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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１５日（木曜日）午前１０時００分
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日程第１ 会議録署名議員指名

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
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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
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健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 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。

名寄市の財政展望にかかわって外３件を、佐藤

靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問をしてまいります。

最初に、名寄市の財政展望についてであります。

平成２９年度予算編成にかかわり、市長は各部局

次室所長にことしも１１月１日付で訓令を発する

とともに、臼田総務部長も同日事務連絡を出され

ました。言うまでもなく、来年度は名寄市総合計

画第２次のスタート年であるものの、健全化財政

を堅持するための中期財政計画、さらには影響額

が１億円を超える合併算定がえ特例加算の縮減な

どを踏まえ、１１月３０日の議員協議会で示され

た名寄市における財政課題と財政にかかわりさま

ざまな展望が示されておりますが、改めてその整

合性及び連動性についてお伺いします。

次に、ＰＤＣＡサイクルに関する認識でありま

す。市長訓令では、前年度まで前例を踏襲せず、

ＰＤＣＡサイクルの中で事業を捉え、見直しを図

ることと求めていましたが、今回の訓令ではＰＤ

ＣＡサイクルの言葉が消え、新たに事業の選択と

集中を強調しておりますが、この表現の差異の意

味するところについて整合性を含めお伺いします。

さらには、事務連絡に新たに盛り込んだスクラ

ップ・アンド・ビルドの観点について具体的方向

性をお伺いします。このスクラップ・アンド・ビ

ルドの観点では、既存事務事業により財源の確保

を図ることとしていますが、従来は決算状況を分

析し、必要性や費用対効果を検証し、効率的な予

算を編成するとしていましたが、この言葉の差異

についてお伺いします。

一方、整合性という観点では、公共施設等総合

管理計画、名寄市行財政改革推進計画、そして財

政規律を含め策定時期あるいは公表時期が異なっ

ておりますが、改めて市長として、財政当局とし

て各計画の位置づけと整合性についての認識をお

伺いします。特に公共施設等総合管理計画と名寄

市行財政改革推進計画策定方針案は、ある意味表

裏一体と考えます。さきの議員協議会では、両計

画の連動性を口頭で述べられましたが、両計画を

どう連動させ、具体的に取り組んでいくのか、改

めてお伺いします。

最後に、今回示された財政規律、ガイドライン

は、実質公債費比率及び将来負担比率、市債発行

額、財政調整基金及び減債基金の残高の３本柱を

掲げ、それぞれ一定の制限を設ける内容となって

いますが、名寄市自治基本条例第２０条の財政運

営との整合性についてお伺いします。

２点目は、各種計画策定のあり方であります。

昨年度、今年度と名寄市では名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略推進計画、名寄市総合計画第

２次の策定作業が注目を集めましたが、各部局下

においては市民の福祉向上のため長期的視野で施

策の展開方針を確立するための計画が存在します。

一方で、最上位計画の総合計画は基本構想は１０

年としながらも、具体施策方針が打ち出される基

本計画及び実施計画は市長任期に合わせて２年、

４年、４年となったことで、各種計画推進の支障



－93－

平成２８年１２月１５日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号

とはならないのか、疑念を持つところであります。

そこで、改めて各種計画策定の基本的認識、合意

形成のあり方、連動性の認識についてお伺いしま

す。

３点目は、なよろ温泉サンピラーの将来展望に

ついてであります。まず、名寄市総合計画第２次

の前期実施計画で、来年度においてなよろ温泉サ

ンピラーの温浴施設改修として２億円が計上され

る見通しとなっています。この課題にかかわり、

経営主体の名寄振興公社と経済部営業戦略室にお

いて経営安定プロジェクト会議を設置し、協議を

重ねたことで得られた方向性の一端と考えますが、

改めてこれまでの協議経過について御説明をいた

だきたいと思います。

さらに、同計画で施設改修を継続という考え方

について、改めて名寄振興公社の経営見通しにつ

いて会議の中でどう協議、判断されたのか、市民

ニーズをどう受けとめてきたのかについてお知ら

せをいただきたいと思います。

最後に、名寄市立総合病院の将来展望について

でありますが、行政報告の中で市長は同病院の上

半期の経営状況について前年度に比べ医業収益４

０億 ３５７万円に対し、医業費用４４億 ８１

４万円と和泉院長を初め病院スタッフの経営努力

は理解しながらも、結果的には３億 ４５７万円

の損失となり、医業外収支と特別収支を加えた全

体収支でも１億 ２１３万円の純損失を計上して

いますが、改めて今年度の見通しについてお伺い

するとともに、収支改善策として強調している医

業収益確保と経費節減の具体策、さらには平成２

９年度の医師、看護師を初めとした医療スタッフ

の体制をお伺いし、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。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま佐藤議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目の１につきまし

ては私のほうから、大項目の２につきましては松

岡参事監から、大項目の３につきましては営業戦

略室長から、大項目の４につきましては病院事務

部長からそれぞれ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。

初めに、大項目の１、名寄市の財政展望にかか

わって、小項目の１、平成２９年度予算編成に係

る市長訓令、事務連絡、名寄市総合計画第２次、

中期財政計画及び名寄市における財政課題の整合

性について申し上げます。毎年新年度の予算編成

に当たる際、職員に対し国の経済状況や市の財政

状況を初め、予算編成における基本的な考え方に

ついては市長訓令として、また編成上の留意事項

や事務的な手続につきましては総務部長事務連絡

として通知をしており、本年度につきましては平

成２８年１１月１日をもって通知をさせていただ

いたところでございます。

平成２９年度予算編成に当たっての市長訓令の

中では、１つとして第２次総合計画前期計画の具

現化に取り組むこと、２つとして事業の選択と集

中に取り組むこと、３つとして健全な財政運営の

維持に努めること、これら３つの大きな基本方針

のもと、市民ニーズを的確に把握し、市民が躍動

し、市民の幸せをつくる明るく元気なまちづくり

を目指し、予算編成に当たるよう指示されている

ところであります。また、総務部長事務連絡にお

きましては、これら基本方針を受け、予算編成上

特に留意すべき点について、訓令からさらに細か

く示しているところであります。

お尋ねのありましたＰＤＣＡサイクルに関する

認識についてでありますが、これまでもローリン

グや予算査定などのＰＤＣＡサイクルを通じ、効

率的な事業への見直し、さらにはニーズの高い事

業への転換を図ってまいりました。今回の訓令に

おいてＰＤＣＡサイクルという表記はないものの、

その表記の有無にかかわらず、今後においてもこ

うしたＰＤＣＡサイクルにて事業の評価や検証を

実施することはもちろんのことであり、実施して

いくものであるという考えには変わりはございま
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せん。

また、限られた財源の中、第２次総合計画の将

来像の実現に向けた重点プロジェクトや今求めら

れている施策や課題を進めていく必要があります

ことから、事業の選択と集中に取り組まなければ

ならず、その際にはＰＤＣＡサイクルを通じてど

の施策を選択し、集中するか、考えていくことに

なるものと認識をしてございます。

次に、スクラップ・アンド・ビルドの観点につ

いてでありますが、議員のお話にありましたよう

に、従来の決算状況を分析し、必要性や費用対効

果を検証し、効率的な予算を編成するということ

は、言いかえますとＰＤＣＡサイクルを通じ真に

必要な事業の選択と集中により最少の経費で最大

の効果となるよう事業や施策の見直しを図るとい

うことでございます。このことは、既存事務事業

を見直し、限りある財源を有効にシフトしていく

ことでもございますので、スクラップ・アンド・

ビルドの観点については今までと同様の考え方で

ございます。

また、財政規律を含めた財政にかかわる各計画

の位置づけと整合性についてでありますが、本市

のまちづくりの行動指針となります総合計画を確

実に進めていくためには、財政が健全性を保って

いかなければなりません。そのためには、多くの

財政的ハードルを乗り越えるべく、公共施設等総

合管理計画や行財政改革推進計画の着実な実行が

不可欠であるとともに、これら計画の推進が財政

規律の実現には不可欠であるものと考えてござい

ます。

次に、小項目の２、公共施設等総合管理計画と

名寄市行財政改革推進計画策定方針案の連動性に

ついて申し上げます。名寄市の財政状況につきま

しては、歳出では高齢化に伴う社会保障費の増加

や公共施設の老朽化への対応などのほか、歳入で

も地方交付税や市税の減少などこれからの市政運

営には多くの課題が見込まれてございます。この

ような厳しい財政状況の中でも、限られた資源を

効率的、効果的に活用し、複雑多様化する市民ニ

ーズに的確に対応していく行財政運営を進め、次

世代に継承できる持続可能な市政運営を実現する

ために、現在名寄市行財政改革推進計画を策定中

でございます。公共施設等総合管理計画でも今後

の財政状況を見据え、公共施設を縮減することと

なっており、まさに議員の言われますように表裏

一体のものであり、行財政改革推進計画の中で重

要な位置づけになると認識をしております。

行財政改革推進計画との関連についてでござい

ますが、さきにお示しをした策定方針では課題の

認識としてお示ししたにとどまりましたが、現在

作業を進めている基本計画における推進方策の一

つの柱として、また実施計画においては推進項目

としてそれぞれ盛り込み、公共施設等総合管理計

画と整合性を図ることといたしますので、御理解

をいただきますようお願いを申し上げます。

次に、小項目の３、財政規律の考え方について

申し上げます。自治基本条例第２０条の財政運営

では、市政運営の基盤となる財政運営の考え方が

示されており、その第１項では財源確保の努力と

効率的な事業の選択について、第２項では予算編

成において総合計画との整合性を図ることや計画

的で健全な財政運営に努めることが示されており

ます。さきの議員協議会にて議員お話しのとおり、

今後の財政運営における３点の財政規律をお示し

させていただきました。このことは、地方交付税

の動向、公共施設の老朽化への対応、公債費や基

金残高の推移などから、今後の本市の財政状況は

決して楽観視できる状況ではないことから、一定

の規律を設けることが健全で持続可能な財政運営

に努めるためには必要であるものと考えており、

自治基本条例第２０条で示されている財政運営の

理念と合致するものと認識をしてございます。

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） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私のほうから大項目の

２番、各種計画策定のあり方にかかわってについ
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て申し上げます。

まず、総合計画の期間が変わったことで各種計

画の推進の支障にならないかという御質問につき

ましては、総合計画が市の最上位計画であるとい

う位置づけが各種計画の策定、実施において適切

に意識されるという限りにおいて、特段の支障に

はならないと考えております。一方で、市民にと

ってのわかりやすさ等の観点からは、なるべく期

間が連動していることが望ましいものもあると考

えられることから、国や道の計画と期間が連動す

るものについては例外となりますけれども、そう

いったものについて今後徐々に期間をそろえてい

くものもあると考えているところです。いずれに

しましても、総合計画を最上位計画と位置づけ、

その理念、考え方を基本としながら総合計画を含

む各計画の策定及び実施の各段階において市民意

見の適切な反映、それを心がけていくことが重要

であると考えております。

私からは以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、なよろ温泉サンピラーの将来展望について、

小項目１、庁内検討組織の協議経過についてお答

えいたします。

名寄振興公社と営業戦略室で構成された経営安

定プロジェクト会議は、名寄振興公社の今後の経

営見通し等を検討するために本年６月に設置いた

しました。この会議の中では、これまでの経営の

内容及び現況などについて検証、分析し、時代の

変化や利用者ニーズ予測等を行うとともに、施設

全体が老朽化に伴い、長寿命化を図っていくため

には修繕費用の増加が見込まれること、さらには

サービスの低下を招く要因にもなることから、一

定の施設改修は経営安定を目指すためにも必要で

あるとの意見が出されました。これらのことを踏

まえ、なよろ温泉サンピラー施設全体を温浴、宿

泊、ロッジ等のスキー施設の３区分に分け、公共

施設として位置づけられていることに鑑み、まず

市民ニーズ等を考慮するとともに、工夫によって

は現行施設を活用して改善することが可能な方策

はないか等についても検討した結果、スキー施設

であるロッジについてはチケット販売をお客様が

買い求めやすい場所にプレハブ等の簡易施設で対

応することや隣接する体育センターピヤシリ・フ

ォレストを活用することによっては、更衣室を確

保することなどを取り組むことによってサービス

向上につなげることも可能であることから、来シ

ーズンからの取り組みを目指して検討することと

なりました。

３年前にボイラー改修を行い、多くの市民に御

利用いただいている温浴施設については、利用者

の快適さや利便性を考慮するとともに、設備以外

の箇所についても老朽化が進み、維持管理に労力

が増大し、さらには温浴施設全体を今後も維持、

継続していくためには一定の整備が必要であると

認識はされましたが、温浴施設は他の施設整備と

比較して多大な費用がかかることから、休憩室も

含めた温浴施設面積内での改修の検討、浴室、浴

槽内のタイル等の内装の更新、利用者からの環境

改善の要望が多いサウナ室の拡張、設備の更新、

日帰り入浴客が御利用する休憩室の拡張などの点

について優先的に検討することが必要との意見で

まとまりました。

次に、小項目２、総合計画第２次の前期計画に

盛り込んだ施設改修を継続とした考え方について

お答えいたします。平成２６年度に策定した名寄

市日進地区再整備基本構想の中で、短期に検討す

べき課題として位置づけられたなよろ温泉サンピ

ラーの整備については、実際にスキー場、温泉宿

泊施設を運営している民間会社がなよろ温泉サン

ピラーを安定的な経営に努めていくためにはどの

ような施設整備等をするべきであるかについて専

門的な見地からの意見をいただくために、名寄市

ピヤシリスキー場地区にかかわる温浴施設等整備

の検討支援業務として委託し、昨年度まとめの報

告が提出され、その中でも市内唯一の温泉施設と
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しての強みを生かすために温浴施設に係る改修案

についての提案がありました。経営安定プロジェ

クト内でもこれらについてさまざまな視点から議

論を重ねてきましたが、最終的には温浴施設を今

後も維持、継続していくためにも老朽化している

箇所の改修を優先的に行うべきであり、新たな施

設整備等には取り組まない意見でまとまり、既存

施設の修繕であるとの認識をしていることから、

総合計画第２次前期計画の中でのなよろ温泉整備

事業の区分を継続としたところであります。

次に、小項目３、経営の見通しと市民ニーズに

ついてお答えいたします。経営安定プロジェクト

会議において市内唯一の温泉施設であることの強

みを生かすことが、日帰り入浴、レストラン、さ

らには宿泊、宴会等に付随する各種企画を効果的

に取り組むことが経営安定化に寄与すると判断し

たことから、既存温浴施設にかかわる老朽箇所の

改修を優先的に取り組むことといたしました。

また、温浴施設内の老朽化した箇所の修繕だけ

ではなく、市民からも要望が多いサウナ室の拡張

及び休憩室の改善についても取り組むこととして

おりますが、経費を最小限に抑える観点から、既

存の浴室内でのサウナ室の拡張、既存の休憩、ゲ

ームコーナー内での休憩室の改善等を前提として

さまざまな知恵と工夫を取り入れながら、市民ニ

ーズに応えた温浴施設を目指し、既存の御利用客

に加えて新たな需要の掘り起こしに努めていきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目４、名寄市立総合病院の将来展望にか

かわってについてお答えいたします。

初めに、小項目１、経営状況と見通しについて

申し上げます。行政報告において概要を報告させ

ていただきましたとおり、本年度上半期における

当院の医業収入は入院、外来ともに患者数はほぼ

横ばいだったものの、手術件数や診療単価の伸び

により医業収益は前年比２億 ３５５万円の増加

となりました。一方で、医業費用も前年比２億

１１５万円の増加となりましたことから、医業利

益でほぼ前年並みの３億 ４５７万円の損失を計

上したところであります。費用の増数要因につき

ましては、医師、看護師、技師の人数が増加した

ことによる人件費の増加、また高度な診療用材料

の使用数が増加したことや高額な薬剤の適用範囲

の拡大による購入費用の増加などが主なものと分

析しております。

今後の経営見通しについてですが、医業収益に

ついては例年下半期に変動が大きくなる傾向があ

るため予断を許しませんが、年度内においては医

師の診療体制に一部の変更があるため、上半期よ

りは若干低調に推移することも推測の範囲として

考えております。医業費用については、固定費で

の大きな削減は見込めませんが、診療材料費でこ

れまでの総体的な購入実績に応じた安価な購入に

努めてまいります。また、特例的な薬価改定が実

施され、高額な薬剤の価格が引き下げられること

になりましたが、開始時期が来年２月からの予定

であることと対応する診療報酬額がどの程度とな

るかが不明確であり、影響の予測はできておりま

せん。現時点では、上半期と同程度の収支状況で

推移するものと見ておりますことから、本年度の

医業のみの収支についてはおおむね４億円から５

億円の損失になるのではないかと推計しておりま

す。

次に、小項目２、医業収益確保と経費節減の具

体策について申し上げます。今年度から取り組み

をスタートさせております新名寄市病院事業改革

プランにおきまして、経営の効率化に関する取り

組みをお示ししているところでございますが、直

接的に収益を高めていくためにはＤＰＣ制度にお

ける適切なコーディングに向けて院内の連携を強

化していくことを中心に診療報酬請求の精度向上、

返戻、査定減対策などの努力を継続して行ってお

ります。また、今後の経営安定性を高めていくた
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めには、現状では充足していない一部の診療科の

医師を招聘していくことが最重要の課題と考えて

おります。このことにつきましては、院長が先頭

に立って地道に努力をいただいており、徐々にで

はありますが、成果を報告できるものと考えてお

ります。

さらに、以前にもお伝えしておりますが、現状

を的確に把握し、より詳細な経営分析を行うため

のツールとして、部門別原価計算システムの導入

作業を進めております。現在は、各種データのセ

ットアップ及び分析に当たってのルールづくりを

進めており、システムの稼働後は全国的なベンチ

マークとの比較から、より効果的な診療のあり方

を見出し、一層の収益力の向上と費用の節減に取

り組んでまいります。

加えて、視点は変わりますが、近日中に確定さ

れます上川北部区域地域医療構想では求められる

役割として当院は区域内における急性期医療を主

として担うことになります。今後は、かかりつけ

医や地域包括ケアシステムを担う医療、介護機関

との調整が進められ、患者の紹介、逆紹介などを

通じて病院や診療所の機能分化に対応していくこ

ととなります。地域における限られた医療資源が

効率的に活用されることにより、結果として連携

する医療、介護機関の安定した経営が持続される

ように取り組んでいくことが重要であると考えて

おります。そのためには、市民の皆様に医療機能

の分化に対して御理解をいただくことが不可欠で

ありますことから、広報などを通じて情報提供や

啓蒙活動に取り組んでまいります。

次に、小項目３、平成２９年度の当院の医療ス

タッフの体制について申し上げます。平成２８年

１２月１日現在当院の職員総数は７３７人となっ

ており、うち診療部に属する医師が研修医を含め

て６８人、看護部に所属するスタッフが４２４人、

医療技術部等に所属するスタッフが２２６人とな

っております。平成２９年度の医療スタッフ体制

についてですが、医師につきましては基幹型の臨

床研修医について定員６人に対し７人の応募があ

り、マッチングシステムを経て６人の採用が内定

したところであります。この結果、現在１年次の

５人と合わせて本年度より１人増の１１人の基幹

型研修医が在籍する予定となっております。また、

各大学病院と連携して研修を実施する協力型の臨

床研修医につきましても現在調整中のところであ

り、そのほか大学医局などから派遣をいただいて

いる各診療科医師の増減予定も含めて、診療部全

体では若干名の増加になるものと見込んでおりま

す。

看護師につきましては、定年退職を含め現時点

で１７人の正規職員の退職予定に対して、これま

で実施した採用試験の結果では１９人の看護師の

採用が内定しているところであります。今後配偶

者の人事異動に伴う新たな退職者が生じることも

予想されますことから、追加募集を行い、新年度

に向けた体制の確保に努めてまいります。

医療技術等につきましては、主に退職者の補充

を中心として現状の体制を維持してまいりますが、

医療ソーシャルワーカーにつきましては地域包括

ケアシステムの推進と病院機能の分化に伴い各病

院や介護施設との連携がこれまで以上に必要とな

りますことから、２人程度の増員を予定している

ところであります。また、視能訓練士につきまし

ても即戦力を確保する観点から、経験者の募集を

行ってまいりました。新たに１人を来年１月から

採用することが決定しております。今後とも当院

が地方センター病院や救命救急センターとしてこ

れまで以上に重要な役割を担い、病院機能の維持、

強化を図るために教育や勤務環境の改善に努め、

学資金制度の活用も継続しながら必要な人材の確

保に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、基本的方針あるいは姿勢など

については理解するところでありますけれども、
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今後の再質問については特に大きく財政とサンピ

ラー温泉にかかわって質問をさせていただきたい

というふうに思いますが、その前に１点だけ病院

関係でありますけれども、今事務部長の御説明に

よるとやはり損失は続くということになると、１

つは答弁の中にもありましたけれども、市立病院

の役割で急性期医療ということを考えると、そこ

に特化するほうが経営上はいいという認識をお持

ちなのか。つまりかかりつけ医ですとか慢性期に

ついては病院、市立病院ではなくてほかの病院に

担っていただいて、急性期を市立病院でやるとい

うほうが経営的にはいいという判断をされている

のかが１つと、あといつも市民の皆さんの関心事

はやっぱり看護師の中で名寄大学看護学科の卒業

生が何人入っているのだというのがあるので、そ

の２点についてまずお答えをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 今佐藤

議員から２点御質問がございましたけれども、急

性期医療に特化していくことが収入の増加につな

がるのかということにつきましては、現時点で当

院の単価、診療単価というふうに言っております

けれども、入院のほうで６万円台ということであ

りますけれども、一番影響しているのは外来のほ

うでございまして、外来の平均単価が１万円を少

し超えるぐらいと。これがほかの病院のほうでい

きますと、今大体指標になってきますのが１人当

たり１万 ０００円ぐらいになってきております。

高い病院でいきますと１万 ０００円台というと

ころまで上がってきている状況がございますが、

やはり当院の中では外来に多くの患者さんが来て

いただきまして、その中でも８割が再診の患者さ

んというところでございまして、単価を大きく引

き下げている部分であると。そこに医師が相当の

労力を費やしているという状況がございます。そ

こを見ないのかと言われると別でありますけれど

も、そこを改善していくということが経営に資す

るということは明らかであるということを考えて

おります。

もう一点、名寄大学ですね。現時点で名寄市立

大学から来年度採用内定しておりますのが１０名

でございまして、今１名調整中という状況になっ

てございます。今後の採用試験の結果によります

けれども、今のところの予定はそのようになって

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市立病院に看護師が

名大から現時点で１０人ということでありますけ

れども、名寄大学開学から１０年、１０人という

数字初めて２桁という数字ですので、市民の期待

する大学看護学科の成果が１つ出ているのかなと

いうことで評価したいと思いますけれども、今部

長のほうのお話にありましたとおり、急性期の病

院体制を確立するために、この前の議員協議会の

中でも話出てきましたけれども、やはり１つは名

寄市内の開業医がどんどんいろんな事情あって廃

業あるいは閉鎖を含めてなっていっている状況か

らいえば、これは設置者として一定程度将来の病

院経営を考えたときに開業医を誘致するための取

り組み施策というのが必要と考えますけれども、

設置者側ではどういう考えをお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） さきの議員協議会でも

若干お話しさせていただきました。今事務部長の

ほうからもお話しさせていただきましたけれども、

市立総合病院の外来の部分が少し経営上はうまく

やりくりしないとうまいかないということがあり

ます。一方、名寄市内の開業医さんもこの間だん

だん少なくなっておりますし、高齢化も進んでい

るという実態も把握しております。全体的に地域

医療構想の中でのお示しの部分もありますし、そ

れぞれ病院の経営というものもございますので、

なるべくそれぞれの医療機関がいわゆるウィン・

ウィンの関係になるような状況にならないと、開
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業医さんをうまく入れていくというのは難しいか

なと思っておりますが、まずは状況はこういうこ

とでありますので、少し厳しいという認識をして

おります。その上で、ほかの自治体での取り組み

事例ももう既に出てきております。少し参考にし

ながら進めていければと思っております。非常に

難しい問題ですので、ちょっと腰を据えながらや

らなければならないなと思っているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長おっしゃる

とおり、お隣の士別市では平成２３年２月に士別

市開業医誘致条例というのを設置されまして、助

成金の内容は設置費助成金、土地取得費助成金、

建物取得費助成金、医療機器等取得費の助成金、

賃貸料助成金という多岐にわたって、結果的には

これが一定程度成果を持って開業医が設置されて

いるという状況もありますので、これはある意味

で病院経営にも影響することであります。上川北

部全体の医療圏の話もございますし、改革プラン

の話もございますけれども、これは１つ前向きに

御検討されて、将来の名寄の医療をどういうふう

に市立病院を中心に１次、２次、３次というのを

考えていくかというのは、ぜひこれ検討するよう

に求めておきたいというふうに思います。

それではまず、財政にかかわってでありますけ

れども、昨日の質疑の中で今の答弁のように、総

務部長がおっしゃるように名寄市の財政はある意

味で非常に厳しい状況だというのはこの市長の訓

令、あるいは中期財政計画、あるいは将来の課題、

いろいろなものを含めて厳しさというのは強調さ

れていると思いますけれども、その中にあっても

来年度予算要求の概算要求で１６億 ０００万円

オーバーしているという現実についてはどういう

認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） さきにお示しをしま

した中期財政計画ということ、そこの段階でも１

０億円弱で収支不足が生じるのではないかという

ところをお示しさせていただきました。今回は１

６億円の収支不足ということでありますので、そ

こからいくと６億円程度離れているというのがあ

りますが、中期財政計画は一定程度実績あるいは

近似値をもって推計をさせていただいた部分があ

りますので、そういった面でのぶれは当然あるの

かなと思っておりますが、今回は第２次総合計画

の初年度ということもあります。この間多くの機

会を使いながら市民の皆さんの意見を聞いてつく

った計画でありますので、そういった意味ではそ

れら市民の意見を踏まえた内容としては、事業費

が少し多くなっているものについては市民の意見

を十分踏まえた結果だというふうに思っています

が、いずれにしても議員が言われるように厳しい

財政状況の中でありますので、きのう総体として

の予算規模についても見通しということでお話を

させていただきましたが、内容については吟味を

させていただき、精査をさせていただく必要があ

るというふうに認識をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） その中にあって総務

省は、ことし８月３１日に平成２９年度地方財政

の課題というのを明らかにしております。その中

でも地方行政サービス改革の推進と財政マネジメ

ントの強化というのが求められておりまして、具

体的には行政サービスのアウトソーシング、ある

いは地方行政サービス改革の推進、公共施設等総

合管理計画に基づく公共施設等の最適化、地方公

会計の整備、地方団体の財政の見える化などを掲

げておりますけれども、これらについての課題に

ついて名寄市はどういう見解というふうに……。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま議員が言い

ましたように、８月３１日付で総務省から地方財

政の課題ということで指摘がされております。そ

れらを取り組むようにということの内容でありま

す。１つには、行政サービスのアウトソーシング
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というのが出ていました。ここについては、国の

ほうでは窓口業務を含めて適正な民間への委託等

というところが出されているわけであります。私

どももこの間指定管理を含めて、あるいは業務の

外注も含めてアウトソーシングをさせてきていた

だいたという部分でありますが、ここはやはり地

理的条件などもありますし、市民サービスの中に

は適正に、的確に執行しなければいけないものも

ありますので、地域の特性はあると思いますが、

これらについても考えていかなければいけないだ

ろうというふうに思っております。

また、自治体システムのクラウド化など地方行

政サービスの改革というところがありました。こ

こは、１つはクラウド化というのはＩＣＴ化とい

うのもありますし、国のほうでは広域的な部分も

含めて出ております。この間私どもも進めてきた

部分がありますし、広域的な部分ということでは

定住自立圏なども含めてこの間も進めさせていた

だいたものだというふうに考えております。

また、公共施設の総合管理計画等に基づくとこ

ろについては、まさに今計画を策定いたしました

ので、今後着実に進めていく必要があるだろうと

いうふうに思っておりますし、地方公会計の部分

についても従前の標準モデルから、平成２７年の

決算から統一モデルのほうに移行させていただい

ておりますので、対応させていただいているとい

うことであります。

また、財政の見える化については、国のほうで

決算ベースに決算状況の資料集というのをまとめ

てあります。この中では、グラフなども使いなが

ら見える化を進めているというのがあります。国

のほうでは、ここを拡充するというような方向も

あります。例えばこれまでは類似団体の比較がさ

れておりましたけれども、経年に伴う変化ですと

か、あるいは先ほど申し上げました公共施設の移

行についてもこの辺で拡充されるというような情

報もありますので、その中で見える化が図られる

かというふうに思っておりますし、さきにお示し

した財政規律についてもある意味では見える化を

進める一つの方策としてやってきたものでありま

す。今後も引き続きこういった視点から行革に基

づいて進める必要があると思いますが、ただ地域

的な事情もございますし、先ほど申し上げました

市民サービス上からどうなのだというのもありま

すので、その辺は吟味をしながら、引き続き取り

組みをさせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今臼田部長から御答

弁いただきました。公共施設等総合管理計画の関

係については、この後佐々木寿議員が強く厳しく

追及すると思いますので、佐々木議員の質疑に委

ねたいというふうに思います。

ただ、財政ということで考えれば、松岡参事監

にお伺いをしたい。私最近財務省の方針を見てい

ると、地方財政にかかわる対応が少し変化してき

ているのではないかなという思いでおります。松

岡参事監は、省庁の中の省庁と言われる財務省、

その中の官僚の中の官僚と言われる主計局出身と

いうことでありますので、ぜひ御見解をお伺いし

たいのですけれども、財務省はこれまで地方財政

に対しては全地方公共団体の標準的な歳出の総額

を見込んで、地方税収などの自前の収入で賄うこ

とができない収支不足、いわゆる歳入歳出のギャ

ップについて、まず地方交付税の法定率分を充て、

さらに不足があれば国と地方が折半して、地方交

付税交付金の特例加算、あるいは地方財政対策債

で負担するという仕組みだったのですけれども、

近年地方財政の健全化というのを進めるために、

骨太方針２０１５にかかわってでありますけれど

も、地方自治体による自主的、主体的な業務効率

化、財政収支改善の仕組み、これを第一に挙げて

いると。次に、取り組み状況、成果の迅速な把握

と検証、これを次に行うと。それが地方財政計画

に反映され、負担の軽減を図り、プライマリーバ

ランスの改善に結びつけるという方針に変わって
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きているような気がする。つまり今までは、地方

重視よりも国のプライマリーバランスを確立する

ために、今地方は何をすべきだというふうに方針

が変わってきているようなニュアンスを受けるの

ですけれども、参事監はどういうふうにお考えで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） ただいま財務省の地方

財政に対する方針についてということで御質問い

ただきましたけれども、この交付税のあり方につ

いてでありますが、国、地方の予算、２０２０年

までのプライマリーバランスの黒字化のためとい

うことで質問の中にもありました経済・財政再生

アクション・プログラムというものを２０１５年

に策定しまして、その中で国と地方と交付税も含

めて歳出全般に聖域を設けることなく、全般的な

見直しをして、プライマリーバランスの黒字化を

達成するというふうにしております。

その中で交付税ですけれども、例えば総務省の

公表資料の中で言及されている言い方をしますと、

交付税というのはどの地域に住む国民にも一定の

行政サービスを提供できるように財源を保障する

ためのものとありまして、この一定の行政サービ

スというのが例えばナショナルミニマムとか言い

方もありますけれども、どの範囲まで保障するも

のかですとか、財政制度等審議会の議論でいいま

すと地財計画がありまして、それと決算額が乖離

する中で、では適正な規模の財政移転というのは

どの程度なのか、そういうところを議論する中で

御指摘の議論にもありましたインセンティブ改革

と言っていますけれども、地方自治体が自分たち、

地方自治体の行動変化につなげるインセンティブ

改革、すなわちトップランナー方式などもありま

したけれども、自治体の改革を促す、頑張りを引

き出すという言い方もしていますけれども、そう

いったものを使っていろいろ歳出の合理化に取り

組んでもらうと。そして、そういった取り組みを

見える化していく、あるいはこれまで地財計画上

枠計上をされていて、必ずしも十分に国の財政当

局として、あるいは地方財政当局として把握をし

てこなかったのではないかと言われてきたような

ところについてもしっかりと見ていって、検証し

ていくという中で、国と地方あわせてプライマリ

ーバランスの黒字化を達成するとしております。

ある種変化しているという言及もありましたけれ

ども、例えば財政制度等審議会の中で言われてい

るのは、昔は国は国、地方は地方と言っていたの

だけれども、それは車の両輪であるということを

意識していかないといけないということも言って

おりまして、そういった意味ではある意味国と地

方一体に捉えて、全体で財政健全化に取り組んで

いかなければいけないという姿勢を示していると

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 御答弁をいただきま

したように、国と地方が一体で財政改革。国は

０００兆円を超える借金を抱え、来年度はもう

２００兆円になるのではないかというふうに言わ

れている、国、地方を合わせての借金の現状であ

りますので、非常にやっぱり財政的には厳しいと。

国も地方もそういう状況の中で一体的にやってい

くという意味だというふうに受けとめます。

時間の関係もありますので、本来財調と公債費

の基金のあり方を含めていろいろ御質疑しようと

思っていますので、これは後の機会に、来年３月

予算委員会もございますし、委員会もございます

ので、そこに委ねたいというふうに思いますし、

自治基本条例の２０条の関係でも、財政、あそこ

を運営というふうに表記をされていますけれども、

あそこに書いてあるのは財政運用の話であって、

本来の財政運営ということでいうと、やはり多治

見市がやっているように本当に健全財政を確立す

るための条例もつくることも１つだろうと。これ

もまた後ほどの機会に臼田部長とはやり合いたい

と思いますので、お許しをいただきたいと思いま

す。
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それでは、サンピラーの温泉のほうに行きたい

と思いますけれども、そこに入る前にまず三島市

民部長にお伺いしておきますけれども、市内の公

衆浴場の現状、見通しについてどういう認識をお

持ちか、まずお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 佐藤議員からは、市

内の公衆浴場の関係で質問いただきました。名寄

の市街地では、平成１７年に民間の温浴施設が営

業を終了いたしまして、現在１軒の公衆浴場しか

ないという状況になってございます。ただ、この

公衆浴場なのですけれども、実は１日平均の入浴

客数が６０人を超えているのです。さらには、こ

の５年間見るとずっと６０人を超えて、この状況

を見ますと相当程度根強い需要といいますか、市

民ニーズが温浴施設に対してあるのかなというふ

うに認識をしておりまして、名寄市としても公衆

衛生上も必要な施設であるということであるので

すが、今後とも経営安定のための必要な支援を継

続をしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今部長のほうから御

説明いただいたように、温浴施設、市街地では１

軒ということでありますし、その中で今回サンピ

ラーの温浴改修をするということを考えると、本

当にこういう議論、おとといの議員協議会の中で

熊谷議員が言っていますけれども、やはりいろん

な意味で教育上、あるいは福祉上どうだったのか

という検討はされたのかという、久保副市長はこ

れから検討するような話をされていましたけれど

も、私はこれが第一義にあって温浴施設がなかっ

たらだめだという認識がありますけれども、特に

サンピラーの温浴施設の改修について、総合計画

の部会での資料も全部読まさせていただきました。

全くそのことは触れていないのに、いきなりここ

に２億円が出てくるという経緯、あるいはいつも

行政側が言いますけれども、費用対効果という見

地、あるいは今回の改修で当然ながら経営改善に

ついて議論されたプロジェクト、経営改善はどう

図られるのかという成果、それについてはどうい

う認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回のサンピラ

ー温泉の温浴施設の改修の部分については、先ほ

ども申し上げましたように現状の施設を今後も維

持、継続していくためには一定の改修が必要とい

うことの認識の中で、今回改修計画を総合計画の

中で原課の意見ということで提案させていただき

ました。その中でさまざまな議論があったのです

けれども、既存の面積施設以上の拡張ということ

になると多大な事業費がかかるということで、基

本的にはサンピラー温泉の部分については既存の

施設の継続、長寿命化を図っていくという意義の

部分と、あと経営の安定を図っていくということ

で、それらの部分でサウナや休憩室の市民からの

要望が高かった、そういった部分を改善しながら、

経営を安定を図っていきたいということで今回の

提案させていただきました。経営安定プロジェク

トの中でも温浴施設を改修することによって、先

ほども申し上げましたように日帰り入浴客はもち

ろんのこと、宿泊や合宿等からも要望が高かった

サウナ室の充実等も含めて、そういったことの相

乗効果を図っていくということの中で経営を安定

に向けていきたいということの中で今回提案させ

ていただいたところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） プロジェクト会議は

経営安定ですよね。数値で示してください。予想

されることではなくて、これをするとこれだけ人

がふえて、これだけ収入がふえて、これだけ経営

が安定するのだと。だから、２億円を投じるのだ

という方針を示してください。そのために協議し

てきたのでしょう、振興公社と営戦で。そこがな

くて、そういう今みたいにやるのと、もう一つ心
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配するのは前期計画は２９年度２億円で３０年度

ゼロです。ところが、この温泉の改修という計画

は前期と中期というふうになっているのです。つ

まり前期は２年間で、次の４年の間にまた何かを

しなければいけないというための継続として盛り

込んだのではないですか。そこまでも考えて経営

安定会議って、プロジェクトってやっているので

はないですか。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） 経営安定プロジ

ェクト会議の中で今回の温浴施設の部分について

は、あくまでも予想ですけれども、振興公社との

話し合いの中で日帰り入浴客を含めた売り上げの

増ということで、３０％ということで一応計画を

立てております。また、先ほどの計画の中期の部

分なのですけれども、先ほども御答弁させていた

だいたように施設全体が老朽化しているというこ

とで、一定の修繕は今後も施設全体を維持、継続

していくためには必要だという認識の中から中期

の部分も区分についても掲載した内容となってお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、振興公社に

対しては経営にかかわってボイラーを改修した際

に赤字というか、補填するために行政は二千数百

万円でしたか、投入したときの当時の経済建設常

任委員会で、相当経営安定に対してはしっかりや

ってくれと。今回のものが恒常的にならないよう

にやってくれという要望をしっかりしながら補填

を認めたという経緯もあるのに、経営安定プロジ

ェクト会議でやっているのが曖昧な、例えば実質

では中期に何をするのですか。今前期で２億円を

やって、中期ではまだ計画していないということ

は、私は違うと思う。経営安定会議でやるときに

は、お風呂だけやったらそれはふえるかもしれな

いけれども、全体的な今の状況からいったら老朽

化もしているのだから当然直すという協議もされ

ているのでしょう。全体的には幾らですか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 経営安定プロジ

ェクト会議の中で中期の部分に関する内容につい

ては、現状としては今回の前期の部分については

温浴施設の施設改修ということをメーンに協議さ

せていただきました。また、先ほど申し上げまし

たようにスキーのロッジの部分についてはいろい

ろ工夫の中で現状でやっていきたいということと、

もう一方で宿泊の部分についても２０年以上経過

しているということで、内装などの部分で一定の

修繕は必要かなということで考えております。た

だ、前期の中では現状の中で公社については宿泊

の部分については現状の施設のままで経営してい

くという中で、今後想定されるのが宿泊の改修の

部分が一定の壁紙等含めて必要だということで、

そこの中で前期の中で協議をしていきたいという

ことで、中期の部分について検討させていただい

たところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今水間室長、宿泊等

のものは壁紙ぐらいと言ったらそんなの大したも

のではないです、壁紙かえるの。だけれども、違

うでしょう、今までは。例えば台湾から来た子供

たちにとって、部屋にシャワーがないという声だ

ってあるわけでしょう。音がうるさいという声だ

ってあるわけです。ということは、あの改修は相

当大きなものになるということです。それを経営

安定の中にどうやって結びつけるかという議論が

ないし、それが市民も巻き込んで、あるいはうち

の議会の所管の委員会とも議論をしないで２億円

を計上して、経営安定がこれが図られるのですと

いう論理が今成り立つのですかということなので

す。先ほどから言っているように、名寄市の財政

は非常に厳しい時代に入っていく。財政の見通し

を見たって、これから財調も公債費も上限枠を設

けて、それこそ財政規律を設けて乗り切っていこ

うとやっているさなかに、片方では２億円です。
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普通の民間なら、その２億円を投資するなら相当

将来展望をかけて経営計画を立てて、だけれども

今はここに投資してこれをやろうというのが本当

ではないですか。余りにも先の見通しがなくて、

まず２億円、お風呂直して、しかも今のあのお風

呂の敷地をあそこから拡張しないでといったら、

それに２億円もつぎ込むのですかという話。先ほ

ど言ったように、もっと市民の人たちはまちに近

いお風呂を求めているのかもしれない。やはりこ

こは一度立ちどまってしっかりと議会あるいは市

民の皆さんとも議論をして、これからのサンピラ

ーのあり方というのを、あるいは振興公社のあり

方、今社長兼務しているけれども、本当に兼務で

乗り切れるのかどうなのかも含めて、これ以上に

冬季のスポーツの拠点化をするのに合宿もやるの

にも、今のままがいいのかという議論も含めて徹

底的にそこをしていく時期に入っている過渡期だ

というふうに思いますけれども、これは市長のほ

うから認識をぜひ示していただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まず、何からお話ししま

しょうか。平成２２年のときに風連の望湖台を閉

鎖する決断をしました。公共温泉を名寄市で２つ

持つことがなかなか厳しいだろうということも含

めて、やむなく決断したということであります。

この間も風連地区に公共温泉という話もあります

けれども、ここは一貫して民間の活力でというお

話をさせていただいています。その中でサンピラ

ー温泉は唯一の公共温泉でありますから、ここを

しっかりと支えていくことと、加えて冬季スポー

ツの拠点化ということも含めて、あるいは日進全

体の中でこのサンピラー温泉が、やはりこのホテ

ルがヘッドクオーターというか、本部組織的な役

割の中でこれからもしっかりと役割を果たしてい

かなければならないというふうに思います。その

ことと先ほど来財政的な問題もこれありで、短期

的にも非常に厳しい財政状況であるということ。

しかし、このホテル、温泉業というのはある意味

では装置産業的なところもありますので、まずで

きるところからしっかりと今要望の高いところ、

緊急性の高いもの、あるいは費用対効果が高いも

のということで、まずやはり温泉をしっかりと直

していくと。このことがアンケート等でも市民の

皆さんの要望が非常に強かったということも鑑み

て、ここをまず直していくことで温泉そのものの

日帰り入浴、あるいはホテル、レストラン、そう

したことに相当数波及をしていくだろうというこ

とで、今回まず温泉をやらせていただきたいとい

うことでございます。

中長期的には、ホテルだとかロッジだとかの大

規模な改修もこれは出てくる可能性もあるという

ふうに思っていますけれども、しかし今そこまで

の具体的な詰めはしておりません。それは、我々

が直すべきものかもしれないし、あるいは温泉を

建てた後に民間主体的なことの業者の方がこちら

に来ていただいて直していくというような選択肢

もあるかもしれません。今回マックアースさんと

いう会社がうちのホテルあるいはスキー場に興味

を示していただいたわけです。入札をしてコンサ

ルをしていただきましたけれども、複数の業者さ

んが我々の事業に興味を示していただいたという

事実もわかりましたので、ある意味ではいろんな

可能性もあるでしょうし、またいただいたノウハ

ウも含めて、しっかりとこの冬、また来春とソフ

トの部分も含めて磨き上げていこうというふうに

思っていますので、ここは今やるべきことをやり

ながら、そして走りながらいろいろ考えていくと

いうこともあろうかというふうに思いますけれど

も、今後中長期計画の中でこの議論を進めていく

に当たっては、皆さんともよく協議をさせていた

だきながら、ホテルのあり方、そして公共として

の温浴のあり方、さらにはスキーの拠点化として

の施設のあり方、こうしたことをしっかりと皆さ

んと議論していきたいというふうに思っています

ので、ぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質
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問を終わります。

公共施設の再生について外２件を、佐々木寿議

員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名をいただきましたので、さきの通告順に従

いまして、大項目３点について質問してまいりま

す。

１点目は、公共施設の再生について、小項目１

の公共施設等総合管理計画における目標値１３％

縮減の見通しについて伺いたいと思います。全国

各自治体において、過去に建設された公共施設が

老朽化し、大量の更新時期を迎えております。さ

らに、財政難に加え、急激な少子高齢化、あるい

は人口減少といった状況も生じ、建設当時と違い、

今は厳しい財政下にあって、施設をそのまま維持

管理するのは困難となっている状況にあります。

一方、これらの対策を先送りすれば、ますます財

政の悪化を招き、安全性にも影を落としかねない

状況にあります。当市としても建築後既に３０年

以上経過した公共施設は、全体の半数になってい

ます。また、公共施設だけでなく、日常生活や産

業の基盤となるインフラ施設についても更新時期

を迎えております。そのような中にあって、整備

が進められてまいりました。

このように全国の自治体の公共施設の状況を踏

まえ、国においても総務省は２０１４年全ての自

治体に対し、部局別に管理していた施設の状況を

全体で把握して中長期的な視点を持って計画的に

更新あるいは統廃合、長寿命化を進めるために公

共施設等総合管理計画の策定を促しました。本市

においても公共施設等総合管理計画を昨年度策定

いたしました。その中で目標値１３％縮減の考え

方を示しています。財政難、人口減少の情勢の中、

１年経過した現段階において計画の見通し、１３

％の縮減の見通しについての見解を伺います。

次に、小項目２の市民の行政サービス維持、財

源確保の考え方について伺います。統廃合、複合

化は、あるいは長寿命化にしても莫大な予算づけ

が必要です。経費縮減のためにも、そのためにし

っかりと施設のコスト分析がされていなければな

らないと考えます。利用状況の調査、施設稼働率、

人口に対する利用者の割合等しっかり分析し、施

設を縮小しても機能は充実でき、サービスを維持

しなければならないと考えておりますが、見解を

伺いたいと思います。

また、総務省は総合管理計画を策定した上で進

める施設の廃止や複合化に対し地方債を新たに発

行できる制度を創設いたしておりますが、活用に

ついての当市としての考え方を伺います。

次に、大項目２点目は、介護事業について伺い

ます。小項目第１、家族介護支援事業の現状と将

来の考え方について伺います。長寿命国と言われ

る日本、平均寿命は男性が８０歳、女性が８６歳

です。しかし、８０代前半の男性は約１８％、女

性の約２７％が８０代後半では男性の約３２％、

女性の４８％が介護の必要な状態になって、要介

護の認定を受けているという統計があります。将

来当市においても要介護者が増加し、将来家族の

介護者がふえることが考えられます。今後施設に

入れない介護要支援１、２や要介護１の方の人数

が急速にふえていくであろうと思われます。そう

なると、必然的にスタイルが在宅介護になります。

高齢者本人の意向や財政的な理由で在宅介護を選

択した場合、介護をする人は配偶者及び子供とい

うことになりますが、通常配偶者は要介護高齢者

と同世代という可能性が高く、子供が介護を担う

ことも少なくありません。大家族で、おまけに要

介護高齢者と同居しているような場合ならともか

く、同居していたとしても介護できる人間が少な

かったり、近所に住んでいるのが自分だけだった

というような場合も多く存在することも想定でき

ます。

介護負担は、全て自分一人にのしかかってきた

りするようなケースの場合、時間的あるいは金銭

的、精神的な介護負担は大きなものとなってきま

す。在宅で高齢者が介護している家族は、介護す
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る上で困っていることとして、ストレスの精神的

な負担が多い、身体的な負担が多い、睡眠不足や

腰痛などといった悩みとともに、適切な介護の方

法がわからないというような、将来家族の介護に

対する不安を抱えている方が多々おられるのでは

ないかと思われます。家族介護を前提として、要

介護者への介護サービスの充実のみならず、家族

介護者を支援するという視点も大切と考えます。

そのためには、苦しむ家族を孤立から救うための

制度や支援のあり方を考え、不断の検証が必要と

考えます。在宅で高齢者を介護している家族介護

者の身体的、精神的負担を少しでも軽減するため、

家族に対する支援対策の現状及び将来の考え方に

ついて伺います。

次に、小項目２、介護休業制度の周知と利用促

進について伺います。親が突然病気やけがをして

介護が必要になったとき、家族の介護を理由に一

定期間会社を休むことができる介護休業制度があ

ります。さきの通常国会で法律が改善され、来月

から順次制度が見直されます。いざというときに

は、慌てないようにどうすれば仕事をやめずに家

族を支えていけるか、親が健康なうちから考えて

おく必要があると思います。そのためには、介護

休業制度があることを働く人が十分に理解する必

要があります。それが介護離職を防ぐことにもつ

ながると思われます。国も介護休業の広報をして

おりますが、当市としても制度周知に力を入れる

べきだと考えますが、見解を伺います。

また、今回介護休業制度を見直して、使い勝手

をよくした制度にもかかわらず、企業の取り組み

が進まなければ介護休業の利用は進まず、介護離

職もなくならないと思われます。そこで、利用促

進について浸透させるべきと考えますが、見解を

伺います。

次に、大項目３、民生委員児童委員の活動につ

いて、小項目１、民生委員児童委員の認知度向上

について。少子高齢化の急速な進行や近所づき合

いが希薄になるなど地域社会が変化する中、住民

の生活課題はより一層複雑多様化しております。

こうした中、地域住民の相談に乗ったり、生活上

の課題を見つけたりする民生委員の存在が重要で

す。全国で２３万人が活動し、来年には制度創設

が１００年を迎えるということです。民生委員は

民生委員法に基づく制度で、専門的な技能や資格

を持っている必要はなく、市町村の推薦会の推薦

を経て、最終的に厚生労働大臣から委嘱をされた

非常勤の地方公務員です。任期は３年で、ことし

１２月に一斉に改選が行われ、全国でなり手不足

の中、当市は全地区で欠員なく受託され、今月の

広報なよろでお名前の御紹介があったところです。

また、全国民生委員児童委員連合会によると、

民生委員は児童委員法により子育ての不安や妊娠

中の心配事の相談、支援を行う児童委員を兼ねて

いるほか、近年では生活困窮者、自立支援者や悪

質法などの被害防止への対応、児童虐待から子供

を守る取り組み、認知症の疑いがある住民の見守

りなどを行っているという大変な御苦労をされて

いると聞いております。そんな中にも住民の課題

が解決できたときには達成感があり、やりがいが

あると言っている言葉に感銘を受け、常日ごろか

ら尽力をいただいている民生委員児童委員に敬意

を表するところであります。

さきに述べたように、民生児童委員の重要性が

増す一方で、全国的に民生委員の欠員数は年々ふ

え、なり手不足が課題となっているということで

す。厚労省の有識者会議、検討会の報告によると、

なり手不足の原因として地域の住民に民生委員児

童委員の存在や仕事の内容が正しく知られていな

いことや高齢者、生活困窮者などの対象者の増加

に伴う業務量の増加、住民が抱える課題の複雑化、

多様化に伴う業務の負担増などが挙げられており

ます。民生委員の中には、特にひとり暮らしの高

齢者の体調など住民の状況は常に変化する。何か

あったときにすぐに動ける体制づくりが必要とし、

土日を含めた行政側のサポート体制の強化を求め

ています。そこで、民生委員児童委員の認知度向
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上やサポート体制の強化について見解を伺います。

次に、小項目２、民生委員児童委員の活動中の

補償について伺います。民生委員の活動環境の改

善へ全国民生委員児童委員連合会は、２０１５年

４月から民生委員向けの保険制度を創設いたしま

した。これは、活動中の民生委員が事故やけがを

した場合に補償したり、個人情報の提出時に賠償

責任に係る補償などを盛り込んだもので、厚労省

は保険料の半額を補助するなど公的支援の強化に

乗り出しているということですが、当市の現状は

どのようになっているのか伺います。

以上で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） ただいま佐々木議員

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につきましては私のほうから、

大項目２のうち小項目の１につきましてはこども

・高齢者支援室長から、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

健康福祉部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、公共施設の再生につい

て、小項目の１、公共施設等総合管理計画におけ

る目標値１３％縮減の見通しについて及び小項目

の２、市民の行政サービス維持、財源確保の考え

方についてあわせて申し上げます。名寄市公共施

設等総合管理計画につきましては、策定後２０年

間において公共施設の総延べ床面積１３％削減を

することを目標値として設定をしてございます。

お尋ねのありました目標値に対する見通しについ

てでありますが、昨年度から大学図書館の新設や

南小学校の改築、また今後は大学新棟、風連中央

小学校の改築など教育関連施設の整備がされてい

るところでありますが、一方では市民会館や望湖

台センターハウス、さらには公営住宅などの取り

壊しにより一定の縮減も進めてきているところで

ございます。

先般お示しをさせていただきました名寄市にお

ける財政課題及び行財政改革推進計画策定方針案

では、その課題の一つとして今後の公共施設の老

朽化対策を挙げておりますが、本市の普通財産に

おいても築年数が経過をし、老朽度が著しい建物

が数多く存在しております。まずは、こうした施

設の取り壊しなど今後のあり方につきまして公共

施設等検討ワーキンググループなどにより庁内各

部横断的な議論を進めるとともに、主要な公共施

設にあっては将来人口の予測と照らし合わせなが

ら、公共施設の統廃合、複合化、長寿命化などを

十分に検討し、公共施設等総合管理計画を着実に

推進していかなければならないと認識をしてござ

います。

次に、施設の統廃合、複合化についてでありま

すが、老朽化した公共施設を今までどおりの姿で

建てかえることは、これからの財政状況において

は困難でありますことから、これら施設の建てか

えなどを検討する際、施設の統廃合や複合化を考

えなければなりません。しかしながら、管理計画

の目標値達成に向け、やみくもに公共施設を統廃

合するのではなく、必要な機能は維持をしていく

必要がございます。そのためには、議員御指摘の

とおりこれまでの施設の利用状況や稼働率などを

しっかりと分析をした上で、今まで以上に施設の

機能が向上するよう、また市民の方々が利用しや

すく、かつ利用される方が増加するよう施設の統

廃合や複合化を検討していくことが重要であると

認識をしてございますし、またそれら統廃合や複

合化は市民の皆様の理解のもとに取り組みを進め

ていくことが重要であると考えているところであ

ります。

次に、財源確保について申し上げます。地方債

に関する公共施設等総合管理計画に係る国からの

地方財政措置としましては３点ございまして、ま

ず１点目は公共施設等総合管理計画に基づく除却

について、地方債の充当を認める特例がございま

す。２点目として集約化、複合化事業などが対象

となります公共施設最適化事業債、３点目といた
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しましては公共施設の転用事業が対象となります

地域活性化事業債の拡充、これにつきましては既

存の公共施設を改修し、他の公共施設として利用

することが対象となるものでございます。いずれ

の財源措置につきましても、それぞれ特例期間や

充当率、さらには交付税算入率などさまざまであ

りますことから、その時々に応じて他の財源措置

と比較をしながら有効な手段をとってまいりたい

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） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目２、介護事業について、小項目１、

家族介護支援事業の現状及び将来の考え方につい

て申し上げます。

在宅で高齢者を介護されている方々への当市の

独自支援といたしましては、財源を介護保険特別

会計の地域支援事業のうち任意事業を利用し、家

族介護支援事業として３つの事業を行っておりま

す。１つ目は、認知症高齢者見守り事業でござい

まして、徘回高齢者を早期に発見できる仕組みの

構築、運用のための徘徊高齢者ＳＯＳネットワー

ク事業と安否が気になる方を早期に発見できる仕

組みでございます地域見守りネットワーク事業を

通し地域のネットワークの強化を図り、さらには

認知症サポーター養成講座を通し認知症への理解

を深め、認知症の方やその家族の方々を地域で支

えていくことを目指すもので、認知症講演会の開

催や地域見守りの協力事業者のステッカー配付を

行っております。今年度は、認知症講演会といた

しまして北海道勤労者医療協会勤医協中央病院名

誉院長であります伊古田俊夫先生を講師に迎えま

して、「認知症の早期発見と予防」と題しました

講演を行っていただきました。また、見守り協力

事業者へのステッカー配付につきましては、マグ

ネットタイプのものや身につけるタイプのものな

どいろいろな形で御用意させていただき、市民の

皆様の目に触れるようにしており、地域での見守

り活動を進めているところでございます。

２つ目は、家族介護用品支給事業でございまし

て、介護保険の要介護４、５の認定を持ちます高

齢者を在宅で介護されている方を対象に、非課税

世帯など一定の要件のもと介護用品を支給する事

業で、平成２８年１１月末では１０名の方が御利

用をされております。

３つ目は、家族介護者交流事業。本事業は、名

寄市社会福祉協議会に委託する形で展開をしてお

り、在宅で介護を続ける方々へのリフレッシュ事

業として位置づけてございます。昨年度までは、

１日開催で季節ごとに年４回の開催でありました

が、今年度は１週間単位で年４回開催することと

し、現在までに春、夏、秋の３回の開催を終えて

きているところでございます。新年度以降も現在

までのアンケート調査などの実績を検証し、介護

者の方々に有効なリフレッシュ事業を継続してま

いります。

また、在宅で高齢者を介護する方々への経済的

支援として平成２９年度から紙おむつ処理用ごみ

袋の支給を検討しております。今後も要介護状態

の方や介護をされている方を地域での見守りで支

え合う仕組みによる支援を初め、経済的支援を含

めて家族の介護負担を軽減できる有効な施策を実

施してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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、介護休業制度の周知と利用促進

についてお答えいたします。

子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の

整備等をさらに進めていくために、育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律、いわゆる育児・介護休業法を改正す

る法律が平成２８年３月２９日に成立、同年３月

３１日に公布され、平成２９年１月１日から施行

されます。この育児・介護休業法の改正のうち、
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介護休業についてはこれまで連続して１回しか取

得できなかった９３日の休みを３回に分けての取

得が可能になり、要介護度の程度も緩和されてお

ります。高齢化が進み、介護が必要な方が増加す

る中で、在宅での介護負担も当然のことながらふ

えてきているのが現状であり、介護により離職を

余儀なくされる方も多くいることも認識しており

ます。介護をする方の負担軽減に向け、要介護者

の受け入れ施設の体制整備も急がれますが、この

法改正で介護をする方の環境について若干ではあ

りますが、改善につながったのではないかと考え

ているところでもあります。

制度改正の周知については、事業所において従

業員にしっかりと周知していくこと、あわせて休

暇を取得した後に安心して職場に復帰できるよう

な環境づくりが求められております。本市では、

１２月の広報において男女共同参画社会にかかわ

る欄において育児・介護休業法の改正について周

知し、さらには市のホームページにおいても雇用

労働にかかわるお知らせとして厚労省や労働局の

通知のリンクを張るなど事業所や労働者向けの制

度周知等を行ってきておりますが、本制度改正に

ついては年明けの施行に合わせて周知を図るとと

もに、市職員への制度周知、活用の促進を率先し

て取り組み、市内事業所に波及できるよう取り組

んでまいります。

また、直接の市民向けとして要介護認定の相談

等に訪れた家族の方、保育所入所申し込み等に訪

れた方など窓口においても育児休業も含め、本制

度の概要について説明してまいります。

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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の民生委員児童委員の活動について申し上げ

ます。

初めに、小項目１の民生委員児童委員の認知度

向上について申し上げます。去る１２月１日に３

年に１度の民生委員児童委員の一斉改選が行われ、

市広報１２月号に厚生労働大臣から新しく委嘱さ

れた民生委員児童委員、主任児童委員の紹介を行

っているところです。各委員の皆様には、改めて

社会奉仕の精神を持って地域住民のために高い使

命感と責任感により重大な職責を担っていただく

ことに心から感謝し、お礼を申し上げるところで

す。また、委員の皆様には、本来の委員業務のほ

かに地域福祉の中核として名寄市社会福祉協議会

の理事、評議員、各運営委員会委員を初め、名寄

市保健医療福祉推進協議会、地域包括支援センタ

ー運営協議会委員などの数多くの役職、委員とし

て御就任いただき、重ねて厚くお礼を申し上げる

ところでございます。

本市の民生委員児童委員は、定数９８人であり、

東地区、西地区、南地区、北地区、風連地区の５

つの協議会に分かれて活動しております。その５

つの地区の連合組織として連絡調整の役割を担っ

ているのが名寄市民生委員児童委員連絡協議会で

す。札幌市を除く道内３４市のうち、半数以上が

社会福祉協議会に民生委員児童委員連絡協議会の

事務局を置いておりますが、当市では社会福祉課

が事務局を担当し、民生委員児童委員活動に必要

な市内外の研修や各種会議の手配や調整、社会福

祉協議会、警察、消費生活センターなどとの連携

調整、委員欠員時の補充のための各民児協への支

援などを行っておりますが、行政が直接事務局を

運営することにより、民生委員児童委員と行政の

各担当窓口のより密接な支援体制の構築を図って

おります。

また、各地区協議会において研修会を開催する

際には、市の各担当者による出前講座などを利用

していただいており、また円滑な委員活動を行う

ために各地区協の会議にはオブザーバーとして市

の担当職員が出席し、連携を図っております。ま

た、町内会ネットワーク事業においては、地域福

祉のかなめである民生委員児童委員や町内会が地

域で抱えているさまざまな福祉ニーズに対応し、

見守りやつなぎが地域として実践できるよう地域
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活動の支援を行い、地域福祉の基盤づくりと地域

住民との信頼関係の構築を図り、民生委員児童委

員活動の周知啓発につながっているものと考えて

おります。

さらには、平成２９年度は大正６年に岡山県で

誕生した済世顧問制度を始まりとした民生委員児

童委員制度創設１００周年に当たることから、全

国各地で記念行事がとり行われます。全国大会は

７月９日に、北海道大会は６月１３日に、また各

支部においても１００周年の地方研修集会がとり

行われ、上川支部においては９月２７日に旭川市

で開催される予定となっております。このため、

マスメディアなどにおいても取り上げられる機会

がふえると思われますので、当市におきましても

さまざまな機会を通じて民生委員児童委員の役割

や活動の紹介を通して、啓発、広報に努めてまい

りたいと考えております。

次に、小項目２の民生委員児童委員の活動中の

補償について申し上げます。民生委員児童委員は、

地方公務員法第３条の規定による法令により設け

られた委員の職で、非常勤の者に当たり、都道府

県の特別職の地方公務員であるとされており、公

務中の災害によって受けた損害は補償されること

になっております。また、民生委員児童委員互助

共励事業による互助給付制度があり、全国社会福

祉協議会が進めている互助共励事業と北海道民生

委員児童委員連盟会による互助共済制度の２つの

互助事業に加入しております。この互助制度にお

いては、公務中の死亡、傷害のほか、一般傷病や

配偶者の死亡の弔慰金なども対象となっており、

２つの互助会費についてはともに市の独自補助と

して支出されております。

さらには、平成２６年度より民生委員児童委員

の皆様が安心して活動を行うことができるよう、

その環境整備のため、全国民生委員児童委員連合

会では全国約２３万人の民生委員児童委員全てを

加入者とする保険制度、民生委員・児童委員活動

保険を創設いたしました。この保険制度は、委員

活動中の万が一の事故による委員のけがを補償す

る傷害保険を基本として、民生委員児童委員活動

に即した補償内容を付加したものとして創設され

たもので、既存のボランティア活動保険では補償

対象となっていない委員活動に起因する活動対象

者からの暴力等の不法行為による委員本人や家族

のけがや個人情報漏えい時の賠償責任に係る補償

を盛り込んでいる点が特徴となっております。保

険料については、全国民生委員児童委員連合会が

負担しているため、各委員の御負担はございませ

ん。

また、平成２７年６月１１日に北海道警察と北

海道民生委員児童委員連盟で協力協定が結ばれ、

名寄市においても名寄警察署と民生委員児童委員

の間で不審な事案については同行依頼なども可能

とする、今までの取り組みどおりの協力関係が確

認されているところです。今後も必要な補償体制

や警護体制の充実を図り、民生委員児童委員の皆

様が安心して活動するための支援に努めてまいり

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） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ御答弁を

いただきました。まず、公共施設の再生について

伺いたいと思いますが、先ほど御答弁をいただき

ましたけれども、私から言いますと１３％の縮減

で足りないのではないのかというふうな考えが前

提的にありまして、今までのやってきた中で取り

組みをやるのがちょっと遅いのかなというふうに

感じたわけなのですけれども、取り組みを始める

まで各部署の議論、こういうものはそれぞれ各部

署でやってきたと思うのです。しかしながら、今

回先ほど御答弁いただいたように、市長が本部長

になってある程度進めていくということなのです

けれども、これは各部署が今までやっていたそう

いう施設をそういう再生についてしっかりと認識

をしたのかどうかという部分と各部署がこうやっ

て統合した部分において、例えば削減とか縮減と
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かする場合にちゃんとコンセンサスが得られたの

かという部分を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、今回の公共施

設等総合管理計画策定に当たっては、ワーキング

グループを設置をしながら検討を進めた経過があ

りますので、そこには各部署から委員を委嘱して

やらせていただきましたので、そういう意味でい

きますと各部局にこの計画の考え方については広

く周知がされているというふうに考えております

し、管理職の本部会議等もございますので、そこ

も通じて職員には広く周知がされているというこ

とであります。

この計画が取り組みが遅いのではないかという

ところの御指摘をいただきましたが、私ども１つ

ハードルが高いところがあるのは、施設の取り壊

しについてはなかなか財源手当てが見つからない

ということで、先ほども一部地方財政措置の部分

も申し上げましたけれども、ただの取り壊しにつ

いては資金手当てはされるのですが、交付税での

充当とかございませんので、少し長期間にわたっ

てお支払いをするというような形になるだけとい

うことでありますので、その辺が１つ難しい部分

があるというものがあります。

それともう一つ、複合化等についてであります

けれども、これはこの間も申し上げましたが、一

定程度一つの施設を改築をするなり、何かそうい

ったタイミングにおいてほかの施設も含めての統

廃合あるいは複合化ができないかという議論をさ

せていただきたいということでありますので、当

然そのタイミングは少し前から議論をしなければ

いけないのですけれども、そういったタイミング

で議論をさせていただきたいというふうに考えて

おりますので、議員が言われるように映りとする

と取り組みが遅いというふうに映るのかもしれま

せんが、私どもが今回上げた１３％の目標につい

ては取り組まなければいけない、達成をしなけれ

ばいけない目標値だというふうに思っております

ので、目標達成に向け鋭意努力をしてまいりたい

と考えておりますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばということでお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） １３％の縮減とい

うのは、この１３％の縮減の考え方によりますと

人口が１ ７％か１ ８％が減少するということ

で、人口減少に伴って施設の利用が少なくなるか

ら１３％という設定したのか、もっと財源という

か、そういう利用の価値をしっかり検証すれば、

もっとそれやらないと、いわゆる例えばこの財源

でいいますと、計画でいいますと大体年間……学

校施設とか公営住宅というのはもう大体今既に半

分以上がこういう公共施設のあれを占めているわ

けなのですけれども、当然それらを先に優先度を

考えてやったと思うのですが、それ以外の公共施

設については本当に活用されていない施設がかな

りあると。かなりある中でそれをやっぱり財源を

やって、やってきた中でその８％というのは新規

整備した施設の割合が平均すると８％だと、こう

いうことなのですけれども、これから将来整理す

ると、これは例えば予算的にいくと大体１１億円

ぐらいだということなのですけれども、これを１

つやって新たに今までの施設を更新すると ５０

０億円ぐらいなる。だけれども、それを１１億円

ぐらいのところをずっとやっていくと、縮減しな

ければいかぬのはもう当然なのです。当然もっと

早くそういう機能を、あるいは維持する、あるい

は私が考えているのはそういう集約しても、同じ

ものをつくっても、同じ機能のものをつくっても、

それは例えば学校区で同じものがあったものを統

合してやったとしても、今まで使っていないもの

は使わないです、ほとんど。私は、だから今回親

林館とか、例えば親林館とかなればああいうもの

はそのままにしていたら町内会のあれとか書道の

あれで使うかもしれませんが、育児のあれになっ

たら人は集まる、育児のことは推進できるという

ような考え方を持っていかないと、これからの公
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共施設は思い切って使わないのだったら使わない

でばつっとやって、やっぱり壊すべきではないか

なと思う。そういうふうに考えている。それは、

やはり一応庁内の各部でも、例えば職員の中でも

それは賛成ですねと。例えばこの施設を壊すと言

ったら賛成ですねと言った場合でも、市民もこれ

から財源にあってはやっぱり縮減しなければいか

ぬという部分も理解していても、実際に自分のあ

るところの施設を壊すとなったらそれは絶対反対

すると思うのです。ですから、先ほど質問したよ

うにこれからでももうしっかりと分析をして、市

民にしっかりと根拠を求めるような、あるいは先

ほど言ったような施設があってもそれ違う方向で

転換できないのかと、学校区で。そういう考え方

をすべきだと思うのですけれども、見解を伺いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回の公共施設等総

合管理計画につきましては、全体的な市としての

考え方を示させていただいたものということであ

ります。佐々木議員が言われるように、財政的な

ことを考えると恐らく１３％では足りないのです

が、一方では市民サービスの低下を招いてはいけ

ないということがございますので、そういった意

味では今回人口減少と同じような比率である１３

％を削減することによって、市民サービスにでき

るだけ影響がないような形で公共施設も減らして

いくのだという、そういう考え方のもとにこの考

え方を示させていただいたということであります

ので、もし市民の皆様含めて御理解がいただける

のであればこの１３％超えた実施というのも視野

に入れる必要があるのかなと思っています。

それと、佐々木議員が言われたのは具体的にこ

の計画を進めるに当たっての提言だというふうに

受けとめさせていただきたいと思います。先ほど

申し上げたように、個別の施設、本当に一番いい

例は親林館の例がこの計画の１つ象徴されるよう

な取り扱いだったのかなというふうに思っており

ますけれども、今後進めるに当たっては当然施設

の改築や何かする前には相当な時間を事前にとり

ながら、ほかの施設の統合はできないのか、ある

いは複合化ができないのか、あるいは単一機能だ

としても機能を上げながらもよりコンパクトにつ

くれないかも含めて、いろんな角度から議論しな

ければいけないと思っていますし、その根底には

やはり議員が言われたようにその施設の利用状況

を含めて基礎的なデータについては取りまとめた

上で検討する必要がある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） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） そうしますと、や

っぱり市民も多大にかかわってくるような状況に

なりますね。今まで例えば公共施設のことについ

て余り言わなかったかもしれません、行政で一方

的に進めてきた関係上。パブリックとか、あるい

は市民の意見の集約とかいうものは今までもなさ

れてきたのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これまでも施設の改

築ですとか、あるいは新設に当たっては、当然市

民の皆さんの御意見を伺わせていただいたり、当

該の利用される方たちも含めて御意見については

いただいた上で取り組みを進めさせていただいた

という考えをしておりますが、今回この公共施設

等総合管理計画を進めるに当たっては、その一方

で古い施設について、例えばそこは統廃合する場

合もありますし、複合化の中で取り組まれるもの

もあると思いますので、これまで以上に市民の皆

さんとは丁寧な議論が必要だというふうに思って

いますので、そこについては心がけていきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これから本当に統

廃合あるいは集約するという部分でいいますと、

今現段階で１年過ぎたわけなのですけれども、ど
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こを今回考えておられますか。

それと、名寄庁舎の議論になるとなかなか明快

な答えが出てきません、庁舎の改修については。

これ例えば先般のことし４月に受けた宇土市の庁

舎などは、あれはもう１０年以上も前から耐震を

やって、いずれにしてもこれは財源がないからそ

のままにしておいたのが今回になってもうほとん

ど使われなくなって大改修するというような部分。

これは、名寄市もこのままでおいて今の計画で手

をつけられなかったら、あと２０年になったらほ

とんどだめになってしまいます。だから、庁舎に

おいたってそれは考えなければいけないと思うの

ですけれども、明確にお答えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共施設の老朽化対策

ということでありますけれども、ちょっと前の御

質問にかかわるかもしれませんが、全般的な施設

につきましては公共施設等総合管理計画つくる前

に長寿命化ですとか、あるいは施設の修繕計画で

すとか、そういったものがベースになっていまし

て、そして公共施設の問題というのが国のほうも

音頭とりながら今総合計画と浮上してきていると

いう段階になります。中期財政計画とともにお示

ししました財政課題の中で、老朽化施設というと

ころで一覧出させていただきました。中でも一番

古いのが児童館ということになっております。そ

して、その後文教施設、保育所等と並んできてお

ります。その中で庁舎というのも出てきていると

ころであります。これがどういう形で今後この施

設統合含めて改修していくと。非常に大きな課題

でありまして、慎重に進めなければならないと思

っておりますけれども、直接的に市民の皆さんの

生活に関係のある施設、こちらはやはり現状では

優先度は高いのかなと思っております。

そして、この庁舎でありますけれども、ハード

ルは幾つもあります。１つは、財源の問題もあり

ますし、それから庁舎としての機能を持たせなが

らどういうような仕組みでつくっていくのか、こ

れはかなり時間がかかるのではないかなと思って

おります。明確にということでありましたけれど

も、なかなか明確にいつからということは言えま

せんけれども、課題は認識しております。耐震化

の問題もあります。それと、庁舎を複合化という

視点で考えますと、そこもいろいろ中でも議論し

ておりますけれども、どういう形がいいのかとい

うのもあります。陰に隠れている問題としては、

防災機能を庁舎に持っているということもありま

すので、そうしますとその間もし万が一のときに

どこにその防災拠点を移すのかという、この課題

もあります。それともう一つ、消防庁舎の課題も

あります。こちらのほうも老朽化進んでおります

ので、トータルで考えるとかなり時間を要するこ

とになります。現在どういうふうに進めるかとい

うことで内部でも検討は進んでおりますけれども、

今課題の洗い出しの作業、それからあらあらの建

設地についても少しもんでいる最中でありますが、

今ちょっと明確に答えることはできませんけれど

も、感触としましては市民生活に直接関係のある

施設のほうがある程度優先されるかもしれない。

そういうような尺度でもって今進めると言ってい

る状況であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 自分が住んでいる

ところは、改修という言葉が、あるいは建てかえ

という言葉がなかなか出てこないのかなというふ

うには思いますけれども、これはやっぱり誰かが

責任を持ってしっかりと考えないといけないと思

いますけれども、市長、しっかりと考えて、みん

な誰が言っても明確な答えが出てきません。これ

はなぜかといったら、今副市長が言われたとおり

防災ももちろん大事な面もあります。だけれども、

本当に各自治体を回って我々視察なんかに行って

も、これだけ古い庁舎というのはあるのかなとい

うぐらい、基本的に言うと大体合併したときに庁

舎をすっぱりと改修をして新たな庁舎にしていく

というような考え方が大半のところを見受けまし
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たけれども、自分の住んでいるところをなかなか

言いづらいとは思いますが、しっかりと、これか

らの庁舎は物すごく機能が発揮できた、そういう

庁舎にしなければいけないと思いますので、よろ

しく前向きに御検討いただきたいなと思います。

何せ公共施設につきましては、今まで言われたと

おりに、本当に先ほど佐藤議員が行ったように財

源が厳しい中においてこれを進めなければいかぬ

ということは確かにありますが、その中でやっぱ

り捨てるものは捨てる、人が集まるところは有効

的に活用していくというような考えをしっかりと

決断をしないと、だらだら、だらだらといった公

共施設の推進ではなかなか進まないのかなという

ふうに思いますので、前向きにその検証をしてい

ただいて、市民にも納得いくようなデータを持っ

てやっていただきたいなというふうに思います。

次に、介護のほうに移りたいと思います。先ほ

ど介護のほうからも御答弁いただきました。本当

にこれからは……市長、答弁いただけますか。介

護は、本当に介護保険が変わって、やっぱりいろ

いろと介護の要支援１、２あるいは介護１の人が

ふえたり、あるいはいわゆる介護がふだんは病院

に行っていて、それで病院にしたときにこれから

介護しなければいけないなという、本当に初めて

気づく人が多いのではないかと。だけれども、病

院にいても病院から何日かやると、大体１０日か

２０日ぐらいで退院させられますよね。そうなる

と、今度はどうしても家族介護をしなければいか

ぬと、こういう状況になってくるわけです。これ

は、やはり今までは先ほど質問したように、その

家族でいて嫁さんが介護するというのが多かった

のですけれども、今は本当に大体同じぐらい、誰

もが介護しなければいかぬというような環境にな

っている。どうしても介護される人の手当て、こ

れは確かにあります。しかし、介護を見ている家

族、そこのなっていない、以外の家族の人の支援

というのがやっぱりなされていないのではないの

かなというふうに思っております。

そこで、訪問レッスンといって、あるところで

は家族が介護者になっていた年に食事の与え方、

あるいは移動の仕方、風呂の入れ方、パンツの仕

方、こういうものをしっかりと実際に行って教え

てあげる。これは、そういうサービスも本人には

あるかもしれませんけれども、家族に対してはそ

ういうようなものというのは余りないかもしれな

い。そこを訪問レッスンをこれから進めるべきだ

と思いますが、考え方を伺います。

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） 佐々

木議員からは、訪問レッスンの御提言をいただき

ました。この訪問レッスンにつきましては、平成

２７年、昨年の１０月から政令市におきましては

初めて千葉市におきまして千葉市家族介護者支援

センターというところに所属するホームヘルパー

さんが御自宅に出向いて、議員のおっしゃるよう

に御家族に対して介護方法などを無料で指導する

ということで、日ごろ介護されている御家族の悩

みなどを解決していけるという取り組みだという

ふうに承知をしております。当市におきましては、

先ほど申し上げましたように家族介護者交流事業

のメニューの中で介護福祉士による介護教室を今

年度行わさせていただきました。この内容は、現

在介護中の方々に介助のコツだとか、正しい介助

方法をお伝えするという機会を設けさせていただ

いたというところでございます。

また、訪問してでの介護指導だとか相談につき

ましては、それぞれ介護認定をお持ちの方々につ

きましてはケアマネージャーという方々がついて

おります。それぞれ介護のニーズだとか、あとは

御家族の状況だとかというようなことを行って把

握した中で、その方々のニーズに即して、当然家

族介護を提供される部分もあると思いますし、そ

れによりがたい場合につきましては介護保険のサ

ービスを使っていただくという内容もあるかとい

うふうに思いますけれども、本市におきましては
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医療保険や介護保険における訪問介護事業、訪問

看護ステーションが主になりますけれども、そち

らで訪問看護師さんが、もしくは地域包括支援セ

ンターの総合相談支援業務というのがございます

けれども、そちらのほうで保健師などが現在家族

の介護指導や相談を行わさせていただいておりま

す。先ほど議員から退院後のというようなところ

もございましたが、今後医療機関だとか介護保険

事業者、民生委員さんなどと連携しながら、当市

ではその方法を当面実施してまいりたいというふ

うに考えておりますので、御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これから本当に介

護者がふえる割には、例えば高齢者とか年金とか、

いろいろと変わってきて財源がなくなる中で、や

っぱりどうしても家族で見守らなければいかぬと

いう部分がふえてくるのだと思います。そんな中

でやはり家族も介護疲れでいろんな事案が今出て

います。そういうことにならないように、やっぱ

りみんなが本当に介護というのはこういうものだ

よと。一緒にずっと、中には介護を続けないで違

うことをやって、介護のことは一時忘れることも

するような取り組みもあるとかという、そういう

ようなシステムというか、そういう介護のやり方

等も教えなければいけないのではないのかなとい

うふうに思っています。今後やっぱり介護につい

ては本当に重要な部分だと思いますので、ぜひそ

のように進めていただきたいなと思います。

それから、介護休業につきましては、広報でや

っている、あるいはその中で例えば介護休業をと

るには就任してから１年以上、あるいは介護休暇

については半年以上でヘルパーとか臨時の人でも

とれるというふうになっています。それから、半

日単位でとれるとか、そういう部分というのはし

っかりと広報して、とりやすいものをしっかりと

理解していただいたほうがやっぱりこれから本当

に住み続ける名寄になるのだと思います。しっか

りとその辺をケアしていただければなというふう

に思います。

それから、民生児童委員については、やはり本

当に大変な業務だと思います。周囲の家族とコミ

ュニケーションがとれなくて、本当に地域社会か

ら孤立して生きづらさを抱えているところに人助

けのために民生児童委員が入ってくる。あるいは、

民生児童委員が行ったらかえって怒られるような

状況の中で民生児童委員が頑張っておられるわけ

ですから、これから行政、あるいは関係する社会

福祉協議会、あるいは町内会、あるいは自治会、

あるいは福祉サービス事業者とやっぱりしっかり

とした連携をとっていかないとだめだと思うので

す。そのためには、やっぱり民生委員の働きをし

っかりと理解して宣伝してあげると。そして、行

政も市長も全面的にバックアップするという公言

しているわけですから、新聞で言われますとちゃ

んと入っていますが、どういうふうにバックアッ

プするのか聞きたかったのですけれども、時間が

ありませんので、聞きませんが、しっかりとバッ

クアップをしていただきたいと、こういうふうに

思います。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） せっかくなので、では。

きょうは、新会長の中村会長も傍聴席で、来てい

ただいてありがとうございます。

１２月１日に一斉改選ということで全体会議が

行われましたけれども、私が何より感動したのは

平成２２年、２５年、２８年と今回で３回全体会

議出席させていただいていますけれども、最も参

加者が多かったのです。定数は変わらないという

ことはどういうことかというと、欠席した方が本

当少なかったということです。それだけ今回民生

委員になられた皆さん、今までがどうのこうのと

いうことよりも、より前向きに皆さん捉えていた

だいているのだろうなというふうに感謝をしたと

ころであります。
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これまでも全面的に全力を挙げてバックアップ

をさせていただいています。そのことに加えて何

よりも私が申し上げたかったのは、新しい方が今

回いらっしゃる中で、難しい、そんな知識は必要

ないと。もちろんあったほうがいいにこしたこと

はないけれども、それよりもやっぱり公の心を持

って働いていただくことが何よりも大事なのだけ

れども、それに当たって困ったことがあれば、何

か悩みがあれば、ぜひとも我々にちょっとしたこ

とでもいいから、ささいなことでも相談していた

だきたい、そんな思いでそこで述べさせていただ

き、健康福祉部長を中心にそのときは管理職の皆

さんや担当、健康福祉部の管理職全員プラス担当

する重要な係長職、係の皆さんが一斉にそこに集

まってそうした姿を見せたということでございま

す。中村会長にも本当にお世話いただきますけれ

ども、私はこの民生委員児童委員協議会がさらに

大きな活躍をしていただけると確信をしているし、

我々もしっかりと全面的にサポートしていくとい

うことを改めてお誓いを申し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

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０５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

議会運営にかかわる協議がまだ調っていません

ので、暫時休憩をしたいというふうに思いますの

で、御了承願いたいと思います。

休憩 午後 １時００分

再開 午後 １時４８分

〇議長（黒井 徹議員） 会議を再開いたします。

小中学校の施設、設備の維持管理について外２

件を、野田三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） 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させて

いただきます。

初めに、大項目１の小中学校における施設、設

備の維持管理について２点質問いたします。１点

目に、学校トイレ洋式化への対応についてです。

文部科学省により、全国の公立小中学校のトイレ

について調査を行った結果について、４月１日時

点で洋式便器は４ ３％であることがわかり、道

内では５ ３％であったことがわかりました。文

部科学省の調査によると、道内市町村のうち８割

以上が今後和式よりも洋式を多く設置する方針を

示しておりますが、学校の耐震化などが優先され、

改修に至っていないのではとなっていますが、本

市としての今後の対応についてどのように考えて

いるのか、そしてどのように進めていくのかお聞

かせください。

２点目に、小中学校のグラウンド整備について

です。現在の小中学校のグラウンドでは、雨天に

より体育の授業や部活動、そしてスポーツ少年団

の活動がしばらくできない状況が続いております。

そして、ことしは南小学校のグラウンド整備に伴

い、運動会を名寄中学校のグラウンドで実施する

ことになりましたが、豪雨により運動会が２日間

延期になりました。やはり児童生徒たちが健やか

に授業を受け、部活動をやり、そしてスポーツ少

年団で汗をかき、健康に過ごしていくべきではな

いかと考えます。今後の早急な対応が必要だと思

いますが、本市としてのお考えをお聞かせくださ

い。

次に、大項目２の町内会と行政との連携につい

て３点質問いたします。１点目に、まちづくり懇

談会の意見に対する行政の対応についてです。こ

としのまちづくり懇談会を終えて市民からの意見

が数多くあったかと思いますが、多くの市民に名

寄市に住んでよかった、これからも名寄市に住み

続けたいと思われるよう、今回の市民の意見をど

のように集約し、対応して進めていくのかが大切
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なことではないかと考えておりますが、本市とし

ての今後の対応についてお聞かせください。

２点目に、町内会における除排雪に対する支援

についてです。名寄市は、毎年雪が多く降り、豪

雪地域となり、毎年各町内会から除排雪の問い合

わせがあると思いますが、現状の町内会への支援

状況と今後の課題があればお聞かせください。

３点目に、子ども会育成連合会の活動実況と行

政としてのかかわり方についてです。現在人口減

少に伴い、子供たちの人数も減り、活動状況が厳

しくなってきておりますが、今の子ども会育成連

合会の活動状況と今後の対策、そして行政として

の今後のかかわり方について考えがあればお聞か

せください。

次に、大項目３の高齢者への支援について２点

質問いたします。１点目に、市民文化センターＥ

Ｎ―ＲＡＹホールを利用する高齢者の対応につい

てです。ＥＮ―ＲＡＹホールが開館してから多く

の市民に利用していただき、現在に至っていると

思いますが、市民が今後利用するに当たっていろ

いろな要望や意見が出てきていると思いますが、

以前にも私のほうに市民から高齢者が舞台に登壇

するときに大変なので、登壇用の階段に手すりを

つけて登壇しやすいようにしてもらえないだろう

かと話を聞きました。今後もいろいろな要望や意

見が出てくると思いますが、本市としての対応に

ついて考えをお聞かせください。

２点目に、買い物弱者への対応についてです。

現在車を持たない高齢者の方々が買い物に行くと

きは公共の交通機関を利用することになりますが、

交通機関を利用し買い物をするには、今の状況だ

と負担がかかり、現状では厳しい等のお話を聞き

ますが、少しでも高齢者の方々に負担のかからな

いようにするべきだと思いますが、行政の対応と

して今までに買い物弱者に対して福祉の観点と商

業の観点から、現状の調査をしたことがあるのか、

もし調査をしたことがなければ調査を行い、対応

していく必要があるのではないかと思いますが、

本市としてのお考えをお聞かせください。

以上をもち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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま野田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１及び大項目２の小項目３、大項目

３の小項目１につきましては私のほうから、大項

目２の小項目１につきましては総務部長から、小

項目２については建設水道部長から、大項目３の

小項目２につきましては営業戦略室長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、小中学校の施設、設備の維

持管理についてお答えいたします。まず、小項目

１の学校トイレ洋式化への対応についてですが、

本市の小中学校のトイレについては本年度の公立

小中学校施設のトイレ状況調査によりますと、小

中学校全体で洋式化率が４ ３％となっておりま

す。名寄小学校や名寄西小学校のように比較的新

しい年度に建設した学校については一部洋式トイ

レを設置していますし、名寄南小学校や改築計画

中の風連中央小学校についても全て洋式トイレを

設置することとしております。また、現在大規模

改修中の名寄東小学校においても全て洋式化する

こととしております。このほかの学校からも洋式

化への要望が多く出されていますが、今年度にお

いては智恵文小学校の２階女子トイレを一部洋式

化しております。トイレ単体での改修には、補助

金など充当できる財源がないことから、早急な改

善は困難ですが、今後も各学校の要望を聞きなが

ら、年次的に整備を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２の小中学校のグラウンド整備に

ついてですが、市内小中学校については校舎建築

時にあわせてグラウンドを整備した学校が多く、

暗渠などの経年劣化により水はけが悪くなってい

る現状は認識しております。近年の気象状況の変

化により、本市においても集中豪雨になったり、
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長雨が続くなど屋外での授業や部活動などが制限

されることが多々ありました。名寄東小学校のよ

うに側溝を整備することにより、若干水はけがよ

くなったケースもありますが、抜本的に改善する

には暗渠排水の整備や表土の入れかえなどをしな

ければならないと考えております。１校分のグラ

ウンドを整備するにも相当の事業費がかかるもの

と思われますので、現時点では名寄南小学校のよ

うに校舎改築時などにあわせてグラウンドの整備

を行っていくことを基本と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、大項目２、町内会と行政との連携につい

て、小項目３の子ども会育成連合会の活動状況と

行政としてのかかわり方についてですが、子ども

会については地域単位の子ども会育成会が４６地

区となっており、名寄市子ども会育成連合会はこ

れらの地域単位の子ども会育成会を総括するとと

もに、育成会相互の連絡調整、各種事業の企画運

営を行っております。連合会の主な活動としては、

子ども会リーダーの育成を目的として開催してい

るわくわく！体験交流会では野外炊飯、キャンプ、

釣り体験、宿泊研修など年４回行っており、平成

２８年度は各回３０名程度の参加をいただいてお

ります。また、地域単位子ども会の育成会の交流

の場としては、近年はフットサル大会を開催して

おり、平成２８年度は６チーム、７７名の参加が

ありました。

さらに、研修、交流事業としては、地域単位の

子ども会育成会の指導者にも参加をいただき、講

演会や活動状況などの情報交換を行いながら交流

を深めてきております。そのほか上川地区地域子

ども会育成連絡協議会主催の交流会や北海道子ど

も会育成連合会主催の北海道地域子ども会リーダ

ー研修会への参加、子ども会活動中の保険となる

全国子ども会安全会加入掛金の負担などに取り組

んでおります。今後教育委員会といたしましても、

少子化や指導者の担い手不足などにより、地域の

単位子ども会育成会の運営や活動が難しくなって

いる状況ですが、連合会への支援を継続しながら、

育成会の指導者や保護者、さらには御協力をいた

だいている大学生を初めとするボランティアスタ

ッフとの連携を図り、子供たちの体験や交流の機

会を提供し、活動の推進に努めてまいります。

次に、大項目３、高齢者の支援について、小項

目１のＥＮ―ＲＡＹホールを利用する高齢者への

対応についてですが、ＥＮ―ＲＡＹホールを初め

市民文化センター西館については昨年５月の開館

以来市主催事業のほかにも多くの方にいろいろな

イベントなどで活用をいただいており、施設を快

適に御利用いただけるよう努めているところであ

ります。御指摘をいただきました登壇用の階段に

つきましては、手すりをつけることで来客者の舞

台鑑賞の妨げになる面もあることから、市主催事

業ではお手伝いが必要な方についてはスタッフが

階段の昇降をサポートさせていただいているとこ

ろであります。今後も市民の要望や意見に対しま

しては、状況に応じてできるものから対応してま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、各町内会と行政との連携について、小項目の

１、まちづくり懇談会の意見に対する行政として

の対応について申し上げます。

本年度のまちづくり懇談会につきましては、名

寄市町内会連合会の主催により１０月２６日から

１１月２５日まで市内９会場において実施をし、

合計１６１人の市民の皆様に御参加をいただきま

した。今懇談会におきましては、市からの話題提

供といたしまして第２次総合計画の概要説明や身

近に迫る災害への備えについて説明を行った後、

参加者の皆様から市政に対する御意見、御要望を

いただいたところでございます。市からの話題提

供においては、８月に発生をいたしました大雨、

洪水による災害対応や河川整備に対する要望など
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もいただいたほか、第２次総合計画に関する御質

問や御意見などもいただいたところでございます。

また、市政に対する御意見などとしましては、

道路整備や除排雪などの地域課題やインターネッ

ト、携帯電話など情報環境整備に関する御要望の

ほか、子育て支援にかかわることなど多岐にわた

り多くの御意見をいただくことができました。市

民の皆様からいただいた御意見、御要望に対し、

可能な限りその場で説明や回答をさせていただき

ましたが、調査検討を要する内容につきましては

確認できましたものから個別に回答させていただ

いているところであり、また必要に応じ国、道を

初め関係機関への要請など行ってまいります。

なお、懇談会の内容及び市からの回答につきま

しては、まとまり次第市ホームページなどで公表

させていただき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） 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２、各町内会と行政との連携について、小項目

２、町内会における除排雪に対する支援について

申し上げます。

今年度の除排雪の手法については、昨年同様に

雪を道路の脇に寄せて実施するかき分け除雪や道

路の幅員確保及びすり鉢状の道路改善のため積み

上げ方式を採用しているところであり、市民の通

行に支障が出ないよう最善の手法を取り入れてい

るところでございます。今年度は、昨年より早い

１０月からの降雪により玄関間口の雪の問題や除

雪出動基準など多くの市民から除排雪に対する御

意見をいただいているところであります。御質問

いただきました町内会単位での具体的な支援につ

きましては、町内会などから要望のあった路線で

道路延長がおおむね１００メートル以上の路線の

除排雪に対し費用の一部を助成する市道及び私道

の除排雪助成制度を行っておりますことと全市民

向けに一般住宅等への排雪作業を実施する場合に

排雪ダンプに係る費用の一部を助成する排雪ダン

プ助成もありますので、引き続き利用について市

民周知を図ってまいります。

また、本年１０月に開催しました町内会連合会

と行政との意見懇談会の中でも町内会とのかかわ

りについて十分連携をとった対応が必要とされた

ことから、助成制度を含めた町内会との連携につ

いても協働により考察してまいります。除排雪に

ついて、今後におきましても作業手法を工夫しな

がら、市民の皆さんを初め町内会や関係機関との

連携を図るとともに、排雪や間口除雪などの課題

につきまして引き続き効率的かつ効果的な運用に

ついて調査研究してまいります。

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） 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、小項目２の買い物弱者への対応についてお

答えいたします。

初めに、バス路線などの公共交通機関について

は、買い物だけではなく、通院や公共施設などへ

の移動手段として欠かせないものであることから、

名寄地区市街地を循環するコミュニティバスや郊

外と市街地を結ぶ各バス路線の維持、さらには地

域の実情に合わせたデマンドバス運行などを行う

ことにより、高齢者を初めとした車を持たない方

の交通手段の確保に努めているところであります。

このことからも公共交通機関の分野では、買い物

弱者の実態が検証できる調査は実施していないと

ころであります。

次に、商業分野においては商工団体で買い物動

向調査等を実施しておりますが、その中では移動

販売や宅配サービス等買い物弱者を含めた高齢者

のニーズにかかわる調査は行っていないのが現状

であります。

次に、福祉に関しては名寄市第６期高齢者保健

医療福祉計画、介護保険事業計画の策定に向け、

平成２６年５月から６月にかけて厚生労働省から

示されたアンケート調査である日常生活圏域ニー

ズ調査を市内に居住する６５歳以上の方８００名
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に対して実施しております。この日常生活圏域ニ

ーズ調査の項目に買い物に関する質問があり、日

用品の買い物を自分でしているかの問いには、５

８７名から回答を得ております。日用品の買い物

について、できるし、していると回答された方は

５１２名で、およそ８ ２％が御自分で買い物を

されているという結果でした。できるけれども、

していない、できないと回答された方は６１名で、

回答をいただいた中のおよそ１０％となっており

ます。御自分で買い物をできない方々が日用品の

買い物をどなたにお願いしているかの問いには、

同居の家族に依頼している方が７ １％、別居の

家族に依頼している方が ３％、配達を依頼され

ている方が ６％というアンケートの結果になっ

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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれに御答弁い

ただきましてありがとうございました。それでは、

再質問のほうに入らさせていただきます。

まず初めに、学校トイレ洋式化への対応につい

てですが、文部科学省で児童生徒に対しても調査

を実施したところによると、学校トイレは暗い、

汚い、臭いなどのイメージが定着しており、学校

のトイレを使いたくないため我慢をする児童生徒

が多いことがわかりました。児童生徒が我慢する

ことにより、健康面での問題が出てくるのとやは

り衛生的な面を考えると早急な対応が必要ではな

いでしょうか。この点についてどのように受けと

めて対応していくのか、改めてお考えをお聞かせ

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） ただいま議員のほう

から学校トイレのイメージという話をされていま

したけれども、そうした状況に加えて近年生活の

様式の変化に伴って洋式トイレでなければ利用で

きないという子供がいるという話も学校から聞い

ているところであります。市内の小中学校におき

ましては、全く洋式トイレがないという学校はあ

りませんけれども、絶対数は不足しているのは認

識しているところであります。今後も老朽化した

学校につきましては、改築、改修にあわせて洋式

化するなどの対応や先ほど申し上げました施設の

改修のめどが立っていない学校につきましては従

前のとおり年次的に整備を進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 児童生徒への早急な

対応のほかにも、特にことしは北海道に４つの台

風が上陸し、道内の各自治体にも甚大な被害があ

りました。本市も例外ではなく、今後はいつ台風

が発生するかわかりません。本市の小中学校は、

災害が発生したときに災害の種類によって指定緊

急避難場所や条件つき指定になっておりますが、

市民が避難した場合のときを考えれば、特に高齢

者や障害者に対しても学校トイレが使いやすくな

るようにトイレの洋式化への対応がやはり必要で

はないでしょうか。改めて本市としての考えをお

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、ことしの台風のときに名寄南小学校と

名寄東小学校が指定緊急避難所として利用されま

した。指定緊急避難場所は、災害発生時の一時避

難所として利用され、その後比較的長期にわたる

避難所となるのが指定避難所ということになって

おります。市内各小中学校については、どちらの

形でも避難場所の指定を受けているところでもあ

り、避難所への配慮から議員の指摘のとおりトイ

レの洋式化も必要と考えているところであります。

ことし先ほど言いました南小学校については、

既に改築されて洋式トイレが整備されていますし、

東小学校についても現在改修工事を行っている状

況であります。そういったところでは、今後もそ

ういった必要性も感じつつも財源的な部分もあり
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ますので、年次的に対応してまいりたいというふ

うに思っていますので、御理解をお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） これからも児童生徒

の健康面や衛生的な面を考え、そして災害に強い

まちづくりとして早急な対応をお願いしたいと思

います。

次に、小中学校のグラウンド整備についてです

けれども、今後のグラウンドの全面改修となれば

財源確保の問題も出てくると思いますが、財源を

確保する間に補修をしていく考えはあるのか。例

えばグラウンドの土と火山灰のまぜる割合を変え

て水はけに対応していくだとか、先ほど答弁の中

にも出てきました東小学校のグラウンドのように

排水溝を設置して対応していく考えがあるのかお

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、財源的な部分もあって応急処置的にな

りますけれども、対応してきている点があります。

各学校においては、学校技師が定期的にレーキを

かけたり、草刈りをしながら良好なグラウンドの

維持に努めているところであります。今年度につ

いては、防災訓練で使用した火山灰をもらい受け、

各学校のグラウンドに入れ、整備をするなど工夫

をしてきているところもあります。また、社会貢

献事業で火山灰の敷きならしを実施した学校もあ

ります。

先ほどありましたように、東小学校につきまし

ては泥水がグラウンドから歩道に大量に流れてい

る状況から、側溝の整備を行ったところでありま

す。その結果、グラウンドの水はけもよくなった

という結果につながっている状況にあります。今

後も定期的に火山灰や表土を入れかえるなどしな

がら、グラウンドの整備に努めていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも児童生徒が不安を抱えずに伸び

伸びと、そして健やかに育っていけるように学校

の環境整備や維持をお願いしたいと思います。

次に、まちづくり懇談会の意見に対する行政と

しての対応についてですが、今回の市民からいた

だいた意見は数多くあり、すぐに対応が可能なも

のや対応が難しいものがあり、財源確保の問題も

あると思いますが、今後対応が可能なものについ

てはどのような対応で進めていくのか、そして対

応が難しいものについては市民に対して納得のい

く説明をして、模索をし、事例などを研究し、少

しでも市民に寄り添っていく方向性が必要ではな

いかと思いますが、改めて本市のお考えをお聞か

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まちづくり懇談会で

いただいた意見に対する対応ということでいただ

きました。議員が言われますように、本当にたく

さんの御意見をいただきました。いただいた意見

の内容については、いろいろな段階のものがあっ

たというふうに思っておりますが、その必要性で

すとか緊急性を勘案しながら、早急に対応できる

ものについては速やかに対応させていただきたい

と思っていますし、既に手がけているものもござ

います。一方で、現段階ではなかなか取り組みが

難しいもの、ハードルがあるものもございます。

これらについては、今予算編成の作業中でありま

すが、予算編成あるいは今後の事務事業の執行に

当たって検討してまいりたいと思います。

先ほども申し上げましたように、市のみでは対

応が難しいものもございますので、これらにつき

ましては関係機関などへ要望や、あるいは調整な

どを進めさせていただきまして、市民の皆様の御

要望にできる限り対応できるような形で対応させ

ていただきたいと思っています。御理解いただけ

ればと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） これからも市民が安

心して住み続けられるような対応を今後もお願い

したいと思います。

次に、町内会における除排雪に対する支援につ

いてですが、例えば現在は除排雪がおくれている

幹線道路についてはミニロータリーを使い、拡幅

作業で対応していますが、毎日利用する町内会周

辺の生活用道路も除排雪がおくれている場合には

ミニロータリーを使い、拡幅作業で対応してもら

いたいなどのお話をお聞きしますが、今後は各町

内会の周りの生活用道路にも対応していく考えが

あるのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議員から排雪作

業のおくれによる生活道路の幅員が狭くなるなど

の対応について、幹線道路と同じようにロータリ

ーを使用して幅員の確保ができないものかという

ことで御提言をいただきました。お話ありました

ように、平成２５年度のシーズンから道路幅員の

確保のために幹線など道路幅員が比較的広い路線

につきまして、また一部の生活道路につきまして

もロータリーを使用した道路幅員の確保というこ

とで積み上げ除雪を実施をしているところです。

しかし、住宅の張りつきですとか、もともとの道

路幅員の狭い場所もあることから、一定の区域で

すとか路線について統一の対応については非常に

難しいというふうに考えております。

昨シーズンにおきましても連日の降雪によりま

して、早朝の除雪、そして日中の排雪ということ

で、生活道路の排雪がちょっと遅くなりました。

こういう排雪の時期が遅くなるような路線につき

ましては、交差点のカット排雪などを取り入れな

がら、安全で安心な道路空間の確保に努めてまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 今後も除排雪作業に

各町内会などの意見が反映するような体制づくり

をお願いして、次に行きたいと思います。

次に、子ども会育成連合会の活動状況と行政と

してのかかわり方についてですが、子供たちが育

成連合会に参加をするということは、子供たちの

社会的知識として養っていくのに重要な役目を果

たしていると私自身思っておりますが、今後は参

加をしない子供たちや参加のできない子供たちに

どのように参加をしてもらい、そして魅力のある

企画を育成連合会でつくり、それに行政がかかわ

りを持っていくことが大切なことだと思いますが、

改めて本市としてのお考え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） 議員からありました

とおり、子ども会活動は大変重要だというふうに

認識をしているところであります。そういった活

動を通じて、子供たちが将来名寄で生まれて、育

ってよかったという、そういったことを言ってい

ただけるような行政や地域が一体となった青少年

の健全育成が必要だというふうに考えているとこ

ろであります。そのためには、多くの子供たちが

いろんな事業に参加する体制づくりというのも必

要でありますので、そういった面では現在取り組

んでいる事業等において子供からアンケートや意

見等を多くいただきながら、次の事業につなげて

いきたいと思います。

例えばへっちゃＬＡＮＤでいけば、丁寧な声か

けや取り組みによって、以前は二十数名だったの

がここ二、三年は定員４０名の参加があったり、

そういった面では行政と連合会がしっかり手を組

んで丁寧な対応をする。そして、地域の人も加わ

っていただいて、いろんなことをその場で学ぶよ

うな環境、また学べるような取り組みや事業も行

いながら、子供たちが興味を示すような事業企画

についても今後も工夫改善をしながら進めてまい

りたいというふうに思っているところです。本当

に教育行政、学校、地域、保護者が一体となって
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子供たちを育てる、そういった観点に基づいて今

後も事業展開をしてまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。やはり子供たちは我々の宝であり、将来を

担う存在であることは確実でありますので、これ

からも育成連合会に行政がかかわりを持っていた

だくことをお願いしまして、次に行きたいと思い

ます。

次に、ＥＮ―ＲＡＹホールを利用する高齢者の

対応についてですが、これからはＥＮ―ＲＡＹホ

ールを市民にただ利用していただくのではなく、

市民に末永く愛されながら利用していただき、特

に高齢者には安心して利用できるように、そして

周りから名寄市といえばやはりＥＮ―ＲＡＹホー

ルと言われるようにしていくべきではないでしょ

うか。そのためにも市民から出てきた要望や意見

は、対応が可能なものは対応していただき、難し

いものはいろいろと模索をし、事例を研究して進

めていくべきだとは思いますが、改めてお考えを

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） ただいま議員からあ

りましたように、ＥＮ―ＲＡＹホールにつきまし

ては子供からお年寄りまで多くの皆さんに末永く

愛され、利用していただける、そうした施設にし

ていきたいというふうに考えているところであり

ます。そういった面では、利用者からの多くの要

望をいただいているところありますが、具体的な

部分もあって早急に対応できるもの、できないも

の、いろいろありますけれども、一つでも多く対

応しながら、市民が利用して、もう来たくないの

ではなくてまた来たいという、そういった施設を

目指して今後も対応を進めていきたというふうに

考えているところでありますし、そういった設備

も含めて、事業運営を委託している事業者も含め

て、スタッフの対応についてもことし研修も行っ

てきましたけれども、そういった研修も継続して

行いながら、利用者に対する接遇も含めてしっか

り対応していく。そういったことによって、今後

とも利用者の皆様、市民の皆様の本当に利用しや

すいホールにしていきたいというふうに考えてお

りますので、また何かあれば御意見等もお寄せい

ただきながら、よりよいものにしていきたいと考

えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからより一層市民と行政が一体となり

ＥＮ―ＲＡＹホールを支えていけるように、市民

の要望や意見は大切だと思いますので、対応して

いただくことをお願いしていきたいと思います。

そして次に、最後になりますが、買い物弱者へ

の対応についてですけれども、福祉の観点からは

過去に現状調査をしたことがあるということなの

ですけれども、商業について、今後は商業の観点

からとしても現状調査を行う考えはあるのか、ぜ

ひお聞かせください。

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） 今御質問があり

ました商業の分野についての調査ということです

けれども、市内の事業所においては高齢者を中心

とした顧客に対する独自に宅配サービスや送迎サ

ービス等を行っている事業所があります。さらに

は、登録制ではありますけれども、大手共同購入

事業者においても商品の宅配やコンビニなどでも

給食等の宅配など行っているなど、買い物弱者だ

けではなくてさまざまなお客様に対してのサービ

スの提供を営業努力として取り組んでいる実態が

あります。このことからも商業の点におきまして

は、現状の中では調査を行う予定はありませんが、

先ほど申し上げましたように市内の各事業所でさ

まざまなサービスの提供をしておりますので、そ

れらの実態等を把握させていただきながら、今後

における課題の検討の際の参考としていきたいと
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考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも高齢者に少しでも負担を軽減す

ることができるようにいろいろなことを模索して、

事例などを研究し、そして対応していただくこと

をお願いしまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

名寄市のごみ及びし尿処理のあり方について外

１件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い質問をさせてい

ただきたいと思います。

名寄市のごみ中間処理及びし尿処理は組合で行

っておりますが、市民生活の最も基礎的な事項の

一つでもあり、市民生活に直結をすることから、

名寄市としての考えをお伺いしたいというふうに

思います。

名寄地区のごみの中間処理は、平成１１年に施

行されたダイオキシン類対策特別措置法に伴い、

当時は１日の処理量に対する国からの通達により

焼却処理は選択できず、全国でもまれな炭化処理

方法を選択することになり、伴って複雑なごみ分

別となっております。転勤などにより名寄に来ら

れた方、または高齢者の生活などを考えるときに、

市民生活の中でごみの分別はわかりやすく、簡素

なものが望ましいのではないかと思いますが、考

え方をお伺いしたいと思います。

２点目、資源は大切に使わなければなりません

が、それに係る費用やどれだけ社会への有益な還

元となっているのかを検証することが必要ではな

いかと思いますが、考えをお伺いいたします。

３点目、老朽化が進む炭化センターのメンテナ

ンス上の課題と今後の対応についてお伺いをいた

したいと思います。

４点目、炭化処理を持つ他の自治体等の多くは、

次の中間処理の方法を決めていく中で焼却を選択

する場合が多いと聞いておりますが、その状況に

ついてお伺いをいたします。

また、今後名寄地区でも同様に焼却方法を選択

した場合に、あわせて木質バイオマスを混焼し、

発電を検討してはいかがかと思いますが、お考え

をお伺いいたしたいと思います。

５点目、名寄地区のし尿と汚泥を処理をする衛

生センター施設も老朽化が進んでいますが、今後

の対応について考えをお伺いいたします。

大項目の２点目、ＪＲ北海道の単独維持が困難

との発表があり、多くの道民は財政状況を考える

とよくここまで走らせてくれたという思いと経営

者としてなぜここまで適切な手を打たなかったの

かといういら立ちが入りまじる思いで受けとめて

いるのではないかと思います。これらの発表はあ

ったものの、存続に向けて自治体が連携して国や

道に対して強く要請活動を行う必要があると思い

ますが、今後の対応についてお伺いをいたしたい

と思います。

２点目、国鉄の分割民営化の際に同様に赤字が

見込まれたＪＲ九州は、さまざまな経営戦略から

上場することができました。ＪＲ北海道が一時的

な資金を国や道から得たとしても、さらに積極的

な収益事業を行わなければただの延命にすぎなく

なってしまうかもしれません。これまでの評価と

今後ＪＲ北海道はどのような立て直しを考えてお

られるのか、情報があればお知らせいただきたい

と思います。

３点目、鉄道事業の上下分離で成功した事例も

あるようですが、今回示された分離方式はどのよ

うに理解していいのかわかりません。この上下分

離案に対する評価についてお伺いをいたします。

４点目、ＪＲ北海道が長期的、安定的に運行が

行われるようにするためにはどのようなことが必

要だとお考えかお伺いしたいと思います。

５点目です。存続に向けて沿線の自治体と住民

が協力し、さらに自治体間の広域連携を行い、地

域ぐるみでＪＲの集客に対してどのような協力が
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できるかをともに考え、行動する必要があるので

はないかと思います。その際に新しい発想で物事

を捉える必要もあり、他の地域の事例などさまざ

まな情報を得ながら取り組んでいく必要があると

思いますが、考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 東議員からは、大項

目で２点にわたりまして質問をいただきました。

大項目１につきましては私から、大項目２につき

ましては総務部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いします。

それでは、大項目の１、名寄市のごみ及びし尿

処理について、初めに小項目の１、市民生活に望

ましいごみ分別のあり方になります。現在名寄市

の一般廃棄物の分別につきましては、炭化ごみ、

埋め立てごみ、粗大ごみ、有害ごみ、プラスチッ

ク容器包装類と缶、瓶の７種類に加えてペットボ

トルや紙類などのリサイクルの分別が７種類、合

わせて１４分類で、それぞれ収集をし、処理をし

ております。また、このほかにも古着、廃食用油、

小型家電を拠点回収しております。これらの取り

組みによりまして廃棄物処理における環境問題、

または３Ｒを基本に循環型社会の形成に向けた取

り組みを推進をし、ごみの減量化を図ってきてい

るところです。

転入や高齢者でもわかりやすい簡素なごみ分別

につきましては、現在の中間処理や最終処分場で

の一般廃棄物の処理体制の中では、１つには区分

の多いリサイクル品の分別を見直すことが考えら

れますが、現状では再資源化を推進するために収

集後に分別のための人件費や受け入れ施設整備等

のために相当の費用がかかることになっておりま

す。もう一つ、再資源化の分別品目を少なくして

埋め立てる方法も考えられますが、最終処分場に

負担がかかるということでは処分場の供用期間が

短くなることにもつながってしまいますし、さら

には廃棄物の再資源化の推進が後退をしてしまう

という課題にもつながります。このようなことか

ら、現状の処理方法、処理体制では区分の見直し

は困難であると考えておりますが、今後ごみの分

別区分を考える上で炭化センターの後継となる次

の中間処理施設についてどのような処理方法を選

択するかによって大きく変わってくることになり

ますが、効率的な収集、処理体制の構築に向けて

は広域による検討が必要と考えております。

次に、小項目の２、リサイクルと費用のバラン

スの考え方についてです。まず、リサイクルにか

かわる収集や処理についての人件費や管理経費、

委託料等につきましては、平成２７年度決算、塵

芥処理費で見ますと収集費用など案分計算の部分

もありますが、おおよそ ８６３万 ０００円程

度になります。一方、リサイクル品の売払収入で

すが、平成２７年度決算の概算で端数整理の関係

で合計が一致しませんが、アルミ缶が６０トンで

４６８万 ０００円、ペットボトル９４トンで２

１３万 ０００円、スチール缶４８トンで４７万

０００円、新聞、雑誌、段ボールなど紙類は３

０３トンで５５万 ０００円、そのほかに鉄くず、

発泡スチロール、古着、廃食用油、小型家電など

合わせて９１トンで１３万円、合計をすると５９

８トンで７９７万円の売払収入とそのほかの収入

として４８万円がありました。また、有料により

処理をしているリサイクル品は、プラスチック製

容器包装類や紙製容器包装類、瓶類等の処理量は

６９４トンとなっており、リサイクル品の総量は

２９２トンとなってございます。経費と収入を

比較をしますと、収集及び処理にかかわった経費

は ８６３万 ０００円で、リサイクル品に係る

収入が８４４万 ０００円、結果的には経費が

０１８万 ０００円上回っておりますけれども、

リサイクル品１トン当たりの経費にするとこれが

６万 ０６３円で、炭化処理の１トン当たりの経

費１０万 １８４円と比較をするとコストパフォ

ーマンスが悪い状況ではないと考えております。

また、リサイクルの推進は最終処分場の延命が
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図られる利点があります。具体的には、平成２７

年度の埋め立て処理されたごみの量は ５６８ト

ン、リサイクル品の量は ２９２トンで、埋め立

てごみの２３％相当になり、仮に有料で処理をし

ているリサイクル品６９４トンを埋め立てた場合、

１２％程度埋め立てごみが多くなり、最終処分場

が２年程度早く埋め立てが完了をすることにつな

がってしまいます。それに伴い新たな最終処分場

の整備が早まり、経費が別途かかることになりま

す。このようなことから、一般廃棄物適正処理に

当たりましては、収集や中間処理、最終処分、リ

サイクルをうまく組み合わせ、効率的な一般廃棄

物処理を検討する必要があると考えております。

次に、小項目の３、老朽化が進む炭化センター

の今後についてです。炭化センターは、平成１５

年４月に供用を開始されて、ことしで１３年目と

なります。当初の計画では、１５年間の使用を予

定しておりまして、経済的なことを考えますと炭

化炉等の機器の更新を行い、継続して使用してい

きたいところですが、当時の炭化処理施設整備を

行ったメーカーの撤退によりまして、主要部品な

どの調達が困難な状態となってきているところで

あります。炭化センターのメンテナンス上の課題

につきましては、炭化炉が１系統しかないことか

ら、炭化炉本体に致命的な故障が発生をした場合、

炭化炉本体の交換が必要となり、修繕には発注か

ら稼働までには数カ月が必要となります。その間

炭化ごみの処理ができなくなることから、数カ月

間分のごみを最終処分場等に仮置きを、または埋

め立て処分をする事態にもなることが想定をされ

ますので、今後におきましても細心の注意を払い

ながら運転をしていくのはもちろんですけれども、

次期処理施設の整備について検討する必要がある

と考えております。

次に、小項目の４、ごみ焼却と木質バイオマス

の混焼発電についてになります。炭化施設を持つ

他の自治体は、全国で４カ所が整備をされ、供用

開始後１１年から１７年で全て焼却施設に切りか

えられている状況です。ごみの中間処理とあわせ

てバイオマス発電をすることで、エネルギーの有

効利用と収益を生むということでありますが、家

庭から出るごみが燃料になるとすると、ごみの分

別も変わることにつながります。バイオマスの混

焼発電につきましては、原料の安定的な調達、供

給の部分で課題があると伺っておりますけれども、

最終処分場の延命やごみ収集体制の効率化にもつ

ながることから、今後の中間処理施設の整備につ

きましては焼却エネルギーの有効活用も念頭に入

れて調査を進めてまいります。

次に、小項目の５、衛生センターの老朽化と今

後の対応についてです。衛生センターは、ことし

で３７年が経過をし、平成２６年度に行った精密

機能検査の結果では一般的耐用年数を大きく超え

ている運転をしており、現行耐震基準以前の施設

であること、現施設の延命化は大きな改造が必要

となることから改修のメリットがないこと、また

近年し尿の搬入量と浄化槽汚泥量が逆転をし、当

施設の処理能力では対応が困難となっていること、

搬入量の激減により平成２４年より処理能力の２

０％を下回っており、負荷量が著しく低下をして

いる状況での運転に限界が来ていることが指摘を

されてございます。今後衛生センター施設や炭化

センター施設の次期施設整備を進めるに当たり、

名寄地区衛生施設事務組合構成市町村でどのよう

な処理方法、施設整備を進めていくのか、まずは

施設整備基礎調査業務について構成市町村の御理

解をいただいた中で、新年度予算の中に計上した

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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、ＪＲ北海道の路線存続への取り組みについて

申し上げます。

初めに、小項目の１、ＪＲ及び国や道に対する

要望についてでありますが、ＪＲ北海道は低金利

時代を迎え、当初の経営スキームが崩れ、さらに
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は利用者の減少に歯どめがかからず、経営環境が

悪化する中、石勝線の特急車両火災などに伴う国

土交通省からの業務改善命令への対応により、さ

らに厳しい経営環境となっております。この間国

や北海道の姿が見えない中、ＪＲ北海道と沿線自

治体での経営合理化に関する個別協議が行われて

きましたが、当市が会長を務めます宗谷本線活性

化推進協議会では、地域の暮らしや経済、物流に

欠かすことのできない鉄道存続に向けて本年初め

て国土交通省、北海道、北海道選出の国会議員へ

の要望活動を行い、地域の現状、鉄道の重要性を

訴えてまいりました。名寄市議会におかれまして

も、本年９月１日、ＪＲ北海道に公共交通機関と

しての使命を果たすことを求め、共に道北地域の

創生を目指す決議をいただき、沿線地域の議会が

まとまり、鉄路存続に向けての動きを加速してい

ただきました。

これらを受け、北海道では新たな動きとして本

道の鉄道網のあり方や鉄道交通網の形成に伴う課

題を検討する鉄道ネットワークワーキングチーム

が設置されるなどこの間の要望活動の成果があら

われてきたと考えておりますが、本年１１月１８

日に行われましたＪＲ北海道の記者発表以降の活

動が非常に重要と認識しておりますので、旭川市

を中心とした広域的な動きを活性化させながら、

今後も引き続き道北地域における公共交通機関と

しての鉄道の重要性を沿線自治体と連携し、訴え

てまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、ＪＲのこれまでの集客努力

と今後の対応について申し上げます。この間宗谷

北線運輸営業所を通じて要望会を行い、一定のサ

ービス改善が図られてきました。また、イベント

や企画などによる集客努力や割引切符の販売など

一定の努力はあったと考えておりますが、結果的

に利用増には結びついておらず、厳しい経営状況

にあるのが事実であり、また安全管理不十分であ

ったと思われます。残念ながら今のところＪＲ北

海道からは利用促進についての具体的な提案はご

ざいませんが、今後沿線自治体やＪＲ北海道とも

連携を図り、利用促進について議論しなければな

らないと考えております。

次に、小項目の３、上下分離方式に対する評価

について申し上げます。ＪＲ北海道は、単独では

維持することが困難な線区を発表し、鉄道を維持

する仕組みについて地域と相談したいとしており

ます。ＪＲ北海道は、上下分離方式による形態も

一つの手法であり、今後個別に説明させてほしい

となっておりますが、鉄路は線でつながり効果が

発揮されるものであり、個別で協議するものでは

ないと認識しておりますので、説明の受け皿とい

たしましては宗谷本線活性化推進協議会が中心に

なるものと考えております。

上下分離方式の評価についてでありますが、鉄

路存続のための方策として国鉄が分割民営化され

た当時から北海道の運営は多額の赤字が見込まれ

ており、経営安定のため基金が積まれましたが、

現在の低金利のあおりを受け、運用益の大幅な落

ち込みにより、経営が厳しい状況となっています

ことから、国としての責務やＪＲ北海道自身の一

層の経営努力が必要と考えております。北海道に

おきましても鉄道ネットワークワーキングチーム

を設置し、今年度内に鉄道ネットワークのビジョ

ンが示される予定となっていますことから、それ

らの動向を注意をし、沿線自治体のさらなる連携

強化に努めてまいります。

次に、小項目の４、ＪＲが存続するためにはど

のようなことが必要かについてでありますが、Ｊ

Ｒ北海道が長期的、安定的に運行が行われるため

には、改めて公共交通としての位置づけ、あり方

についてＪＲはもとより、国、道、自治体が一体

となって協議をし、それぞれが必要な役割を果た

さなければならないと考えております。現在旭川

市を中心に宗谷本線、石北本線、富良野線沿線自

治体が連携する新たな動きも出てきていますこと

から、総合的な交通網の整備を圏域全体や北海道

全体で研究していかなければならないと考えてお
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ります。

次に、小項目の５、存続に向け地域住民との協

働による自治体連携について申し上げます。この

地方におきましても人口減少が進むにつれ、ＪＲ

の利用者も減少しておりますので、利用者をふや

すためには外から人をいかに呼び込むかが重要に

なると考えております。地方創生に関するインバ

ウンドの誘致の動きが加速をする中、本年観光庁

から認定を受けた広域観光周遊ルートなど自治体

としてはインバウンド獲得のための環境整備に努

めてまいりましたので、移動手段として鉄道が選

ばれるようＪＲ北海道の努力に期待をしたいと考

えております。

また、地域住民との連携につきましては、本年

子育てサークルが主体となり、中川町まで列車で

お出かけをするイベントを行っていただきました。

当市といたしましても、ＪＲ北海道へイベントへ

の協賛をお願いをし、参加した子供たちへのグッ

ズなどの配付や駅長みずから見送りをしていただ

くなど連携を深めているところでありますので、

今後もこれら地域住民と連携をした活動も重要と

考えているところであります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、順次再質問をさせていただき

たいと思います。

まず、ごみ処理についてからお伺いをしたいな

というふうに思います。答弁でもやはり両施設の

老朽化ということを述べていただきまして、これ

から協議を始めていかなくてはいけないというふ

うな答弁をいただいたかなというふうにも思いま

すので、そこら辺について少し具体的に状況なり

今後の考え方についてお伺いをさせていただきた

いなというふうに思っております。現在組合の例

規集を見ますと、第３条では組合の共同する事務

の第２項でごみ処理施設の設置及び管理運営に関

することというふうにあって、括弧書きとして炭

化施設及び最終処分場に限るというふうに書いて

あります。例えば今後中間処理の検討するときに、

炭化処理施設以外の選択肢がやっぱりよその自治

体でもあるということというか、ほかの皆さんは

全部焼却処理だったよというふうなお答えもいた

だきましたので、こういうことになるとこの条文

が当たらなくなってくるのかなというふうにも思

ってしまいます。そういったことも含めて組合と、

あるいは構成自治体の役割分担とでも申しましょ

うか、名寄市はリーダーシップをその中でもとっ

ていかなくてはいけないかなというふうに思いま

すので、そこら辺の考え方についてお伺いをした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 東議員からは、衛生

施設事務組合の規約も含めて幅広く質問をいただ

きました。現在広域の衛生施設事務組合で運営を

している炭化センター、こちらの供用開始１３年

なのですけれども、実は新施設が供用、稼働開始

するまでには広域での一般廃棄物処理計画の策定

を初めとしまして、基本構想、生活環境影響調査

など順調にスケジュールをこなしていったとして

も７年から８年という相当な期間が必要になって

きます。炭化方式を現在採用しているごみの中間

処理につきましては、今後どのような方式を採用

するのか、順当にいけば焼却なのかなということ

なのですけれども、それ以外にもいろいろ方式が

あるということでは先ほども申し上げましたけれ

ども、処理方式をどのように選択したのかという

ことで調査を行いたいというふうに思っておりま

す。採用された方式によっては、ごみの分別方法

が変わることも考えられる。ごみの分別が変更さ

れるという部分では、住民に対する説明が必要に

なってまいります。当然丁寧な対応が必要になっ

てまいります。

また、分別方法の変更が平成３０年４月現在稼

働開始に向けて工事が進んでいる最終処分場の１

５年とされる稼働想定期間の延命につながるとす
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れば、これまた別な意味で大きな経済効果が生ま

れることにもつながります。このほかにも炭化セ

ンターの施設の周辺には、ペットボトルあるいは

プラスチック容器や缶、瓶などのリサイクル関連

の施設がございまして、この施設をどうするのか、

またきょういただいたごみの焼却と木質バイオマ

スの混焼発電、これらについても検討しないとな

らない。さらには、旧焼却施設の解体の部分、こ

ちらもございます。大橋の周辺の一体的な活用を

含めまして、しっかりとした構想、青写真が必要

でありますし、このことは稼働開始３７年を迎え

たし尿処理を行う衛生センターについても同様の

ことが言えます。どのように施設整備を進めてい

くのか、炭化方式の後継をどのようにするのか、

構成市町村の御理解をいただいた中で新年度予算

の中で施設整備基礎調査を行って、広域の構成市

町村の中で協議を進め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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 炭化センターの次の

施設を協議を開始して、それが稼働するまでには

おおむね７年から８年かかるというふうな答弁を

いただきまして、炭化センターをつくったときは

非常に短期間でえいやという感じでやったなとい

う意識があるものですから、これは私が思い描い

ていた年数の倍かなというふうに思っております。

これは、多分炭化センターのときはそれぐらいで

やってしまったなというふうな気がしております。

そのときは、法律の施行に伴う部分がありました

ので、どこかの部分を省略できたのかもしれませ

んけれども、早かったなというふうに思っており

まして、これには非常に期間がかかるなというふ

うな印象を正直言って持っております。機械の状

況とか考えていくと、余り悠長なことは言ってい

られない状況なのかなというふうに思っています。

答弁にもいただいたように、炉が１個しかないと

いうこと、それと壊れたときにメンテナンスをす

るメーカーがもういないということ、そういった

ことを考えるときに、では今まで職員が頑張って

自賄いでほぼ修理だとかをしていたけれども、そ

れを超えるような大きな破損等、故障が起きた場

合には本当に対応ができなくなってしまう。では、

仮置きを最終処分場に何年間すればいいのだとい

うことにもなりかねないと思うのです。せっかく

みんなで使う新しい処分場をつくったのに、これ

が１５年ではなくて、それがゆえに短くなってし

まうなんていうことは、これは本当はよくないこ

とですので、何とかここら辺の一つ一つの作業を

スピーディーに行っていただきたいなというふう

に思っております。

まず、第１段階として基礎調査を来年度で予算

づけをしていただくというふうなお答えをいただ

きましたけれども、そこら辺の内容についてもう

少し詳しくお伺いできますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 炭化センターばかり

ではないのですけれども、例えば衛生センターに

つきましては先ほど申し上げました、もう既に３

７年が経過をしていると。一方では、炭化センタ

ーは経過年数こそ十数年ということなのですが、

燃料費、電気代、ランニングコスト、これが機能

検査、これ組合で実施したのですが、その中では

数千万円の経済効果が見込まれるという御指摘も

いただいております。それ以外にも年数経過に伴

った修繕代の増加、これが顕著です。さらには、

先ほど申し上げました１系統のことによる運営と

いうことでは業者撤退によるサポート体制の脆弱

さ、リスクが存在をするということもございまし

て、さらには今御指摘いただきましたが、埋め立

てごみの品目、これを見直すことによって処分場

の延命につながる部分もあるのではないかと。さ

まざまなことが考えられますが、いずれにしても

経過年数と施設供用までの計画、設計、工事の期

間が相当かかるということでございます。処理方

法を来年度の調査の中で早急に決定をする必要が
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あります。この調査の中で、先ほど申し上げまし

た炭化センター周辺の施設、旧焼却施設の解体も

含めて周辺の一体的な活用とバイオマスの関係も

含めた中で構想、青写真を描いて、それを着実に

進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 本当に早急に、それ

ぞれの作業を一つ一つ着実に手戻りのないように

お願いを申し上げたいなというふうに思っており

ます。

私たちがかつて視察をしてまいりました糸魚川

では、名寄市より１年ぐらい前にこの施設が稼働

したのかなというふうに思っておりますけれども、

平成２３年９月に次の処理をどうしようかという

ことでもう次の検討委員会をつくっておりました。

おおむね１年間かけて結論を出して焼却という結

論を導いたわけですけれども、この中には学識経

験者であるとか、企業の代表であるとか、地域住

民から５人入っていて、かなりの地域住民が入っ

ていて、学識経験者は本当に専門家だなというふ

うな肩書の方が入っておりまして、そういった中

で協議を進めていって結論を導いています。こう

いった形がいいのか、あるいはこれは行政として

も結構会議体を開くのは手間がかかって大変だな

というのはありますけれども、もう一方ではコン

サルに委ねるという部分もあるかなというふうに

も思いますけれども、両方一長一短あると思うの

ですけれども、こういった手法をとると地域住民

が既に数名入っておりますので、結論が出た後の

住民説明というのが比較的やりやすいのかなとい

うこととその議論の中に職員がきっちり入ってい

るということがやはり住民説明の中でもどうして

こういう理由だったのかということがしっかり説

明できるのかなというふうにも思います。余り手

間がかからないのは委託してしまうのがいいかも

しれませんけれども、そこら辺の考え方について

あればお伺いできればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 方式が決まってから

の進め方ということで御提言をいただきました。

ただ、名寄市には既に廃棄物の減量を推進するた

めの廃棄物減量等推進審議会という組織がござい

ますので、こちらの組織との関係もあります。具

体的には、方式が決まって内容が固まった段階で

検討させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今申し上げました委

員会は、方式を決める委員会としてつくっていた

わけでして、そこら辺も今後内部の調整、あるい

は組合との協議にもなるかと思いますけれども、

そこら辺についてもその後がスムーズになるよう

な形をよく考えて進めていっていただきたいと思

います。私は、今の段階でどちらがいいとはわか

りませんけれども、そこら辺はやっぱりいろんな

ことにその後影響してくるかもしれませんので、

そこら辺としっかり見据えて、決定過程をつくっ

ていただければなというふうに思っております。

それでは、先ほどいろいろ答弁をしていただい

た中に分別のお話も相当数お話をしていただいて、

処理方式によって分別の方式が変わるという答弁

もいただきまして、私も全くそのとおりだなとい

うふうに思っております。これから機種選考だと

か、いろいろ考えたときに、では我々はどういう

形を望んでいるのか。例えば当初申し上げたよう

に分別が簡素でわかりやすい分別を望んでいるの

だとか、もう一つは処理に余りお金がかからない

方法がいいのだとか、あるいはこれをできればエ

ネルギーとして見ることができるのかだとか、そ

ういった大まかなコンセプトみたいなものがあっ

てもよいのかなと。そういった大きな方向性を示

した中で機種選定をいろんなところに、委員会に

お願いするなりコンサルにお願いするという、何

かそういうことはあってもいいのかなというふう

に思うのですけれども、そこら辺の見解について



－131－

平成２８年１２月１５日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 現在新年度の予算の

中で、基本的にはコンサルというか、そちらのほ

うにお願いしようかなということで考えておりま

して、その中で経済原理を優先する、先ほど申し

上げましたリサイクルの関係については費用対効

果がどうなのかという部分ですけれども、それは

再資源化という題目もありますので、そういうこ

とも含めて調査の中で処理方式を選択するという

ことでいただいた中で、その後進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、むしろ名寄市議

会もあるのですが、広域の議会の中でどのような

議論経過になるのかということでいろいろと考え

て進めていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 昨年衛生施設事務組合

の議会の中で炭化センター、衛生センターの機能

検査ということで資料出てきたと記憶しておりま

す。名寄市から見たごみの問題、それから衛生セ

ンターの問題ということで今整理している最中で

ありますので、施設建てかえますと相当の年数が

かかるということは私ども名寄市のほうで確認し

ているところであります。これ早目にしなければ

ならないということでありますので、そうします

と今後衛生施設事務組合の議会の中で十分御議論

いただくことにはなると思うのですが、最初の取

っかかり、調査設計、基本的なものを調査すると

いうのは、ここはやっぱり初めとしては組まなけ

ればならないのかなということで、名寄市として

は考えているところであります。

その中でどういうふうな手法をとるかについて

は、まだ未知数であります。ただ、恐らく大きな

事業費が出てくると思いますので、当然補助金で

すとか交付金のほうも考えなければならないなと

思っております。これは、どういった財源がある

のかによってはいろいろな手法もありますので、

これからの議論になりますけれども、その辺も少

し周辺の自治体様と議論しながら進めていきたい、

こんなふうに思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 副市長は副管理者と

いう立場でもあると、市長は管理者という立場で

もあると思いますので、そこら辺はまとめ役とい

うこともあるかもしれませんので、ぜひよろしく

お願いしたいというふうに思っております。

混焼発電についても若干質問させていただきま

した。こういった形ができれば、家庭から出され

るごみはごみではなくてエネルギー資源だという

ふうな見方もできるというのがちょっと大きなメ

リットなのかなというふうに私は思っているのと、

もう一つはバイオマスによる間伐材由来の木質バ

イオマスの電気の売電価格が３２円から４０円に

なりました。これは、小電力の場合なのですけれ

ども、名寄で想定するとそんなに大電力は発電で

きませんので、小電力の場合は買い取り価格４０

円というのはこれは非常に大きなメリットがある

かなと。これは、昨年度から国でそういうふうな

決め方をしてきておりますので、やはりこういっ

たことにも推進をしようとしているのかなという

ふうに思いますし、これはくべたものの熱量によ

って、熱量換算によって毎月売電価格を決めて支

払うという方式だそうでありますので、余り採算

が合わないのだったらちょっと考えなくてもいい

のかもしれませんけれども、一定程度採算が合う

のであれば理屈も合うのかなというふうにも思い

ますし、家庭から出されるごみの認識も変わって

くるのかなというふうにも思いますので、そこら

辺のところも今後木質バイオマスをどういうふう

な形で集めてくるのかということもあるかもしれ

ませんけれども、ぜひ協議をお願いしたいと思い

ますけれども、よろしくお願いして、次に行きた

いと思います。

衛生センターについても少しお伺いしたいと思

いますけれども、こちらについてもかなり老朽化
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が進んでいると思いますけれども、こちらのほう

のスケジュールについて若干お伺いしてもよろし

いでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 衛生センターのほう

の整備の関係なのですが、以前衛生施設事務組合

の議会の中では機能検査を受けまして、年数的に

も早急に後継の施設が必要ではないかということ

で、機能検査の報告という形で報告はさせていた

だいた経過がございます。ただ、その後既存の下

水処理施設を使う、ＭＩＣＳというのですけれど

も、そういう方式の検討ということもあります。

それ以外の方法も実はあるのですけれども、正式

にコンサルに調査を依頼したという経過はござい

ません。とりあえずＭＩＣＳが可能かどうかとい

う検討、内部的なものなのですけれども、担当の

ほうから含めて検討はさせていただいております。

あとは財源的な問題、あと地域的な問題もありま

して、ＭＩＣＳの方法も１つあるのかもしれない

けれども、それ以外の方法も考えられるという部

分では今後お金のことも含めて検討させていただ

いた中で決めていきたい。いずれにしても、時間

はそんなにないという認識は持っておりますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 衛生施設事務組合で

持つ２つの施設がともに老朽化をしたという、更

新時期に来てしまったというのは、これ大変なこ

とだろうなというふうに思いますけれども、やは

り両方とも市民生活の中の本当の基礎の基礎とい

いましょうか、そこを担う部分ですので、そこは

若干お金がかかるとは思いますけれども、積極的

に取り組んでいただくことを求めて、次に行きた

いというふうに思います。

ＪＲについてお伺いをいたしたいというふうに

思います。国や道に対する要望今までも積極的に

していただいておりますし、これからの考え方も

お知らせをいただいた中で、例えば名寄市ではバ

スを運行する際には赤字になるものですから、若

干の市としての助成をしてバスを走らせていると

いうことであります。諸外国の中でいいますと、

公共交通機関という位置づけの中から道路にもお

金をかけるけれども、鉄路に対してもお金をかけ

ていくというふうな考え方が一般的だというふう

なお話も伺いましたので、例えば要望の中にそう

いった運営に対する補助、これを単発ではなくて

できれば継続的にやっていただくような内容のこ

とを求めていってもいいのではないかというふう

に思いますけれども、考えをお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいまＪＲに関連

して、国への要望の一つの項目として継続的に支

援を求めるべきだろうという御意見をいただきま

した。私どもも同様の意見を持っておりまして、

鉄道についてはやっぱり交通インフラとして不可

欠なものだろうという認識をしております。公共

交通でありますし、交通インフラでありますので、

自治体だけが責任を負うのではなくて、やはり国

なり道なりの必要な役割のもとに必要な手当てを

するのが本来の姿であろうという考え方を持って

おりますので、それがどういう形で実現をするの

か、要望するのかについては関係する団体あるい

は自治体とも協議をしなければいけないと思って

いますが、言われるとおり一定程度の国の役割で

あったり、責務があってもいいだろうという考え

方をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よかったです。その

ような答弁をいただいて、よかったなというふう

に思っております。上下分離案というのは、出さ

れてちょっとびっくりしたわけでした、私は。こ

こを自治体に求めてくるというのは、どうしたこ

とかというふうに思いました。こういった交通イ

ンフラ、公共交通を維持をするというのは、やは

り一定程度国の責任かなというふうにも思います
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ので、そこら辺は今後とも強く求めていただきた

いなというふうに思います。

それから、もう一点、これからＪＲに対する要

望というのもやはり必要になってくるというふう

に思っております。先ほど集客、ＪＲが集客に対

する取り組みについてお伺いをしましたけれども、

宗谷北線等で若干サービスなどを協力をしながら

行ったけれども、そんなに売り上げが伸びなかっ

たというふうな答弁をいただいたかなというふう

に思いますけれども、ＪＲはここをしっかり道筋

をつけた考え方を持っていかなかったら、一定程

度のお金はつぎ込んだけれども、もとのもくあみ

ということになってはいけないと思いますので、

ここ会社ですので、企業努力というのがやはりど

うしても必要になってこようかなというふうに思

います。そこをなくしてお金を入れましょうとい

う話にはなかなか、例えば国にしても難しいのか

なというふうにも思いますので、そこら辺はしっ

かりとＪＲ北海道に対しても求めていかなくては

いけないのかなというふうに思います。余り余裕

のないときにそういうことを考えるというのは難

しいのかもしれませんけれども、お金もうけをも

うちょっとちゃんと考えてもらうということを求

めていくべきだと思います、自治体からも。それ

は、順序が逆だと思うのです。自治体に線路を何

とかしろと言う前に、会社なのですから自分たち

がもう少し収益を得ようという努力をしてくださ

いという要望をしてもいいのかなというふうに私

は思いますけれども、その点について考え方をお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この間もＪＲに対し

ても要望させていただいたわけでございます。け

さの新聞にもＪＲ北海道の役員が報酬を下げると

いうような、そんなような報道もありましたけれ

ども、それも一つの経営努力なのかなというふう

に思いますし、この間もＪＲはＪＲとしての経営

努力はしてきたのだろうというふうに思いますが、

国へ支援を求める、あるいは自治体に支援を求め

るということでありますので、ＪＲ自身もやはり

なお一層の、より一層の経営努力をしていただく

というのが前提になければ国のほうも動かないと

いうふうに思いますし、我々自治体としてもなか

なかそこの一致した方向には向きづらいのではな

いかなというふうに思っていますので、国には国

に対しての要望、道に対しては道の要望、ＪＲに

対してはＪＲの要望をそれぞれさせていただけれ

ばというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今お伺いしました国

がまずはしっかりした対応をしていただくという

ことが１つ、もう一つはＪＲ北海道もしっかりと

した将来展望に向けた経営方針を示していただく

というのが１つ、もう一つはやはり沿線自治体だ

とか沿線住民の協力ではないかなというふうに思

っております。それは、ここで示されているよう

な上下部分の、線路をどうするということではな

くて、収益事業であるとか、例えば人を呼び寄せ

てくるために自治体は何を協力をしていけばいい

のかということをやっぱり自治体はそれを求めら

れたときはしっかりと協力をしていくべきだろう

なというふうに思っております。国鉄が分割民営

をしたときにやはり同じようなスタンスにあった

のが北海道と九州、四国もそうなのかな、だろう

と思いますけれども、今はこれ全く逆の方向に行

っているなというふうに思っております。九州は、

本当に収益事業を目指してさまざまなことをやっ

て、経営努力をしてきております。どちらかとい

うと北海道のＪＲは、乗せてやるという、乗るの

だったら乗っていいよというふうなニュアンスと

言ったら失礼なのかもしれませんけれども、そこ

ら辺の努力というか、ノウハウが足りなかったの

かなというふうに思います。そこで、やはり将来

展望を見たときに地元の住民だけが乗るＪＲでは

多分これからも採算が合っていかないだろうなと

いうふうに思っております。先進事例として、や
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っぱり私たちはＪＲ九州などの日本のこと、北海

道と同じような状況にあったけれども、今は本当

にうまくいっているよと。こういうふうな手法が

あるよということを学んだらいいのではないのか

なというふうに思います。

そういった中で、先日名寄大学の道北の地域振

興を考える研究会というのがありまして、そこで

写真家なのですけれども、鉄道事情に詳しい工藤

さんという方が講演をされておりました。その後

市長が段取りしていただきました東京なよろ会の

前夜祭のような若者の集まりのところでまたばっ

たりとお会いをしまして、そういったところでも

いろいろお話を伺ったりとかしたのですけれども、

例えば我々も先進事例を学んで、地域住民として

どういうふうな形でＪＲを支援すればいいのか、

これは鉄路という意味ではなくて。ソフト面での

支援をどうすればいいのかということをまず学ぶ

のがいいのかなというふうに思いますので、例え

ば稚内でそういったＪＲ九州の役員の方だとか、

ななつ星をつくったデザイナーの方だとか、ある

いはそういう専門家の何人かの皆さんに稚内でフ

ォーラムをやっていただいて、我々はＪＲに乗っ

て稚内までの景色を眺めながら行って、お話を聞

いて学んでくると。例えばです。こういったこと

は、名寄の市長が先頭切ってやるというのはちょ

っと無理だと思いますので、そういったことを呼

びかけということはできないでしょうか。やはり

地域の自治体及び住民も少し動きを見せてはいか

がかなというふうに思うのですけれども、そこら

辺について考え方をお知らせいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言をいただき、

ありがとうございます。

宗谷本線活性化協議会の中でも、御承知のよう

に美深町さんなんかは今みずから職員を配置をし

て無人化を阻止しているとか、幌延町さんにおい

ては既にもう廃止するよと言われたところを運営

費を少しお支払いしてというようなことで、何と

か維持をしようということでもう既にそれぞれの

自治体で物すごく経営努力というか、支援に努力

をしているということなのです。このことは、一

回宗谷本線の中でもまとめて、今まで何をしてき

たかということを検証して、こういうことを我々

はやってきていますということはしっかりとデー

タ化して訴えていこうという話はしています。そ

のことに加えて何がこれからできるのかというこ

とは、これはぜひ前向きにいろんな議論をして、

今お話しいただいたことも含めて活発に、あるい

はまとめていきたいというふうにも思いますけれ

ども、しかしながらそうはいっても今なかなか前

向きな議論を受けとめてくれる環境にはないとい

うのも現実のところでありまして、長い目で見て

これ本当にこの鉄路どうなるのかということが先

見えないとそうした次の段階にも行けないのかな

というふうにも思っています。そんなことで、先

ほどからお話もしておりますけれども、北海道の

ほうで今ビジョンを示そうというお話なので、そ

この行方を見守りたいというふうにも思いますけ

れども、当然住民運動の中でそうした前向きな意

見に対してはいつでも提案できるような議論喚起

あるいは準備はしていかなければならないなとい

うふうに思いますし、またそれぞれもうみんな持

っていることいっぱいありますので、改めてそこ

は協議会の中でも一度意思統一をさせていただい

て、準備をしていきたいというふうに思います。

いずれにしても、国、道に対しても粘り強く、ま

ずはこの鉄路が大事なのだということを訴えてい

くということが今の段階では大事なのかなという

ふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。国の支援とＪＲ北海道の姿勢と、

それとやはり沿線住民が一体となって守っていく

のだという思いを一つにすることが大切かなとい

うふうに思いますので、これからの取り組みに期
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待をして、以上で終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

１５時４５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時２９分

再開 午後 ３時４５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

高齢者ドライバーの安全対策について外３件を、

高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 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、質問をし

てまいりたいというふうに思います。

まず、１番目、高齢者ドライバーの安全対策に

ついてを御質問いたします。全国では、認知症と

思われるドライバーによる高速道路の逆走やてん

かんの発作等で意識を失ったドライバーの運転す

る車が歩道に突っ込み、多くの歩行者が死傷する

事故が多発しております。公安では、認知機能検

査や高齢者講習などの対策は行われておりますが、

７５歳以上を対象としているため、これだけでは

認知症の症状を有するドライバーの交通事故は防

ぐことはできないのではないかと言われておりま

す。やはり年齢にもかかわらず、病気等により運

転に不安を感じる方々やその家族の方々から相談

を受理する等々、体制の充実をすることや運転免

許証を自主返納した場合の日常生活の交通手段、

足の確保やさまざまな対策が必要と考えておりま

す。名寄では、認知症やてんかん等の病気を有す

る事故はまだ起きておりませんが、病気等を有す

るドライバーの安全対策について理事者の御見解

をお願いいたします。

高齢者が当事者となる交通事故防止対策は、各

市町村でバスカード、タクシー券、シニア半額割

引、コミュニティバス一日乗車券に交通安全グッ

ズ、運転卒業証書、その他証明書のかわりにマイ

ナンバーを取得するための写真を市役所で無料で

撮影するなどサービスを提供し、当事者の自主返

納を行っております。当事者の安全と市民の皆様

の安全が確立されると思いますが、運転免許証の

自主返納への本市の対策についての理事者の御見

解をお願いいたします。

大きい項目２項め、いじめ防止の取り組みにつ

いてをお尋ねをいたします。文部科学省では、平

成２５年９月にいじめ防止対策推進法が施行され

ました。現在各自治体では、いじめ基本方針の策

定や組織の設置の対策を進めていただいているこ

とと思います。こうした法律の措置を着実に進め

ていくのはもちろんのこと、各学校においても日

ごろからの地道な未然防止の取り組みが重要と考

えております。

文部科学省から平成２６年１０月に発表された

全国の小中高校、特別支援学校における２０１３

年度の問題行動調査によると、いじめ認知件数が

約１８万 ８６０件でした。前年よりも１万 ０

００件減少したと言われておりましたが、本年の

１０月に文部科学省から発表された２０１５年の

認知したいじめは２２万 ５４０件、前年度比１

４％もふえ、過去最高となっており、全校種ま

で広がっているそうであります。名寄では、いじ

めは絶対にないと確信はいたしますのですが、毎

年のように不登校の生徒や適応指導教室に通う生

徒が数人出るたびに、いじめはどの子供にも起こ

り得る、どの子供も被害者や加害者になり得ると

いう事実を踏まえ、児童生徒をいじめに向かわせ

ないための未然防止に取り組む必要があると思わ

れます。名寄市もいじめ防止対策推進法に基づき、

名寄市学校いじめ防止基本方針を実施、進められ

ると思いますが、状況をお知らせいただきたいと

いうふうに思います。

いじめが発生する状況を起こさないようにする

ため、文部科学省はいじめ防止に効果のあったと

される事例を全国の学校から募集し、特に優秀な

事例を紹介されております。資料には、生徒の主

体の取り組み、子供サミット、特徴的なプログラ
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ム、校内体制の整備等々の３１校の取り組みを紹

介しております。名寄市内の各学校も未然防止の

基本になるのは児童生徒が周囲の友人や教職員と

信頼できる関係の中で安心、安全に学校生活を送

ることができ、規則正しい態度や授業や行事が自

主的に参加、行動できる学校づくりを行っていく

とありますが、日常的に児童の行動、様子を把握

したり、定期的なアンケート調査の取り組みや児

童生徒の欠席日数などの確認、改善を行うなど定

期的な検討をし、計画的にＰＤＣＡのサイクルに

基づき取り組みを継続しているというふうに思っ

ております。本市のいじめ防止の活動と体制につ

いての理事者の御見解をお願いいたします。

続いて、大きい項目の３つ目、平成２９年の予

算編成についてお尋ねをいたします。名寄市は、

人口減少や少子高齢化が進む中、名寄市における

財政の課題ではここ数年の大型普通建設事業の影

響から公債費の増加の傾向があり、また名寄市ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョンに基づく人口

の推移により人口の減少が想定され、公債費１人

当たりの自腹部分が増加する、また老朽化した施

設を建てかえることは財政上困難であり、公共施

設の統廃合、複合化、長寿命化などの検討をする、

基金の約８０％を将来の財政的リスクへの控えの

ために積んでおく等々の財政の問題があるという

ふうに言われております。その中で本年その要因

がありますが、経済元気化プロジェクト、安心子

育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトとの３点重点プロジェクトのほか、２２７事

業をスタートしますが、市民が安心して暮らせる

主要施策や概算要求からの算定される主要事業と

予算規模について理事者の御見解をお願いいたし

ます。

４点目、閉校に伴う学校用品のリサイクルにつ

いてをお尋ねをいたします。学校の廃校や移転に

伴い、廃棄予定の備品や教材等を必要とする方に

リサイクルすることで物を大切にする心を学び、

もったいないという感覚を再認識する、子供たち

に教えることができるとともに、ふるさとに埋も

れている資材を掘り起こすきっかけづくりにする

イベント開催、リサイクル市を開催しているとこ

ろがございます。本市は、リサイクルを積極的に

進め、当然のこととして不用品や壊れていない備

品等は他学校に利活用されているとは思いますが、

今後そのような機会があれば子供たちにも物を大

切に育むことになると思われますし、子供たちの

思い出の品、卒業の思い出の品、クラスの看板、

教室の看板や廃棄予定の備品など、広島県大竹市

や庄原市では廃校ノスタルジアの取り組みは当日

雑貨店のようにレイアウトされた約６５０点の学

用品を昔懐かしさも手伝い、１時間以上の入店待

ちも発生するなど予想以上の大盛況だったそうで

あります。また、市外からもお客さんが来て、販

売商品が少ないものを対象とした２回のオークシ

ョンも大いに盛り上がったそうであります。これ

から名寄市も新校舎の建設や統廃合、閉校に伴う

学用品のリサイクルについて理事者の御見解をお

願い申し上げ、この場での質問を終わらせていた

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） 高橋議員からは、大

項目で４点にわたりまして御質問をいただきまし

た。大項目１につきましては私から、大項目２及

び４につきましては教育部長から、大項目３につ

きましては総務部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いします。

まず、大項目の１、高齢ドライバーの安全対策

について申し上げます。小項目の１、認知症やて

んかん等の病気を有するドライバー対策について

ですが、道路交通法で定められている内容につき

まして説明を申し上げたいと思います。まず、高

齢者に多い認知症の対策としまして、自動車運転

免許証の更新期間が満了となった７０歳以上の高

齢者ドライバーにつきましては高齢者講習が義務

づけられております。この講習では、視力や反射

などの身体機能の低下や認知症により状況判断等
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が低下することにより交通行動に影響を与えるこ

とから、高齢者本人に自分の能力や技能水準を自

覚してもらうことを目的に行われておりまして、

７５歳以上の高齢運転者の方は３年ごとの免許更

新時に講習予備検査を受けることになっておりま

す。

この制度では、免許証有効期間の認知機能の現

状をタイムリーに把握する制度が存在をしなかっ

たことから、高齢者講習制度が改正をされ、平成

２９年３月１２日に施行となります。改正の主な

内容につきましては、一定の違反行為をした方は

臨時認知機能検査を受け、一定の基準に該当した

場合には臨時高齢者講習を受けることになります。

また、臨時認知機能検査で認知症のおそれがある

と判定をされた方は医師の診断を受けていただき、

認知症と診断をされた場合、運転免許証の取り消

しの対象となります。ほかには７０歳以上の高齢

運転者の更新時の講習内容が見直されております。

次に、統合失調症やてんかん等の一定の病気等

にかかっている運転者の対策につきましては、運

転免許証取得時や免許更新のために申請する人に

対して免許の拒否または保留の基準となる一定の

病気の症状等があるかを判断するために質問票の

提出が義務づけられており、病気の症状があるに

もかかわらず、虚偽の回答をして免許を取得また

は更新した者には罰則が科せられます。ほかには

一定の病気等にかかっている運転者を診断をした

医師は、その診断結果を公安委員会に任意で提出

をすることができる診断した医師による任意届け

出制度や交通事故を起こした運転者が一定の病気

等に該当すると疑われる場合は専門医の診断によ

る取り消し処分を待たずに３カ月を超えない範囲

で免許停止措置ができる免許の暫定的な停止制度

が定められております。

次に、小項目２の運転免許証自主返納への本市

の対策につきましては、当市独自の取り組みとし

まして運転免許証にかわる身分証明書として住民

基本台帳カードを無料で交付をしておりましたが、

本年よりマイナンバーカードが当面の間無料で交

付を受けることができることから、この制度につ

きましては廃止をしております。運転免許証自主

返納を促進するための返納者へのバスやタクシー

等の助成券交付等の取り組みでありますが、実態

として運転免許証を有していない高齢者も多くい

ることから、不均衡が生じるため、市独自で返納

促進の制度化は難しいと考えてございます。

今後の対応としましては、国は高齢運転者の事

故が全国的な課題となっている中で、特に本年１

０月以降８０歳以上の高齢運転者による交通死亡

事故が相次いで発生したことを受けて、１１月１

５日に高齢運転者による交通事故防止対策に関す

る関係閣僚会議が開催をされ、内閣総理大臣から

改正道路交通法の施行に万全を期すとともに、と

り得る対策を早急に講じるなど喫緊の課題に一丸

となって取り組むよう指示がありました。これを

受け、高齢運転者の交通事故防止について関係行

政機関におけるさらなる対策の検討を促進し、そ

の成果等に基づき早急に対策を講じるため、１１

月２４日高齢運転者交通事故防止対策ワーキング

チームを設置し、検討する旨の通知がありました。

市としましては、これらの検討を踏まえ、国がど

のような政策、対策を進めていくのか注視をして

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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、いじめ防止の取り組みについて、小項目

１のいじめ防止基本方針についてお答えいたしま

す。

ことしの８月に青森県において中学１年生がい

じめの疑いにより自殺するなど依然として児童生

徒が命を絶つ痛ましい事案が生じております。教

育委員会といたしましては、改めていじめを許さ

ない環境をつくることや学校が組織的にいじめの

問題に取り組むことの重要性を認識したところで

あります。御承知のように、国は平成２３年滋賀
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県大津市で中学２年生がいじめを苦に自殺をする

など全国でいじめをめぐる問題が深刻化したこと

を受け、平成２５年６月にいじめ防止対策推進法

を制定いたしました。いじめ防止対策推進法では、

地方公共団体は地域いじめ防止基本方針を定める

よう努めるものとすると示されております。

このことから、教育委員会ではいじめは人間と

して絶対に許されないという認識のもと、これま

での本市の小中学校におけるいじめの発生状況や

いじめの解決に向けた取り組み状況を鑑み、平成

２６年度に名寄市いじめ防止基本方針を策定いた

しました。名寄市いじめ防止基本方針については、

国のいじめ防止対策推進法や北海道のいじめ防止

等に関する条例の素案、原案の内容を参酌し、精

査しながら本市の実情を踏まえて作成いたしまし

た。例えばいじめに関する通報及び相談を受け付

けるための体制整備については、教育相談センタ

ーの相談電話ハートダイヤルの取り組みを推進す

ること、いじめ防止等に係る教職員の研修活動に

ついては名寄市立大学と連携して名寄カウンセリ

ング研究会を開催し、教員がカウンセリングの方

法等について学ぶ取り組みを推進することなどを

想定して策定いたしました。

また、名寄市いじめ防止基本方針に基づき、本

市におけるいじめの防止等に関する措置を実効的

に行うために、名寄市いじめ防止等対策組織及び

調査組織を教育委員会内に設置しております。同

対策組織は、本市教育委員会の特性を生かし、教

育部長、学校教育課長、指導主事２名、教育相談

センターの所長と教育推進アドバイザーの６名か

ら構成されており、必要に応じて第三者として名

寄市立大学の教員の協力をいただくなど、迅速か

つ正確な情報伝達及び適切な対応ができるよう機

動的な組織としております。

次に、小項目２のいじめ防止の活動と対策につ

いてでありますが、本市ではいじめの根絶に向け

て名寄市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの

未然防止、早期発見、早期解消、そのほかのいじ

めの防止等のための対策を推進しております。本

市の具体的な取り組みの１つ目といたしましては、

いじめの問題の早期発見、早期解消を図るため、

学校には北海道教育委員会のいじめ問題の実態把

握及びその対応状況等調査におけるいじめの把握

のためのアンケート調査を適切に実施するようお

願いしております。本年の６月の同調査では、今

もいじめられているとの回答が１０件ありました。

この１０件について当該学校の教員が内容を聞い

て事実確認し、校内で検討した結果、いずれもい

じめとして認知する内容ではないと判断されてお

ります。

また、学校では同アンケート調査においていじ

めはどんな理由があっても許されないと思うと答

える児童生徒の割合を１００％にする取り組みを

進めております。本年６月の同調査では、１年前

の同時期と比べ、全小学校の平均が９ ６％から

９７％、全中学校の平均が９１％から９ ３％に

なるなどいじめは許されないことであるという認

識が児童生徒の中に浸透してきておりますが、ま

だまだ十分な状況であるとは言えないことが課題

であります。

さらに、いじめられたときに誰にも相談できな

い児童生徒がいることが指摘されていることから、

学校においてはいじめられたとき誰にも相談しな

いと答える児童生徒の割合をゼロ％にする取り組

みも進めております。本年の６月の同調査では、

１年前の同時期と比べ全小学校の平均が ８％か

ら４％に、全中学校の平均が１ ９％から１ １

％になるなど、いじめられたとき誰にも相談しな

いと回答した児童生徒の割合は減少傾向にありま

すが、いじめられたときに１人で悩みを抱え込む

可能性がある児童生徒がいることも大きな課題で

あります。

次に、具体的な取り組みの２つ目といたしまし

ては、いじめをなくすためにはよりよい人間関係

づくりを基盤とした集団づくりが大切なことから、

児童生徒のいじめを許さない意識や態度を一層高
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めるため、平成２６年度より名寄市小中学校いじ

め防止サミットを実施し、各学校の児童会、生徒

会活動による自発的、自主的な取り組みの活性化

を行っております。同サミットにおいては、全児

童生徒を対象に名寄市小中学校いじめ防止宣言の

定着状況に係るアンケート調査結果について意見

交流を行ったり、各学校のいじめ防止に係る取り

組みをよりよくするための話し合いを行いました。

同サミットを通して、参加した児童会、生徒会の

代表者が名寄市の全小中学校からいじめを根絶す

るという目標を確認するとともに、いじめを生ま

ない学校を必ずつくるという決意を新たにするこ

とができました。このサミットを踏まえ、各学校

では児童会、生徒会活動において学校のいじめ防

止集会等で同サミットの取り組み等を発表したり、

自校のいじめアンケート結果を校内に掲示するな

ど、いじめを絶対に許さない学校、学級づくりの

取り組みを推進しております。

なお、社会総がかりでいじめを根絶する取り組

みを推進することは大切であることから、同サミ

ットの取り組み等を市内の関係機関等が共有する

ため、本市の保育所や幼稚園、認定こども園、高

等学校等に案内し、一部の関係機関に参観をいた

だいたところであります。

このほか教育相談センターにおいては、児童生

徒や保護者からいじめ等に係る相談に対して学校

や関係機関と連携を図りながら適切な支援を行っ

ております。さらに、ハートダイヤルを通して教

育専門相談員が児童生徒や保護者等からの悩みに

ついて個人情報の管理に十分配慮しながら、電話

や面談によるカウンセリングを行っております。

今後も教育委員会といたしましては、学校や関係

機関等との一層の連携を図りながら、いじめの根

絶に向けて名寄市いじめ防止基本方針に基づくさ

まざまな取り組みを確実に実行するとともに、不

断の点検、評価により改善を加えながらいじめの

未然防止、早期発見、早期解消に努めてまいりま

す。

次に、大項目４、閉校に伴う学校用品のリサイ

クルについてですが、本年度は豊西小学校と東風

連小学校が閉校となりました。この２校の学用品

や教材、備品については、まず優先的に統合先の

名寄南小学校、名寄西小学校、そして風連中央小

学校に配分しています。その後市内全小中学校や

児童センターに呼びかけ、それぞれ必要な学用品

を引き取っていただきました。電子黒板やパソコ

ンなどの情報機器、机や椅子などの備品もそのほ

とんどを各学校に配分させていただき、リサイク

ルに出せるような学用品や教材、備品は余り残っ

てはおりません。また、各学校や公共施設で破損

等により使えなくなったときのために事務机やロ

ッカーなどはある程度ストックしておきたいと考

えております。今後閉校学校の再利用や校舎の解

体など状況が変化し、場合においてはリサイクル

やオークションについても検討していきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

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） 私からは、大項目の

３、平成２９年度予算編成について申し上げます。

小項目の１、主要施策について及び小項目の２、

新年度の予算規模についてあわせて申し上げます。

まず、現在の進捗状況についてでありますが、各

部からの要求を１１月２５日に締め切り、１２月

１日から財政課長査定を開始しているところであ

ります。各部からは、継続事業の名寄市立大学保

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、道路改良事業、橋梁長寿命化事業、

老朽施設の改修などのハード整備事業のほか、第

２次総合計画の重点プロジェクトに掲げる事業を

初め、福祉、教育、防災など多くのソフト事業が

要求されてございます。とりわけ重点プロジェク

トに関する要求といたしましては、まず経済元気

化プロジェクトでは移住促進事業、住宅改修等推

進事業補助金や農業の担い手支援事業などの要求

がございました。また、安心子育てプロジェクト
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では、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、認定こ

ども園運営事業など、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトではピヤシリスキー場やピヤシリシャンツ

ェなどの施設改修のほか、地方創生推進交付金を

活用しながら、ジュニアアスリートや指導者の育

成、さらには合宿誘致事業などを展開する冬季ス

ポーツ拠点化事業などの要求があり、３つの重点

プロジェクトにおいてそれぞれ多岐にわたる予算

が要求をされております。今後これらの事業を精

査し、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。

お尋ねの想定される新年度の予算規模につきま

しては、昨日の答弁の中でも申し上げましたが、

現段階では当初予算ベースで２３０億円程度を想

定しているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。再質問、また要望をさせていただきます。

まず、交通安全対策についてですけれども、き

のうの同僚議員からも２８年、６５歳以上が ５

２４名、そして返納された方が３２、前年度は３

９名ということで、本当にうちの父も８０ぐらい

までは車に乗っていまして、ちょこちょこ、ちょ

こちょこぶつけるものですから、もういいのでは

ないかと。買い物も連れていくし、病院も乗せて

いくからという部分で言っていたのですけれども、

やはり名寄市内の地方というか、郊外の方々は病

院に行くにも買い物に行くにも市役所に行くにも、

先ほど市役所の２階でちょうど会ったら、市役所

遠いねというふうに言われましたけれども、それ

だけ長い距離をかけてこういう病院、買い物、市

役所に来られて、きのう三島部長が公共交通の重

要性、バス路線の維持というふうに言われました

けれども、これが一番重要かなというふうに私は

思いますし、現状ここまで詰めてしまったら何か

おかしいのですけれども、今のバス路線で十分対

応できているというふうに感じますか。東西線を

含めて。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私が答弁するのが適

当かどうか、ちょっと自信がないというか、実は

市内バスに乗ったことがないものですから、明ら

かな答弁はできませんが、先ほど高橋議員おっし

ゃられたとおり、支援策云々ではなくて高齢者の

ための足の確保ですか、こちらが大事だというこ

とで、きのうの答弁の中では市内の公共交通、こ

れ市街地を循環する徳田線とコミュニティバス、

それと郊外と市街地を結ぶ８系統の各路線バスが

運行をしておりますということでございますので、

私も一度使ってみたいなと考えておりますけれど

も、車だとドア・ツー・ドアというか、玄関から

玄関なのですけれども、それよりかははるかに不

便かと思いますが、ぜひ御利用いただければとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 一回やっぱり市の部

長の方々も乗っていただいたほうがこの東西線を

含め、便利さどうなのかなというのがわかるかな

というふうに、東西線を含め約 ０００万円ぐら

いの補助金を出しているというふうに思っていま

すけれども、そうしないとバスは走っていただけ

ないのです。だから、それを有効に市民の方々に

使っていただくためにもやっぱり路線の見直しだ

とか、停留所の距離を半分にするだとかという改

善をしていかなければ、これは国土交通省に申請

出さないと無理だというふうに言われるのは知っ

ています、私の思いを言っているだけで。半分に

するだとか、やはり前地図を買って円をつくりま

したけれども、２００メーターの距離以内に入っ

ていない地域がたくさんあるわけなのです。その

方々をどうするかだとかという、いろんなやっぱ

り施策が必要だというふうに思います。そういっ

た意味でぜひ部長の方々に乗っていただきたいな

というふうに思います。
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そして、平成２１年から２７年まで免許返納さ

れた方々に住基ネットをサービスしましたという

ふうに言いました。もうすばらしいことなので、

それをやめたというのがなぜかなというふうに私

は思いますけれども、やはり名寄市の市民の安全

のためだとか、高齢者の事故を起こさないための

対策というのは若干のお金はかかるのは当然であ

ります。先ほど不均衡というのでしたら不均衡か

もしれませんし、いろんな面で市民の方が不均衡

な生活をされて、我慢してやられている方がたく

さんいるのです。あの人は補助金受けているのに

この人は受けていないで生活しているだとか、い

ろんな不均衡はあるのです。それをやはりまず一

番最初に市民の目線に立った安全対策をどうして

いけばいいのかという部分というのは、先ほどあ

りましたけれども、１日のコミュニティーのバス

券だとか、交通安全のグッズだとか、ここはある

市です。コミュニティバスの一日券を渡している

のです。１回だけ。交通安全グッズです。大した

金額ではないと思います。運転卒業証書、こんな

もの、パソコンですぐつくれると思います。そし

て、証明書に使うマイナンバーの写真を撮ってあ

げるだけだと。あとは自分でマイナンバーを送っ

てくださいと。これぐらいは、私はできるかなと

いう部分があるのです。まずは、やっぱり本当に

市民の方々の交通対策はしっかりやっていかなけ

ればいけないと思います。そうしないと、車放せ

ない方がたくさんいます。病院行かなければなら

ないから絶対外せないと、嫁を連れていかなけれ

ばならないから絶対無理だという方もいますけれ

ども、やはりそうしていかない限り高齢者の事故

もなくならないと思いますし、それに伴う、ひょ

っとして犠牲になる方々もいる可能性も１００％

ないとは言えないものですから、その対策が少し

でも可能であればなという思いはあるのですけれ

ども、部長、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 交通安全を担当する

立場で言わせていただけるのであれば、運転に自

信がないとか、そういう状況であれば、そんなと

きは免許証をすぐに返納していただいて、車は運

転しないほうがいいと思っています。これは、誰

でもそうなのですけれども、事故を起こしたくて

起こしている人はいないのです。だけれども、報

道されているように事故が起こるととても悲惨な

結果を招くということになっておりますので、先

ほども公共交通乗ると言いました。バランス的に

お金をかけてタクシー券とか、道内でも何カ所か

そういう自治体あるようですけれども、なるたけ

お金を使わない範囲で何か誘導策みたいな促進策

というか、そういうものがないかどうか、ちょっ

と研究をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に部長言われたように、私もお金ではな

いと思います。後ろの交通安全グッズだとか、卒

業証書だとか、一枚のマイナンバーの写真を撮っ

てあげて証明書にしてくださいという部分も可能

ではないかなというふうに思いますし、まず対策

としては本当にその方々の足になる公共交通の整

備をしっかりしていただくことをお願いしておき

たいなというふうに思います。

次に、いじめの部分に入らせていただきます。

平成２５年９月にいじめ対策推進法ができまして、

名寄も２６年４月の名寄市学校いじめ防止基本方

針がつくられ、いじめの防止、早期の発見、いじ

めに対する起きないこと、そして早期解消のため

の等々、またいじめ防止サミットだとか、定期的

にいじめのアンケートの措置をとるというのがポ

イントだというふうに書かれております。

それと、アンケートの中で先ほど小川部長が言

われた誰にも相談できない子供が小学校では去年

８％だったのが４％に減った。４％に減ったっ

て今の小学校の人数からいえば三、四十人いる可

能性になるのですか。中学校に関しては１ ９％
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から１ １％に減っても相当の数の人数の方々が

いるという部分になると思いますので、その方々

は、よく先ほどいろんなところの中学校の方々が

自殺してどうのこうの、後から遺書を見たらやっ

ぱり親に恥ずかしくて相談できないのです。子供

にも、友達にも相談できない。親はもう本当に、

私は親に相談してほしいなと思うのだけれども、

自殺して亡くなる子供って家に帰っても元気いっ

ぱいで、親に相談できないのかなという、そこが

私自身すごく心が痛むような感じがします。なぜ

学校でいじめられた部分、親と食事しているとき

でも言えないのだろうという部分あるのですけれ

ども、教育委員会としてこの名寄の今４％、１

１％の方々の声を聞いてどういう状況か、また対

策どうされているのか、もしわかればお聞きをし

たいなというふうに思うのですけれども。

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、誰にも相談できない、特に家庭でも相談

できないという子供がいるということは、大変私

どもも重く重要な課題だというふうに受けており

ます。パーセントが低くてもいるということであ

りますから、そういった子供たちがニュースとか

で見るとやっぱり自分の悩みを抱えて自殺をして

しまう、そういった痛ましい事故につながってい

るということがありますので、そういった子供た

ちをどうするかというのは大変学校でも苦慮して

いる状況でありますけれども、子供たち、さっき

のいじめ防止サミットをやっていますけれども、

児童会だったり、生徒会、子供同士のかかわり、

いじめを起こさない、そういった認識をしっかり

持って、子供同士が子供の変化というか、ちょっ

と何かきょう元気がないとか、そういったものを

気づくことも大事だと思いますし、やっぱり先生

も担任だったり副担任だったり、学校に入ってい

る先生方、複数の先生方が子供の状況を見る。ふ

だんと違う、挨拶の声が低いとか、そういったち

ょっとしたふだんとの違いを見逃さないでやると

いうことが大事だと思います。

ただ、そうはいっても大きな学校ではいっぱい

の子供、生徒数を抱えていますので、一人一人を

観察するのは難しい状況がありますので、そうい

った見た場合、家庭との連携といいますか、家庭

でも取り組む７つのポイントも出しておりますけ

れども、そういったことを家庭でしっかり取り組

んでもらって、家庭でちょっと何かおかしいなと

思ったところは学校にすぐ連絡いただけるような

家庭との学校との連携、そういったことも含めて

必要だというふうに思っています。そういったこ

とは、トータル的にみんなが意識的に行うこと、

議員からもありましたようにいじめはいつどこで

起きるかわからない。今なくてもあした起きるか

もしれない。そんなような状況でありますし、何

げない一言がいじめにつながるということもあり

ますので、そういった面ではそういった危機感と

いうか、そういった気持ちをしっかりそれぞれが

持って日常生活を送っていくということが大切だ

というふうに思っていますので、そういったこと

につきましては毎月校長会、教頭会やっている中

では教育長のほうから常に学校に定期的にやっぱ

り教職員含めて話をするようにしていますので、

今後も十分気をつけながら対応していきたいとい

うふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

家庭と学校の先生との連携、またいじめの部分を

早期発見できる体制をつくっていただきたいなと

いうふうに思います。

それで、いじめ防止基本方針の策定について文

科省から通知があって、地方公共団体、また学校

が法の規定を踏まえた組織の設置と重大事態への

対応の必要な措置を行うということで、今ずっと

学校でいじめ防止基本方針に基づいて各学校つく

られているというふうに思うのですけれども、ち

ょっと名寄のいじめ防止基本方針の部分のインタ
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ーネットで開かせていただきました。そうしたら、

このように名寄中学校のいじめの防止基本方針も

ありましたし、西小もありました。南小もありま

した。風連中央小学校もありました、小学校では。

そして、中学校では名中と風連中だけがインター

ネットの部分で載っていたのですけれども、私の

勘違いですか。一応全校にはあるのでしょうけれ

ども、載せていないのか、そこら辺ちょっとわか

れば教えていただきたいというふうに思います。

済みません。智恵文もです。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ちょっと私も、済み

ません。全部の学校のホームページ確認できなか

ったので、申しわけないのですが、基本的には小

中学校全校で策定をしております。その部分は、

公開していない学校があったのかもしれませんけ

れども、それについては先ほど言いましたように

家庭や地域にも広く情報発信をしなければという

ことでありますので、ホームページもその一つの

手段でありますので、私も確認して載せていない

学校があれば早急に載せるような対応を含めて対

応したいと思いますので、御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 済みません。智恵文

も抜けていました。申しわけありません。

きっとできてはいると思うのですけれども、ま

だホームページに載せていないのかなという部分

だというふうに解釈いたします。

それで、昨年、２７年ですか、先ほど言わさせ

ていただいた過去最高のいじめの２０１５年、認

知をした２２万 ５４０件のいじめの過去最高の

ときに出た部分のいじめの部分というのは、まず

からかいや悪口が６ ５％、遊ぶふりをしてたた

く、蹴るが２ ６％、仲間外れ、集団による無視

が１ ６％、高校生はパソコンだとかスマートフ

ォンの誹謗中傷が１ ７％なのです。そして、朝

日新聞でスウェーデンと小中学校の比較をきっと

読んだ方もおられると思うのですけれども、日本

では仲間外れだとか無視、陰口といった暴力を伴

わないいじめの割合が高い。スウェーデンで約３

５０から５００人、日本で７００人を対象にいじ

めの被害の調査を行いました。仲間外れなどのい

じめが多いのは日本の特徴。韓国、オーストラリ

ア、カナダ、スウェーデンは、軽くぶつかる、た

たく、蹴るの暴力を伴ういじめの被害が多い。６

６％に対して日本は３ ８％。ところが、暴力

を伴わない仲間外れ、無視、陰口、これがスウェ

ーデンは２１％に対して日本は４４％、倍あると。

そして、研究所の方々は、スウェーデンでは仲間

外れなどを人権問題と捉える。法律で大人が巻き

込んでやめさせる取り組みを長年続けているので

すと、スウェーデンでは。でも一方、日本では、

校内暴力を経験した日本は暴力には厳しく大人は

言うけれども、仲間外れや陰口などは大人もして

いるから大丈夫と子供が感じているのではないか

と。原発事故で避難した子供を子供が賠償金をも

らっているのだろうといういじめをしているとい

う部分だそうです。だから、名寄もこういういじ

めはないというふうに私は思っております。先ほ

どのパーセントでいえば小中合わせて六、七十名

になるのですか、それぐらいの人数ですから学校

の職員または親の部分、ＰＴＡ含めればしっかり

と対応できる人数だと思いますので、しっかりい

じめ対策進めていただきたいなというふうに思い

ます。ぜひこの仲間外れ、無視、陰口、陰険な部

分はやっぱりなくす体制を学校、教育委員会とし

て取り組んでいただきたいことをお願いしたいと

思います。

最後に、平成２９年度の予算についてお伺いい

たします。先ほど臼田部長が重点プロジェクトの

部分で何点かほど言われました。概算要求で約２

３３億 ０００万円、１６億 ０００万円の差額

があって、予定では２３０億円になるという部分

であります。しっかりと市の財政状況だとか、合

併算定がえだとか、公債費の自腹増加分だとか、

そういうのを考慮して、また公共施設の老朽化も
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含めていろいろあると思いますけれども、この重

点プロジェクトの中、やっぱり先ほど臼田部長が

住民ニーズにのっとった施策を今回随分出されて

いるというふうに言われておりました。その中で

ソフト事業の部分で住民がこういうニーズが重要

なのですよね。また、今回安心子育てプロジェク

トの中でも新規事業があると思うのですけれども、

やはりお子さんを育てるお母さん方、お父さん方

がこの名寄で安心して子育てができるという状況

をつくっていかなければいけないので、この３重

点プロジェクトの安心子育てプロジェクトができ

て、いろんな施策があると思うのですけれども、

住民ニーズで一番これとこれとこれは住民の方々

からアンケート、また聞いて入れてほしいのだと

言われたというのをあれば教えていただきたいと

いうふうに思います。福祉関係が主だというふう

に感じてはいると思うのですけれども。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） では、ぜひこの３プ

ロジェクトをやることによって名寄が少しでも発

展することを願いたいというのと子供を育てる若

いお父さん、お母さんが本当に名寄に住んでよか

ったということをつくっていただきたいというこ

とをお願い申し上げ、以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正
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