会員約４

９万人、提供会員１２万 ０００人という大きな

事業です。私が一番心配しているのは、事故のこ

とです。全国には、預けて死亡した事例がありま

すが、ほかにどんな事例があるのでしょうか。

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） 議員

から御指摘のように、事故の御心配ということで、

このファミリーサポートセンター事業というのは

現在厚生労働省になっておりますけれども、当時

の労働省が構想して、介護や子育ての労働が両立

できるようにということで、それまでかつてあり

ました地縁、血縁の中で分担していた子育て援助

にかわって行われるという仕組みでできたものだ
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というふうに聞いております。事故の内容につき

ましては、平成２３年１０月に厚生労働省の正式

発表がそのとき出ているのですけれども、平成１

８年４月から平成２３年６月までの間でファミリ

ーサポートセンターがございます全国６３７の市

区町村のうち、死亡事故や治療に要する期間が３

０日以上の負傷や疾病に伴う重篤な事故の発生報

告が１５件というふうに報告されております。内

訳につきましては、骨折が５件、歯を折る、やけ

どなどがそれぞれ２件、捻挫、打撲がそれぞれ１

件、自発呼吸なしが１件、そのほかが３件という

ふうに確認しております。

また、平成２３年度以降の正式発表はございま

せんが、一般財団法人女性労働協会というところ

で平成２６年度に行いましたアンケート調査形式

の実態調査ですけれども、厚生労働省の調査とは

若干異なりますが、７０３カ所のファミリーサポ

ートセンターにアンケートを配布し、６５５カ所

から回答を得た中におきましては、事故の発生の

主な要因として多いものを調査したところ、転倒

によるものが３ ５％と圧倒的に多い状況が報告

されているところでございます。

援助活動中に事故が発生した場合につきまして

は、原則として当事者でございます会員相互で解

決するということになっておりますが、直ちにセ

ンターに報告していただき、補償保険にも加入さ

せていただいておりますので、双方が安心して利

用できるように、面倒、煩わしいという御意見も

一部ございますが、利用の際には前段の利用会員

の面談を行い利用いただくとともに、提供会員に

おきましてはお子さんを預かるために事故対策、

安全対策、援助活動に必要な講習を受講していた

だいているところでございます。今後におきまし

ても提供会員の方々にステップアップ講習やフォ

ローアップ講習などの充実を図りまして、相互協

力による子育て支援の定着が図れるように努めて

まいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 保険には加入をして

いるということですが、大事なお子様を預かるわ

けですので、事故はあってはならないわけです。

講習等でも教育されているとのことでした。大変

難しいと思いますが、万全の体制をとっていただ

いて、利用者が安心して利用できるようなサービ

スであってほしいと思っています。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川口京二議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３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。

大学経営の現状と将来展望について外３件を、

塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目の１、大学経営の現状と将来展望につい

て、小項目で２点、健康福祉部の地方交付税措置

単価について、平成２７年度決算の状況と今後の

見通しについて、２点についてお聞きをいたしま

す。名寄市立大学は、保健福祉部の再編に伴い、

本年４月から４学科でスタートいたしました。そ

こで、大学運営にとって鍵となる地方交付税措置

単価の現状と今後の推移についてお知らせくださ

い。

また、平成２７年度決算の状況と図書館や新棟

建設など設備投資に係る公債費の償還を踏まえ、

今後の運営経費の収支、設備投資の収支など大学

運営に係る実質収支の見通しについてお知らせく

ださい。

次に、大項目の２、ウインタースポーツコンソ

ーシアム事業の継続について、小項目で２点、継
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続開催の可能性について、公道を使用してのロー

ラースキー競技会の周知と運営協力のあり方につ

いて、２点お聞きをいたします。本年度北海道が

日本スポーツ振興センターの委託を受け、名寄市

で開催しているウインタースポーツコンソーシア

ム事業の次年度開催とさらなる延長開催の可能性

について、また継続開催に向けた招致活動の状況

などお聞かせください。

１０月に行われた公道を使用してのローラース

キー競技会は、冬季スポーツを推進してきた名寄

として過去に例を見ない試みであり、感動を覚え

ました。今回の試みの取り組みとして、自動車学

校の教習コースの開放などがありますが、自動車

学校の理解と協力、そして警察を初め商店街やボ

ランティアの協力など町中開催の市民周知や運営

協力のあり方についてお知らせください。

次に、大項目の３、住宅改修等推進事業につい

て、小項目、助成事業の取り組みによる効果と課

題についてお聞きをいたします。本事業は、１０

月３日から申請受け付けが始まり、１カ月半ほど

で４６件の申請に至っていますが、申請内訳など

状況についてお知らせをください。

また、これまでに住宅リフォーム助成事業など

取り組みが行われてきましたが、過去に取り組ん

だ事業の検証など今回の事業実施に当たってどの

ような工夫がなされたのかお知らせください。

次に、大項目の４、豊西小学校の閉校により変

更された通学路の安全対策について、小項目で３

点、通学路の歩道除雪について、関係部署との協

議状況とその対応について、夏期と冬期の通学路

変更の考え方についてお聞きをいたします。これ

まで豊西小学校に向かって登下校していた生徒は、

全く現在反対の方向に向かって登下校となってお

ります。新たな西小学校や南小学校への通学にか

かわる通学路の変更に当たり、関係部署等との協

議経過についてお知らせを願います。

また、変更通学路の冬期通学に伴う安全対策と

して、歩道の除雪など歩道確保の対策についてお

知らせください。

なお、冬期の安全対策の観点から、通学時の危

険が予想される箇所など冬期間通学路として廃止

するなど見直しを検討する必要があると思います

が、御見解をお聞きをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 塩田議員

からは、大項目で４点の御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目と４点目は教育部長から、

３点目は営業戦略室長からそれぞれ答弁いたしま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目の大学経営の現状と将来

展望のうち小項目１の保健福祉学部の地方交付税

措置単価について申し上げます。保健福祉学部の

学生１人当たりに対して国から措置される地方交

付税の単価については、平成２６年度が１９９万

０００円、対前年でマイナス１％、２７年度が

１９７万 ０００円、マイナス１％、本年度、平

成２８年度が１９３万 ０００円でマイナス２％

となっております。今後の推移につきましては、

この３年間の推移を見ますとマイナス１％からマ

イナス２％で推移をしておりますので、この傾向

が続くものと思われます。

次に、小項目２の平成２７年度決算の状況と今

後の見通しについて申し上げます。初めに、平成

２７年度における大学の収支について、運営経費

と設備投資に分けてお答えをいたします。まず、

運営経費については、歳出で教員、事務局職員な

どの人件費が９億 ８３３万円、物件費、維持補

修費などが３億 １９２万円で合計１３億 ０２

５万円、一方歳入では授業料、諸納付金が４億

９９５万円、入学金、受験料が ５９３万円、国

から措置されている地方交付税が１２億 ５８４

万円、その他 ９２０万円で合計で１８億 ０９

２万円となり、差し引き４億 ０６７万円のプラ

スとなっております。次に、設備投資については、
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歳出で図書館建設などの普通建設事業費が７億６

９４万円、公債費が１億 ５１６万円で合計８億

２１０万円、一方歳入では市債で６億８０万円、

道補助金が ３４３万円、公債費分の地方交付税

が ９６２万円で合計６億 ３８６万円となり、

差し引き１億 ８２４万円のマイナスとなってい

ます。その結果、運営経費と設備投資を合わせて

３億２４３万円のプラスとなりましたので、大学

振興基金へ３億１１万円を積み立てし、全体の収

支としては２３２万円のプラスとなりました。

次に、社会保育学科の教員等の状況について申

し上げます。平成２６年度の名寄市立大学再編構

想調査特別委員会の中で新学科設置後の教員数に

ついては児童学科の現行８名から６名増の１４名

を予定していると答弁をいたしました。本年４月

現在の教員数は１４名でありますので、予定どお

り教員を確保して学科運営を行っております。

次に、今後の収支見通しについてでありますが、

特別委員会及び総務文教常任委員会の中でも説明

いたしましたとおり、歳入については授業料、納

付金等については据え置きで、地方交付税につい

ては毎年２％の減少を見込み、一方歳出について

は人件費で平成２８年度に教員及び事務局で９名

の増加を見込んだほか、その後は定期昇給などに

より毎年２％の増加を見込み、物件費、維持補修

費等については図書館と新棟建設による上昇とそ

の後は１％の上昇を見込んで試算をしております。

このように厳し目に試算をしておりますので、平

成３５年度以降の運営経費の収支見通しについて

はマイナスとなっております。今後も歳出につい

ては経常経費などの削減に努めるとともに、歳入

については科研費の採択増など自主財源の確保に

努め、大学運営に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、初めに大

項目２、ウインタースポーツコンソーシアム事業

の継続開催について、小項目１の継続開催の可能

性について、小項目２の公道を使用してのローラ

ースキー競技会の市民周知と運営協力のあり方に

ついてお答えをいたします。

ウインタースポーツコンソーシアム事業ですが、

山崎議員への御質問でも答弁をさせていただいた

とおり、現在本事業は継続中であり、１０月に開

催したローラースキー競技会の評価並びに次年度

の開催内容については事業を受託している北海道

から正式には示されておりません。ウインタース

ポーツコンソーシアム事業は、本市の地方創生推

進計画の冬季スポーツ拠点化事業に位置づけてお

り、日本スポーツ振興センターが有する選手育成

のノウハウが持ち込まれ、本市で開催されること

は大変大きな意義があります。次年度以降の開催

についても積極的に関係機関へ要請していきたい

と考えております。

次に、公道及び名寄自動車学校教習所コースに

おけるローラースキー競技会についてですが、内

容については北海道の計画段階において本市のス

ポーツ振興アドバイザーである阿部雅司氏の提案

をもとに実施されたものであり、選手の育成、冬

季スポーツの振興の観点だけにとどまらず、本市

の地域の活性化の観点からも考えられたアイデア

であります。初めての取り組みで、運営方法など

についてはスタッフ体制、観客、ＰＲについては

課題はありますが、次年度以降の事業開催が決定

すれば今回御協力いただいた市民の皆様と一緒に

一つ一つの課題をクリアしながら、より質の高い

ローラースキー競技会、コンソーシアム事業にな

るよう取り組んでまいりたいと考えております。

次に、大項目４、豊西小学校の閉校により変更

された通学路の安全対策について、小項目１の通

学路の歩道除雪についてですが、歩道除雪につき

ましてはこの間主に通学路や幹線道路を中心に実

施してきております。また、歩道除雪路線の選定

には警察や教育委員会などと協議するとともに、

学校からの要望や地域、ＰＴＡからの要望をいた
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だいたときに車道や歩道の幅員等を総合的に判断

し、選定を行っております。

豊西小学校の閉校により、西小学校と南小学校

への通学路の変更に伴う歩道除雪についても同様

に協議を行い、新たな歩道除雪路線を選定してき

ております。名寄地区の歩道除雪におきましては、

平成２７年度は３万 １３０メートル、今年度は

３万 ９２４メートルを行っており、その中で豊

西小学校閉校に伴う新たな歩道除雪路線の変更箇

所につきましては、豊西小学校前の取りやめによ

る減、浅江島公園駐車場北側の増、西６条通、南

７丁目から道道西風連名寄線までの増となってお

り、合わせて６２０メートルの増加となっており

ます。また、教育委員会の要望から、西２条通の

南１０丁目から南１１丁目までの１７４メートル

も増加しております。通学路の歩道除雪につきま

しては、道路幅員や路線状況を考慮するとともに、

関係機関と連携を図りながら、引き続き児童や歩

行者の安全確保が図られるよう努めてまいります。

次に、小項目２の関係部署との協議状況とその

対応についてですが、豊西小学校区の通学区域変

更における登下校時の安全対策ですが、子供の安

全を確保するためにという通学路の変更等に伴う

学校からの要望がなされました。これは、保護者

へのアンケートをもとにＰＴＡや安全安心会議な

どの関係団体で協議がなされ、教育委員会に出さ

れたものであります。内容的には、リンゼイ通と

豊栄通の交差点に横断歩道、信号機を設置してほ

しい、危険箇所に飛び出し注意等安全運転を促す

看板を設置してほしい、統合後の安全確保につい

ても平成２８年４月に間に合うように整備してほ

しいという要望でありました。

この要望を受けて、教育委員会としても交通安

全や道路整備などの担当部署、旭川方面本部交通

課や名寄警察署の担当者と現地を確認しながら、

新たな通学路の設置などについて検討を行ってき

たところであります。これにより、学校が要望し

てきた通学路とは場所は変更になっていますが、

豊栄通に新たに２カ所の横断歩道を設置すること

になったところです。さらには、注意喚起の看板

等も設置されました。これは、リンゼイ通と豊栄

通の交差点に横断歩道をという学校要望も十分配

慮されたものと考えております。今後も通学路の

安全対策については、必要に応じ関係機関、団体

と協議していきたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

次に、小項目３の夏期と冬期の通学路変更の考

え方についてですが、各学校においては児童生徒

が安全に通学できるよう通学路の指定をしていま

す。指定に当たっては、歩道があり、冬期間も除

雪が可能な路線、国道、道道、市道などの幹線道

路であるというような一定の基準を設けながら、

通学路としていると認識しています。したがって、

安全対策の面から見ても、夏期間と冬期間におい

て通学路の変更をする必要は現時点ではないと考

えています。ただし、自宅から通学路に通じる道

路、いわゆる接続道路については歩道がついてい

ない道路があったり、歩道がついていても冬期間

の除雪がなされていないため、やむを得ず車道の

端を通行している児童生徒もいるようであります。

このようなことから、学校によっては夏期間と冬

期間において接続道路の変更を行い、安全対策を

行っている学校もあることから、教育委員会とい

たしましても各学校の通学路の現状を聞き取るな

ど、行政がするべきこと、学校がするべきことな

どを出し合い、検討しながら児童生徒が安心して

通学できるよう支援したいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、住宅改修等推進事業について、小項目１、

助成事業の取り組みによる効果と課題についてお

答えいたします。

本事業は、平成２８年第３回定例会において補

正予算の可決をいただき、住環境の整備等によっ

て市民及び移住される方が安心して本市に住み続
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けられる住まいづくりの促進を目的に住宅改修に

かかわる施工費用助成をする事業で、１０月３日

より申請の受け付けを開始しているところであり

ます。申請状況ですが、１１月末現在において５

２件の申請があり、交付決定も５２件、交付決定

金額は８８０万円となっております。これまで周

知については、広報紙やホームページを初め市内

の施工業者説明会、またなよろ経済サポートネッ

トワークにおいて商工団体や金融期間等にも周知

を図ってきたこともあり、申請件数は順調な伸び

を見せてきております。

本事業の対象要件ですが、外構工事の一部を除

くほぼ全ての住宅改修にかかわる工事を対象とし

ており、対象費用についても５０万円を超えるも

のから対象としたこともあって、平成１９年から

２１年まで実施をしました住宅リフォーム促進事

業に比べると対象要件が緩和され、利用しやすい

制度となっていることも申請件数の伸びにつなが

っているものと考えております。事業開始が１０

月からの実施となったこともあり、大規模な改修

工事の件数は少なく、改修内容は屋根や外壁の改

修を中心とした軽微なものが主で、申請のあった

事業費の合計は約 ０００万円となっております。

施工業者の取り扱い件数も実数で約３０件となっ

ており、施工業者は市内の事業所と要件を付記し

ていることから、関連事業所を含め制度開始後２

カ月余りですが、市内の建築関係事業所の振興に

一定の効果があったと考えているところでありま

す。これからの時期は、降雪、積雪期を迎えるた

め、外回りの工事は少なくなると思われることか

ら、内装設備工事を含め、引き続き市民周知を図

ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。それでは、

通告順に従ってといいましょうか、再質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。

この大学経営の現状のことについては、私も昨

年の９月ですか、質問させていただいて、一定程

度の内容等については御答弁をいただき、把握を

してございます。その中で実際に２８年度の４月

から始まって、新しく再編後始まった中でどのよ

うに単価が決まったのかというのが市民からの関

心事でもありました。したがって、今回質問させ

ていただいているという状況でありますけれども、

それに伴って今お聞きをしまして１９３万 ００

０円ということで、この再編の関係で大学再編の

ための特別委員会が開かれて、そのときに資料等

々御提出をいただいた。そのときには、２６年の

とき１９９万 ０００円というふうなことですか

ら、それから１％減り、２％減りというふうな部

分で、当時の流れでいうとおおむねいろんな諸事

情から２％ぐらいの減はこれはこれからも続くの

ではないかというふうにお聞きをしてございまし

たし、今のところ３％でありますけれども、順調

にと言ったらおかしいですけれども、本来もう少

し下がる率が緩和されれば好ましい話であります

けれども、やはり大学経営の鍵となる地方交付税

というのは、単価というのは非常に注視すべきも

のだというふうに思っています。

そんな中、２７年度の支出の決算の状況等々に

ついてお知らせをいただきました。最終的には、

３億 ０００万円ほどの、ちょっと数値的にはた

くさんあったので、聞き漏らした分もあるのです

が、３億 ０００万円くらいの……

（何事か呼ぶ者あり）

〇９番（塩田昌彦議員） ３億２００万円、ごめ

んなさい。３億円ですよね。３億円の実質黒字と

いいましょうか、そういうふうに、何か相当実質

運営経費の分、それから設備投資の分等々で、公

共工事が今も現在も図書館、そして新棟建設とい

うことで、これからも学生会館ですか、等々も出

てくるということで、大型の公共投資が進められ

るのだろうと思っています。その中で当然償還が

出てくるわけですから、後々の公債費に影響が出



－83－

平成２８年１２月１４日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

てくるというふうなことになりますので、これら

についても赤字に関しては極力少なく出てくるよ

うに、決算ではそのように歳出に最善の努力をし

ていただきながら進めていただきたいなというふ

うに思っています。

たしか私も聞いたときに、新しい体制のときに

６名ほどの教員が増員になるというふうなことで、

聞いたときにはまだ６名の増員には至っていなか

ったというふうなお話ですけれども、その部分に

つきましては現在１４名ということで６名確保で

きたと。確保できたということは、全て児童学科

の新設に伴う分として教員の充足だけでなくて、

学校の勉学のほうの部分についても特に問題がな

いのか、それからそれに伴って事務職員について

はたしか３名ということでお聞きをし、トータル

で９名だったなというふうに理解をしているので

すけれども、その辺についてもう少し詳しくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 児童学科

が社会保育学科になりまして、６名実際にふえま

して１４名で今行っていると。実際にやってみて、

例えば実習担当の分野、保育担当の分野で一部教

員が不足しているというような、今学科のほうか

らも話がありまして、来年度に向けてプラス１名

の採用を予定、社会保育学科に関してはそういう

ふうにしております。

参考までに大学全体としては、昨年７８名だっ

たのが４月現在で８３名、これは保育でふえてい

ますけれども、やめた教員なんかがいる関係でな

っておりまして、来年度については特に栄養学科

のほうがすごく不足しておりましたので、今年度

栄養学科と看護学科の一部で何名か教員を今もう

採る準備をしておりますので、来年度の４月はも

う少しふえるかなと思っております。

事務局につきましては、ことしの４月にコミュ

ニティケアセンターの部分と相談員、精神保健福

祉士を持っている相談員を入れましたので、２名

ということでふえているのですけれども、これか

ら図書館ができる、新館を運営するということや

いろいろ課題が多いので、人数的にはもう少し必

要かなと、今。結果的に３名なのが事務局に関し

てはプラス２ということで今年度はなっている現

状でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今お聞きをしましたら、

まだ充足というか、足りない部分もあるのかもし

れないけれども、次年度に向けて体制整備された

と。やはり学校として学生確保というのは重大な

部分でありますから、体制をしっかり整備をして

迎え入れるという形がなされなければ、なかなか

今後の運営も厳しくなるのかなというふうに思い

ますので、鋭意努力をしていただきたいというふ

うに思います。

それで、１つなのですけれども、２６年度の決

算につきましては市民にわかりやすく周知をする

方法としてないのかというふうな部分で、たしか

答弁の中でも広報等々でお知らせをするというよ

うなお話もあり、昨年、２６年度の決算に関して

は通常でいうと９月の全体的な決算とは別に大学

だけの決算の状況ということで、たしか１２月広

報に掲載をされたというふうに認識をしてござい

ます。今年度についてといいましょうか、２７年

度決算についても市民の方たちというのは４大と

いうことに関してやはりすごく関心度高いのです。

したがって、やっぱり将来のことも含めて今現状

がどうなっているのかというのをより把握をした

いという方が多いと認識をしてございまして、そ

れらについても何らかの方法で周知をするという

ふうなことについてお考えをお聞きします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今塩田議

員から御指摘ありましたように、昨年は大学の収

支にあわせまして社会保育学科開設に向けての準

備ですとか、図書館建設とか、大学の動きもあわ
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せまして広報に掲載をさせていただきました。今

年度は、まだちょっとおくれておりまして、あわ

せまして新棟の建設ですとか、図書館の動きなど

も含めて、そこに２７年度の決算収支も含めて、

できれば年明けの２月号ぐらいに出せるように準

備を進めたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 実際には３億２００万

円、黒字というふうなことで、恐らく広報を見て

安心をされる部分もあるのかなというふうに思い

ますが、毎年やはりそういう形で市民にその決算

の状況といいましょうか、今の大学の置かれてい

る状況等をしっかり周知をしていただけるよう要

望して終わります。

それから次に、ウインタースポーツコンソーシ

アム事業の継続開催の関係だったのですけれども、

午前中山崎議員も御質問もありまして、なるべく

重複を避けて質問したいというふうに思いますけ

れども、私コンソーシアム事業を受託をする、要

するに日本スポーツ振興センターが北海道に委託

をして、そして北海道から名寄市が受託をして、

そしてこの事業を進めたというふうに認識をして

ございまして、この受託に関して教育委員会、名

寄市としてどのようなアプローチをしたのかとい

うふうな部分がちょっと気になった部分としてあ

ったのですけれども、先ほど最後のほうの御答弁

の中に阿部雅司さんの提案といいましょうか、そ

ういうものを受けていただき、この事業の要する

に採択につながっていったのだというふうに認識

をしましたが、そういうことで間違いないかどう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 詳細の受託に至る経

緯というのは、私も認識していない部分あります

けれども、名寄市が冬季スポーツの拠点化という

ことで推進をする、そういった事業と阿部雅司氏

が名寄市に招聘されたというのも要因としてはあ

るのかと思いますけれども、北海道として受託し

た事業を進めるに当たりどの地域がいいというこ

とで、名寄市がスポーツの拠点化と合致した部分

で名寄市に話があったというふうに思っておりま

す。その中で実際にどのように進めるかという中

で、これはちょっと今までと違った工夫を凝らし

て、競技会の設定コースだったりということで、

阿部雅司氏の発案で自動車学校の利用であったり、

市街地の利用、そういった面でいくと市民へのＰ

Ｒも含めてできるだろうということで、そういっ

た発想のもとで進められたというふうに私のほう

では認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） まだ実際には、受託を

し、この事業というのは年度事業ですから、１０

月のローラースキーに始まって、そして１２月２

６日から３０日までですか、名寄で開催される。

これが第２次ということで、それから３月に今度

はフィンランドに行って、オリンピックスポーツ

何とかという、そういうところにたしか行くとい

う。そして、そこで合同合宿を行う。阿部雅司さ

んが行うというような、行うというか、ついて、

細かいところはちょっと忘れましたけれども、そ

のようにされるというふうなことで、まだ事業年

度途中ということで、やはり決めるのは北海道と

いうことですから、なかなかできない。すぐお答

えにはなれないのかなというふうな感じがします

けれども、たしかこの事業は２年間の継続事業だ

なというふうに認識をしています。そして、例え

ば２年間の継続であり、かつこの事業がすばらし

いものであれば再度再更新されるというようなこ

ともお聞きをしていますので、名寄市にとっては

今冬季スポーツの拠点化事業という部分で重きを

置いて取り組みをしているということも含めて、

やはりこの事業は名寄市で開催できるように、招

致活動なりなんなりしっかりしていただきたいな

というふうに私は思っています。

実際に冬のスキーがローラースキーにかわって、

夏場、それも町中でというふうな部分でちょっと
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驚きを隠せないところはあるのですけれども、こ

れは名寄市がスキースポーツのまちだというふう

なことで、やはりやることによって市民の認知度

が高まるわけですし、非常に有効な手段だなとい

うふうに思っています。それと、やはりただ町中

でいろんな関係機関の協力、努力があっての開催

だというふうに思いますけれども、大きく驚いた

のは自動車学校の教習コースを使ってこの競技会

が行われることになったということがすごいこと

だなと思っているのです。阿部さんにちらっと聞

いたときに、当初の計画はそんな思いはなかった

のだけれども、車であそこを課長と一緒に通った

ときに、ここを使うことできないのですかという

ふうに実は課長にお願いをしたとのことでした。

すぐ校長先生にその旨を伝えて、そして実現をし

たというふうに聞いておりますので、やはり日本

全国広しといえどもこんな形で競技会が開かれる

というのは、私は名寄だけだというふうに思って

います。したがいまして、この競技会を少なから

ず、来年と言わずその後も継続して開催できるよ

うに、しっかりとした特徴をしっかりお伝えをし

ながら、招致活動を行っていただきたいなという

ふうに思うのですけれども、それについてお答え

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回のウインタース

ポーツコンソーシアム事業のローラースキー競技

会、議員からありましたように本当に多くの市民、

企業、団体のお力添えがあって開催できたもので

あります。道からおりてきた時期と、あと公道を

使うということで関係機関との調整も含めて、短

期間の中で商店街を含めて協力体制もとっていた

だいて、本当にすばらしいものができたというふ

うに思っております。終わった後の協力いただい

た皆さんとの意見交換会の中でも、来年に向けて

こうしたらいいのでないかと、こうやったらもっ

とよくなるとか、市民のＰＲ方法を含めていろん

な意見をいただきました。今回の事業を通して、

成果について先ほども申し上げましたけれども、

行政が主体としてやっていますけれども、担当し

ていただいた民間の人たち、団体の人たちがそれ

ぞれ主体的に動いてやってくれたということはす

ごくすばらしいことだというふうに思っています。

ややもすると市から指示を出さないと動かないと

かということが多々ありましたけれども、今回本

当にこれは手弁当で、ボランティアでやってくれ

た。それは、大きな冬季スポーツの拠点化事業の

第一歩だったというふうに思っています。そうい

った面では、ぜひとも名寄市としても来年も継続

開催ということで思っていますし、恐らく道のほ

うも高い評価を得ているというふうに思いますの

で、その方向に進んでいくかというふうに私自身

は思っていますし、しっかりした関係機関との調

整もしながら、またよりよいすばらしい事業を展

開していくように努力したいと思いますので、御

理解をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

事あるごとに道に言って、それこそしゃれでない

けれども、どうでしたかというふうにやっぱり言

っていくということは大事だと思うのです。ぜひ

ぜひ継続開催に向けてしっかりした努力をしてい

ただきたいというふうに思います。

私も今回会派の視察で秋田県の鹿角に行ってま

いりました。鹿角も実際公道を使ってローラース

キー競技会を開いています。これは、直線だけな

のです、町中で。３００メートルの直線だけです。

ですから、タイムトライアル、これをたしか全日

本の公認を受けているのかわかりませんが、そん

な中で開催されているということで、あそこはそ

れこそマラソンだとか、これクロカンと併用して

夏と冬につながる取り組みをしているということ

ですから、そんなところを視察をさせていただい

たのですけれども、名寄のように実際に一つの町

中でやる部分については、タイムトライアルがあ

り、パシュート方式という形で、ほかではできな
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い形を今回やっているのです。ですから、本当に

特殊な形をスキーの関係者であれば必要なことを

知っていますから、そういうふうな利点というも

のをしっかり訴えていっていただきたいというふ

うに思います。

それともう一つは、６６名の選手が今回１次で

３０名になり、１２月から始まりますけれども、

その中に名寄の中高生が２人入りました。したが

って、３月に行われる選考会というのはそちらの

ほうに行ける子供たちは６名しかいませんから、

非常に難しい部分なのかなというふうに思います

が、せっかく名寄でやって、名寄の子がそこに選

ばれたといったらもっともっとまちが沸くといい

ましょうか、そういうことにつながるというふう

に思いますから、お忙しい阿部さんが手ほどきを

するということはなかなか難しいかもしれないけ

れども、何らかの形で、本人の努力はそれはもう

当たり前のことですけれども、周りがどうサポー

トしてあげるかということが大事なのです。した

がって、そういうふうなこともしっかりこれから

受けとめて、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。要望をいたします。

次に、住宅改修についての部分でお聞きをいた

します。事業の背景につきましては、住環境の整

備を行うというふうなことで、この事業を補正で

つくって進めてきたという中で、事業の部分でい

うと当初１０月３日から始まって１カ月半で４６

件、それが１１月末、約２週間くらいで６件ふえ

ているというふうなことで、やはり必要とする人

がこのまちの中にいるのだというふうに理解もで

きますし、また冬場になってのほかの部分もこれ

からもまた継続して申請が出てくるのかなという

ふうに思いますが、その中でこの事業の申請とい

いましょうか、事業にかかわって施工業者に説明

会をした。そして、産学金連携のなよろ経済サポ

ートネットワークを活用していろんな情報発信を

しているのだというふうなことでありますけれど

も、これはこの以前にも行ってきた事業、そうい

うふうなことの中で生まれてきてこのように至っ

たのか、ちょっとその辺についてお聞きをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の住宅改修

事業については、さまざまな関係団体からも要望

があったということもありました。ただ、事業開

始が１０月から始まったということもありました

ので、まずは多くの市民の方に知っていただきた

いということで、今までは市の広報等やホームペ

ージ、また商工会議所、商工会の関係団体のほう

からや施工業者からの市民周知ということを以前

の住宅リフォームでは行っていたわけなのですけ

れども、一般の市民にもっともっと知っていただ

いて、活用、知らなかったということをできるだ

け少なくしたいという場面をつくりたかったとい

うことで、今回産官金サポートネットワークとい

う金融機関のそれぞれの営業担当の方々が市民の

方々といろいろお取引している関係もありました

ので、その力をかりて多くの人に周知をしたいと

いうことで、産官金サポートネットワークは住宅

改修事業にかかわらず、いろんな事業に対して市

民周知したいということで、６月から開催させて

いただきました。その成果というわけでは、確固

たる部分ではないのですけれども、先ほども申し

上げましたように１０月から始まって、申請件数

が後期、後半の時期なのですけれども、一定の件

数があったということで、この情報ネットワーク

の部分はある程度の市民周知に寄与できたのかな

ということで考えております。

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） やはりそういうことが

あって施工業者に対する説明会とか広がっていっ

たのかなというふうには思うのですけれども、そ

の中で受け付け業務等々についてというか、施工

業者、先ほど５２件申請があったけれども、実際

施工業者は３０件ということですから、３０の施



－87－

平成２８年１２月１４日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

工業者がこの事業を使って仕事が生まれたという

ことの理解につながると思うので、これはもう本

当にいいことだなというふうに思っています。そ

の中で受け付け業務に関する部分としては、当然

行政は行政受け付けをするわけですけれども、そ

のほかに商工会議所、商工会等々はこの関係につ

いてはどのような対応になっているのかお知らせ

ください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の住宅改修

事業は、先ほども申し上げましたように第３回定

例会のほうで補正の可決をしていただいてからの

周知ということで、申請の受け付けが１０月３日

からということで、期間が短かったということが

あります。その中でそれぞれの施工業者の部分に

ついては、随時受け付けをしていきますけれども、

１０月から施行開始するということで、できるだ

け多くの施工業者の方に本事業が１０月から開始

するということを知っていただくということの部

分については、行政だけでは一定の限界があると

いうことで、商工会議所、商工会のそれぞれ会員

も含めて、細かい施工業者の方も実際います。そ

の方々にお知らせさせていただくことも含めて、

連携して今回の受け付け業務をさせていただいた

というところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） では、行政だけではな

く、商工会議所並びに商工会もこの受け付け業務

を行うというような形で、商工会議所なり商工会

の会員が施工業者ですから、今まで小さなところ

は仕事なかなかもらえなかったものももらえるよ

うになってきているということで、いいことだな

というふうに思うのですけれども、もう一つ、こ

ういう事業そのものは行政の政策の中で出てくる

ものだというふうに思いますけれども、これを例

えば実態をしっかり把握している商工会議所なり

商工会に事業を委託をするというのですか、委託

という言葉が正しいのかどうかわかりませんけれ

ども、そういうふうにしむけていくというような

誘導策。というのは、なぜかというと商工団体だ

とか、そういうところの事業、仕事がもらえると

いうことで、やはりまちづくりのための活性化に

つながっていくというふうに私は認識するのです。

したがいまして、そんな形で委託という形がとれ

るのかどうなのか、その辺のことを今回の部分で

例えば協議をした経緯があるのか、その辺ちょっ

とありましたらお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今塩田議員のほ

うから御質問ありました関係なのですけれども、

毎年商工会議所のほうからさまざまな市の行政施

策に対しての要望をいただいております。その項

目の中でも今回各事業の部分についての委託の関

係の要望もありました。私どものほうも先ほどお

話しさせていただいた産官金サポートネットワー

クも中小企業の振興をする上でよりよい仕組みを

構築したいということで、今回産官金サポートネ

ットワークみたいなシステムをつくらさせていた

だきました。今回の委託の部分につきましては、

さまざまな法制的な部分のクリアしないといけな

い問題もありますけれども、あくまでも私どもの

ほうは中小企業を振興する上で市全体の仕組みと

してよりよい仕組みをつくっていきたいというこ

とで考えてはおりますので、それらも含めて現状

名寄に合った仕組みというか、そういったものを

模索していきたいということで検討していきたい

なということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今御答弁いただいた中

に法制との部分もあるのだというように御答弁が

あったなというふうに思いますけれども、これま

でまちづくりの部分につきましては、やはり農業

に関しても、それから福祉に関しても、この福祉

に関しては社会福祉協議会、それから農業につい

てはＪＡとかいうふうな形で、両輪となってまち

づくりのためにいろいろ知恵を出し合って進めて
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いくのだなというふうに思いますけれども、そう

いうふうな中でやはり商工会議所なり商工会とい

うのは一緒にやっていくという、その観点に立っ

て、それというのはできないのかどうなのか、私

なりにそう思ったものですから、御質問をさせて

いただきましたけれども、それについては検討と

いいましょうか、していただいて、いろんな形が

とれるかもしれませんし、法的に絶対無理なのだ

というふうな部分なのかもしれません、わかりま

せんけれども。そこら辺も含めて御協議をいただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願

いをしたいと思います。

次に、豊西小学校の閉校により変更された通学

路の安全対策というふうな部分でありますけれど

も、この部分につきましては実際に今まで本当に

豊西小学校の近くですぐ通っていた子供たちはや

はり南小学校なり、それから西小学校なり通うと

いうことで、距離も延びることも含めて大変なの

だなというふうには思っています。そういう部分

で大変だという御父兄からの話もあった中で、今

回この通学路についてどのようにしてきたのかな

というふうなことをちょっと質問をさせていただ

いたということであります。この部分につきまし

ては冬場、特にやっぱり冬場なのです。夏場はそ

れなりに雨降ったら大変だという部分はあります

けれども、冬は雪が降り、吹雪もありという部分

でいうと、非常に子供たちも登下校時にやはり大

変な思いをする。下を向いて、やはり注意力が散

漫になりますから、そういう部分でいうと安全面

でどうなのかなという、そういう危惧する部分が

あります。

そんな中で私もこの豊西小学校の関係の部分で

ありましたけれども、西小学校と南小学校の通学

路については一応全部歩かせてもらったのです。

その中でやはり歩道が設置されていないといいま

しょうか、歩道除雪ができないという部分が多い

のですけれども、そういうふうな部分でいうと、

だからといって子供たちは辛抱しなさい、事故あ

ったらどうしますかという話になってくると思う

ので、そこら辺の部分についていろいろ先ほども

お話しいただいた安全委員会等、各小学校区域に、

これは町内会の方たちが集まって安全委員会が開

かれますよね。その中の要望とか、それから先ほ

ども警察ですとか、関係機関、学校と教育委員会

がいろいろ協議をしながら進めてきているのだと

いうふうな部分でありますけれども、私も実際に

通ってみてわからなかったものですから、色分け

してみたのです。そうすると、やはりここはなけ

ればならないでしょうと思うところが実際に歩道

がないとかいうふうな部分もあります。したがっ

て、その子供たちの登下校の安全対策という部分

について、先ほど御答弁いただきましたけれども、

私の調べた範囲の中では全部加味されているわけ

ではありません。したがって、その部分について

いろんな部分があると思います。町内会との調整

なりなんなりというのはあると思いますけれども、

その辺今後どのように考えていらっしゃるのか、

再度お願いをいたします。

（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 塩田議員の立場で、

今市民に非常に関心の高いリフォーム住宅改修関

係の事業について、市から会議所という具体的な

名前出て、そこに委託をということについて、私

も法的なところはしっかり認識はしていませんけ

れども、利益誘導的な、これにかかわるといえば

建設協会もあるし、観光協会、あるいはさまざま

な任意団体もまた出てくるかもしれないですよね。

あらかじめ想定をした誘導発言みたいのは、議員

の立場としてはちょっと疑問が残るのではないか

という感じがして、ちょっと検証をお願いしたい

のですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時１０分

再開 午後 ４時２６分
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〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

先ほど塩田議員の発言に対しまして熊谷議員か

ら議事進行がかかりましたので、改めて塩田議員

からの発言を求めます。

塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 先ほど私の質問の中で

商工会議所並びに商工会にということで質問させ

ていただきました。訂正をさせていただきたいと

思います。

民間にということで訂正をしていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど塩田議員のほ

うから豊西小学校の閉校に伴う南小学校、西小学

校に通う子供たちの安全対策ということで御質問

をいただきました。先ほど答弁でも申し上げまし

たけれども、国道、道道、幹線道路に出れば安全

な歩道も確保されているということで、そこに出

るまでの生活道路等の幅員が狭かったりして、十

分な歩道の除雪できなかったり、歩道がなかった

りという状況であります。昨年そういった状況も

含めて安全安心会議なり学校なりで通学路の設定

をしていますけれども、今回が初めての冬を迎え

たということでありますので、今回の冬の状況も

しっかり見ながら、そして場合によっては安全確

保ができない場合については建設水道部とも連携

を図りながら、除雪、排雪の体制も含めて適時行

うようなことも含めながら、子供の安全確保に向

けて取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ありがとうございます。

実際には、やっぱり保護者のほうからそういうふ

うな要望があるのは確かですので、ただそういう

ことは協議をなされているということだけは理解

をいたしました。この部分につきましても状況は

幅員だとか含めてやはり雪の量とそれによって変

わることもたくさんありますので、その部分につ

きましては何か危険な状況がありそうだという部

分については現地をしっかり確認をしていただい

て、その心配を取り除いていただくような対応を

お願いをしたいと思います。

それと、夏期と冬期の通学路の部分であります

けれども、それについては特に協議をされていて

問題はないというふうに私ちょっと言葉を理解し

たのですが、必ずしもそうではないなというふう

に思っていて、夏場の通学路、これはもう全然問

題なく、歩道があるなしにかかわらず、ある程度

の車道幅員が確保されているということも含めて

通学に問題はないのかなと思いますが、冬場はや

はり違うのです。ですから、実際に私も現地を見

てそうでないところというのは確認をしています

ので、やはりそういうところも含めて教育委員会、

学校が考えている部分と保護者が考えている部分

にずれもあることもひょっとしてあるかもしれま

せん。そこら辺もやはり保護者は学校のほうに申

し出をするでしょうから、それらもしっかり受け

とめて、今後の対応に努めていただきたいという

ふうなことをお願いをして、この場からの質問と

させていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時３２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹
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