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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年３月７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

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

田康子議員から欠席の届け出がありました。

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、

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市長２期目任期最終年に当たり、これまでの評

価と今後について外６件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会を代表してお伺いをさせて

いただきたいと思います。

名寄市総合計画第２次が来年度より実施される

に当たり、新年度予算でもそれらを踏まえた事業

が計画をされておりますけれども、特徴的な重点

政策についてまずお伺いをしたいというふうに思

います。

２点目、来年度は市長任期最終年に当たります。

これまでの３年間では、財政状況も改善し、あわ

せて着実に総合計画も実施できたのではないかと

思いますが、その評価と名寄市の将来に向けてど

のようなまちづくりが望ましいとお考えなのかお

伺いをしたいと思います。

３点目、総合計画よりも長いスパンで名寄市の

将来を展望するときに、名寄市公共施設等総合管

理計画の考え方は一つの指標となるのではないか

と思いますが、今後どのように運用されようとお

考えかお伺いをいたします。

４点目、非核平和都市を宣言する名寄市として、

執行方針で述べられる平和行政の推進の記述は適

切ではないかと思います。自衛隊が行う活動は海

外での平和維持活動であったり、強靱な防衛力は

抑止効果にもつながるもので、これはまさに平和

維持への取り組みであり、多くの名寄市民はそれ

らを支える活動をされており、行政としても側面

から支えるという状況を平和行政の推進の中で記

載されてもよいのではないかと思いますが、考え

をお伺いいたしたいと思います。

大項目の２点目、名寄市の特別参与として阿部

雅司氏を迎えてから、市民スポーツから競技スポ

ーツまで一気に機運が高まったのではないかと思

います。週末からはジュニアオリンピックが開催

されますが、冬季スポーツ振興を通じた名寄市の

活性化の今後の展開について考えをお伺いいたし

ます。

２点目、スポーツを初めとする合宿誘致では、

それらの成果に対する支援とともに合宿等の経済

効果もあわせて期待されますが、今後の取り組み

について考えをお伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市立大学の建設議論の際には、当

時教育長は天文台は教育研究施設で、観光の集客

は民間等の協力も仰ぎながら進めていくことが望

ましいと述べられておりました。天文台では、観

望会や講演会、コンサートを初め学術的な大会な

ども行っておりますが、名寄市の大きな特徴であ

るきたすばるを営業戦略等とも連携しながら交流

人口の拡大を図ってはいかがかと思いますが、考

え方をお伺いしたいと思います。

大項目の３点目、名寄市立総合病院は、市民の

病院であるとともに上川北部保健医療福祉圏の枠

を超える地域の高度医療を担う病院となりました。

北海道北部では、人口減少が避けられない中でも

高度医療を守っていかなければなりませんが、こ

の地域の医療の将来展望について考えをお伺いい

たします。

２点目、名寄市立総合病院には総合内科が設置
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されておりますが、その役割と体制、また他の診

療科とのかかわりについてお伺いをいたしたいと

思います。

３点目、名寄市東病院は、慢性期医療を担う名

寄市にはなくてはならない病院となりましたが、

建物の状況等を踏まえ、将来への考えをお伺いし

たいというふうに思います。

４点目、名寄市立総合病院の外来の混雑緩和に

は、病診連携の推進が望ましいと思います。この

３月末にも内科医院が閉じられると伺っており、

また名寄市内の開業医の年齢構成等を考えるとき

に新たな開業医の誘致も必要になるのではないか

と思いますが、考え方をお伺いしたいというふう

に思います。

大項目の４点目、介護職員の不足は全国的な課

題でもございます。一定の回復が見込まれるよう

でありますけれども、特別養護老人ホーム等の介

護施設職員の不足による施設が満度に稼働ができ

ないという状況もありました。資格者育成に支援

も行いますが、今後の人材育成と確保について考

え方をお伺いをいたしたいと思います。

２点目、多くの高齢者は、健康維持に関心があ

るものの、具体的な運動等の機会に接することが

少ないのではないかと思いますが、元気な高齢者

でいていただくための考えについてお伺いをした

いというふうに思います。

３点目、高齢者の体力維持とあわせて積極的に

社会に参画をしていただくことや文化的な活動な

どによる生きがいづくりは、豊かな人生を過ごす

とともに名寄市の活性化にもつながるのではない

かと思いますが、考えをお伺いをいたしたいと思

います。

大項目の５点目、ＥＮ―ＲＡＹホールができる

までは名寄市での舞台芸術は残念な状況でありま

したが、名寄市民の舞台芸術にかけるエネルギー

には正直感心をしております。市民が主体的に事

業に参画することがこのようなよい結果になった

のではないかと思いますが、今後さらなる発展へ

どのような考えなのかお伺いをしたいというふう

に思います。

２点目、中学校卒業人口減少もあり、名寄市内

の高校は定員を満たすことができでおりません。

名寄産業高校は、地域の産業に人材を供給する大

切な高校で、４学科ともに重要な役割を果たして

おります。資格取得支援等の対策も行いますが、

間口維持に向けて考え方をお伺いしたいというふ

うに思います。

３点目、北国博物館の特徴は、多彩な特別展示、

企画展示にあり、名寄の歴史や自然、文化を知る

ために貴重な情報を伝えてくれます。これらをも

っと多くの市民に触れていただきたいと思います

が、考え方をお伺いしたいというふうに思います。

大項目の６点目、美しい町並みは市民共通の財

産と言うことができるのではないでしょうか。都

市空間の景観や緑地計画、また郊外地域の建物や

構築物を考えるときに、自然との調和などを意識

することは大切ではないかと思いますが、ランド

スケープデザインについての考えをお伺いしたい

というふうに思います。

２点目、名寄市内にある住宅、建物が適切に管

理され、有効に使われることは、町並み形成や生

活環境にもよい影響を与えます。市内の一軒家の

情報は比較的少なく、転入される方へのニーズへ

の対応にも効果があると思いますが、空き家対策

と空家バンクの現状と課題、今後の取り組みにつ

いてお伺いしたいというふうに思います。

大項目の７点目、ＪＲ北海道の路線存続に向け

てワーキングチームが方向性を示されました。こ

の中で地域としても知恵やアイデアを出して実効

性ある方策を見出すことが必要とされ、みずから

も支える主体としての努力が期待されるとしてお

ります。その上で、持続可能な鉄道網は国の支援

を前提に事業者であるＪＲ北海道、そして沿線地

域のみならず、道民全員が連携、協力して取り組

む協働の力なしには実現しないと結んでおります。

旭川を含む地域自治体や商工会議所などとも連携
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しながら動きをつくっていくことが必要だと考え

ますが、見解をお伺いしたいというふうに思いま

す。

２点目です。北海道縦貫自動車道の士別剣淵―

名寄間の工事の進捗状況と風連乗降口設置の要望

が出されておりますが、それらの状況についてお

伺いいたしたいというふうに思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま東議員から大項

目７点にわたっての御質問をいただきました。教

育行政以外にかかわるところをまず私のほうから

答弁させていただきます。

大項目１、市長２期目の任期最終年に当たり、

これまでの評価と今後について、小項目１の第２

次名寄市総合計画最初の予算編成での重点政策に

ついて申し上げます。平成２９年度は、多くの市

民の皆様の意見を踏まえて策定をしました名寄市

総合計画第２次の将来像の実現に向けて健全な財

政を基調としながら、第２次総合計画の重点プロ

ジェクトや総合戦略を中心としたさまざまな施策

や事業の展開、さらには未来への投資を着実に実

施をしていくことなどの基本的な方針をもとに、

平成２８年度における国の補正予算なども活用し、

予算を編成をいたしました。

ハード事業では、北斗・新北斗公営住宅建設事

業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業、

名寄市立大学保健福祉学部再編事業など、またソ

フト事業ではとりわけ前期２年間における主要な

取り組みであります重点プロジェクトとして、経

済元気化プロジェクトでは移住促進事業、新規就

農者や農業後継者の円滑な就農を支援をする農業

担い手支援事業など、安心子育てプロジェクトに

おいては新規事業として不妊治療の一部を助成を

する特定不妊治療費助成事業を、冬季スポーツ拠

点化プロジェクトでは冬季スポーツによる地域活

性化を図る冬季スポーツ拠点化事業など各プロジ

ェクトを推進するさまざまな事業を予算計上させ

ていただきました。加えて重点プロジェクトのみ

ならず、要介護高齢者への紙おむつ用ごみ袋支給

事業や町内会と連携をし、より快適な除排雪体制

の構築を目指すレンタル＆ゴー事業など多くの市

民の要望やニーズ、御意見を具現化する新たな事

業についても予算を計上させていただいたところ

であります。いずれにいたしましても、平成２９

年度は第２次総合計画のスタートの年となります

ことから、計画の実現に向けてしっかりと着実な

一歩を踏み出してまいりたいと考えております。

小項目２の今後３年間の評価と今後の目指すべ

き名寄市について申し上げます。平成１８年３月

２７日に旧風連町と旧名寄市が合併し、平成２２

年７月２３日から私の市長としての任がスタート

いたしました。現在２期目を迎え、残すところ１

年となりましたが、市政を担わせていただくため

の公約は６つの柱から成っております。それぞれ

の公約から評価をさせていただきますと、まずオ

ール名寄で協働のまちづくりにつきましては、男

女共同参画社会の実現に向けた条例の制定を行い、

第２次名寄市総合計画の策定においては多くの市

民の協力のもと市民ニーズを反映し、作成をする

ことができました。また、各種行事には多くの市

民が集まり、市民の力により復活したお祭りがあ

るなどまさに市民力に支えていただきながら、名

寄市ならではのまちづくりの空気が醸成をされて

きているものと感じております。今後も私を初め

市役所も一丸となり、市民の皆様との協働のもと

に市政の運営の両輪となる名寄市議会の皆様とと

もに信頼される市政運営に努めてまいります。

高齢者、障害者が安心して住み続けることがで

きるまちづくりにつきましては、市立総合病院に

おいて地域救命救急センターを設置をし、安心し

て住み続けられる環境の充実を図り、障害福祉の

分野においては基幹相談支援センター事業を開所

し、多種多様な相談に対応できる体制を構築をい

たしました。高齢者については、地域包括支援セ

ンターが中心となり、見守りネットワークの充実
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や認知症サポーター養成講座の充実など見守りや

支え合いの地域づくりが進んできたものと考えて

おります。しかし、介護人材の不足によりまして

介護施設運営に支障を来していることから、人材

確保緊急対策等を実施をしておりますが、現在も

充足には至っていない状況でございまして、引き

続き人材確保に向けて最大限の努力をさせていた

だきます。

３つ目の子育てに優しいまちづくりにつきまし

ては、市民要望の多かった乳幼児等医療費助成の

拡大を図り、就学前の児童については医療費を無

料化するなど子育て環境の充実を図ってまいりま

した。また、子育て世代の念願でもございました

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業や子育て支援セ

ンターの専用施設を開設をし、喜ばれているとこ

ろでもあります。小学校につきましても老朽化し

た校舎施設の整備を順次進め、放課後児童クラブ

の充実にも努めてきたところでございます。

足腰の強い、活力にあふれたまちづくりにつき

ましては、農業後継者不足解消のために取り組ん

だ地域おこし協力隊事業、こちらは２名の隊員が

無事研修期間を終了し、平成２９年度からこの名

寄の地で新規就農をすることとなっており、新た

な若い力を呼び込むことができましたので、今後

も引き続き取り組んでまいります。また、薬用作

物の振興においては、カノコソウを中心に注目を

集めており、今後も当市の特色ある取り組みとし

て支援をしてまいります。地域経済の活性化につ

きましては、中小企業振興条例、観光振興計画の

見直しを行うことができました。さらに、活力あ

ふれるまちづくりを進めてまいります。合宿推進

事業においては、冬季スポーツの環境を強みに取

り組み、大会誘致も含めて実績を残すことができ

ました。今後も魅力ある地域として情報の発信に

努め、冬季スポーツの拠点化を目指してまいりま

す。

人が生き生きと活性化するまちづくりにおきま

しては、市民待望の市民ホールＥＮ―ＲＡＹが完

成をし、文化活動の拠点ができました。このこと

によりまして今まで以上に質の高い音楽、舞台芸

術など市民に提供ができるようになり、文化芸術

の一層の振興が図られたものと考えております。

また、サンピラーパークにおいてはひまわり畑が

全国ネットのテレビ放送で見てみたい景色の１位

に輝き、注目を集めたこともあり、入り込み客数

も大幅にふえることとなりました。今後も市民生

活の充実につながり、誇りを持てる郷土となるよ

うに明るく元気なまちづくりを進めてまいります。

最後に、自衛隊の体制維持強化と支援体制の堅

持については、本市の活性化には欠かせない存在

であり、陸上自衛隊名寄駐屯地の増強を求め、市

民団体とともに国への要望を行ってきておりまし

て、今までの活動の積み重ねにより国においても

名寄駐屯地の重要性を理解をしていただいており

ますので、引き続きつながりを大切に要望活動を

継続をしてまいります。

以上、公約に沿って申し上げましたが、平成２

９年度からは市民の皆様とつくり上げた第２次総

合計画がスタートをいたします。今後の目指すべ

き名寄市については、新たな総合計画の基本理念、

人づくり、暮らしづくり、元気づくりに基づく将

来像に向かって、これからも誰もが住み続けたい

と思える北の未来を開くまちを目指してまいりま

す。

続きまして、小項目３、名寄市公共施設等総合

管理計画の今後の運用についてであります。名寄

市公共施設等総合管理計画は、計画期間を平成４

７年度までの２０年間とし、公共施設の総延べ床

面積１３％の縮減を目標値に掲げ、中長期的な視

点から公共施設、インフラの方針、統廃合、長寿

命化など計画的かつ効率的に実施をするために策

定をいたしました。平成２９年度は、第２次名寄

市総合計画のスタートの年度ということで、その

将来像の実現に向けて確実な一歩を踏み出すとと

もに、未来へ向けた投資も必要と考えております。

一方、まちづくりにおいては、持続可能で健全
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な財政運営の堅持が必須であり、さきにお示しを

させていただきました名寄市における財政課題に

おいても今後の本市の財政運営を考えていく課題

の一つとして公共施設の老朽化対策を掲げており

まして、人口減少や高齢化が進展をしていく中で

公共施設のあり方や維持管理等は非常に重要な事

項として捉えなければなりません。そのためには、

本計画の着実な推進が必要でありますが、そのプ

ロセスとして現在国においては公共施設等総合管

理計画に基づきまして、個別施設ごとの具体的な

方針を定める個別施設計画を平成３２年度までに

策定をするように促してきております。個別施設

計画の具体的なガイドライン等については、これ

から考慮されるということでございますが、その

情報に注視をし、策定に向け準備を進める必要が

あると考えております。

続きまして、小項目４、自衛隊を中心とする平

和行政の推進についてでございます。当市におい

ては、平成１９年３月に制定をいたしました非核

平和都市宣言の趣旨にのっとり、これまで平和首

長会議や日本非核宣言自治体協議会への加盟を初

め、各種事業の実施や民間団体などが行う事業の

連携を図りながら、恒久平和を念願し、平和のと

うとさを市民と共有してまいりました。御質問の

ございました自衛隊への側面支援についてであり

ますが、本市には自衛隊名寄駐屯地がありまして、

海外での平和維持活動や災害時における国内での

被災地支援活動はもとより、当市におきましても

雪質日本一フェスティバルを初めといたしました

各種イベントや災害対策にも御協力をいただき、

地域の活性化、安全、安心なまちづくりのために

多大なる貢献をいただいているところであります。

名寄駐屯地の活動を市民と行政が一体となって支

援をしていくことが平和行政への推進につながる

というふうに考えておりまして、この間の活動と

いたしましては名寄駐屯地の活動を支援をする市

民が中心となって組織をしている後援会や協議会

と行政が中心となって組織をしている協力会など

官民が連携をして陸上自衛隊名寄駐屯地増強促進

期成会として名寄駐屯地の人員充実と再編強化な

どの要望活動を行ってきております。

また、平成２７年７月には各地で派遣をされる

自衛官が安心をして任務遂行ができるように名寄

駐屯地と当市の間で派遣隊員の留守家族支援に関

する協定書の締結を行ったほか、市有財産の使用

など地域と一体となって歩む体制を確立してきて

ございます。今後も各関係団体との連携を密にし、

各種事業の実施や名寄駐屯地への継続的な支援を

行うことを通じて平和行政の推進に取り組んでま

いります。

大項目２、観光、交流等に関する事業の進捗、

今後の展開について、小項目１、冬季スポーツを

生かした名寄市の活性化について申し上げます。

本市では、地方創生の取り組みの中で平成２６年

度から交流人口の拡大を目指す冬季スポーツを中

心とした合宿誘致の活動、ジュニアアスリートの

育成事業、全国規模の大会誘致活動など各種事業

に取り組んでいるところでございます。現在地方

創生推進交付金を活用して冬季スポーツのアスリ

ートが集まるまち、スポーツになれ親しんだ健康

な市民が暮らすまち、この２本の柱を軸とした冬

季スポーツ拠点化事業を推進をしているところで

あります。今後においてもジュニアアスリート、

指導者の育成やスポーツによる健康づくりに取り

組んでいくとともに、かつてスキー製作が盛んだ

ったころのようにスポーツ関連商品の開発等新た

なスポーツ産業の創設にもチャレンジをし、地域

の活性化を図ってまいります。

次に、（２）、合宿誘致など交流人口増の取り

組みについてでございますが、本市の合宿受け入

れ窓口となるなよろスポーツ合宿誘致推進協議会

が設立をされ、スポーツ合宿や大会誘致活動など

積極的に推進をしているところであります。本年

度は、阿部雅司氏を本市の特別参与に迎え入れた

ことで２０２２年、北京冬季オリンピックに向け

た強化合宿として中国の黒竜江省のジュニアノル
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ディックスキーチームの長期合宿を初め北海道が

主催をする北海道タレントアスリート発掘事業選

考合宿や全日本コンバインドスキーチームの夏季

合宿が開催、実施をされるなど大変多くのアスリ

ートが本市を訪れました。また、３月１０日から

開幕をする全日本ジュニアスキー選手権大会等複

数の全国規模の大会誘致にも成功し、交流人口の

拡大を果たしたところでございます。今後も引き

続きこれらのつながりを生かし、さらにはこれま

で培ってきた人脈も生かしながら、アスリートに

選ばれる合宿地を目指すとともに、交流人口拡大

による地域経済の波及効果が高まる取り組みを進

めてまいります。

小項目３、なよろ市立天文台きたすばるを生か

した交流人口拡大についてでございます。天文台

きたすばるでは、これまで観望会や講演会、星と

音楽の集いなどさまざまなイベントを実施をして

きておりまして、天文に関した利用だけではなく

て、市民のコミュニティー施設としての役割も果

たしてきております。また、天文に関する学術的

なイベントにおいては、全国各地から本市に訪れ

ていただいておりまして、これまでも交流人口の

拡大に大きく寄与していると認識をしております。

観光資源としての活用といたしましては、交流

自治体等の児童生徒の交流においてほとんどの事

業の中で天文台を利用していただいており、本市

のすばらしい魅力の一つとして記憶に刻み、将来

的にリピーターとして再度お越しをしていただけ

るよう取り組んでおります。そのほかとしまして、

あさひかわ観光誘致宣伝協議会事業を初めとする

道内外の旅行エージェントの対象としたさまざま

な旅行商品造成モニターツアーにおいて重要な観

光施設の一つとして紹介、ＰＲを行ってきており

まして、さらには本市の観光パンフレットはもと

よりさまざまな雑誌で本市を紹介する際にも天体

観測に適した環境とあわせて天文台を掲載するよ

うにしております。

昨年全国放送のテレビ番組で満天の星空とひま

わり畑が同時に見られる観光スポットということ

で本市が紹介をされまして、多くの観光客がひま

わり開花時の夜を目指して本市にお越しをいただ

きました。これらの実績に鑑み、星空、さらには

天文台と他の観光資源とのコラボ企画など旅行商

品として取り上げられるアイテムの開発などに取

り組み、本市の地域資源としての価値をさらに磨

き上げ、その魅力を発信をし、交流人口の拡大に

つなげてまいります。

大項目３、名寄市立総合病院を中心とする地域

医療について、小項目１、名寄市立総合病院を中

心とする地域医療のあり方についてでございます。

現在市立総合病院は、急性期医療を担う地方セン

ター病院として、上川北部医療圏はもとより３次

医療圏である宗谷管内の患者についても相当数の

診療を行ってございます。平成２７年度の患者の

地域別構成比は外来で約４０％、入院で約６０％

が名寄市外からの患者となっておりますが、その

うち宗谷管内在住の患者数は外来で延べ２万２６

４人、率にして ９％、入院で延べ１万 ５１２

人、率にして１８％を占めるところとなっており

ます。多くは入院加療を必要とする患者が当院で

治療を受け、退院後は地元の医療機関で経過観察

や投薬を受けながら定期的に当院で専門的な検査

を受ける形で当院が急性期の医療と専門性の高い

医療を提供しておりますけれども、居住地に専門

医が不在の地域も多いということから、継続的に

専門医による診療が必要な場合には当院で定期的

な外来受診を継続している患者さんも一定数おら

れます。

このように宗谷管内の患者を多く受け入れてい

ることの要因といたしましては、医師の地域的偏

在が大きく、とりわけ宗谷２次医療圏においては

平成２６年１２月末の時点で人口１０万人当たり

の医師数が９ ３人と全道で最も少ないというこ

と、中でも循環器、泌尿器などの専門医が不在で

あるということ、また町村においては病院や診療

所に医師が１名しか従事をしていないという場合

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号



－46－

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

も多く、急性期に適切な専門医療を受けることが

できない難しい状況にあるということが挙げられ

ます。当院では、このような状況を踏まえて上川

北部２次医療圏の市町村以外にも稚内市や枝幸町

を初めとした宗谷管内の市町村の病院、診療所に

対し、平成２７年度では延べ２３３日にわたり医

師の派遣を行い、当該地域の住民が居住地で一定

程度の専門的医療を受けられるように支援をして

いるとともに、ポラリスネットワークを活用し、

専門医が遠隔トリアージ診断を行い、各病院、診

療所の医師や患者の負担を軽減をするなどの取り

組みを行っております。このような医師の地域的

偏在については、北海道もいわゆる地域枠医師制

度を導入をしまして、一定期間医師の地域勤務を

コントロールをするなど偏在の解消に取り組んで

いるところではございますけれども、短期間で改

善が図られることは困難であるというふうに考え

ております。

平成２８年１２月に公表された北海道地域医療

構想では、宗谷２次医療圏のうちとりわけ南宗谷

地域については上川北部地域との連携体制の確立

及び情報の共有化が求められるとしておりまして、

当院の果たすべき役割は上川北部２次医療圏を超

えてますます重要となることが予想されます。今

後もこれまでと同様に医師、看護師を初めとした

医療スタッフの確保に継続的に取り組み、急性期

医療を提供する中核としての機能を維持しつつ、

ポラリスネットワークの拡大を進め、医療スタッ

フの派遣についても道と連携をしながら取り組ん

でいくことにより、道北における地域医療の維持、

発展に努めてまいります。

小項目２の総合内科の役割と他の診療科とのか

かわりについてであります。当院における総合内

科につきましては、現在午前中各科兼任の医師と

出張医が初診で軽度あるいは初期診断がついてい

ない患者が受診をする一般内科として診療を行う

とともに、午後は各専門内科が持ち回りで診療を

行ってまいりましたが、本年４月以降は常勤医師

を配置をし、診療を実施をすることとなりました。

総合内科の体制といたしましては、常勤医師２人

のほか、現在と同様に総合診療に携わる出張医の

応援も受けながら、現在の救急外来の受け付け窓

口及び診察室を活用して診療を行うということを

予定をしております。

総合内科の機能といたしましては、現在と同様

初診で軽度あるいは初期診断がついていない患者

が受診をされ、診断の結果各専門診療科での治療

が必要な場合にはそれぞれの診療科へつないでい

くという形を想定しております。また、午後から

専門外来が休診となっている診療科の受診が必要

な患者さんにつきましては、総合内科を受診をし

ていただいて、必要な場合には救急医や専門医と

連携をし、迅速に専門医療の提供が可能となる体

制を構築をしてまいります。

なお、一般的な肺炎などは他の病院からの紹介

患者の受け入れを含め急性期に係る治療を一貫し

て行うという場合もあることから、総合内科とし

ての入院の受け入れを行うことも想定をしており

ます。また、軽度の新患の診療あるいは初期診断

を目的とすることから、総合内科として予約診療

を実施をする予定はございませんので、継続的な

外来診療が必要な場合には他の診療科やかかりつ

けの病院に紹介をし、通院、加療をしていただく

ということになろうと思います。

総合内科の運営に当たりましては、継続的な医

療の提供の観点から他の診療科あるいは地域の他

の医療機関との連携が重要となります。今後地域

医療構想の中でも示されております地域連携クリ

ティカルパスや紹介、逆紹介の積極的な取り組み

を通じて他の診療科や医療機関と連携を密にし、

地域の皆様によりよい医療を提供をしてまいりま

す。

小項目３、名寄東病院の将来への展望について

申し上げます。名寄東病院は、平成１５年１２月

に旧国立療養所名寄病院から移譲を受け、名寄東

病院を開院をして既に１３年が経過をしたところ
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でございます。建物についてでありますが、外来

管理治療棟は、昭和５４年に建築をされ、昭和５

９年以降４回の増築工事が行われております。第

１病棟は、昭和５１年に建築をされ、昭和６２年

以降２回の増築工事が行われております。第２病

棟については、昭和４９年に建築をされ、昭和５

７年に増築工事が行われております。このうち第

１病棟と第２病棟については、国から移譲を受け

た際に内部改修を行っているところでありますけ

れども、移譲後につきましても高圧受電設備の更

新やエレベーターの交換、軽微な補修工事などを

実施をしておりまして、病院機能の維持に努めて

まいったところでございます。

また、建築後４０年以上が経過をしている建物

もあることから、屋根防水、各種配管設備、ボイ

ラー設備、外壁等の大規模改修について検討が必

要であり、事業費の積算等にも取り組んでいると

ころでございます。しかしながら、現在の市の財

政状況を踏まえますと、全ての施設設備について

一度に改修等を実施をすることは困難であると考

えております。また、改修に当たっては、東病院

が地域の医療機関として将来どのような役割を担

っていくかを踏まえた上で検討していくことが重

要であると考えております。新名寄市病院事業改

革プランの中でも東病院の機能のあり方について

は上川北部地域医療構想を踏まえながら検討を行

う必要性をお示しをしてまいったところでありま

すが、今後東病院の指定管理者であります上川北

部医師会とも十分協議の上、地域において各医療

機関が連携をして市民の皆様によりよい医療を提

供するための視点から検討するとともに、必要な

施設の改修をどのような形で取り組むべきかにつ

いても検討してまいりたいと考えております。

小項目４、名寄市内の開業医誘致の考え方につ

いて申し上げます。近年道内においては、医師不

足、医師の地域偏在が深刻な状況となっており、

診療科の縮小、病床の一部を休止せざるを得ない

地域もある中で、地域全体で切れ目なく必要な医

療が提供されることにより、住みなれた地域や自

宅での生活を支える地域完結型医療を構築をして

いくために、患者の家庭環境や考え方を理解し、

気軽に相談をできるかかりつけ医の必要性が高ま

ってきているところです。在宅での治療や在宅介

護サービスを受けている方も往診の対応を受ける

ことなどにより不安を取り除くことができ、開業

医の役割はますます拡大するものと考えておりま

す。さらには、地域における疾病や要介護状態に

ある高齢者数が今後大きく増加をしていくことが

見込まれる状況において、地域包括ケアシステム

を日常生活圏域の中で構築をしていくためには、

かかりつけ医や地元医師会との協働により体制を

整えていく必要があります。

このような中で、市内においても開業医の廃業

により他の開業医や市立総合病院へ患者が集中を

し、医師への負担が増大している状況にあり、地

域医療を担う医師の確保や開業医の誘致が喫緊の

課題となっております。名寄市といたしましても、

この間不足する開業医の確保に向けて先進的に取

り組んでいる道内他市の開業医師誘致制度を参考

に調査を実施をしておりますが、近隣の状況では

稚内市が平成１８年４月から、士別市においては

平成２３年４月から事業を開始をしておりまして、

両市では国による新規医師臨床研修制度が導入さ

れたことによる医師不足、あるいは開業医の後継

者不足により市立病院へ患者が集中したことによ

りまして、２次医療業務に支障を来す等の理由か

ら制度の創設に至ったものであります。この間本

市においては、上川北部医師会等との意見交換に

おいては開業医の減少により学校医、公的機関の

委員、休日当番医などの業務が増加をし、通常診

療にも影響を与えている。また、将来的な後継者

対策の検討といった意見が出されております。誘

致するに当たりましては、開設費用助成の制度化

が必要となってきますが、地元の医療機関の御協

力をいただきながら、今後も関係機関と協議を行

い、地域医療の維持、充実に向けて検討を進めて
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まいります。

大項目４、保健と高齢者福祉につきまして、小

項目１、介護施設職員の育成と確保について申し

上げます。介護職員の人材確保につきましては、

本市の喫緊の課題として対策を講じてきたところ

でありまして、介護人材確保緊急対策事業として

介護職員初任者研修受講費用助成及び介護資格保

持者への就職支度金の助成について取り組みを進

めてまいりました。介護職員初任者研修につきま

しては、３月４日から上川北部地域人材開発セン

ターで開催をされておりまして、１６名の受講が

決定をしております。その中で本市の介護人材確

保緊急対策事業の対象となり、受講費用の助成に

ついての申請を行った方が７名となっております。

この７名の方々につきましては、既に介護保険事

業所での介護職員として内定を受けている、もし

くは雇用されている方となりますので、介護人材

の確保ができたものと考えております。また、受

講費用助成に該当しない方でも今回の初任者研修

の受講後に市内の介護保険事業所に介護職員とし

て就職されることになれば資格保持者として就職

支度金の助成の対象になるということになります

ので、今後についても介護職員確保、育成の取り

組みを進めてまいります。

また、平成２９年度からは介護人材確保緊急対

策事業において新たに介護保険事業所を対象とし

た職員の定着に向けた講演会を開催するとともに、

介護版ジョブカフェを開催し、市内外の学生に名

寄を知ってもらい、アピールをする機会を設けて、

名寄市内で介護職員として働くことを考えていた

だく、そんな仕組みをつくってまいります。

また、名寄市が指定管理により名寄市社会福祉

事業団に運営を委託をしている名寄市特別養護老

人ホーム清峰園及びしらかばハイツにつきまして

は、両所において入所定員に対して入所者が定員

を満たしていない状況が続いておりまして、依然

としてあきが生じている状況であります。特別養

護老人ホームの入所定員を充足させられない理由

でありますけれども、清峰園、しらかばハイツと

もに介護職員の定数に対して在職をしている介護

職員の数が不足をしているという状況が続いてお

りまして、現在両施設合わせまして介護職員は計

１８名足りない状況であります。事業団ではこれ

まで介護職員の募集を行ってまいりましたが、新

年度４月からの新規採用の職員は８名を予定をし

ておりまして、介護スタッフ不足の解消に努めて

いるところで、引き続き各学校及びハローワーク

等関係機関と連携をするとともに、事業団のホー

ムページ等を通じ広く情報提供を行っていくなど、

介護の仕事に意欲のある方を広く募り、介護人材

の確保により一層努めてまいります。今後も市内

介護保険事業所との連携を密にしながら、介護人

材の確保についての取り組みを進めてまいります。

小項目２の元気な高齢者であり続けるために、

申し上げます。急速な高齢化や生活習慣の変化に

伴い、生活習慣病は年々増加をし、脳血管疾患や

認知症などから介護を必要とする人もふえ続けて

おりまして、医療費抑制や介護予防の観点からも

高齢者になっても介護を必要としない健康寿命を

延ばすことを目的とした健康づくり対策が重要な

課題となってきております。本市における健康づ

くり事業につきましては、名寄市健康増進計画健

康なよろ２１第２次を策定をし、市民一人一人が

自分の健康は自分で守ることを基本に生活習慣病

の発症予防と重症化予防に重点を置き、生涯を通

じた健康づくりができるよう事業の推進を図るこ

ととしております。特定健診やがん検診を中心に

各地域の中における健康教室、健康相談、年々参

加者が増加しております冬の健康づくりに向けた

保健推進委員による健康体操教室の実施などさま

ざまな機会を利用し、地域、団体と連携を図りな

がら生活習慣病予防に重点を置いた事業の展開を

進めてきております。

また、平成２７年度から開始しておりますなよ

ろ健康マイレージでは、高齢者の方も参加がしや

すいように達成基準の一つである個人の健康目標
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を運動に限らず、朝昼晩３食食べるとか、標準体

重の維持など日常的に実施可能なものとし、健康

づくりに取り組む動機づけや取り組みの継続、定

着化を図るものでございます。さらに、地域支援

事業における介護予防事業においては、高齢者が

介護状態になることを予防するため、認知症予防

や転倒予防、運動機能向上、口腔機能向上に関す

る講話や体操など各町内会や老人クラブなどで介

護予防教室として実施をしてまいりました。

今後は、介護予防・日常生活支援総合事業とし

て高齢者相互で介護予防に取り組める仕組みづく

りを推進していく計画をしております。平成２９

年度からは、町内会や高齢者向けサロン等の集ま

りで介護予防に取り組めるようテレビなどのモニ

ターに接続をして動画を見ながら、また音楽に合

わせて簡単に運動器、口腔機能、認知機能、生活

習慣に関するプログラムを行うことができる生活

総合改善機器を導入をし、介護予防に取り組むボ

ランティアや町内会等に貸し出しを行うなど活用

していただくために、広く周知を図ってまいりま

す。

小項目３、高齢者の社会参画による生きがいづ

くりについてでございます。名寄市第６期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画におきまし

ては、高齢者の健康づくりの一環として健康づく

り対策教室、生きがいと社会参加の促進を目的と

した生きがい講座、高齢者が就労を通じて地域活

動に積極的に参加をすることを目的とした高齢者

事業センター、高齢者事業団、地域の高齢者の身

近な活動団体としての老人クラブ、社会教育活動

としての生涯学習を高齢者の生きがい対策の主な

ものとして登載をし、実践してきております。ま

た、本年４月開始の介護予防・日常生活支援総合

事業におきましても総合事業の概念の一つとして、

厚生労働省では高齢者の地域の社会的な活動への

参加は活動を行う高齢者自身の生きがいや介護予

防にもなるため、積極的な取り組みを推進をする

としております。本市におきましても平成２９年

度から地域介護予防活動支援事業を実施をし、住

民主体による通いの場の継続、拡大に向けた費用

の助成を開始をすることとしており、高齢者の方

々も通いの場の担い手になり得るような制度設計

を含め、社会参画、生きがいづくりに向けた取り

組みを進めてまいります。

大項目６、町並みと空き家について、小項目１、

町並みのランドスケープデザインについてでござ

います。ランドスケープとは、都市計画や地理学

などで使われる用語で、私たちの暮らす環境の中

にある自然や建築物、街路、公園、広場などの諸

要素がつくる町並みの調和を設計をしていくとい

うことでございます。名寄市においては、将来の

都市のあるべき姿を示す都市計画マスタープラン

の基本理念として、緑豊かな景観を持つ優しく安

心で住みよい市街地形成を図ることとしており、

地域別構想では憩いと潤いのある町並み形成など

を目標としております。また、公共施設の整備の

際には、デザインや配色について町並みや住環境

に配慮をして整備をしております。しかし、近年

は持続可能な社会の構築に向けて環境に配慮をし

た建築や都市の設計がより求められておりまして、

先進的に取り組んでいる自治体もございます。今

後の市内の公共施設の整備に当たっては、個別の

建築物だけではなく、自然との調和のとれた快適

な都市環境を意識をして進めてまいります。

小項目２の空き家対策と空家バンクについて申

し上げます。空き家対策につきましては、昨年８

月に名寄市空家等対策計画を策定をし、取り組み

を進めております。管理不全の空き家は、昨年９

月時点で８７軒ございました。その後３軒が除去

され、１軒は管理業者に依頼、新たに確認した空

き家が２軒ありまして、現在把握をしている軒数

は８５軒となっております。

管理不全空き家の発生抑制には、所有者や管理

責任のある方が定期的な点検と維持管理を継続し

て取り組んでいただくことが重要ございます。ま

た、将来的に居住の見込みがなく放置をされた空
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き家は、周辺環境への悪影響などマイナス面がク

ローズアップをされますが、適切に管理をされ、

活用可能な空き家は貴重な住宅資源であり、利活

用の促進を図る目的で名寄市空家バンクを昨年９

月に開設をいたしました。この制度は、空き家や

空き地の売買の仲介業者として市内の宅地建物取

引業者の方に御協力をいただき、売却や賃貸を考

えている所有者が仲介業者を通し市の空家バンク

に登録をし、市はホームページ等で公開をするも

のでありまして、残念ながら現在登録物件はござ

いませんが、発生抑制に加えて市内への移住や定

住に興味がある方などへの情報提供に有用である

と考えておりまして、今後におきましても周知拡

大に向けて取り組んでまいります。

大項目７、国及び北海道への要望と取り組みに

ついて、小項目１、ＪＲ北海道の路線存続に向け

た今後の展開についてでございます。本年２月に

北海道の鉄道ネットワークワーキングチームが将

来を見据えた北海道の鉄道網のあり方について知

事へ報告をいたしました。当市におけるこの間の

活動につきましてはこれまで報告をさせてきてい

ただいておりますが、ワーキングチームの報告内

容では、宗谷本線は国境周辺地域や北方領土隣接

地域の路線として区分をされて、産業の振興や生

活条件の改善を通じて定住の確保等を図ることが

不可欠であり、今後のロシア極東地域と本道との

さらなる交流拡大の可能性を踏まえて、引き続き

鉄路の維持を図る必要があるというふうにされて

おりまして、昨年行った宗谷本線活性化推進協議

会で国、道への要望活動が成果につながったもの

と考えております。

議員御指摘のとおり、路線の存続につきまして

は国に対して支援を望むだけではなくて、沿線地

域として必要な生活インフラとしての機運を高め

ていくことや宗谷本線沿線の自然環境を生かした

観光周遊ルートの活用によるインバウンドの獲得

など利用促進に向けて広域で取り組まなければな

らないと考えております。また、今月に入りまし

て知事、ＪＲ北海道、北海道市長会の会長、北海

道町村会の会長によります協議が行われておりま

して、北海道が地域の協議に積極的に関与をして

いくという姿勢が示されましたので、持続可能な

交通体系のビジョンを初め北海道の鉄道網のあり

方について考えをお示しいただくなど連携して国

への要望につなげていかなければならないと考え

ております。今後沿線自治体や経済団体などで構

成をする宗谷本線活性化推進協議会において具体

的な取り組みの検討を行い、ＪＲ北海道とともに

路線存続に向けて努力をしてまいります。

小項目２、北海道縦貫自動車道の現状と今後に

ついて申し上げます。士別剣淵から多寄間につき

ましては、当初計画からの若干のおくれはあるも

のの、おおむね順調に推移をしていると聞いてお

ります。名寄区間につきましては、昨年１１月に

地権者に対し用地説明会が開催をされ、現在個別

の相談が進められているところでございます。風

連乗降口の設置につきましては、開発局と引き続

き検討していくことになります。よろしくお願い

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） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目５の

教育行政について申し上げます。

初めに、小項目１のＥＮ―ＲＡＹホールを中心

とする文化振興についてでございます。平成２７

年５月の開館以来、初年度は３万 ０００人、今

年度は１月末現在で２万 ０００人を超える方に

御来場をいただくなど多くの市民に御活用いただ

いているところでございます。議員からお話があ

りましたとおり、市の文化振興事業につきまして

初年度は全２５事業のうちに実行委員会等との共

催事業については５事業となっており、ほとんど

の事業は市の主催で行っておりましたけれども、

本年度は全２３事業中１１事業が共催事業となっ

ておりまして、約半数の事業で市民等との協働に

よる事業を構築することができました。その結果、
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市の文化振興事業による来場者数も昨年度の ８

８８人に対して今年度は１月末現在で既に ７２

９人となっており、初年度の実績を上回っており

ます。市としましても名寄市文化芸術振興助成金

等の財源も含め、事業実施方法についての相談対

応など市民みずからが実行委員会を立ち上げて事

業を実施できるようサポートに努めてきており、

少しずつ市民が主体となる文化芸術の振興への効

果があらわれてきているものと考えております。

今後におきましても教育委員会として事業実施の

スキル向上や市民等との連携に努めるとともに、

市民がみずから事業を構築できるよう招聘を希望

するアーティストに関する情報提供から当日の運

営まで企画、準備、運営にわたる相談対応など細

やかなサポートを行い、市民と行政の協働による

文化芸術の振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

続いて、小項目２の名寄産業高校の間口維持に

ついてであります。道内の公立高等学校配置の現

状と課題として、中卒者数の大幅な減少や生徒の

進路希望等の多様化などが上げられ、その対応と

して多様な個性や学習ニーズに応じた教育環境の

整備、学校を取り巻く環境の変化に即した学校、

学科の設置が必要とされております。和寒町以北

の上川北学区においては、平成２９年の中卒者数

は５５２名で、前年比５２名の増となっておりま

すが、５年前の平成２４年に比べて６１名の減、

今後５年間で８６名が減少すると想定されており

ます。現在全日制の上川北学区全体の定員が６４

０名ですので、既に２間口程度の調整が必要にな

っているという状況でございます。このようなこ

とから、上川北学区の高校配置計画によると平成

３２年から３５年までの見通しで欠員が４０人以

上生じている学校について、学科の見直しや定員

調整などについて検討が必要、特に中卒者数や欠

員の状況、学校、学科の配置状況などを考慮し、

名寄市内での早急な定員調整の検討が必要である

としております。

御質問にあります名寄産業高等学校につきまし

ては、名寄女子職業高校から９０年の伝統を継承

する生活文化科、酪農科学科は名寄農業高校から

７０年、工業科は名寄工業高校から５０年とその

時代、時代の要請に呼応するように学校を取り巻

く環境の変化に即した学校、学科の変更を行いな

がら地域の発展に貢献できる人材の育成を目指し

た学校運営が進められてきております。また、名

寄高校につきましては道北随一の学校として、さ

らには知、徳、体のバランスのとれた生徒の育成

を目指し、魅力ある学校づくりが進められている

ところでございます。このようなことから、両校

からは本市はもとより道内外に優秀な人材が輩出

されてきております。しかしながら、先ほど申し

上げましたように高校配置計画の中では具体的な

方向性が示されていることから、今後は名寄市内

の２つの高等学校の普通学科と職業学科の間口の

あり方、また職業学科では地域から必要とされる

人材の育成確保のため、学科構成、学科転換など

も視野に入れた検討を進めていかなければならな

いというふうに考えております。検討に当たりま

しては、両高等学校や道教委と情報交換を積極的

に行いながら進めることはもちろんですが、現在

設置されております名寄市内高等学校在り方検討

会議などからも意見をいただきながら進めていき

たいと考えておりますので、御理解を願いたいと

思います。

最後に、小項目３の北国博物館の利用促進につ

いてであります。北国博物館は、平成８年２月の

開館以来２１年が経過いたしまして、昨年度末ま

でに約２８万人の方の来館をいただいております。

博物館の使命は、名寄の歴史や文化、自然に関連

する資料や情報を集積し、発信することであり、

年間１２本前後の特別展、企画展を中心に講演会

や体験講座、児童生徒を対象とした自然体験事業

を展開する中で、現在も年間約１万 ０００人の

来館人数を維持しているところでございます。常

設展示室については、北国をテーマに市民から寄
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贈された多くの実物資料を中心に冬の生活文化を

解説するとともに、映像コーナーや郷土コーナー

として北風磯吉や名寄岩静男など後世に伝えてい

くべき人物などを紹介しております。また、合併

を機に平成２０年度、２１年度の２カ年で情報検

索コーナーと映像番組の更新など常設展示室の一

部リニューアルを行い、旧風連町と旧名寄市を一

本化した情報提供を行っております。

新年度は、リピーター確保事業として名寄とス

キーをテーマとした１０分程度の新番組を制作し

まして、冬季スポーツ拠点化事業の推進や市民の

生涯学習の一助となるようギャラリーホールで上

映できる機器導入を検討しているところでござい

ます。また、導入する機材は汎用性を考慮し、特

別展や企画展の展示内容をより深く理解していた

だくために、関連映像を上映するなど利活用を図

りたいと考えております。あわせて新番組は市関

連施設や市内小中学校へ配付し、郷土学習の教材

の活用もお願いしてまいります。北国博物館の利

用促進を図るために、新年度からリピーター確保

事業を柱に特別展、企画展のテーマをタイムリー

性や必要性を考慮しながら魅力ある内容としてま

いります。また、講演会や体験講座など関連事業

を実施し、より多くの市民の利用や事業参加を進

め、名寄の歴史や文化、自然について後世に伝え

ていきたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。時間の範囲内で再質問させていた

だきたいというふうに思います。

まず、市長からは第１番目の項目として２期目

についてのそれぞれの御答弁をいただいたところ

でございます。これまでの公約に対する実績等々

も述べていただきまして、大変わかりやすく御説

明をいただいたのかなというふうに思っておりま

す。新年度に向けての御答弁もいただいた中で、

重要項目、総合計画の中で３つの重点項目を実施

されるということで、実施の方法として各課連携

の横串に刺したというふうな説明もかつていただ

いているわけでありますけれども、これから各課

で連携をしながら、本当にそれを具体的にどうい

う形で各課が連携をしていくかというのはなかな

か工夫をしなければ難しいところなのかなという

ふうにも思いますので、そこら辺の具体的な進め

方について、考え方についてまずお伺いをしたい

なというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員お示しのとおり、

昨今のそれぞれの市が行う政策や事業というのは、

ほぼほぼその部署や課で完結するというものはな

かなかもう少なくて、部門間にまたがる、あるい

は民間の方や、さらには名寄市だけでなくて広域

での連携ということで、さまざまな連携が求めら

れていくことになってきているなということを改

めて痛感しております。職員の皆さんにはそうし

たことをしっかりと肝に銘じて仕事に当たってほ

しいということを常日ごろ強くお話をしていると

ころでございますし、とりわけ重点的に部門間を

またがって時期を決めてやらなければならないこ

とに関しては、あるいはそうしたプロジェクトチ

ーム的なものをつくって部門間にまたがる職員を

そこに結集をさせてプロジェクトを遂行していく

ということも今後事業によってはふえていくので

はないかというふうに考えております。いずれに

いたしましても、そうした連携がこれからの大き

な行政を推進していくに当たってのキーワードと

なると考えておりまして、しっかりと意を払って

いきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市長も常々連携とい

うことはこの場でも発言されておりまして、まさ

にそのとおりだなというふうに思っております。

名寄はそんなに大きなまちではありませんので、

それぞれの課というのは悪い言葉で言えば縦割り

というか、その任務を負っているわけですから、
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その任務をしっかりと遂行するというのは当然で

ありつつも、隣の課と連携をしたほうがより中身

が効果的になっていくということもやはりこれか

らはあろうかなというふうに思っておりますので、

市長の考え方が職員の皆さんにしっかりと通じて、

それが形となってあらわれていくようにぜひ望ん

でおきたいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

大項目１の３番目についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。公共施設等の管理計画の今後

の進め方についてでありますけれども、将来的に

見て人口の推計にも合わせて１３％の床面積を削

減していこうというふうな大まかな計画でもあり

ます。こうしたときに、これは都市計画にも関連

してくるのかもしれませんけれども、例えばどこ

かの施設とどこかの施設を合体させて新たなもの

を考えていこうとするときに、他の自治体でも考

え方としていろいろあると思うのですけれども、

やはり中心市街地のほうになるべく持っていこう

とするのか。現在はどちらかといえばまち全体に

分散させて公共施設を置いているという状況にも

ありますけれども、これからはいわゆるコンパク

トシティー化を目指していったほうがいいという

ふうにお考えなのか、あるいは今のように各地域

にそれぞれ少しずつ公共施設を置いておいたほう

がいいというふうにお考えなのか、大まかな考え

方で結構ですので、お伺いをしたいなというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の総合計画の中でも

コンパクトシティーというような言葉が出てきて

いると思いますし、この公共施設の総合管理計画

の中でも公共施設をできるだけ縮減をしていかな

ければ今後の人口減少の社会に対応していけない

ということであるとすると、集約をしていくとい

うことになっていくのではないかというふうに思

います。先ほどもお話をしておりますけれども、

公共施設の管理計画は向こう２０年までの総合計

画よりも長いスパンの計画となっておりますけれ

ども、より全体を俯瞰してこれからの公共施設の

あり方をどう考えていくかというふうに見たとき

には、やはりある程度ロングなスパンで、少し大

局的にグランドデザイン的なものを青写真をつく

っていく必要があるのではないかというふうに考

えております。

総合計画の中での予定では、平成３０年度から

都市計画のマスタープランを策定するということ

を考えておりますけれども、ちょうど公共施設の

管理計画の実施計画も３２年度までに策定をして

いかなければならないということでありますので、

ここらあたりで中長期の向こう３０年、４０年ぐ

らいになるのでしょうか、それぐらいの大きなス

パンの中でこの人口動態だとか社会的な情勢がど

うなっていくのかということを含めて大きなデザ

インを描いていく。そのための議論を平成２９年

度から少しスタートをしていかなければならない

なというふうに考えておりまして、庁内あるいは

住民の皆さんとどう議論を重ねていくのかという

ことをしっかり検討していきたいというふうに思

っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 私もそのような観点

が大変重要だというふうに考えております。市長

も初めて選挙に臨んだときからやはり２０年後、

３０年後のまちづくりを考えてというふうなこと

もおっしゃっておりました。総合計画もそうです

けれども、例えば建物を１個建てるとすると、も

うそれから建物は３０年なり４０年なり５０年な

り使うということになりますので、そういったこ

とを全体を見据えた中でどこに何をどういうふう

に建てていこうか、計画していこうかというのは、

やはりこれからは特に人口減少社会の中にあって

は必要になってくるのかなというふうに思います

ので、そのような観点から、来年度から少しずつ

議論を始めるという都市計画マスタープランにつ

いてもぜひそのような方針で臨んでいただければ
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ありがたいなというふうに思っております。

ここで、まちづくり全体についてもまずこの観

点からは必要だというふうに思うのと名寄市の財

政を考えたときにどこでどういうふうに節約をし

ていくかということを考えるという観点から、こ

れは名寄市の財政の将来像に対してもやっぱり必

要なことだというふうに思います。もう一つは、

例えばこういった工事を行う場合に、発注した際

に市内の業者の皆さんが将来どういうふうな展望

を立てられるのかという一つの目安になっていく

のもやっぱりいいことなのかなというふうに思っ

ております。皆さんにお伺いをすると、ことしは

仕事はあったけれども、来年はどうなるか全くわ

からぬしねみたいな話もしばしば伺うことがあり

ます。こういった中で、将来に向けてある程度こ

ういう事業があって、こういう修繕があってとい

うことを一定程度市内業者の皆さんにも示すこと

ができれば、例えば人が少なくなったときに雇用

をしようかなとか、今我慢しようかなという判断

をするのと雇用しようかなという判断変わってく

るかもしれませんので、そういう少し見通しが立

つという観点からも必要かなというふうに思って

おります。平成３２年までに個別の計画も立てら

れるというふうな答弁もいただきましたけれども、

そのような観点からも国の方針に沿ってスピーデ

ィーに作成いただいて、なるべく市内の企業の皆

さんにも少し将来展望が見えるような形のものを

策定していただければありがたいなというふうに

思いますけれども、そこら辺に対する考え方につ

いてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員のおっしゃるとおり

だと思います。ある程度の先行きが見通しが立て

ば、さまざまな計画も立てやすいということだと

思います。建物についてもそれぞれ耐用年数とい

うか、決まっているでしょうし、これから人口減

少していくに当たって教育施設をどうしていくの

か、はたまたここの庁舎問題をどうしていくのか

なとか、俯瞰をしてみればある程度の優先順位を

つけてそうしたことを見通していくということが

できるのかもしれません。それは、コンクリート

ではなくてこれから将来的にわたって財政がどう

なっていくかというのは一応市はキャップをはめ

ますけれども、国の状況にもよるということであ

りますので、こういうような青写真をしていくの

だということをしっかりとお示しをしていくこと

が大事なのかなというふうに思います。

あわせて、これは名寄市の公共施設だけではな

くて、道や国も名寄市の中に公共施設を構えてお

りまして、こういったことが例えば老朽化してき

たときに一緒にでは公共施設を合築というか、同

居することで多様なサービスを効果的に提供でき

るのかもしれない。あるいは、施設を有効に活用

できるかもしれない。そういったことも検討して

いくことが必要なのではないかというふうに思っ

ておりまして、できるだけ大きなスパンの中での

社会の動きをしっかりと見据えながらそうした計

画を青写真を描いていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 確かにそういう観点

もありました。今まで余りなかったのですけれど

も、名寄市以外の公共施設とも市民の利便性を考

えたときにもそういう観点もやはり必要かなとい

うふうに思いますので、ぜひお願いしたいなとい

うふうに思います。

６番にお伺いしました町並みと関連してちょっ

とここでもお伺いしたいと思うのですけれども、

答弁もいただきましたけれども、これからマスタ

ープラン等々を考えるときにもその際にこういっ

た景観であるとか、周辺との調和であるとか、そ

ういった観点の部分も少し織り込んでおいていた

だければ、後々そういう考え方に沿って検討して

みようということにもなろうかなというふうにも

思いますので、平成２９年度から少しずつ進める

マスタープランとこの景観等についての考え方に
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ついて考え方をお伺いしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町並みあるいは街路樹だ

とか緑の配置をどうしていくかとか、公園の配置

だとか、そうしたこともまさに都市計画マスター

プランの中に包含をされていくべきものだという

ふうに考えていまして、これは緑のマスタープラ

ンでありますとか、いろいろそれぞれの議員から

も御指摘があったところでありまして、こうした

ことも含めてどういうグランドデザインなのかな

ということをビジュアル的にもイメージができる

ような形でこの計画が青写真ができるように努力

していきたいと考えております。よろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そのようにお願いを

したいというふうに思います。

次に行きまして、平和行政の推進ということに

ついても答弁をいただきました。私は、両方とも、

非核に関する活動もやはり最終的には平和を望ん

でいるわけですし、一方市民の方で自衛隊を支え

ているという皆さんも最終的には平和を望んでい

るということで、両面あっていいのだろうなとい

うふうに思っております。そういったことでこう

いった執行方針であるとか、例えば行政報告の中

においてもそういった両面の活動、平和を願うさ

まざまな取り組み、活動ということを記載をして

いってもいいのではないかなというふうに思いま

すけれども、答弁の中ではこれからも両面の推進

に努めるというふうなお答えだったのですけれど

も、ここの表現方法についても再度お伺いしたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 表現方法ということで、

平和行政の推進の中で文言を入れるとか入れない

とかという……

（「そうです」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） そこの文言を入れるかど

うかというのは具体的にちょっと想定をしており

ませんでしたけれども、私自身が協力会の会長と

いう立場で自衛隊の皆さんとのしっかりとした協

力体制、さらには名寄駐屯地の皆さんが活動しや

すいような環境の提供やしっかりお支えしていく

と、そういったことを常日ごろいろんな立場で発

信をしているところでありまして、まさにこのこ

とが平和行政にもつながっていくものだというふ

うに考えておりまして、こうした活動をこれから

もしっかりと展開していきたいというふうに考え

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 表現方法については

後々御検討いただければというふうに思いますの

で、この程度にさせていただきたいというふうに

思い、次の項目に移りたいというふうに思います。

時間の関係もありますので、市立病院について

少しお伺いをしたいなというふうに思います。先

ほども市立総合病院の利用者の状況についてもお

知らせをいただきました。市外からの利用される

方も大変多くて、まさに北北海道の医療を担う病

院であるなということがこのデータからもわかる

わけでありますけれども、名寄市立総合病院は患

者さんはかなり多いのですけれども、やはり不採

算部門というのも抱えているわけでして、これは

使命として果たしていかなくてはいけない。地域

の生命を守っていくためには、たとえ不採算部門

であったとしてもやはりしっかりと担っていかな

くてはいけないということは本当に当然だなとい

うふうに思いますし、そこに対して一定の税金を

かけていくというのは必要なことだというふうに

は思います。一方で、近隣からもこのようにたく

さんの患者さんに来ていただいているということ

に対して、他の自治体からも一定程度の支援とい

うのはあるのかなというふうには思いますけれど

も、そこら辺の今後の考え方、あるいはもしそこ

ら辺に対する協議の状況がありましたらお知らせ

をいただきたいというふうに思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 議員御指摘のとおり、

名寄市立総合病院の医療圏拡大しておりまして、

宗谷圏のほうからもかなりの患者さんが入ってき

ております。前提条件として公立病院であります

ので、不採算部門というのはどうしても持った上

で適切な医療を提供するということが使命の一つ

でもあるということであります。今救急の負担金

という形でほかの市町村のほうからも一定の金額

いただいておりますけれども、近年かなり救急の

状況ですとか、救急センター指定に伴いまして流

動的になっております。また、前提となります、

今財政面だけいきますとどういう形で、救急に関

する費用とか、増嵩しているか、あるいは減って

いるのか、そのあたりは今後入ります原価計算シ

ステム、こちらを用いながら少し詳細な分析が必

要だなとは思っておりますが、財政面からはそう

いったところからアプローチできるかなとは思っ

ております。ただ、近隣市町村との信頼関係とい

いましょうか、今いろんなところから市立総合病

院に対しまして期待も高まっておりますし、いろ

んな場面で本当に助かっていますというお声もい

ただいております。こういったことをベースにし

ながら、少し分析しながら今後どういうような財

政支援もしていただけるものかどうか、これをち

ょっと研究材料の一つとして考えておりますので、

２９年度はそのあたりの作業を進めてまいりたい

と思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 相手のあることです

ので、この場でああしろ、こうしろということは

なかなか言えないのかなというふうには思います

けれども、こういった状況を踏まえながら、一定

程度近隣の皆さんにも金銭的な部分も御理解いた

だけばありがたいのかなというふうに思いますの

で、そこら辺の協議は進めていただければという

ふうに思っております。

開業医につきましては、答弁をいただきました。

これは、やはり名寄市が相談をしないでやるとい

うことにはならないというふうには思いますので、

医師会との情報交換もしながら進めていただくこ

とが望ましいのかなというふうに思います。なか

なか医師会のほうとしても、さまざまな考え方が

きっとおありなのだろうなというふうに思います

けれども、そこら辺の状況ですとか、少し流れだ

とかがありましたらもう一度お伺いをしたいなと

いうふうに思います。

それと、例えば医師会の皆さんがこういう形だ

ったら事業を進めてもいいよという、そういうふ

うな協議が調ったら、即そういった制度の構築に

向けて動いていただける用意があるのかどうなの

か、そこら辺についてもお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 開業医の誘致につきまし

て、議員が御指摘のようにこの３月でまた市内の

内科医さんが閉院をするというお話も聞いており

まして、ここ数年で内科医さんが出るというのは

大きな影響があるというふうに認識をしておりま

す。市立総合病院にとりましてもそうであります

し、地域にとってもかかりつけ医の存在というの

は非常に大きなものがあるということはもちろん

ですし、開業医さんにそれぞれ今いろんな公的な

お仕事を担っていただいております。そうした人

材が減っていくということは、あらゆる面で大き

な影響を受けているということであります。開業

医師会においても非常にこの状況を危機感を持っ

て感じているというふうにも聞いておりまして、

早晩市のほうに一定の形で提案をいただくような

お話も聞いているところでございまして、我々と

してもそうした提案をいただければしっかりとこ

ういう制度を準備をして発信をしていくというこ

とを早急に準備をしていきたいというふうに考え

ておりまして、ぜひ体制を整えていきたというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１８番（東 千春議員） 閉じられる医院にお

いても、患者さんをいろんなところに割り振りを

されているようであります。その中でもやはり市

立病院を希望される方もいるようですし、市立病

院としても外来がこれ以上ふえていただくことは

信頼されているというあかしなのかもしれません

けれども、なかなか大変なことなのかなというふ

うに思いますので、そこら辺の対応もぜひしっか

りとお願いをしたいなというふうに思います。

それでは、次に行かさせていただきたいという

ふうに思います。大項目の４点目の保健と高齢者

福祉にということで少しお伺いをしたいというふ

うに思います。さまざまな資格取得に対する支援

を行って、これが適切に功を奏してきているなと

いうのが答弁からうかがい知ることができて、少

しよかったかなというふうに思っております。し

らかばハイツや清峰園の職員も満度ではありませ

んけれども、若干名補充が可能となったという状

況もお伺いして胸をなでおろす思いでおりますけ

れども、来年度の状況見込みであるとか、現在の

予定されている８人の方が入られたときにどうい

うふうな状況になっていくのかということについ

ても少しお伺いをしたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今お尋ねの今後

の入所者の見込みについてでございますけれども、

現状では議員おっしゃるとおり清峰園、しらかば

ハイツともどちらも定員を満たしていないという

状況が続いておりますが、先ほど申し上げました

が、新採用職員の配置を初め、また介護スタッフ

の配置転換等それぞれ検討を行うことなどにより

まして、どちらかの特養におきましては定員を満

たすことができる体制を構築していきたいという

ふうに現在報告を受けているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） どちらかが定員を満

たしていただけるということで、少しはよかった

かなというふうに思っております。介護職員の不

足というのは、特別養護老人ホームばかりではな

くてやはり地域の課題でもあるかなというふうに

も思いますので、ぜひこういった制度の継続と、

あるいはＰＲ等々に努めて、多くの皆さんにこう

いったところを受講していただくように進めても

らいたいなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

もう一点、小項目の２点目の元気な高齢者とい

ったところで、町内会等に対してもちょっと聞き

取れなかった部分もあるのですけれども、生活に

対するテレビにつける機械を貸し出しをして、そ

して運動をしてもらうようなものを新年度から実

施するというふうに伺っていまして、これは新し

く望ましい取り組みではないのかなというふうに

思っております。こういったことを、答弁の中で

も自分で健康を守るというのは本当に全くそのと

おりなのですけれども、自分一人で運動するとい

うのは、私なんか心が弱いものですからなかなか

できなくて、誰かと集団でやることによって続け

られるなということもあろうかなというふうに思

います。こういった点では、やはり町内会単位な

どでこういった事業を展開するというのは必要な

ことだろうなというふうに思いますけれども、こ

れはもう少し具体的にどのようなものでどのよう

に実施をされようとお考えなのかお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま介護予防に向けた運動に対しての先ほど市長

のほうからも申し上げましたテレビのモニターな

どに接続して音楽などに合わせて運動器だとか、

口腔器、口の中の機能だとか、認知機能だとか、

生活習慣に関するさまざまな介護予防を行うこと

ができるプログラムを入れた機械を新年度リース

で導入できるように予算のほうをのせさせていた

だいております。予算のほうを通していただきま

したら新年度から、機械については１台というこ
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とで、ちょっと台数については限りはあるのです

けれども、市内の各町内会だとか介護予防教室だ

とかにお貸しして、運動の際の参考というか、き

っかけにしていただいて、使用していただくとい

うこととともに、現在も地域包括支援センターで

は町内会等で行っております介護予防教室に出前

講座でお呼びいただいた際には訪問させていただ

いて、あわせて介護予防の教室に対する教室を実

施させていただいておりますので、あわせながら

継続させていただければというふうに思っており

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） １台ということで、

モデル的にやる意味なのかなというふうに私は理

解をさせていただきますけれども、若干これでは

継続的に例えば町内会なんかで使うということは

難しいのかなというふうにも思いますので、ぜひ

来年度はその実績を踏まえていただいて、再来年

度に向けての検討の材料としてしっかりと検証し

ていただければありがたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に移らせていただきたいというふうに思いま

す。それでは、教育行政についてお伺いをしたい

なというふうに思います。まず、ＥＮ―ＲＡＹホ

ールについても御答弁をいただきました。利用も

本当に順調に進んでいるなというふうに思ってお

りまして、やはり御答弁いただいたように市民が

参画しているからこそ、多分ここまでできている

のかなというふうに思っております。先日他市の

状況をお伺いしたときに、なかなかホールが活用

されていないというふうに伺いました。どういう

ふうにやっていらっしゃるのですかと聞いたら、

やはり実行委員会みたいなものはほとんど組んだ

ことがないというふうな答弁をいただきました。

自治体の自主事業しかやっていませんと。だから、

買いに来たら販売しますという、そういうことし

かやっていませんということで、やはりそういう

ことでは進んでいかないのかなというふうに事例

も拝見したところであります。

答弁をいただいた中で、これから市民の皆さん

がみずからそういったことをお考えになった場合

には企画の相談等々も行いたいというふうな御答

弁をいただきました。本当にこのことが大切なの

かなというふうに思っておりまして、一般の皆さ

んというのは自分はそんなことできっこないとひ

ょっとしたら思っているかもしれないのです。実

際やってみると、ノウハウ、手法をレクチャーを

させてもらうと案外できるのです。それで、やっ

た結果として、自分がそういったことに参画をし

て、例えばそれが成功したときの達成感というの

は、見に行ったときと自分たちが主体となって事

業を行ったときの感じってこれはかなり違うもの

がありまして、そういった参画ということに対し

てもやっぱりさらに充実させていただきたいなと

いうふうに思いますし、現在職員の皆さんもそう

いった実行委員会組織が立ち上がったときにその

中に入って指導を既にされていたりだとか、情報

交換をしたりだとかされているようでありますの

で、もうおおむね市民の皆さんにレクチャーでき

るぐらいの体制になっているかもしれませんので、

何か一回どこかでそういった例えば講座みたいな

形で実行委員会のつくり方みたいのをやってみて

もいいのかなというふうにも思いますけれども、

そこら辺いかがでしょうか。考え方お伺いしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 平成２７年５月に開

館以来、議員からありましたように本当に多くの

市民の方にかかわっていただきながら、ＥＮ―Ｒ

ＡＹホールで大変多くの舞台芸術を展開すること

ができております。今年度も先ほど申し上げまし

たとおりに実行委員会を含めて本当に企画段階か

ら市民の方かかわって、そのことによってＥＮ―

ＲＡＹホールに足を運んでくれる方もふえてくる。

そして、達成感も含めていろんな面で相乗効果が
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生まれてきたと思っております。今後においても

そういった市民の方としっかり連携をしながら、

丁寧な指導なり支援体制もとりながら進めていき

たいと思いますけれども、またちょっとその人た

ちを集めて講習会みたいなのをやるかどうかとい

うのは、そういったニーズが多くあればやってい

きたいと思いますし、できるだけ個別の中で、ア

ーティストだったり、どんな演目やるかによって

対応も変わってくる部分もあるかというふうに思

いますので、やっぱりしっかりそれぞれの団体と

の連携なり支援体制をとる、そういったことを基

本に考えながら当面やっていきたいというふうに

思っていまして、先にそういったもっと多くのく

くりの中でやったほうがいいということであれば

研修会等も考えていきたいと思いますので、御理

解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういった状況を見

ながら進めていただければありがたいのかなとい

うふうに思っておりますが、できれば多くの市民

の皆さんにもそういった経験を味わっていただい

て、こういった事業に参画をする楽しさだとか喜

びだとかということも味わっていただくこともや

はりＥＮ―ＲＡＹホールの発展につながっていく

のかなというふうに思いますので、ぜひそこら辺

の御配慮をいただければありがたいなというふう

に思っております。

もう一点、これは少し改善といいましょうか、

市民の御意見をいただくところではあるのですけ

れども、ＥＮ―ＲＡＹに何かお願いをしに行った

ときにここはエフエムさんのほうで受け付けがで

きるけれども、この部分は文化センターのほうに

行って聞いてほしいということがやはり今でもあ

るようでして、ここら辺はできればワンストップ

サービス的な仕組みづくりができないのか、そこ

ら辺について考え方があればお伺いをしたいなと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、文化センター、ある面窓口が２つのよう

に、当然市民から見ればエフエム側であったり、

文化センターの事務局であったり、どちらに行っ

ても文化センターの窓口だろうというふうに見え

る部分だというふうに思っております。そういっ

た御意見については市民からもいただいている部

分もあるし、以前の一般質問の中でも質問があっ

たというふうに思っています。ことしの４月から

に向けてエフエムなよろとの運営委託している業

務の中に、そういった受け付け業務をどこまでで

きるかということを協議しながら対応していきた

いというふうに思っております。貸し館業務なり、

そういったものについてはどこかでしっかりやっ

ぱり管理をしなければならぬというところが１つ

ありますので、その情報をいかに共有しながら来

た市民の方々との受け付け業務をどこまでそれぞ

れができるかということも検討しながら、ワンス

トップといいますか、行ったり来たりしないよう

な、そういった対応をできるだけとるように協議

を進めているところでありますので、４月以降実

施をして、また何かそういった市民からの御意見

とか耳に入った場合についてはこちらのほうに流

していただければ、改善をしながらよりいいもの

にしていきたいというふうに考えていますので、

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） それぞれの役割があ

るので、一定程度は仕方がないことだろうなとい

うふうには思いますけれども、開館以来市民から

は大変評判のいいＥＮ―ＲＡＹホールの中で、多

分これが唯一市民からの御指摘をいただく部分か

なというふうに思いますので、極力改善に向けて

努力をしていただければありがたいなというふう

に思います。

次、高校間口についてお伺いをしたいと思いま

す。答弁にもいただきましたように、中学生の卒

業人口が減っていくという中ではどこかが受け皿
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にならざるを得ないというのは十分理解をするも

のの、やはり名寄市としては産業高校からの人材

輩出というのはまちづくりに関しても非常に大き

な貢献をしていただいているのではないのかなと

いうふうにも思っておりますので、これはひょっ

とすると教育委員会だけではなくてまち全体の産

業の考え方、振興についてにも大きく影響してく

るのかなというふうにも思っております。そうい

った観点から、資格取得に対する支援等も行って

いただいておりますけれども、いろんな要素があ

ったのかもしれませんけれども、酪農科学科の来

年度の受験予定者は比較的ふえているというふう

に伺っております。これは、さまざまな要素があ

るのかもしれませんし、杉並区への働きかけも少

しよい影響としてあらわれたのかなというふうに

も思っております。ここの部分を近隣他の自治体

みたいに入学に対してのお金をたくさん出せとか、

そういったことは多分名寄市でも無理だなという

ふうに思いますので、それ以外の分野でもう少し

名寄市の大切なよいものを磨いていく、あるいは

発展させていくという観点から、教育委員会だけ

のみならず、例えば営業戦略とかで何かの折にＰ

Ｒをするであるととか、そういった情報発信をし

ていくだとか、そういった考え方ができないのか

どうなのかについても少しお伺いをしたいなとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高校の間口の問題に関し

ては、全市的、全庁的に取り組んでいかなければ

ならないということで、おっしゃるとおりだと思

います。その角度から、高校のあり方検討会で今

民間の有識者の皆さんを中心にこれからの高校ど

うあるべきかと。ここには、時代に合った、ある

いは例えば産業高校などは学科によっては全道あ

るいは全国から人が呼べると、こういうことであ

りますので、より今の時代に沿った魅力ある教育

を行っていけば、まだまだ地域だけでなくて広く

いろんな方から支持される高校になる可能性はあ

るという可能性を模索して、今いろんな議論をし

ていただいておりますし、当然ＰＲ活動もこれは

全市を挙げてやっていかなければと思っておりま

す。今のところ教育委員会中心に学校の先生方も

一生懸命努力をしていただいて、さまざまなとこ

ろで足しげくいろんなことで回っていただいてい

る、その成果で酪農科学科に関しても新年度こう

いうような成果になったというふうに思っていま

すので、地域でしっかりと支えてできる部分と、

そして地域のニーズに合ったものをどう構築して

いくかということを教育委員会に提案していく部

分とよく地域と相談しながら、これからの高校が

魅力的なもの、それがひいては地域の振興につな

がっていくものに資するように全市挙げて取り組

んでいきたいというふうに考えています。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） 市内及び近隣から通

う学科については、これは多分しようがないなと

いうふうに思いますけれども、それは教育のあり

方だとかは検討していかなくてはいけませんけれ

ども、募集に関しては全道から来てもらえるもの

についてはやっぱり全道に発信をしていく、全国

から来ていただけるものにはなるべく全国に発信

していくというふうな、何かそういったさらなる

取り組みを求めて、次の質問に行きたいというふ

うに思います。

少し時間もなくなってきましたので、７番目の

国や道への要望についてお伺いをしたいというふ

うに思います。ここでも答弁をいただきまして、

ＪＲはこれは名寄だけの話ではなくて、市長から

の答弁もいただきましたけれども、沿線自治体み

んなで協力をしながら進めなくてはいけないとい

うことだろうというふうに思います。私たちは、

一体何をどういうふうに支援をすることがいいの

かというのがわかっているかというと、多分ＪＲ

もわかっていないかもしれないし、当然私たちも

わかっていないなというふうに思うわけです。そ
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ういったことから、先進事例を学ぶということも

必要ではないかというふうに思います。やはり国

鉄から分割民営をしたときにきついのではないか

といった、そういったＪＲが頑張っているだとか、

ではどういうふうな形で頑張っているのか、その

ときに地域はどういうふうに支えているのかとい

うのを私たちも学ぶことも必要なのかなというふ

うにも思いますので、今後どういうふうな取り組

みを考えておられるのか、少しお伺いしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既に宗谷本線の沿線のそ

れぞれの自治体においては、乗客がふえる、売り

上げを増強していくためにさまざまな努力をして

いると思います。秘境駅ということで、それぞれ

まちのほうで整備をしながら観光協会あたりがし

っかりと支えて、非常に乗降客が伸びている駅も

北のほうにもあるというふうに聞いておりますし、

駅が無人になることによって利便性が落ちるので

ないかということで、町のほうでそれをカバーす

るために職員を配置をして、駅にしっかりとにぎ

わいを担保していくのだというようなことだとか、

さまざまな取り組みをそれぞれの自治体で行って

いるというふうに思います。これを今後ともいい

部分は伸ばし、そしてさらにできることを我々の

中でも知恵を出していかなければならないと思い

ますし、広域で連携してできることということも

これから多く出てくるのではないかというふうに

思います。

この間北北海道の周遊ルートの関係でセミナー

がありましたけれども、この辺一帯は札幌から稚

内まで観光庁が認定をしていただいたルートにな

っています。このことは非常に大きなインパクト

があると思っていまして、今後例えば海外の方、

外国人の方なんていうのは個人客がどんどんふえ

てきている中で、なかなかバスとかというのは使

いづらいわけだけれども、鉄道だと利用しやすい

というような側面もあるのかもしれません。そう

した観光という部分でもう少しできること、工夫

することはあるのかもしれない。あらゆるそうし

た知恵を出していかなければならないと思います

し、議員がおっしゃられるようにそうした先行事

例を例えば呼んできて市民の皆さんで、地域の皆

さんで一緒に学んでいって機運を高めていくと、

そんなことも必要なのかなというふうに思います。

いずれにしても、このＪＲの問題はそうした努力

もしていきつつも、国の抜本的な支援がないとや

はり維持することはなかなか難しいというふうに

思っていまして、その両方の角度からしっかりと

運動を展開していきたいというふうに考えている

ところでありまして、議員の皆様にもぜひ御理解

と御協力をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 引き続き国や道に対

する要望行動を続けていただくとともに、利用者

の増に関して地域でできることというのはやはり

地域住民に少しでも多く乗っていただくことと、

もう一つは市長おっしゃったように観光客がこっ

ちに来たときにどういうふうな体制で迎えるのか

ということの協力かなというふうにも思いますの

で、そこら辺の調査もこれからぜひ行っていただ

けばというふうに思います。

北海道縦貫自動車道についての進捗についても

お伺いをしました。情報に接する中で、士別のほ

うの用地のほうの取得が若干滞っているというお

話も伺うわけでありまして、やはりこれはつなが

らなくては高規格道路としての役割を果たしませ

ん。これは、市長答弁をいただきましたけれども、

風連方面からの用地についても協議が始まってい

るというふうに伺いました。これは、工事という

のはどちらから進んでいってもいいのかなという

ふうに思いますので、仮に士別のほうが少しスピ

ードが停滞をしているのであれば、徳田インター

から進めていくということをこれから要望してい

ってもひょっとしたらいいのかなというふうにも

思いますけれども、そこら辺の考え方についてお



－62－

伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 次年度から多寄―名寄間

の用地の問題に関して本格的に動いていくという

ふうにも承知をしておりますけれども、まずはそ

こを地元でできる協力はしっかりやっていくとい

うことが大事なのかなというふうに思っています。

そのことが早期の完成、着工につながっていくも

のというふうに思っています。南から順々に工事

をしていかなければならないという決まりがある

わけではないというふうにも聞いておりますので、

その辺は条件が整ったほうから工事をしていくこ

とになるのかなというふうに思っておりまして、

重ねてそうした協力をしっかりと行っていくこと

でそうしたことにも資することになっていくのか

なというふうに思っていまして、できるだけの協

力を惜しまない覚悟でいきたいというふうに思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 時間がなくなりまし

たので、以上で終わりたいと思いますけれども、

ただいま市長から御答弁がありましたように、道

路整備につきましてもやはり一日も早くつながる

ということが大切かというふうにも思いますので、

さまざまな観点から国等に要望して一日も早い完

成を目指していただきたいというふうにお願いを

申し上げて、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。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００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。

名寄市民の当面する緊急課題について外５件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市民連合・凛風会７

名を代表して質問を申し上げたいと思います。

ことしは、平和憲法施行７０年の大きな節目を

迎えます。あの愚かな忌まわしい戦争の教訓から

全ての自治体が憲法の理念、理想を現実の暮らし

と平和に生かすため、法律、条例等に反映をして

きました。特に憲法第８章、地方自治の本旨に基

づき、２０００年に地方分権一括法が制定され、

合併後の名寄市自治基本条例の土台になったもの

と思われます。しかし、政治情勢はまたいつか来

た道を想起し、風雲急を告げる動きもあり、立憲

主義、民主主義の大切さを党派、会派を超えて戒

めなければならないと思います。

さて、名寄市は合併１０年の総括のもと、市民

憲章、自治基本条例に心した総合計画第２次１０

年に向かいます。人口減少や超少子高齢化、人と

人のつながりが弱くなっている課題を抱えながら

も、住民自治を念頭に市民力を高め、安心できる

まちづくりを前進させなければなりません。

大項目１つ、名寄市民の当面する緊急課題につ

いて、１つ、名寄市内の福祉、介護職場における

従事者等の現状と名寄市の取り組み強化について。

超少子高齢化時代に入り、介護従事者、保育士等

の人材確保は社会問題となり、困難をきわめてい

ます。名寄市においても努力中ではありますが、

結果が出ず、市民のニーズに応えられない不満、

不安が拡大をしております。現在の施策及び解決

のめど、多くの待機者の対応についてお伺いをい

たします。

２、南スーダンＰＫＯ任務と自衛隊員の命につ

いて。先月末の道新記事２面トップに、帯広の第

５旅団来月から訓練、南スーダンＰＫＯ新任務対

応とありました。現在第１１次隊として青森駐屯

地から派遣をされていますが、これまでの任務に

加えて駆けつけ警護、宿営地の共同防護が付与さ

れております。これは、青森、帯広だけではなく、

その次は名寄の駐屯地からも派遣されるのではな

いかと心配する声を聞きます。全国でも駐屯地と

地域との結びつきが緊密と言われる名寄市、加藤
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市長としてその認識及び市民不安解消に向けた対

応についてお答えをいただきたいと思います。

大項目２、２０１７年度市政執行方針と予算編

成について、１つ、市政執行方針について。市政

推進の基本的考え方を３点強調されております。

いずれも市政運営の特徴をあらわしていますが、

市民とどう向き合い、情報公開、説明責任の量、

質が伴わないと双方向ではなく、多くの市民との

ミスマッチの危惧を懸念をします。市民目線を大

切にした市政運営をどう構築していくのかお伺い

をいたします。

２、予算編成と今後の財政展望について。予算

編成過程の仕上げでもある市長査定で積み上げた

もの、あるいは先送りした施策、事業等について

具体的にお伺いをいたします。いつの時代でも執

行者は財政の厳しさを強調されますが、今後の市

民サービスの質や生活の負担がどうなるのか、市

民満足度も推しはかりながら協働のあり方につい

ての考え方をお伺いいたします。

３、加藤市政２期目の自己評価と今後の基本姿

勢について。人口減少、少子高齢化、人材確保、

地域経済の衰退等厳しい環境下にある中で、市政

執行３年間の自己評価と残す任期１年の間市民の

満足度をどうアップしていくのかお伺いをいたし

ます。

教育行政について、１つ、教育行政執行方針に

ついて。まず、かねてから私ども会派初め学校現

場や保護者の皆さんから要望のあった特別支援教

育の推進を初めとしたインクルーシブ教育システ

ムの構築のため、支援員の増員、放課後児童クラ

ブ受け入れ、時間延長等前向きな対応に敬意を表

します。

さて、教育行政執行に関する基本方針として、

生きる力と豊かな文化を育むまちづくりを教育、

文化、スポーツ分野における基本目標に上げてお

ります。児童生徒たちの学力、体力、創造力向上

が高まることを期待するものでもあります。その

ためには、学校現場の環境改善及び学校、家庭、

地域の濃密な連携は欠かせません。現状と今後の

政策的課題についてお伺いをいたします。

２、公立高校配置計画の今後の推移と課題につ

いて。名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減

少により定員割れが続いておりますが、産業高校

に加え名寄高校までが定員割れになりました。新

たな間口減への対応を迫られることになりますが、

市内の各中学校及び両高校との連携が今まで以上

に必要となります。現状認識と近隣高校との比較

も含め、諸対策についてお伺いをいたします。

３、名寄市立大学の将来構想について。去る２

月に名寄市立大学の将来構想が明らかになりまし

た。若者がまちにあふれ、大学の地域貢献に期待

する市民の声と同時に、今後も続く北海道、東北

圏内における生き残りをかけた差別化のため、学

生や保護者期待の高等教育機関として教員、スタ

ッフの充実及び設備投資がどこまで続くのか見え

ないという声も交錯しております。構想で提示さ

れた今後のソフト、ハードの課題や大学本来の研

究成果、地域社会の期待に応える学生の輩出を市

民にわかりやすく説明を求めたいと思います。

市民が主役のまちづくりについて、１つ、総合

計画第２次について。昨年第３回定例会後半に総

計第２次の議決を踏まえた集中審議における市長、

副市長の総括答弁がありましたが、多くの市民と

理解を深め、共有していかなければ意味がありま

せん。まさに名寄市自治基本条例第２章、まちづ

くりの基本原則を踏まえた住民自治の熟成を目指

し、市民的議論を深め、足らざるところはスピー

ド感を持って補っていかなければなりません。総

括答弁の課題についてどのように実行していくの

かお伺いをしますとともに、前期実施計画と新年

度当初予算に変更があればお伺いいたします。

２、行政の情報公開のあり方と課題について。

各種計画等に対するパブリックコメントを初め、

市民の意見反映の現状と課題及び名寄市の経営会

議と思われる部・次長会議の位置づけや情報公開

の現状と課題をお伺いをいたします。
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３、名寄市公共施設等総合管理計画の推進につ

いて。人口減少、地区別の公共施設の状況、将来

負担コストや耐震性の必要性から、総論として２

０年後延べ面積、床面積目標値１３％の削減はお

おむね理解をできます。しかし、この計画及び目

標の設定だけでは説明責任を果たしたことになり

ませんので、施設名、行政サービスの変化、地区

への影響等具体的な情報説明がないと議論が起き

づらいと思います。どのように計画を推進するの

かお伺いいたします。

保健、医療、福祉行政について、１つ、新名寄

市病院事業改革プランの進捗を踏まえた成果と課

題について。昨年からの新改革プランの実行に当

たり、特筆できる主な１年間の成果と課題及び国

や道の対応、市民ニーズを踏まえたプランの評価

についてお伺いをいたします。

さらに、プラン作成過程でパブリックコメント

による意見反映がありましたが、介護、福祉、行

政に精通した職員の配置の要望について、地域包

括ケアシステムの構築との関連で大変重要かと思

いますが、前倒しの検討についてお伺いをしたい

と思います。

２、名寄市地域福祉計画を踏まえた新個別計画

策定への対応について。２０１８年、１年後には

第７期名寄市高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画、３年間、第３次名寄市障がい者福祉計

画、１０年間、第５期名寄市障がい福祉実施計画、

３年間、さらには認知症初期集中支援チームの設

置と地域包括ケアシステムの構築等集中をするわ

けであります。この策定体制やスケジュール、協

働、いわゆる市民との一体感をどのように醸成し、

構築していくのかお伺いをいたします。

３、新たな国民健康保険制度移行と保険税等の

見通しについて。新たな国民健康保険制度移行に

かかわる保険税及び給付案の見通し及び健康予防

活動等被保険者ニーズや市民意見反映をどのよう

に行っていくのかをお伺いいたします。

経済、建設行政について、１つ、今後の農業振

興について。新年度から第２次名寄市農業・農村

振興計画を策定し、将来的方向性を示しながら課

題解消し、農業振興に取り組むこととなっていま

すが、過去１０年間の基本計画及び実施計画を踏

まえた主な総括と国内外の新たな情勢変化に対応

する主な基本的考え方をお伺いいたします。

また、新年度に向けて農業関係団体等の要望の

特徴及び対応についてお伺いいたします。

２、にぎわいづくりと商工業等の振興について。

昨年商工業振興を図るため、中小企業振興条例を

改正し、厳しい地場企業等への支援を行ってきた

ところでありますが、その有効性や評価をお伺い

いたします。

商工業団体等の主な要望の特徴と対応及び新年

度の国や道、名寄市発注見通しと経済活性化につ

ながる見通しについてお伺いをいたします。

３、市内の地域経済状況及び雇用環境について。

現状と課題についてお伺いをしたいと思います。

以上、演壇のこの場における質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま熊谷議員から大

項目で６点にわたっての御質問をいただきました。

大学を除く教育行政以外にかかわるところをまず

私から答弁させていただきます。

初めに、大項目１の名寄市民の当面する緊急課

題について、小項目１、名寄市内の福祉、介護職

場における従事者等の現状と名寄市の取り組み強

化につきまして申し上げます。介護を初め福祉関

係における人材の確保については全国的な課題と

なっておりますが、本市におきましてはとりわけ

介護従事者の確保が課題となり、困難となってお

りまして、介護人材確保緊急対策事業におきまし

て介護職員初任者研修受講費用の助成及び資格保

持者への就職支度金の助成を開始したところでご

ざいます。先ほどの午前中の東議員の答弁と重複

いたしますが、３月４日から上川北部地域人材開

発センターにおきまして介護職員初任者研修が開

催されておりまして、全体で１６名受講者がおり、
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本事業の対象者として受講費用の助成について申

請があった方はそのうち７名ございます。申請者

につきましては、既に介護保険事業所で介護職員

として内定を受けている方もしくは雇用をされて

いる方ということになりますので、一定程度の介

護人材の確保ができたものと考えております。ま

た、受講費用助成に該当しない方でも今回の初任

者研修の終了後に市内の介護保険事業所に介護職

員として就職をされるということになれば、資格

保持者として就職支度金の助成の対象ということ

になりますので、今後についても介護職員の確保、

育成の取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

また、新年度からは新たに介護版ジョブカフェ

を開催をし、本市や介護保険事業所を未来の介護

職員に知っていただく機会を設けていくとともに、

介護事業所向けの講演会を開催をし、介護職員の

確保や定着に向けて市内の介護保険事業者と連携

を密にしながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、特別養護老人ホームの運営についてであ

りますが、名寄市が設置をし、指定管理者として

社会福祉法人名寄市社会福祉事業団が運営をする

清峰園及びしらかばハイツがございますが、両施

設の待機者の現状が清峰園１５２名、しらかばハ

イツが１１１名で、２施設合わせて２６３名とな

っております。このうち両施設の重複申込者が８

８名おりますので、実待機者数としては１７５名

となっております。この実待機者数のうち、名寄

市民の方が１６６名となっておりまして、この中

で待機場所が施設や病院でお待ちいただいている

方が１３０名、在宅の方が３６名という内訳でご

ざいます。在宅の方のうち、要介護度別の人数に

つきましては介護度３の方が１６名、介護度４の

方が１０名、介護度５の方が１０名ということで

ございます。現在お待ちいただいている方々に一

人でも多く入所いただけるように、事業団では新

年度４月からの新規採用の介護職員８名を予定を

しておりまして、現状では両施設定員を満たさな

い状況でございますけれども、今後新規採用職員

の配置等を通じていずれかの施設で定員を満たす

ことができるように体制を整えてまいりたいと考

えてございます。

小項目の２番、南スーダンＰＫＯ任務と自衛隊

員の命についてでございます。我が国では、平成

２７年に平和安全法制の成立によりまして、ＰＫ

Ｏ協力法が改正をされたところです。この改正で

は、安全確保業務、巡回、検問、警護に駆けつけ

警護が追加をされました。南スーダン国連平和維

持活動、ＰＫＯの１２次隊の主力として５月にも

派遣をされる北部方面隊第５旅団などがこの３月

から駆けつけ警護や宿営地の共同防衛など安全保

障関連法で可能となった新任務を含む本格的な訓

練に入ると報道をされているところでございます。

ＰＫＯ活動に関する派遣では、従前からのＰＫＯ

参加５原則が引き継がれておりまして、自衛以外

の武力行使を禁じる憲法第９条のもとでの活動と

なっておりますので、最大限の安全が確保される

活動になると考えております。陸上自衛隊名寄駐

屯地は、当市と緊密なかかわりがございますので、

今後の動向を見守りたいと考えております。

大項目２、２０１７年度市政執行方針と予算編

成について、小項目１、市政執行方針について申

し上げます。平成２９年度市政執行方針におきま

しては、市政推進の基本的な考え方として民間会

社的発想での行財政運営、さらなる市民参加とよ

りわかりやすい行政運営、情報公開、地域の宝、

財産、特色に徹底的にこだわったスケールの大き

なまちづくり、この３点を述べさせていただきま

した。議員より御質問をいただきました市民目線

を大切にした市政運営という意味では、先ほどの

２点目に申し上げましたさらなる市民参加とより

わかりやすい行政運営、情報公開がその基本とな

る考え方でありまして、また私の公約にあります

オール名寄で協働のまちづくりも同様の考えに基

づくものであります。まさに自治基本条例が目指
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す市民主体のまちづくりをいかに実現をするかで

あり、まずは行政からの積極的な情報の提供と市

民との情報共有を一層進めていくことと市民の参

加機会をしっかりと保障しなければならないと考

えております。これまでもパブリックコメントや

市長室の開放事業、タウンミーティングや各種説

明会など市民との情報共有や市民の声を市政に反

映をさせるための取り組みを進めてまいりました

が、今後は外部人材の活用を含めてファシリテー

ション能力を高め、意見を引き出す工夫を行う、

あるいは行政側が出向く機会をふやしたり、対話

型の意見交換も必要であると考えております。

一方で、まちづくりの主体となる市民、特に町

内会あるいは地域連絡協議会といったコミュニテ

ィーの役割がますます重要となることからも、庁

内の横断的な取り組みの中でかかわりを強めてい

くことが必要であると考えております。これらの

さまざまな取り組みを通じながら、市民目線を大

切にした市民と行政との協働のまちづくりを推進

してまいります。

小項目２、予算編成と今後の財政展望について

申し上げます。平成２９年度の予算編成は、平成

２８年１１月１日の市長訓令から始まり、財政課

長、総務部長、副市長査定による各査定を経まし

て、市長査定の段階では一般会計ベースで約１３

億 ７００万円の収支不足となっておりました。

市長査定においては、第２次総合計画の重点プロ

ジェクトを初め、市民ニーズの高い事業や喫緊の

課題に対し、限られた財源をどのように活用をし

ていくのか、また各施策や事業に対し効果や優先

度をしっかり見きわめ、査定を行いました。

例として、ふるさと納税推進事業では過度な返

礼品にならないように配慮をしながらも、目的の

明確化や内容の拡充、さらにはプレゼンテーショ

ンの強化などにより担当課では寄附金額を ００

０万円と見積もりをしていたところ、寄附金額

０００万円を目標に取り組みを進め、自主財源の

確保に努めることといたしました。保育環境の充

実では、子育て支援の環境改善や安全で質の高い

保育を実施をするために、ひまわりらんどや市立

保育所にエアコンを設置をするものでありますけ

れども、設置箇所については使用頻度等を考慮し、

要求額を一部見直し、予算計上させていただいた

ところでございます。また、販売促進事業補助金

については、実施方法を見直し、改めて消費喚起

に向けた取り組みの検討が必要であるということ

から、ゼロ査定といたしました。除排雪対策の新

規事業でありますレンタル＆ゴー事業では、地域

と行政が連携し、実施をする除排雪体制について

模索をしてきた中で具現化した事業でございまし

て、冬期間の道路空間確保に対し、支援をしてい

くものでございます。さらに、高齢者施策として

要望の多かった要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋支

給事業や屋根雪おろし安全確保特別対策事業など

新たな事業も盛り込み、高齢者の方々が住みなれ

た地域で長く暮らすことができるように予算を計

上させていただきました。

これら査定での議論や検討を重ねた結果、財政

調整基金から５億 ００３万 ０００円、公共施

設整備基金から２億８００万円を繰り入れをする

などで収支の調整を図り、一般会計の予算案は前

年度比 ７％減の２２１億 ９３６万 ０００円

となりました。今後も財政規律を重視し、健全な

財政運営に努めてまいります。

小項目３、加藤市政２期目の自己評価と今後の

基本姿勢についてでございます。現在の総合計画

である後期計画が終了することに伴い、市民で構

成をする名寄市総合計画推進市民委員会で行政評

価を実施をいただいておりまして、総合計画の体

系をもとに自己評価をさせていただきます。基本

目標１、市民と行政との協働によるまちづりにつ

きましては、名寄市の最高規範である名寄市自治

基本条例の考えに基づき、市民の皆様との情報の

共有に努めてまいりました。パブリックコメント

の実施においては、今後多くの市民に関心を持っ

ていただけるようにさらなる工夫をしていかなけ
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ればならないと考えております。また、財政運営

では楽観視できない財政状況を踏まえ、健全財政

に努めてまいりました。将来を見据えて財政規律

を設定をし、持続可能なまちづくりのため効果的

な投資にも心がけてまいりました。今後も引き続

きわかりやすい情報公開を行い、市民の皆様との

情報共有に努めてまいります。

基本目標２、安心して健やかに暮らせるまちづ

くりについては、健康の保持増進において市民が

健康で安心して暮らせるまちを目指し、自分の健

康に関心を持ち、自分に合った健康づくりに取り

組んでいくためのポイント制度、なよろ健康マイ

レージをスタートいたしました。地域医療の充実

においては、地域救命救急センターの設置など機

能の充実を果たすことができました。このことは、

大きな前進であったと考えております。子育て支

援の推進においては、ひまわりらんどの開設やソ

フト面では乳児医療費の助成の拡大、子ども・子

育て支援新制度へ移行する幼稚園、保育園への支

援を実施をし、子供を産み育てていく環境整備を

進めることができました。高齢者福祉の充実にお

いては、見守りネットワークの充実、認知症サポ

ーターの養成を行い、まち全体で高齢者を見守り、

支え合う地域づくりを進めることができたと考え

ております。しかし、介護人材不足に対応するた

め、人材確保緊急対策等実施をしておりますが、

安心して健やかに暮らせるまちづくりの推進のた

めに引き続き人材確保に向けては最大限努力をし

てまいります。障害者福祉の推進については、基

幹相談支援センター事業の開始や議員の皆様のお

力添えにより名寄市みんなを結ぶ手話条例が制定

をされ、名寄市の障害者に優しいまちづくりが進

められたものと考えております。

基本目標３、自然と環境にやさしく快適で安全

なまちづくりについては、防災対策の充実におい

てこれまでにない大雨水害に対し、市民の自助、

共助に対する啓発活動をまちづくり懇談会や防災

訓練などを通じて実施をしてまいりました。これ

により町内会単位で自主防災組織立ち上げの機運

が高まるなど、災害に対応できるまちづくりを推

進することができました。総合交通体系において

は、高規格道路の早期完成を目指し行ってきた要

望活動が実り、名寄地区においても地権者への用

地説明会が開催をされ、いよいよ工事着手が見込

まれる段階まで来ております。宗谷本線におきま

しては、地域住民の生活インフラであることから、

存続に向けての活動を早期から行い、当面のポイ

ントとしていた先般の北海道の鉄道ネットワーク

ワーキングチームの報告内容にはこれまでの要望

内容の成果があらわれたものと考えており、引き

続きこの地域の鉄路を守るために最大限努力をし

てまいります。

基本目標４、創造力と活力にあふれたまちづく

りについては、農業、農村の振興において地域お

こし協力隊を活用した農業後継者対策で、２名で

はありますが、研修を終えることができました。

今後も有効な制度を活用し、後継者対策を実施を

してまいります。また、パブリックコメント中の

ものもございますが、中小企業振興条例、農業・

農村振興計画、観光振興計画、これら見直しも行

い、さらなる地域経済の活性化、農業振興に向け

て取り組んだところでございます。名寄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略においては、合宿誘致

を推進しておりますが、順調に受け入れ人数をふ

やすことができておりますので、今後も引き続き

まちの活力につながるように努力をしてまいりま

す。

基本目標５、心豊かな人と文化を育むまちづく

りについては、市民待望のＥＮ―ＲＡＹホールが

完成をし、多様、多岐にわたる文化の振興をさら

に図ることができました。今後も魅力ある講演や

舞台芸術の開催に努め、市民の皆様の文化活動に

寄与できるように最大限努めてまいります。スポ

ーツにおいては、現在冬季スポーツの拠点化を目

指しており、昨年は北海道が主催をするウインタ

ースポーツコンソーシアム事業の誘致に成功し、
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日本で初となる市街地商店街を会場としたローラ

ースキー競技会を開催をすることができました。

また、今週末からジュニアオリンピックカップが

当市で開催をされ、官民協働によるおもてなし委

員会が設立をされており、冬季スポーツの拠点化

にふさわしいまちと評価されることを期待をして

おります。名寄市立大学においては、平成２８年

度に保健福祉学部の再編強化として社会保育学科

が誕生をいたしました。また、さらなる総合的発

展と地域課題の解決に貢献をする取り組みを進め

るためにコミュニティケア教育研究センターを設

置し、地域の保健、医療、福祉を担う人材の養成、

輩出や知の拠点化を図るとともに、大学を核とし

た地域力の強化を推進をしてまいります。

以上、基本目標に沿って述べさせていただきま

したが、市民の皆様との協力のもと、総合計画や

総合戦略などの推進を通しながら市民満足度をさ

らに上げていくことができるように議員の皆様の

御指導をいただき、また市民力を生かし、職員一

丸となって住み続けたいと思えるまちづくりに努

めてまいります。

大項目３、教育行政についての中の小項目３、

名寄市立大学の将来構想については私から申し上

げます。今後の１０年間における市立大学が目指

すべき基本的な方向性を示している将来構想につ

きましては、学長からの報告を受けて先般市議会

総務文教常任委員会に提出をし、多くの意見をい

ただいたところです。構想の基本方針は、開学時

の基本理念である１つ、保健、医療、福祉の連携

と協働、２つ、少人数教育の実践、３つ、地域社

会の教育的活用と地域貢献、これらを継承し、教

養教育の充実を図りながら現行の１学部４学科体

制を維持し、本学の発展を目指すものでございま

す。具体的には、教育、研究、教育研究環境の整

備、学生支援、社会連携・貢献、国際・国内交流、

管理運営と情報公開、質保証と本構想の検証、こ

の８つの項目に分けまして目指すべき基本的な考

え方について示しています。また、今後の具体的

な施策の展開を図るために、学内では実施計画の

策定作業を進めておりまして、計画がまとまり次

第市議会へ提出をいたします。

次に、市民の間に大学に対する期待の声と不安

の声があるという御指摘に対しましては、まずも

ってこの大学は名寄市の財産であり、名寄市のみ

ならず周辺地域も含めてまちづくりに大きな影響

を与えているということを御理解をいただきたい

と思います。社会保育学科設置などによるスタッ

フの増、新図書館、新棟の建設など大型の施設整

備が続いておりますが、大学の教育、研究活動な

どを充実させていくためには、教員の確保と一定

の施設整備はいずれも必要となります。将来構想

では、学生に対して責任ある教育を実践をするた

めに教員組織編成の基本方針及び配置計画を定め

ることをうたっておりますので、同計画策定後は

大学内で定期的な検証が行われるように見守って

まいります。また、施設整備については、新棟の

建設と現図書館跡の模擬保育室への改修、食堂移

転後の学生会館の改修が終了すれば当面大型事業

はございません。今後は、おくれているバリアフ

リー化の推進と既存施設の有効活用を図るため、

定期的な点検、補修の実施など適正な維持管理に

努めてまいります。これまで開学以降将来構想と

いうものを策定をしておりませんでしたので、今

後は同構想が着実に推進をされるように大学当局

と定期的な意見交換を行いながらも側面支援をし、

また市民の皆様には不安が払拭できるように情報

公開をしっかりと行ってまいります。

大項目４、市民が主役のまちづくりについて、

小項目１、名寄市総合計画第２次につきまして申

し上げます。総合計画の集中審議での統括発言に

ついてですが、大きく４項目で、１つ、一層の市

民議論を行っていくこと、２つ、市民憲章や都市

宣言の考え方、３つ、市長任期連動性の考え方、

４つ、地域コミュニティーのあり方についてござ

いました。これを踏まえて、まずは実施計画で策

定、続いて総合計画に基づく平成２９年度の予算
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を策定をしたところでございます。総合計画につ

いては、今後とも現在鋭意策定中のダイジェスト

版を用いての市民への周知や市民委員会での総合

計画の進捗管理、機会を捉えての意見交換等を通

じ、より多くの市民の意見を聞き、施策に反映を

していけるように努めてまいりたいと考えており

ます。

前期実施計画と予算案での変更点についてもお

尋ねをいただきました。基本的には、実施計画を

具現化していく中で予算案を作成をしたところで

ございます。その中で例えば金額面で大きなもの

といたしましては、なよろ温泉整備事業について

昨年末に議員協議会にて実施計画をお示しをした

時点では、施設改修の緊急性や過去の調査事業等

を踏まえて予算査定前の１１月末時点では改修の

所要財源として２億円を見込んでいたところであ

りましたが、予算査定の中で工期の問題や改修内

容に引き続きの検討が必要であると判断をしたこ

とから、平成２９年度の予算においては緊急的な

修繕のための需用費のみを計上し、名寄日進地区

の公共施設の利活用を促進するため、名寄振興公

社と協調して行う名寄日進地区へ向かうバス料金

の無料化の事業を予算計上をしたところです。

逆に実施計画をお示しした時点では検討途上で

あったため、明示的、具体的にはお示ししており

ませんでしたが、予算編成過程にて検討を重ね、

熟度が高まった結果予算化できたものといたしま

しては、１つには要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋

支給事業や、また町内会との連携による除排雪を

行うレンタル＆ゴー事業などがございます。今後

とも総合計画の進捗管理等を通じてより多くの市

民の意見を反映できるように努めてまいります。

小項目２の行政の情報公開のあり方と課題につ

いて申し上げます。当市におきましては、市の重

要な政策決定の過程において市民参加の機会を設

け、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、

市民と連携、協力をしたまちづくりの推進に資す

ることを目的とした名寄市パブリック・コメント

手続条例を平成２３年度から施行しておりますが、

この間の重要政策の決定の機会には市広報、ホー

ムページ等を活用し、工夫をしながらパブリック

コメントの実施を市民などへ周知してまいりまし

たが、意見の応募については多いとは言えない状

況となっております。より多くの市民意見をいた

だくために、第２次総合計画策定の際には素案の

市民向け説明会を開催し、結果今までより多くの

意見が寄せられたところです。また、他の計画に

おきましても同様に素案の市民向け説明会を開催

をするなど、市民が集まる機会をつくり、直接出

向いて丁寧な説明を行うことにより、興味を持っ

ていただけるように努力をしてまいりたいと考え

ておりますし、多種多様な手法について他市町村

の事例も研究をしてまいります。

次に、部・次長会議の位置づけについてであり

ますが、名寄市庁議等規程に基づき、市政運営上

必要な事項について審議をする場として月に１回

の開催となっております。現在の情報公開といた

しましては、要約会議録を作成をし、市ホームペ

ージにおいて公開をしております。実際配付をさ

れている次第をもとに市長の挨拶を記録し、その

月々のトピックスも記録をされているところであ

ります。協議事項、報告事項につきましては、案

件ごとに結果を公開しておりまして、特に市議会

定例会等における議論の中で検討事項とされたも

のについては、処理てんまつ結果を報告すること

によりまして進捗状況の公表にもなっていると考

えております。引き続き情報の公開に努めてまい

ります。

小項目３の名寄市公共施設等総合管理計画の推

進について申し上げます。名寄市公共施設等総合

管理計画は、計画期間を平成４７年度までの２０

年間とし、公共施設の総延べ床面積１３％縮減を

目標値に掲げ中長期的な視点から公共施設やイン

フラの更新、統廃合、長寿命化などを計画的かつ

効率的に実施をするというために策定をいたしま

したが、今後の財政展望を踏まえたまちづくりを
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考えると、人口減少や高齢化の進展により公共施

設のあり方や維持管理等は非常に重要な事項とし

て捉える必要がございます。そのためには、本計

画の着実な推進が必要でありますが、その過程と

して現在国においては公共施設等総合管理計画に

基づき個別施設ごとの具体的な方針を定める個別

施設計画を平成３２年度までに策定をするように

促しております。また、平成２９年度地方財政計

画においても公共施設等の適正管理の推進を掲げ、

必要な経費について計上をされているところでご

ざいます。この個別施設計画の具体的なガイドラ

イン等についてはこれから公表されるということ

でございますが、その情報には注視をしながら、

策定に向け準備を進める必要があるものと考えて

おりますし、その計画の策定に当たっては市民や

議会に対ししっかりと情報提供を行い、市全体の

認識で共有化を図ってまいります。

大項目５、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、名寄市病院事業改革プランの進捗を踏ま

えた成果と課題について申し上げます。本プラン

は、継続して安定した医療を提供していくための

健全な事業運営を目的に策定をしたものであり、

平成２８年度は策定初年度でもあることから大き

な変化はございませんが、現段階における状況は

次のとおりでございます。市立総合病院において

は、入院収益、外来収益ともに増収の見込みでご

ざいますが、給与費、材料費などの費用も増加を

しておりまして、計画をしたところまでの改善は

厳しい状況となっております。今後の収支改善に

向けたツールとして導入を進めております原価計

算システムについては、平成２９年春からの運用

を目指して作業を行っているところでございます。

医療スタッフの確保については、医師、看護師、

医療技術職などでおおむねプランどおりの採用と

なっております。御質問のございました介護、福

祉行政に精通をした職員の配置については、平成

３０年度での実施を予定しておりましたが、連携

業務の拡充に向けて必要であるということから、

平成２８年１０月に経験を有する社会福祉士１名

を採用し、地域医療連携室に配属をいたしました。

また、平成２９年４月にも新たに社会福祉士２名

の採用を予定をしておりまして、今後も地域の医

療介護機関や地域包括支援センター等との連携を

強化し、地域完結型の医療の実現や地域包括ケア

システムの構築に資するように取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、名寄東病院におきましては、懸案でござ

いました医師確保について上川北部医師会の御尽

力もあり、前年度と同様の診療体制を維持するこ

とができました。しかしながら、平成２８年度の

診療報酬改定により、療養病棟入院基本料が改定

された影響が大きく、収支は悪化をする見込みで

あることから、改善策として外来機能、健診機能

の充実について取り組むこととしております。具

体策といたしまして、平成２９年４月から週１日

ではございますが、午後の外来診療を実施をする

とともに、新たに人間ドックの受け入れ拡充を予

定をしており、既に北海道市町村共済組合の健診

指定を受けたところでございます。

医療は、国の施策や制度のほか市内外の民間を

含む医療機関の動向などさまざまな要因により随

時変化をしてまいります。平成３０年度には道の

第７次医療計画がスタートをすることとあわせて、

診療報酬と介護報酬とのダブル改定もあるという

ことから、今まで以上の変化が予想をされます。

今後においても情報収集に努め、随時不断の見直

しを図りながら地域の方々が安心できる医療を提

供できるように診療体制の維持に努めてまいりま

す。

小項目２、名寄市地域福祉計画を踏まえた新た

な個別計画への対応について申し上げます。名寄

市高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画は、

老人福祉法第２０条の８に基づく市町村老人福祉

計画及び介護保険法第１１７条第１項に基づく市

町村介護保険事業計画として、高齢者に関する施

策を総合的かつ計画的に推進をするとともに、介
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護保険事業の円滑な実施を図るため、国の基本指

針に則して両計画を一体的に３年を１期として策

定をするものと規定をされております。現在の第

６期計画の計画期間が平成２９年度までであるこ

とから、平成３０年度から平成３２年度を計画期

間とし、平成２９年度に策定を行います。本計画

は、市から名寄市保健医療福祉推進協議会に諮問

をし、同協議会に設置をされる高齢者部会を中心

に策定をすることとなりますが、現行の第６期計

画策定時からは高齢者を取り巻くさまざまな問題

に対応すべく、同協議会の保健医療部会との合同

部会を設置をし、協議を行うとともに、庁内にお

いても高齢福祉、介護保険の分野と限らず、地域

包括ケアシステムの構成要素である医療や住まい

の部署とも策定作業を行っており、今後連携して

進めてまいりたいと考えております。団塊の世代

が後期高齢者となる２０２５年に向け、本市の実

情に合わせた地域包括ケアシステムの構築を進め

ていくことが求められていることから、平成２９

年度に策定をする第７期計画においても市民への

アンケート調査を初め、介護保険給付状況等の分

析を行い、庁内はもとより関係機関との連携や調

整を図りながら策定作業を進めてまいりたいと思

います。

名寄市障がい者福祉計画は、障害者基本法第１

１条第３項に規定をする市町村障害者計画で、障

害者のための施策に関する基本的な事項を定める

中長期の計画でございます。現在の第２次名寄市

障がい者福祉計画の計画期間が平成２９年度まで

となっていることから、平成２９年度に協議を行

い、平成３０年度から平成３９年度までの１０年

間の第３次名寄市障がい者福祉計画を策定をいた

します。計画策定に当たりましては、名寄市保健

医療福祉推進協議会に障がい者部会を設置をして

協議を進めていきます。協議を進めるに当たって

は、計画策定の基礎資料を収集をするため、約

０００名の障害者を対象としたアンケート調査を

行い、また障害の当事者や家族、福祉関係者など

で構成をされている名寄市障害者自立支援協議会

との意見交換を実施をして専門的知見や当事者の

声を計画に反映していくこととしてございます。

計画に盛り込む内容につきましては、計画の趣旨、

基本理念、基本目標等の基本的考え方、地域の障

害者の現状と課題、市民にわかりやすい計画とな

るための施策の体系化、具体的な方策などになり

ます。

次に、障がい福祉実施計画は、障害者総合支援

法第８８条に規定をする市町村障害福祉計画で、

障害福祉サービス等の提供体制や福祉サービス等

の確保に関する計画でございます。現在の第４期

名寄市障がい福祉実施計画の計画期間が平成２９

年度までとなっていることから、こちらも平成２

９年度に協議を行い、平成３０年度から平成３２

年度までの３年間の第５期の名寄市障がい福祉実

施計画を策定をしてまいります。この障がい福祉

実施計画は、前述の障がい者福祉計画と策定期間

が重なっているといったことから、障がい者部会

においてこの２つの計画を同時に協議をしていく

予定としています。計画に盛り込む内容につきま

しては、計画の趣旨、基本理念、目的及び特色な

どの基本的考え方、各年度における障害福祉サー

ビスの種類ごとの必要量の見込み、施設入所者の

地域生活への移行、福祉施設の利用者の一般就労

への移行、地域生活支援拠点の整備を進めるため

の成果目標、地域生活支援事業の種類ごとの必要

な量の見込みなどとなってございます。

次に、認知症総合支援事業における認知症初期

集中支援推進事業は、全ての市町村が平成３０年

４月までに開始をすることとなっており、当市に

おいては平成３０年４月から事業を開始をする計

画としております。認知症初期集中支援推進事業

の実施体制は、支援チームの配置、認知症初期集

中支援チーム検討委員会の設置等となっておりま

す。支援チームは、チーム員として医療、保健、

福祉に関する国家資格を有する者であって、認知

症ケアや在宅ケアの実務、相談業務等に３年以上
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携わった経験のある者で、さらに必要な研修を受

講し、知識、技能を習得した者２名以上と一定の

条件を満たす認知症サポート医１名の合計３名以

上とすることとなっております。この支援チーム

立ち上げのために、平成２９年度から関係医療機

関等と協議を行い、チーム員及び専門医を選任し、

平成２９年度に行われるチーム員研修の受講、検

討委員会の設置等の体制整備を進め、事業開始に

向けた準備を行うとともに、事業の理解を得るた

めに市民周知等を行ってまいります。

最後になりますけれども、各計画の策定に当た

りましては、今年度策定をいたしました名寄市地

域福祉計画で掲げた地域福祉行政全体の方向性や

共通の基本理念である市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりを踏まえながら、市民の

方の声を幅広く反映をしていくために、地域住民、

民生委員児童委員、さまざまな保健、医療、福祉

関係者や学識経験者などで構成をされる策定部会

を設置をするとともに、特に市民の方に主体的に

計画の策定に参画をいただくために、公募の委員

枠を設けるということとしてございます。さらに

は、福祉懇談会や住民説明会も実施をして、市民

の方々から忌憚のない御提言、御意見をお聞きを

するなど、市民と協働した計画策定に努めていき

たと考えています。

小項目３、新たな国民健康保険制度移行と保険

税等の見通しについてでございます。平成３０年

度から都道府県の単位化が始まり、今後は医療費

の負担を都道府県が担うこととなるために、急激

な医療費の上昇による財政不安が解消をされると

いうことになります。一方、市町村は被保険者の

資格管理、保険税の賦課、徴収業務、医療費の適

正化に向けた保健事業など、地域におけるきめ細

やかな事業を引き続き担ってまいります。また、

新制度におきましてはこれまで同様軽減や減免措

置により被保険者の負担の軽減が図られるほかに、

新たに今まで市町村単位だった高額医療費の多数

該当が都道府県単位で引き継がれるために、被保

険者の自己負担が軽減をされることということに

なります。

保険税につきましては、まず市町村ごとの医療

費水準や所得水準を考慮して納付金の額が決定を

いたします。そこから保健事業費や基盤安定負担

金などを加算、減算したものを市町村が納付すべ

き保険税総額として市町村は北海道が示す標準保

険料率を参考に保険税率を決定し、賦課、徴収を

行うということになります。本年２月に２回目の

仮算定が公表されましたけれども、激変緩和全体

の規模や激変緩和終了後の保険税がどのように変

化をするかイメージするものとなっており、算定

方法に関する国の考え方や財源の検討及び数値を

精査し、激変緩和を５％として試算をしておりま

す。今後は、国において検討中の課題が整理をさ

れ、徐々に概要が示されることとなりますが、８

月には３回目の仮算定が公表される予定になって

おり、その試算結果を踏まえ運営協議会にお諮り

をし、協議を進めてまいりたいと考えております。

また、健康予防活動につきましては、特定健診

や人間ドックの費用助成を行い、病気や生活習慣

病の早期発見、治療を行うことで重症化を予防し、

医療費の抑制につなげております。平成２８年度

から始まりました保険者努力支援制度において、

特定健診の受診率の向上などの目標値を達成する

ことで、特別調整交付金に反映をされ、標準保険

料率の算定の際にその分差し引くことにより、被

保険者の負担軽減につながることになります。名

寄市としても取り組みを一層進めてまいりたいと

考えております。今後も医療費の適正化を初め、

被保険者の負担軽減のための取り組みや協力体制

を検討し、市民生活の実態が反映されるよう国や

北海道に対してさらなる財政支援を求めてまいり

ます。

大項目６、経済、建設行政について、小項目１、

今後の農業振興について申し上げます。農業振興

に当たりましては、農業・農村振興計画を基本と

して各施策を展開してまいりました。これまでの
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農業を総括いたしますと、市場から求められてお

ります安全、安心な農産物を安定的に供給をする

ために、選果施設等の整備により品質の向上を図

るとともに、アスパラガスやモチ米のブランド化

に向けた取り組みを推進し、産地としての認知度

が高まっているところでございます。また、薬用

作物や冬期間の無加温による栽培可能な新たな作

物について栽培技術の検証に取り組みながら、生

産者への普及に努めてきたところでございます。

こうした名寄市の気候、特性を生かし、これまで

の生産者の努力により産地化されてきたものをさ

らに充実をさせてきた１０年間であると言えます。

一方で、農家戸数の減少には歯どめがかかって

おらず、農業者の高齢化も進んでいるところであ

ります。新規就農者については、管内的にも高い

水準で毎年確保をされてはおりますが、技能者数

を補う状況とはなっておりません。今後も農家戸

数の減少傾向は続くものと予想をされますが、減

少の速度を抑えていく取り組みが重要であると考

えております。また、地域の担い手に農地が集積

をされて経営規模の大型化が進んでおりまして、

アスパラガスやカボチャなど作業に人手を必要と

する作物の作付が減少傾向にあり、生産体制の効

率化や多様な労働力の確保が必要となっておりま

す。

農業を取り巻く情勢につきましては、輸入農産

物による農産物価格への影響が懸念をされるとと

もに、少子高齢化による国内市場の縮小が懸念を

されております。国においては、農産物の輸出に

よる市場の拡大を目指すとともに、６次産業化の

推進や農地集積による生産コストの削減、農業者

みずからが需給動向に応じた米の生産に取り組む

ことが示されております。

平成２９年度からスタートする第２次名寄市農

業・農村振興計画については、総合計画の実施計

画と位置づけ、基本計画を策定し、具体的な施策

については実施計画として策定をしております。

基本計画においては、５本の柱を設け、１つ目と

して収益性の高い農業経営の確立では、農業生産

基盤の整備による生産性の向上や振興センターを

核として収益性の向上に向けた栽培試験や技術普

及の取り組み、販路拡大に向けた輸出や農畜産物

のブランド化の推進、他産業との連携による６次

産業を目指すことなどを計画をし、２つ目として

多様で持続可能な農業経営の促進では、労働力不

足の解消に向けて多様な労働力の確保に向けて取

り組むとともに、ＩＣＴなど新たな技術の導入に

よる省力化を推進をします。３つ目として農業の

担い手の育成と確保に向けてでは、農業後継者や

新規参入などによる新規就農者の育成確保に向け

て取り組みます。また、地域の担い手となる農業

者の育成や配偶者対策に取り組むとともに、青年、

女性農業者の活動を支援をしてまいります。４つ

目として人と自然に優しい農業の推進では、気候

条件を生かしたクリーン農業の推進や有害鳥獣対

策に取り組みます。５つ目、豊かさと活力のある

農村の構築としては、都市と農村の交流や市民へ

の農業の理解を深める食育、地産地消の取り組み

を進めていく中で持続可能な名寄市農業の実現に

努めてまいります。

次に、農業団体からの要望についてですが、農

業委員会及びＪＡ道北なよろから、１つには集中

豪雨などの災害対策や生活環境の改善に向けた河

川、道路等の整備については道路の計画的な整備

を進めるとともに、普通河川については土砂上げ、

伐木除去に取り組み、適正に管理をするとともに、

国、道の河川管理者へ改修等についての要望をし

てまいりたいと考えております。また、有害鳥獣

駆除につきましては、引き続き猟友会の協力を得

ながら駆除に当たるとともに、アライグマにつき

ましては防除従事者を拡大し、箱わな設置により

駆除に当たってまいりたいと考えております。ま

た、農業担い手の育成確保につきましては、新規

就農者の育成確保に取り組むとともに、多様な労

働力の確保やＩＣＴなど新たな技術の導入などに

より労働力不足を補っていけるよう取り組みにつ
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いて回答をさせていただいたところでございます。

小項目２、にぎわいづくりと商工業の振興につ

いて申し上げます。昨年名寄市中小企業振興条例

及び同条例施行規則を改正をし、事業者に対する

支援制度の見直しを行いました。改正の主な内容

は、新たに創業者に対する支援を追加し、事業承

継も含め新たな事業の取り組みを後押しをしてい

く施策を設けたところであります。また、事業を

継続する中で店舗等を改修をする際の補助対象経

費について、ハードルを下げて比較的軽微な改修

についても対象といたしました。人材育成の観点

では、従業員の資格取得に要する費用の助成を創

設をし、企業の積極的な人材への先行投資を促す

施策も講じました。それぞれの施策の有効性につ

いては、年度途中の改正ということもあり、議会

議論の中でも内容の周知という面での御心配もご

ざいましたが、市、商工団体、金融機関で構成を

する産官金サポートネットワークを立ち上げ、そ

れぞれの情報を共有する中で事業所に対してきめ

細やかな指導や助言を行えた効果もあり、改正し

た支援策については現在年度途中でありますが、

いずれも前年度を上回り、新規施策についても利

用実績が出てきております。今回の中小企業振興

条例の改正とは切り離し、昨年１０月から開始を

いたしました住宅改修等推進事業の効果も含め、

設備投資、人材育成の促進が図られたと認識をし

ておりまして、今後においてもさまざまな方法で

周知を図りながら企業の主体的な取り組みについ

て支援をしてまいりたいと思います。

中心市街地のにぎわいづくりに関しては、支援

施策の一つであります街なかにぎわい事業の活用

件数も前年度を上回っておりまして、商店街振興

組合やグループやサークルなどがＪＲ名寄駅前を

中心とした市街地のにぎわいづくりを目的にコミ

ュニティー事業を実施をしてきております。また、

都市再生整備計画に基づき、社会資本整備総合交

付金を活用して整備をしたＪＲ名寄駅から浅江島

地区までの施設や設備についても運営面でそれぞ

れ軌道に乗り始めていることから、今後はそれら

施設や設備を線で結び、いかに市街地に人の回遊

をつくるかが重要になってくると認識をしており

ます。計画とも整合性を図りながら、さらににぎ

わいを創出していけるような仕掛けづくりができ

るか、引き続き関係部署、商工団体、商工振興組

合等と協議を進めてまいります。

商工団体からの要望の特徴といたしまして、中

小企業対策、コンパクトシティーの実現、地域振

興、商工業対策、福祉対策と要望の内容は多岐に

わたりますが、経済、建設の観点では公共事業に

係る事業発注の平均化による雇用の確保、市内企

業への発注機会の確保等が挙げられます。これら

については、いずれも競争性を確保した中で地域

企業の優位性を考慮しながら、適正な事業、業務、

物品等の発注を行っていく旨の回答をさせていた

だいております。

また、新年度の国、道、市の発注見通しについ

ては、新年度予算における国や北海道の各種事業

推進費で当市における具体的な予算規模につきま

しては農業、建設、災害など多岐分野にわたるこ

とから申し上げることができませんが、国、北海

道の前年度予算比較では国土交通省所管の公共事

業関係予算が ００倍の総額５兆 ８０７億円と

なっており、これら国土交通省、農林水産省関係

を含めた国からの北海道開発予算は総額 ４６５

億円、対前年比 ０１倍となっております。

次に、名寄市の普通建設事業は、前年度比３

４％減の３１億 ７０１万 ０００円を見込みま

した。主な事業といたしまして、名寄市立大学保

健福祉学部再編事業、北斗・新北斗公営住宅建設

事業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事

業等を予定をしております。

小項目３、市内の地域経済状況及び雇用環境に

つきまして申し上げます。地域経済の状況につい

てですが、個別の業種で申し上げますと、製造業、

運輸業では原油価格が上昇傾向にあり、収益の低

下が懸念をされております。建設業については、
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降雪量も例年並みとなり、除排雪業務の稼働もあ

り、今後は通常の稼働期に入ることから業況の好

転が期待をされる一方で、個人消費においては依

然買い控えが続いており、業況の回復は足踏み状

況が続いておりますが、全体的にはこの間と比べ

大きな変化はないものと見込まれております。

雇用及び人材確保に関しましては、建設業、運

送業、製造業とも依然として人手不足が続いてお

りまして、他の業種も含め人材の確保については

大変苦労をされていると認識をしております。直

近の管内の有効求人倍率でも ３３倍と１３カ月

連続で前年同期を上回っておりまして、求人と求

職のバランスがとれていない状況が引き続き続い

ております。背景にある少子高齢化という社会情

勢の影響で、地方の人材の確保については他の地

域においても共通の課題と捉えており、この地域

においては引き続き通年雇用化の促進施策を初め

とする各種資格取得の支援を継続していく必要が

あると考えております。また、先ほども述べまし

た住宅改修等推進事業についても雇用や人材の育

成の観点から、年間を通した事業の実施ができる

ように予算の配分とあわせて業界のニーズの把握

を行うことも必要であると考えております。近年

この地域の新規学卒者の地元定着志向が比較的高

い傾向にあることから、求人と希望職種が効果的

にマッチングをするように関係団体と連携を図り

ながら的確な情報発信を行い、地元就職と定住及

び離職防止につながるよう施策の推進を図ってま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私のほうから大項目３

の教育行政について、初めに小項目１の教育行政

執行方針について、学校教育にかかわる課題と今

後の方策について申し上げます。

これからの我が国の学校教育におきましては、

グローバル化や情報化の進展、少子高齢化の進行

などに伴い、生きる力を育成する教育の推進、地

域とともにある学校づくりの推進、インクルーシ

ブ教育システムの構築を目指す特別支援教育の推

進等が求められております。このことを受け、本

市の本年度の学校教育におきましては、平成２４

年から取り組んできました名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会の５年間の成果と課題を踏まえ、第

２次の名寄市教育改善プロジェクト委員会の取り

組みを推進し、今日的な教育課題に対応してまい

ります。

具体的には、研究グループを改編し、新たに教

育経営の充実に関する研究グループ、教育研究の

充実に関する研究グループ、教育指導の充実に関

する研究グループの３つのグループによる取り組

みを推進いたします。教育経営の充実に関する研

究グループでは、本市共通のモデル的な学校経営

計画の作成、社会に開かれた教育課程の編成、実

施、評価、改善、コミュニティースクールや小中

一貫教育の推進、学校経営計画を踏まえた学級経

営の充実などに取り組んでまいります。教育研究

の充実に関する研究グループでは、特別な支援を

必要とする児童生徒の指導の充実、道徳的な判断

力、信条、実践意欲と態度を育てる道徳教育の充

実、生涯にわたって運動に親しもうとする態度を

育む体育、保健体育の充実、外国語でコミュニケ

ーションを図ろうとする態度を育む学校、外国語

教育の充実に関する研究などに取り組みます。さ

らに、教育指導の充実に関する研究グループでは、

主体的、対話的で深い学びの実現に向けた事業の

改善、ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業や生徒

指導の機能を生かした学習指導の充実などに取り

組みます。

以上、第２次教育改善プロジェクト委員会の取

り組みを中心に取り上げさせていただきましたが、

御承知のように教職員の日常の校務は大変忙しい

状況にあります。このため、学校においては教職

員の子供たちと向き合う時間を確保し、先生方に

過度の負担をかけることなく子供たちの学力、体

力の向上や生徒指導の充実に成果を上げることが
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重要であります。これまで本市の小中学校では、

教職員の子供たちと向き合う時間を確保するため、

学校行事の準備に係る時数の削減、職員会議の内

容の厳選及び時間の短縮または長期休業中への移

行、日報の活用による朝の職員打ち合わせの軽減

などの取り組みを推進しております。また、本市

では道の加配教員制度を積極的に活用したり、市

負担の学習支援員を配置するなどして教職員の負

担の軽減に努めているところでございます。教育

委員会といたしましては、次年度も教職員が子供

たちと向き合う時間を確保しながら、市内全小中

学校が一体となって第２次名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会の取り組みを推進し、児童生徒に生

きる力を育み、夢と希望を開く名寄市の教育の創

造に努めてまいりたいと考えております。

続いて、小項目２の公立高校配置計画の今後の

推移と課題について申し上げます。道教委では、

公立高等学校配置の現状と課題を踏まえ、高校配

置の基本的な考え方として、高校進学希望者数に

見合った定員の確保、教育水準の維持向上と教育

の機会均等を図る観点から、地域の実情等を考慮

しながら適正な高校配置を行うとしております。

上川北学区におきましても道教委の高校配置の基

本的な考え方をもとに名寄産業高校におきまして

は産業教育施設や実習地を有効活用するための産

業キャンパス化されてきましたし、地理的状況等

から再編が困難で、地元からの進学率が高い場合

は美深高校や下川商業高校のように地域キャンパ

ス校にするなど、これまでも生徒の学習環境の充

実を基本として本道の基幹産業との関連、地域の

実情、学校、学科の特性を考慮しながら再編整備

が進められてきたところでございます。

しかしながら、さらに中卒者数の減少や進路希

望の一層の多様化が進む中、本年度の上川北学区

での高校配置計画においては平成３２年から３５

年度までの見通しで学校、学科の配置状況などを

考慮し、名寄市内での早急な定員調整の検討が必

要という見解が示されたところでございます。こ

のような見解が道教委から示される以前から、本

市においては名寄市内高等学校在り方検討会議を

設置し、道内や名寄市内の経済や雇用情勢、生徒

数の推移や進路状況を調査、分析しながら、今後

の名寄市内高等学校のあるべき姿について方向性

を検討してきたところでございます。その検討経

過を踏まえ、道教委に対しても現行の間口の維持

を基本として、それぞれの高等学校で特色ある学

校運営が行われるよう意見反映をしてきたところ

ですが、結論としては厳しい見解が示されたもの

と判断しているところでございます。このような

ことから、さきの東議員の代表質問の際にもお答

えしましたけれども、今後は普通学科と職業学科

の間口数のあり方、職業学科での学科転換なども

視野に入れた検討を進めていく必要があると考え

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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁ありが

とうございました。

私もきのう人材開発センターに今回の初任者研

修の数字を確認させていただきましたけれども、

１６名のうち学生も４人含まれているということ

で、新たな資格をしっかり取って、現場で活躍を

いただくことを強く願うものですが、ここで市長、

私は大変超少子高齢化の時代における名寄の現状

について危機感を持っていますので、改めて市民

あるいは今名寄市内の各事業所等で特養も含む大

変厳しい中頑張っていただいている現職の方、あ

るいは初任者研修で資格を取ろうとする人などに

含めて、市長からの強いメッセージをちょっと発

信をしていただきたいと思いますが、お答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今後の少子高齢化と、そ

して高齢者がふえ続ける中での生産年齢人口が縮

小していくというギャップの中で、介護職員の人

材も不足をしているということは全国的な課題と
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いうふうに捉えているところでございます。そう

した課題を踏まえて、今回緊急的な対策と将来に

わたって名寄で介護をしてみたいというようなこ

とにつながっていく中長期の施策ということで、

それぞれ施策を展開してきたところでございます。

名寄市は、医療基盤もしっかりしている地域でご

ざいまして、ここで生まれて最後まで住み続けて

いける環境が整っている地域であるというふうに

考えておりまして、その中でも介護施設というの

は非常に重要な役割を占めているというふうに思

っておりまして、ぜひとも引き続き我々としては

介護従事者に対する支援をしっかりと行っていき、

そして地域の安定的な持続可能な経営というか、

高齢者の皆さんがさらに安心して住み続けられる

地域を目指してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 介護現場で一生懸命

介護をされて御苦労されている皆さんにさらなる

支援も含めた重要性についてお答えをいただいた

というふうに思いますが、具体的にまた特養ある

いは民間それぞれ事情は違うところもあるでしょ

うけれども、一層現場を知る意味で足を運んでい

ただければというふうに思っています。

そこで、先ほどのお答えで、在宅で今現在介護

３から５の間で３６名、それぞれ家族介護が中心

だろうと思いますけれども、言われていますけれ

ども、全国的には本当に介護現場あるいは在宅で

悲惨な事故、事件も起きている事象を考えるとき

非常に痛切な思いがあるのですけれども、いわゆ

るこの人数だけではなくて、特に介護の状態だと

かということで、緊急にどうしてもやっぱり施設

に入らなければならない、入れなければならない

なという個々の対応についてはどの程度把握をさ

れて、あるいは今なかなか順番で入れないけれど

も、一定の枠は既に持っているのかどうか、改め

てお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） お答

え申し上げます。

特別養護老人ホームの入所の基準につきまして

は、原則といいますか、要介護３以上が原則には

なっていますが、認知症だとか独居だとか、さま

ざまな理由で要介護１、２の方々についてもその

入所を全く制限するというわけでなくて、特殊事

情があった場合については入所判定会議の中で判

断して入所の順番を入れるという、そんなような

状況になっております。

今議員から御質問いただきましたそのほかのさ

まざまな措置が必要な場合の対応をどのようにし

ているかという御質問だったかというふうに思い

ますが、介護が必要な方以外でも経済上だとか環

境上の理由でおうちで住むことが困難な方につき

ましては、現在も老人福祉法の第１１条の中で養

護老人ホームへの措置という制度が残っておりま

して、一定今人数は正確には忘れましたが、二十

数人の方々を現在養護老人ホームに措置させてい

ただいているところでございます。名寄市には養

護老人ホームはございませんので、名寄市外の施

設のほうに入所の措置をさせていただいて、福祉

の措置という対応をとらさせていただいていると

ころでございますし、そのやりとりにつきまして

はそれぞれ介護の必要な方々につきましてはケア

マネージャーさんがついていらっしゃいますので、

そこの連携を十分とらさせていただいているとこ

ろでございますし、今後も続けてまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひこの名寄市から

介護においていろんな痛ましいことが起きないよ

うに、個々の市民の皆さんにきめの細かい、特に

ケアマネさんの情報が重要だというふうに思いま

すけれども、ケアマネさんの環境も非常に厳しい

というふうに聞いておりますから、名寄市として

も積極的にかかわりを持っていただきたいという
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ふうに思っています。

そこで、即戦力として期待される有資格者の状

況について、当然かなり精度が高い感じで登録状

況について把握をされているというふうに思いま

すが、これらの人たちにある面では足を運んでで

もぜひ職場復帰してほしいというようなことにつ

いての対応などについての計画があるかどうかお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 介護

福祉士を初めとした介護の資格の有資格者の登録

につきましては、保助看法、保健師助産師看護師

法では、それぞれ住所地だとか、就業した際には

そこそこの保健所に届け出る、そういう法律にな

っておりますけれども、介護福祉士についてはそ

こまでの求めがございませんで、実は資格取得し

た後に就業している状況だとか、住所だとかとい

うようなところの部分が正確にわからない状況が

ございます。ただ、先ほど市長からも答弁ありま

したように、今般補正の議決をいただきまして、

介護従事者の緊急対策事業の中で就職支度金とい

う事業をとらさせていただいておりますので、そ

の事業の周知を十分させていただきながら、就職

した際にはその支度金の支給が行われるというと

ころでございますので、介護人材の確保にその面

で努めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 初任者研修から一般

の方はスタートしますけれども、即戦力の、しっ

かり市民に呼びかけ切れているかどうかというこ

と、あるいは新たなる支援で十分かどうかという

こともありますけれども、そこはもっともっと情

報を発信をして、有資格者の登録をできるだけ精

度を高めていただきながら、なぜ職場復帰が難し

いのか。それは、子育てだとか、高齢者抱えてい

るとか、さまざまなのでしょうけれども、可能な

人には最大限やっぱり協力を求める。具体的に足

を運んで精度を高めることについてさらに求めて

おきたいというふうに思いますので、そう意思の

疎通の面では違和感はないですね。積極的に対応

していただけるということで、室長みずからも頭

を振っていただきましたので、精度を高めていた

だきたいというふうに思います。

それで、ややこれで２年ぐらいになるのです。

定員割れで、それぞれ１０ベッドずつあいて、２

０人あいた状態だという期間が長引けば長引くほ

ど、市民の中にはいら立ちも不安も出てくるわけ

なのですが、市長、もちろん理事長であり、市長

でもあるということですが、市長みずから、ある

いは職員も含めて現場に研修に行くぐらいの決意、

あるいは市民にいろんな情報をいただくというぐ

らいのことを私も求められることがありますけれ

ども、それで対策が解消するわけではないのです

けれども、そういう意気込みが全市に伝わるかど

うか、市長の答弁次第ではないかというふうに思

いますので、改めてお答えをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今の議員のお話というの

は、事業団の施設のということにかかわってとい

うお話でよろしいのでしょうか。その定員がとい

うことですか。ということであるというふうに受

けとめてお話をさせていただきますと、これも何

度もお話をしていますけれども、先ほどお話しし

たとおり在宅でなかなか入所できない方もいらっ

しゃるという現状は大変重たく受けとめておりま

して、またこうした期間が長くなっていることに

ついていら立ちも募っているということは大変申

しわけなく思っています。

市全体の施策として、これまでもそうした在宅

の皆さんに対して、今年度は介護者の交流事業の

開催回数をふやしていったりだとか、新年度には

先ほどからお話をしているように、要介護の高齢

者の紙おむつを支給をしていったりとか、認知症

サポーターや見守りネットワークや徘徊高齢者Ｓ
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ＯＳネットワークだとか、そうしたことでさまざ

まな支援をしてきておりますし、そうしたことに

努めているところでございます。

また、事業団の運営に関して言えば、新年度か

ら社会福祉法人の一部改正が行われるということ

もありまして、風連爽風会との合併の件もござい

まして、新たな法人というか、組織を改革をして

スタートをするということになりますので、しっ

かりと法人運営の部分でも見直しをしていきなが

ら、職員の皆さんがやりがいのある環境がつくれ

るように努力をしてまいりたいというふうに考え

ております。

職員が介護の実習に当たるというのは、現実的

ではないというふうに思っておりますので、ぜひ

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それが抜本的な対策

にはならないことは私も十分理解していますけれ

ども、期間が長くなるとやっぱり現実に職場を放

棄してそっちに行くという話ではないですけれど

も、いら立ちを表現をされているなというふうに

思っていますので、そのぐらいの強い決意で、先

ほどの午前中のやりとりでは両施設どちらかは早

いうちに満床にするというお話が出ておりました

けれども、改めて両施設の現状の解消についての

めどについてお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども御答弁

申し上げましたけれども、新年度の４月に新採用

職員を初めとする介護スタッフの配置転換等を行

う新採用職員のうち、新規に学卒者につきまして

は一定程度研修も必要でございますので、それら

を含めまして平成２９年７月ごろをめどにどちら

か一方の施設を満床ということで取り組んでまい

りたいという報告を受けておりますので、御報告

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一歩でも二歩でも前

進しながら、そのことによってまた市民の信頼が

高まっていく。あるいは、いろんな情報や協力も

得られやすいのでないかというふうに思っていま

すので、一層頑張っていただきたいと思いますが、

いずれにしても職員団体ともしっかり連携をとっ

て意見交換を強めながら具体的に改善をしていっ

ていただきたいと思います。とりあえずやっぱり

人に金をかけるということについては、非常にこ

の時期、介護の問題ばかりではありませんけれど

も、重要だというふうに思っています。加藤市政

２期目の選挙のときに同行した道新記者の記事を

改めて私思い出したのですけれども、明治時代の

後藤新平さんの話で、金を残すは下、事業を残す

は中、そして人を残すことが上だという記憶、た

しか活字で見まして、これは人脈をいかに残すか

ということなのでしょうけれども、改めてやっぱ

り税の再配分によって人を育てるということにつ

いての持続的な福祉行政をしっかり前進をさせて

いくというところを私は非常に強調をせざるを得

ないというふうに思っておりますので、市長を先

頭に一層の御努力をお願いをしたいというふうに

思っています。

南スーダンと自衛隊のほうの命の関係に行きた

いと思いますが、たまたま今青森で大変な御苦労

で、日本の話も出ておりましたけれども、５月に

は第５旅団、帯広です。市民の中や関係者の皆さ

んの中では、名寄もこの次、あるいはその次とい

う、これはもう即撤退になれば全くそういう心配

も要らないのでしょうけれども、いずれにしても

西方重視ということからいくと北のほう、あるい

はイラクのときの実績もあるわけですけれども、

そういう心配の声がありますけれども、市長はそ

ういう声は全然聞いていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 承知してございません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう少し耳を澄ませ

て市政運営をしていただければというふうに考え
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ております。国会のやりとり見ていて、特に現地

における張り詰めた緊張、死の恐怖がわからない

大臣が政治的な都合で戦闘ではない、武力衝突だ

ということ、あるいはもし自衛隊員の命に何かあ

ったら総理大臣みずからやめさせてもらいますと

いうような話をしていますけれども、もうそんな

ことは私どもにとってはどうでもいいのです。地

元にいる市民である自衛隊員の命がもしそうなっ

たときを考えたときに、そんな大臣の首一つ二つ

の話ではないというふうに思っていますので、改

めて市長、そういうテレビなんかについて見聞き

していると思いますけれども、お答えをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 現在も北朝鮮におきまし

て大変な状況になっているということで、我が国

を取り巻く安全保障関係については大変厳しい状

況であるというふうに認識しております。その上

で国をどう守っていくのか。その中で自衛隊の存

在というのは、非常に大きなものがあるのだろう

と思います。駆けつけ警護等の政策については、

ちょっと複雑なので、なかなかよく理解しがたい

ですし、これは国の担任事務でありますので、こ

の議会でどうのこうのという議論をすべきではな

いと思いますけれども、明らかなのは我々名寄に

駐屯している自衛隊員の皆さんとともにまちづく

りを行い、重要なパートナーであり、そして大事

な市民でもあるということでございまして、駐屯

地の皆さん、隊員の皆さんをいかにサポートして

いくかということに尽きるのではないかというふ

うに私は思いまして、協力会の会長としてそうし

たことにしっかりと意を払っていく決意であると

いうことを申したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今市長おっしゃった

ように、名寄にとって駐屯地があるおかげで地域

経済だとか、まちづくりだとか、基地周辺対策関

係の財源の関係だとか、あるいは大災害があった

らいち早く東北にも行く、あっちにも行く、水害

にも行くということについても、存在は非常に全

市民的な共通の思いだと思いますけれども、この

話はやっぱり違うと思うのです、市長。改めて認

識をしながら、私どもの名寄駐屯地の隊員あるい

は家族が大変不安に思うところはやっぱり排除を

する、理解を示していかないといけないのではな

いかと思っています。憲法違反まで犯して命令で

現地に派遣されて、もしものことがあったら誰も

責任とれないのです。そういう疑いがあるがゆえ

に、全国ではやっぱり既に憲法違反、安保法制そ

のものが違反ではないかという声が非常に強い。

時間がないので、まとめに入りますけれども、

これは党派、会派に関係ないのです。沖縄の県知

事、保守系の知事さんです。本当に全県民の声を

もとに国と渡り合っているという、この思いなん

かについて、やっぱりこれは命に共通するものが

あるわけで、ぜひ市長はそこを自衛隊の駐屯地の

存在は私も認めますし、有効性についてもわかり

ますけれども、これは違うのだという共通認識を

しっかり持っていただきたいのですけれども、も

う一度お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今、国会においてもいろ

んな議論がされていると思いますけれども、これ

はまさに国民の命を守るために真剣な議論をかん

かんがくがく行っているものというふうに認識を

しておりまして、そこについて私がとやかく言う

ような立場でもございませんし、国の議論をしっ

かりと見守っていきたいと。このグローバル経済

の中で世界にある程度の位置を占めている日本が

どういう立ち居振る舞いをしていかなければなら

ないのか、どういう国を守っていく施策を打って

いかなければならないのかと。そうした議論をし

っかりと見きわめていき、我々としては地域とし

てそうした中でも一番いろんな意味では大変な仕

事をされる自衛隊の皆さんに寄り添い、しっかり

と支えていくということに尽きるのではないかと
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いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 若干食い違いもあり

ますけれども、命ということ、平和ということに

ついて、私は南スーダンを現実的な話として今お

聞きしているわけで、総論としての話とのやりと

りというのはちょっと一致しないのではないかと

いうふうに考えております。いずれにしても、私

も一市民としてやっぱり名寄の駐屯地から隊員の

皆さんあるいは家族が不安を持つような動きにつ

いてあればもちろん反対の運動を先頭になってや

っていきたいというふうに思いますけれども、市

長はその辺についても思いをいたして、認識を改

めていただければというふうに考えております。

次に入りますけれども、新年度の市政執行方針、

予算編成方針の関係で、昨年の４定でいわゆる１

０年後どういうイメージができるのかという奥村

議員とのやりとりで、奥村議員も３点ほど提案を

しておりましたけれども、覚えていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おぼろげですが、承知を

しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時間があるので、全

部は言いませんけれども、夢というよりもやっぱ

りこれが現実になればいいなということをお伝え

をしたのではないかと思います。それを市長は市

民の夢が描けていけるようエッセンスを入れたら

どうかとは思いますが、参考にさせていただきま

すということで、市立病院と開業医との連携の問

題だとか、基幹産業、農業をやっていくために太

陽光のミニ発電事業だとか、企業のチャレンジ等

々について提起をしたのですが、ぜひ。やっぱり

総合計画はつくったのです、私どもも賛成をして、

全会一致で。ただ、伝わらないものがあるがゆえ

に、特に市民とのキャッチボールが十分でないと

いう指摘の中でのやりとりが随分あったと思いま

すので、改めて概要版近々できるのですか。いつ

できるのか。そして、概要版をもとにまた市民に

どうお伝えをしていくのかという実効性の問題に

ついても少しお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議論が足りないというお

話でありましたけれども、これまでも議論を重ね

てきて計画をつくり上げてきているというふうに

思っておりますけれども、引き続きこの総合計画、

つくられた計画をより具体性を示すためにさまざ

まな施策を行っていき、具現化していくというこ

とでありまして、そこの過程についても市民の皆

さんとさまざまな機会を通じて意見交換をしなが

ら前に進んでいくということに尽きるのではない

かと思います。

総合計画のダイジェスト版の中で非常にわかり

やすくエッセンスも詰め込んだつもりであります

し、またざっくりとした１０年後の考え方、やは

り人口減少が進んでいく中でできるだけ人口減少

に歯どめをかけていく。そのためには、これまで

みたいに全てのものに投資をしていくということ

ではなくて、やはりこの地域が今まで培ってきた

特色であるとか、財産に集中的に投資をしていく

ということも必要なのではないかと。そういった

ことと、そうはいっても人口は少なくなっていく

ので、そこで大事になっていくのがやっぱり横の

つながりだというふうに思います。市民のそれぞ

れの地域の中でのつながりや職員同士のつながり、

さらには民間と公共のつながり、もっと言えば自

治体間同士の連携、つながりと。こうしたものを

しっかりと横のつながりを強くしていくことで、

人口減少社会の中にあってもしなやかで力強いま

ちづくりを進めていくということがこれからの１

０年の課題なのではないかというふうに思ってお

りますし、そうしたことを詰め込ませていただい

ている計画であり、またダイジェスト版に仕上が

っているというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も１つ提案をして、
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将来当然こうなるだろうというふうに市長も多分

思ってはいるのでないかと思いますが、今大学の

高大連携がありますけれども、これは高校生と大

学生、そしてできるだけ名寄の大学に行って、名

寄に勤めて残ってほしいという意味合いも含めて

あるのだろうと思いますが、それよりはずっと前

倒しして小学校や中学校の時点から大学の存在、

私はもう名寄大学に入りたいと、そういうイメー

ジが湧くような感じのいろんな施策があってもい

いような気がします。それは、交流や、あるいは

大学に足を運ぶことによって生まれることもある

でしょうし、家庭の中で親が勧める場合もあるで

しょうし、最大のメリットはやっぱり地元で１０

万円も１２万円も生活費を送らなくても、最大の

メリットであるし、そういうことを少し高大連携

をもっと前倒しするような取り組みがあっていい

のではないかというふうに思っています。そのう

ち何割かは名寄に残ってもらって、企業等あるい

は市立病院やさまざまなところで栄養士や看護師

や、あるいは教員として残っていただくようなこ

とが地域の大きな活性化に必ずしもつながるわけ

で、これは夢ではなくてそのことが実現すること

によって大きな投資が、市民的な理解がますます、

やっぱりやってよかったねというような思いがあ

るのですけれども、それに関してはどういうふう

に理解をしますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私も議員と全く同じ意見

でありまして、子供たちがより大学と近づいてい

くこと、それはひいては地域が大学と近づいてい

き、さきの教育的活用と地域貢献ということにつ

ながっていくと思うのですけれども、大学が地域

を育てて、そのことによって地域も大学を育てて

いくと。好循環を生んでいくことが大事だという

ふうに考えています。昨年度からもスタートして

いますけれども、例えば子供たちに対しても今子

ども食堂だとか、学生の就学支援についても新年

度からも学生を主体にした新たな取り組みをスタ

ートさせていくだとか、もともとやっている特別

支援の支援員のことでありますとか、既にもう大

学と小学校、中学校とのつながりも今までもあり

ますけれども、今後も強くなっていくというふう

に思っています。コミュニティケア教育研究セン

ターもスポーツだとか、今新たな取り組みを展開

をしながら地域と子供たちと大学生がかなり密接

につながるような仕掛けも徐々に動き出してきて

いるというふうに考えておりまして、さまざまな

形で大学が地域と学校と連携をしていく取り組み

をこれからも進めていきたいというふうに思いま

すし、市としてもしっかりとそこをサポート、バ

ックアップをしていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時代背景は違うので

すけれども、桜庭市長時代、当時の合併の総合計

画をつくる段階で、小学生にも名寄の将来どうな

るのかと。１０年後、２０年後という、これ加藤

市長と同じようなことを言っていた時代もありま

して、作文や絵をそれにあらわしていただいて、

名寄の町中からケーブルカーに乗ってピヤシリス

キー場に行く、あるいは西小学校がどんな学校に

なるのかという作文や絵を今も私ちょうど子供が

そういう時代だったものですから思い出すのです

けれども、そういう面では本当に名寄市民こぞっ

て総合計画を具体的に地道にどう理解をするかと

いうところあたりはまだまだ十分私どももそうい

う役割をもちろん担っているわけですから、しっ

かりそういうことを参考にしながら、概要版でき

た以降も総合計画づくりはこれで終わったのでは

なくてまさにこれからスタートをするのだという

ことについて、ぜひもう当然頭の中には入ってお

られると思いますけれども、実行として市民と向

き合う場をたくさんつくっていただければという

ふうに思っていますので、よろしくお願いいたし

ます。

それで、トップ、市長として、多少苦言になり

ますけれども、先ほど総計の段階の実施計画、そ
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して今回の新年度予算、差異があって、ないもの

も査定ですくい上げた、あるいは予定したものも

カット、熟度が足りないということでありました

けれども、この辺についてのいわゆる各部各課、

担当だとか、市長、副市長の連携のあり方につい

て、庁議の役割というのは改めて私よく理解でき

ない。ネットでは月ごとに情報公開をされていま

すけれども、その辺についてのトップとしての指

導性について自分でどのように考えておられます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おっしゃっている意味が

頭悪くてちょっとなかなか理解できないのですが、

要するに私の査定の経過がうまく……

（何事か呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 部・次長会議の位置づけ

については、最高経営会議ということで、大事な

政策だとかをそこで皆さんで確認をして決めてい

くという場でありますし、議会の定例会や予算委

員会等で出た意見をそこでみんなで共有化して解

決をしていくという重要な場所であるというふう

に認識をしておりまして、その情報はそれぞれの

部内、課内の会議において浸透されているという

ふうに思いますし、一定の公開は市民の皆さんに

されているという認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いみじくも経営会議

ということで理解を位置づけて取り組んでいると

いうことですけれども、私も含めてあのホームペ

ージ上で、箇条的なことについては掲載をされて、

普通のもので大体２ページ物、何かあったら３ペ

ージ物ぐらい出てくるのですけれども、もっとも

っとやっぱり情報公開や説明責任に熱心な自治体

では議事録も一定程度、あるいは健康福祉部長の

田邊さんがこう言ったと。いやいや、俺はこう思

うぞと。人の分についてまでの議論を闘わすこと

は非常に理想型に近いかもしれないけれども、今

経済建設常任委員会で来年の冬どうするかという、

一生懸命提案をしていますけれども、学校へ行く

道路は、それは教育予算でいいのでないかと。そ

れは、もともとの建設がスタートかもしれないけ

れどもという、そういうやりとりが実際にあって

いいのではないかという。経営会議と言うからで

すが、市長の言うこと、あるいは副市長の言って

いること、御無理ごもっともということよりも、

まさにそういうことを今名寄市がどういう動きで

市民に情報公開をしながら、意見を言いやすいよ

うに、私どもというか一般市民も含めて。そうい

うようなスタイルになることが非常に理想型かな

というふうに思っていますが、どのように感じて

いますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 経営会議そのものが全て

オープンにすべきものなのかということについて

は、ちょっといろいろと議論があるように思いま

すので、そこは効果的な情報公開のあり方につい

てはぜひ検討を進めてまいりたいと思いますし、

できるだけわかりやすい議論経過ということにつ

いても意を払っていきたいというふうに思います。

研究はしてまいりたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 民間の手法では、都

合悪いことは余り流さないのかどうかわかりませ

んけれども、これはもういわゆる行政は最大限や

っぱりそういうことで経過も含めて市民に情報を

出しながら、そしてよくても悪くても意見をたく

さんいただくことが非常に重要な、いわゆる住民

自治の原型なのではないかというふうに考えてお

りまして、ぜひ庁議の議事録などについても、そ

れは当然都合の悪いところは黒塗りで出してまで

議事録にしているところもあるのです。それは、

当然出せないものもあるし、特に個人情報はもち

ろんだめでしょうし、そういう一定のところにま

で少し水準を上げていただきたいなというふうに

思っていまして、民間手法と行政の手法はどちら

がいいかどうかという簡単な結論ではないのでは
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ないかと思っていますので、一層それに努めてい

ただきたいというふうに思っています。

大学の将来構想の関係で１点だけ。大学だけで

やるよりも、まさに設置者としても大学との連携

をしながらなのですが、大学の最高議決機関とい

うのはやっぱり学校教育法の５９条、教授会と、

あるいは学長との権限の問題ではいろいろせめぎ

合いがあるのではないかと思いますが、一律とし

てそこはぜひ知識人の集まりでありますから、し

っかり議論を尽くした上で一つの結論を出すとい

う、これは一般市民の感覚で意見ももらっている

ところなのですけれども、対立はもうしていない

と思うのです、私も。思っていますけれども、そ

こは議論を尽くすことによってしっかり一律の、

佐古学長を先頭にこれから北海道あるいは東北全

体の圏域として発展をしていく重要なテーマにな

るのだろうと思います。いずれ日本全体の中の流

れとして、独行法人問題もいずれの時期には話題

になってくるのでしょうけれども、ぜひその辺に

ついては注意深く私どもも見ていきますし、答弁

は要りませんけれども、強く求めておきたいとい

うふうに思っております。

保健、福祉、医療関係で、平成３０年から保険

税、この８月には大体２回目の仮算定が出るので

すね。ほぼこの仮算定はかなり原案に近い内容に

なるのではないかと思いますが、現状の保険税、

それぞれの所得によって違ったり、低所得者には

この間一定の配慮もされてきているのですけれど

も、それぞれが現行の保険税と比較をして上がる

可能性もないわけではないのですが、そのときに

どういう判断をしていこうとしているのか、少し

参考にお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 熊谷議員から改めて

国民健康保険の税金の関係、これは先ほど市長の

ほうから答弁申し上げました。この８月に最終的

な算定の結果が公表されるという流れになってお

ります。先般２月に第２回目の仮算定が発表され

たのですけれども、内容的にはまだ全然不十分な

ものでありまして、公表には至らないということ

でありまして、残念ながら確度の高い情報が出て

から公表しなければ、皆さん関心の高い分野であ

りますから、その数字がひとり歩きをするという

ことも考え合わせますと、確度の高い情報が出て

からなるべく早い段階で市民の皆さんにお知らせ

をしながら公表したいなというふうに考えていま

す。

現状では、第２回目ということで数字自体は自

治体によってまちまちです。ちなみに、名寄市は

１回目から比べて現状では上がっている状況には

なっています。ただ、先ほども申し上げました。

８月に最終的な公表があるということで、それま

で少し時間をいただきたいなと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 保険税だけが全てで

はありませんけれども、収入構造が市町村国保の

場合については低所得者、現役以外の人たちが中

心になりますから、当然歳入的には厳しいものが

あるわけですけれども、やっぱり目が行くのは保

険税が上がるか下がるかと。下がるかは下がるか

らで全然心配ないのですけれども、上がるか上が

るかという可能性もあるわけでありまして、市長

はその辺については最終段階で市民の要望として

はもうこれ以上上げないでくれという声が圧倒的

だと思いますけれども、全市民の中の七、八千ぐ

らいですか、今。被保険者として ０００人ぐら

いかと思うのですけれども、十分その辺について

は上がるようなことになったときの政治的な判断

はできるようになっているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどもお話にあった激

変緩和措置というのはございますので、そのよう

に十分配慮できるものというふうに考えていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） 激変緩和というのは

徐々に上がっていくということのスタートですよ

ね。ぜひその辺については、市民の思い、生活状

況等について御理解をいただいた上の発言だとい

うふうに思っていますので、求めておきたいと思

います。

市立病院のほうに行きますが、１点だけ。２８

年度の決算、最終的には３月過ぎて、５月ですね。

５月まで入ってくるのか、最終数字は。いずれに

しても、常任委員会でも２億円とか３億円という

数字は伝わっていますけれども、それ以上に心配、

病院側としては企業会計として大変なのはやっぱ

り資金繰りだというふうに思います、年度末から

年度当初。この辺については、市長、どういうふ

うに認識を。一般会計側としての基本的な考え方

についてお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 病院会計自体保険が入

ってくるのが遅くなるということもありまして、

タイムラグが生じるということで、資金不足に陥

る可能性はあるなというふうに認識しております。

一般会計のほうとしましては、そこだけに目を向

けることなく、病院事業会計そのもの全体がどう

なっていくのか推しながら、しかるべきときに何

か手を打たなければならないときが来れば繰入金、

繰出金のほうも考えなければならないということ

で従前答弁させていただいたところでございます。

特に平成３０年度、今度診療報酬と介護報酬の改

定、ダブル改定がございますので、これからそこ

らあたりの情報収集が非常に大きな鍵になるので

はないか、こんなふうに今考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 自立できれば当然で

しょうけれども、大きな役割を果たしているとい

うことで、やっぱり一般会計の役割、従前以上に

重要かというふうに思っていますので、十分連携

をとって対応をいただければというように思って

います。

私は、農業、裏で畑はつくっていますけれども、

農業者でないので、よくわかりませんけれども、

１点だけお聞きしたいのですけれども、基幹産業、

農業、とりわけ米ということでありますが、１年

後には政府の決めに基づいて減反政策廃止、調整

をやめるということなのですが、それに加えて交

付金を同様に一昨年か、半分にされていますけれ

ども、それも完全になくすということなのですが、

市場等の動向あるいはどういうものをつくるかと

いうのは、それで知恵だけでおさまることなのか、

実際に名寄の減反廃止になった時点での１年後の

影響について、大まかで結構ですけれども、私ど

もに伝わるようにお伝えをいただきたいと思いま

すけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ３０年の関係につき

ましては、大きくは食用の米につきましては今議

員おっしゃっているとおり国の関与がなくなると

いうことでございますので、国の需要を参考にし

て生産団体なり生産者がみずから決めていくとい

うふうになります。そういうふうになりますと、

北海道の中では一定の検討会議を設置して、そこ

で調整しながら北海道全体として生産の目安を設

定していくというふうになってございますので、

北海道についてはそういったもので米価の安定と

安定供給をする、推進ということではなされてい

くのではないかと思いますけれども、いずれにし

ても３０年につきましては現状出ています農業経

営所得、米の直接支払交付金等の支援はなくなる

わけでございまして、そういった意味では今後３

０年に向けて２９年度のうちに十分検討していく

必要があるのかなと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 情報を農協あるいは

農業団体と十分連携をとって、名寄の基幹産業の

柱である米、米が影響出るということは当然畑に
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も関連として出てくるというふうに思っています

ので、ぜひ連携を欠かさず、農業者の皆さんの声

をしっかり、特に家族経営が中心の話になります

ので、よろしくお願いをしたいと思います。

この国会でも安倍総理は８本の農政改革関連法

案を提出をしております。農政改革を一気に、一

瀉千里にやっていこうかということで、随分昨年

もＪＡに土足で踏み込んで信用事業の譲渡だとか、

組勘の見直しだとか、生産者への引き下げに名を

かりて、やっぱり市場原理を押しつけるという状

況で、これは本当に地方の農業にとってえらい話

だというふうに考えておりますけれども、時間が

ありませんからまた違う機会にお答えをいただく

かと思います。ぜひあわせて農業団体と連携をと

りながら、せっかく新規就農だとか、担い手対策

だとか、いろんなことをやっていながらも、水を

差すようなこういう動きについては私どもも真っ

向から反対をしなければならぬというふうに考え

ております、名寄市のために。

あと、教育関係、お答え要りませんけれども、

教育長、いろんな取り組みをしっかり子供の知力、

体力あるいは創造力を育むために計画や施策や、

現場とも連携してやっていただいていることにつ

いては十分理解をしていますが、そして子供たち

と教員の密な連携を今まで以上にやっていこうと

いう気持ちは伝わりますけれども、なかなかよく

なったねという具体的な話というのはそう聞こえ

てこないのです。これからも少人数学級だとか、

さまざまな取り組みがあろうかと思います。加配

の取り組みだとか、今回も支援員をふやしていた

だいたりというようなことで、積極性については

大いに受けとめているつもりで、具体的にあした

かあさってに山崎議員がやるのではないかと思い

ますので、楽しみにしていただきたいと思います。

以上で終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９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 東 川 孝 義

署名議員 川 村 幸 栄
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