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平成２９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年６月２２日（木曜日）午前１０時００分
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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 中 村 勝 己 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、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 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。

災害時における対応について外２件を、高野美

枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） おはようございます。

議長から御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問いたします。

名寄名産アスパラの収穫、そしておいしい農産

物の苗植えや種まきが一段落し、喜びの中での地

域の運動会、美しい青空のもと、緑の青葉がまぶ

しい中での季節の山菜とり、そして３８回を迎え

た白樺まつりもすがすがしい木立の中で開催され

ました。待ちに待ったこの地域の豊かさと美しさ

を改めて満喫しているところでございます。こん

なこの地域にも温暖化の影響でしょうか、これか

らの季節、昨今は大型の台風が北海道にも容赦な

く上陸するようになりました。昨年もこれまで予

想しない被害を受けたところでございます。

そこで、大項目１、災害、特に今回はこれから

心配される台風、風、雨、河川の氾濫などに対す

る対応について質問いたします。名寄は、災害の

少ないまちと言っておられる方も多いように感じ

ますが、これまでの災害時における対応の課題に

ついてお聞かせください。

また、ことし３月２４日、一部修正されました

名寄地域防災計画の主な改正点と市民周知につい

てお聞かせください。

あわせて、市としての今後の取り組みについて

お伺いいたします。名寄市北部は、名寄の地名で

もございます天塩川と名寄川が合流する地域でも

あります。この間のゲリラ豪雨等、バケツの水を

ひっくり返したどころではない激しい雨や風にど

う取り組んでいかれるのか、７月から８月に予定

されている ０００年に１度の洪水災害訓練の取

り組みについてもお知らせください。

近年の災害に対応するため、町内会などでも自

主防災組織を立ち上げていますが、市民の防災意

識の高揚についてお知らせください。

先月、５月３１日に開催されましたチャレンジ

デーでは、朝のラジオ体操から夕方の綱引き大会

までたくさんの方がスポーツに参加しました。特

に綱引き大会は、年々活気みなぎる大会となり、

勝つために綱を引く楽しみから見る楽しみにもな

ってきております。人口２万 ０００人の６４％、

実に１万 １９３名が参加し、何らかの運動に親

しむ。非常にすばらしい機会であると考えます。

このチャレンジデー、ことし２４回を数え、盛大

に終了したわけでございますが、大項目２、市民

の健康づくりについて、市民皆スポーツのさらな

る発展と推進について質問いたします。せっかく

のチャンスであるチャレンジデー参加者のスポー

ツや運動に対する関心を継続し、健康づくりにさ

らに取り組んでいただくために、どのような取り

組みをなさってきたのかお聞きいたします。

また、市民が健康であるための取り組みについ

てお聞きいたします。これまでも市民の健康づく

りについてはいろいろな取り組みをしているとこ

ろでございますが、その成果についてどのように

評価なさっているのか質問いたします。

次に、大項目３、名寄市の観光について、ひま
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わり観光の今後の方向性について質問いたします。

昨年夏に立派な名寄市の観光パンフレットができ

上がり、早速皆様に差し上げているところでござ

います。ひまわり、シバザクラ、稲穂、ピヤシリ

スキー場などが掲載されていますが、その中で今

回はひまわりについて質問いたします。近年は、

ひまわりにもいっときのような盛り上がりに欠け

るように思われます。市民の方にお聞きいたしま

してももう過去の出来事のようにおっしゃる方も

多く、改めてどうしてひまわりなのか質問いたし

ます。

先日、６月１０日、雨の中かっぱを着て約１０

０名の方が健康の森でひまわりの種まきをしてい

ました。ひまわりを名寄市の観光の目玉にするな

らば、もう少し市民やボランティア団体と濃密で

継続性のある関係が必要だと考えます。市民やボ

ランティア団体などを活用した観光地づくりにつ

いて質問いたします。

近年ＪＲ宗谷本線の存続について再三取り上げ

られ、深刻な問題になっております。宗谷本線沿

線自治体やＪＲと連携した観光の推進について質

問いたします。

最後に、市民が誇ることのできる観光地である

ためにどのように考えておられるのか質問をいた

し、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で３点にわたり

御質問いただきました。大項目１については私か

ら、大項目２については教育部長から、大項目３

については営業戦略室長からそれぞれ答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、災害時における対応につい

て、小項目１、これまでの災害時における対応の

課題についてお答えいたします。昨年は、８月に

台風７号、１１号、９号の３つの台風による影響

のため災害対応を実施いたしました。台風１１号

では、水防活動における職員及び消防団によるパ

トロールを実施するとともに、風連日進地区等で

は土のう積み対応を行ったほか、指定緊急避難場

所の開設を初め必要な物資の搬入等を行ったとこ

ろです。また、台風９号では名寄川の避難判断水

位超過に伴う住民の避難対策が必要になり、準備

を行ったところです。８月２２日深夜から午前９

時過ぎまで、各指定避難場所に職員を事前に待機

させ、避難場所の円滑な開設のための準備を整え

るため、１００人近い職員を動員したところです。

幸いにも河川の増水がおさまり事なきを得ました

が、台風９号での避難支援対策を行ったことによ

り、避難支援の一つの形として避難場所の開設の

ための待機、開設の手順について構築されたもの

と認識しているところであります。住民の主体的

な避難が確実に行われてこそ初めて避難が達成で

きたことになります。今後特に浸水が深い地区に

ついては、自主防災組織の設立や避難能力の向上、

充実を求めていかなければならないと考えており

ます。

次に、小項目２、名寄市地域防災計画の主な改

正点と市民周知につきましては、平成２８年台風

１０号で被災した岩手県岩泉町の高齢者施設での

痛ましい被害から、避難情報の名称が変更されま

した。避難準備が避難準備・高齢者等避難開始に、

また避難指示が避難指示（緊急）に変更になった

ほか、平成２７年水防法の一部改正による想定最

大規模の降雨による浸水想定、熊本地震及び南富

良野町への被災家屋認定調査のために職員を派遣

したことによる事務の要領について規定し、名寄

市での地震、水害による被災家屋認定調査に備え

るための規定及び自治体スクラム支援会議による

災害時における支援、受援計画策定に伴う文言の

整理等の修正事項について、平成２９年３月２４

日の名寄市防災会議で確認、決定がされたところ

です。

改正点につきましての周知につきましては、市

のホームページのほか、地元新聞紙への情報提供、

出前トークの活用等により行ってまいります。
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次に、小項目３、市としての今後の取り組みに

ついてですが、現在国による水防災意識社会再構

築ビジョンによる向こう５年間の取り組みを推進

することとしております。取り組みの一例といた

しましては、平成２８年３月にタイムラインの作

成を行ったほか、ことしは昨年道北地方に影響が

あった３つの台風の事例を踏まえ、平成２９年３

月にタイムラインの見直しを行うなど、取り組み

を強化しているところです。

また、名寄市防災訓練では、本年７月１９日の

課題を見つける避難訓練、８月２日の確実な避難

のための防災セミナーの２つの訓練等を実施し、

防災意識の高揚、避難能力の向上及び確率 ００

０分の１において実現象で起こり得るとされる想

定最大規模の降雨による浸水想定について認識す

ることを狙いに訓練を行うこととしており、旭川

地方気象台及び北海道開発局、名寄河川事務所等

の協力を得て、今後数年間継続的に実施していく

ことを予定をしております。

次に、小項目４、市民の防災意識の高揚につい

て申し上げます。名寄市は、災害が少ないまちと

して市民の認識が定着していますが、市民の防災

意識は決して低くはないと認識しています。ここ

数年の全国的な自然災害が激化する中、関東・東

北豪雨による茨城県常総市の被害、平成２８年台

風１０号での南富良野町での２カ所の堤防決壊に

よる被害を目の当たりにして住民の防災意識も高

まっていると捉えております。市では、自主防災

組織の設立支援を行うほか、防災のキーマンとな

る北海道地域防災マスター及び防災士等の有資格

者の人材を育成するための支援拡大のほか、出前

トークを実施する中で防災に対する理解を深めて

いただく取り組みを継続しており、２年間で自主

防災組織が５つ設立されるなど着実にその成果が

見えてきているところです。

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、大項目２、

市民の健康づくりについてお答えをいたします。

初めに、小項目１の市民皆スポーツのさらなる

啓蒙と推進についてでありますが、国では第２期

スポーツ基本計画を策定し、スポーツで人生を変

えることをテーマに国民がスポーツで楽しく健康

で活力ある人生が送られるよう取り組みを推進す

ることとしております。本市においても生涯スポ

ーツの振興の観点から、市民の健康づくりのため

に各種事業を取り組んでいるところであります。

チャレンジデー２０１７は、本市で最大の市民

参加型スポーツイベントとして５月３１日に開催

され、１万 １９３人の市民が参加し、学校、職

場、町内会の皆様が一緒になって一日スポーツを

楽しんでおられました。また、本市の第２次総合

計画では、生涯スポーツの推進を図り、ライフス

テージに応じたスポーツの場を提供することとし

ており、阿部特別参与の指導のもと行われている

市街地でのノルディックウオーキングやランニン

グ教室などは、市民の皆様の目に触れる場所で実

施することでスポーツによる健康づくりをＰＲす

る効果も狙っているところであります。今後もス

ポーツフェスティバルの開催などによる市民参加

型のスポーツイベントの推進や健康福祉部と連携

した健康マイレージの推進など、市民が気軽に取

り組むことができるスポーツの機会を広く提供し

ながら、スポーツによる健康づくりをさらに推進

してまいりたいと考えているところであります。

次に、小項目２の市民が健康であるための取り

組みについてですが、冬季スポーツの拠点化事業

ではスポーツになれ親しんだ健康な市民が暮らす

まちを目指して、スポーツによる健康づくりを推

進しております。本年２月には、町内会、企業、

名寄市立大学、コミュニティケア教育研究センタ

ー、教育委員会が連携し、スポーツによる健康づ

くりと地域コミュニティーの活性化を目指して、

東風連真冬の大運動会を開催いたしました。また、

今年度から子育てサークルが中心となった実行委

員会と名寄市体育協会、行政が連携し、子育て支
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援と子供たちの体力向上の２つの効果を狙ったち

びっこ水泳教室の開催や風連スポーツクラブ「ポ

ポ」と行政が連携したノルディックウオーク、ラ

ンニング教室の開催など、子供から高齢者まで幅

広い世代に対してスポーツと健康づくりの機会を

提供しているところであります。今後も地域連携

の強みを生かしながら、市民が職場、学校、家庭

などさまざまな場面でスポーツによる健康づくり

が習慣化されるようさらなる取り組みを推進して

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、名寄市の観光について申し上げます。

初めに、小項目１、ひまわり観光の今後の方向

性について申し上げます。名寄市におけるひまわ

り観光の歴史は、昭和６３年に民間団体の試験栽

培から始まりました。そのひまわり畑が口コミで

広がったこともあり、ひまわりの開花時に本市を

訪れる方が増加し、平成５年からは智恵文地区の

生産者の皆さんによる約１０ヘクタールの大規模

ひまわり畑が設置され、毎年多くの観光客が夏の

時期に本市を訪れました。しかし、智恵文地区は

優良の種芋原産地であることから、多くの観光客

の出入りによるジャガイモシストセンチュウの発

生について北海道から懸念されたこともあり、平

成１９年度から智恵文地区における大規模ひまわ

り畑を中止することとなりました。しかし、同年

に道立サンピラーパークがオープンしたことから、

同公園内の約３ヘクタールの畑と智恵文地区のＭ

ＯＡ農場に観光用ひまわり畑を設置し、現在に至

っております。

平成２２年に本市のひまわり畑が映画「星守る

犬」のメーンロケ地に選定され、本市での映画撮

影がされる中で、多くの市民が映画を通してさま

ざまなかかわりが持てたことから、市民参加型の

観光地づくりに取り組む必要性を実感することが

できました。翌年６月に同映画が全国上映される

ことから、多くの市民が参加するロケ地観光事業

としてサンピラーパーク内での観光案内所の設置、

各家庭でひまわりを咲かせるための種の配布、全

国の知人に向けての映画ポストカードの配布、各

施設でのひまわりプランターの設置など、本市を

訪れる観光客に対するホスピタリティーの向上へ

の取り組みが始まった年でもあります。この年の

夏の観光入り込み客数は、映画上映効果もあり、

１カ月弱で２万 ０００人を超えました。しかし、

現在は天候不順による生育不良や倒伏、また映画

効果も薄れたなどの原因により、平成２８年度は

１万 ９０２名となっております。

市民参加型観光地づくりを目指して実施してお

りますひまわりの種の配布は、昨年度は１９２名、

１４５袋を配布しており、今年度は配布場所を

追加したこともあり、２６０名、 ５２２袋と昨

年度を上回る実績でありました。さらには、平成

２４年度から取り組んでおりますひまわりの播種、

プランター製作、草取りによるひまわりボランテ

ィアにつきましては昨年度は延べ１８５名であり

ましたが、今年度も６月１０日に開催された播種

作業におきましては雨天にもかかわらず約１００

名の参加がありました。今後も関係機関と連携し、

多くの市民、団体がかかわりを持っていただける

よう取り組んでまいります。

また、ひまわりは中小企業による地域産業資源

を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく

名寄市の地域産業資源として北海道より指定を受

けており、本市における貴重な観光産業資源であ

ると認識しております。今年度は、同じく地域産

業資源として指定を受けている名寄の星と組み合

わせた星とひまわりのコラボレーションをした事

業を実施する計画であり、新たな取り組みとして

ひまわりの新たな魅力の構築、情報発信に取り組

んでまいります。

続いて、小項目２、市民やボランティア団体等

を活用した観光地づくりについて申し上げます。

市民参加型観光地づくりにつきましては、平成２
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３年度より映画ロケ地観光及び平成２４年度から

ひまわり観光と連動したひまわりボランティア事

業を開始し、前述のとおり多くの市民の方に御参

加いただいております。本市における市民ボラン

ティアによる観光ガイドにつきましては、ＮＰＯ

法人なよろ観光まちづくり協会が実施しておりま

す観光ボランティア事業において観光ボランティ

アに登録している方に協力をお願いし、ひまわり

観光案内ガイドや各種イベントにおいてガイドを

行っていただいております。また、観光協会では

観光ボランティアの育成を目的とした事業として

新たに観光ボランティアに興味のある市民を対象

として名寄市の歴史、文化、自然、食などの各観

光資源にかかわる講座や施設見学を行っておりま

す。昨年度よりこれまで２回の講座、セミナーを

１回実施し、延べ７１名の方に御参加いただいて

おり、このような観光ガイドの育成とともに観光

ガイドが活躍できるシステムづくりについて関係

機関と連携しながら構築してまいります。

次に、小項目３、宗谷本線沿線自治体やＪＲと

連携した観光の推進について申し上げます。道北

地域におけるＪＲ宗谷本線沿線地域は、その景観

や食などにおいて各地域に魅力ある資源があり、

これらを組み合わせることにより観光客にとって

来訪の動機づけとなる多数の観光資源の提供が可

能であると考えております。このような魅力ある

観光資源を踏まえ、昨年度観光庁においてきた北

海道広域観光周遊ルートが認定され、そのモデル

コースの中にも宗谷本線を主な移動手段として活

用し、食、体験、イベントのコンテンツを組み合

わせたスノーアクティビティーと日本一の食をめ

ぐる列車の旅が設定されております。今後北海道

運輸局、北海道観光振興機構を中心とした広域観

光周遊ルート推進協議会がさまざまな事業につい

て実施されていくことから、本市といたしまして

も本事業と連携した観光事業について取り組んで

まいります。

また、近年道内各地、さらには上川北部におい

ても取り組みがされておりますサイクルツーリズ

ムにおきましても、全てを自転車で移動するので

はなく、一部の区間はＪＲ宗谷本線を活用するこ

とが重要と考えております。昨年度実施したモニ

ターツアーにおいて、参加者からは宗谷本線沿線

は変化のある地形、風景と道路に並行する線路は

非常に魅力的であると高い評価を受けており、今

後道北観光連盟などの広域観光事業や広域観光周

遊ルート事業とも連携するとともに、道北地域に

おける各観光アイテム、ストーリーなどの磨き上

げを図り、魅力ある観光地づくりに取り組んでま

いります。

次に、小項目４、市民が誇ることのできる観光

地であるためにについてを申し上げます。昨年度

見直し作業を行いました名寄市観光振興計画の基

本理念におきましても、本市にある既存資源の魅

力を市民に自覚してもらい、改めて本市が魅力あ

るまちであるという自覚と誇りを持ってもらうこ

とが市民による積極的な名寄市の魅力発信を可能

にし、結果多くの人が本市を訪れ、観光振興、地

域経済の活性化につながると記載しております。

本市の魅力を市民に自覚してもらうためには、市

民みずからがその魅力を知り、体験し、かかわる

ことが最も重要であり、市内各団体から組織され

ております名寄市観光交流振興協議会において市

民を対象としたモニターツアーを実施し、市民み

ずからがモニターとなり既存資源の検証を行って

おります。ひまわり観光においても、市民ボラン

ティアによりみずから種をまき育てたひまわりに

よって観光客をお迎えする誇りとホスピタリティ

ーを醸成することを目的に実施しております。今

後におきましても市民が本市のさまざまな地域の

魅力を感じてもらうために既存資源に接する機会

を提供するとともに、さまざまな取り組みに市民

みずから積極的にかかわっていただける場を提供

するため観光協会及び関係団体と連携し、推進し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 詳しい説明をいただ

きましたので、幾つか再質問をさせていただきま

す。

まず最初に、答弁の中にもございましたが、平

成２８年１０月、台風で岩手県岩泉町の高齢施設

が痛ましい事故で本当に悲しい思いをしたのは記

憶に新しいところでございますが、公共施設の要

配慮者利用施設等の災害時避難訓練について高齢

者施設、保育所、病院、学校などが考えられると

思いますが、その点についてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから御

質問あった公共施設の要配慮者の利用施設等の災

害時の避難訓練ということで御質問いただきまし

て、この内容につきましては議員からお話があっ

たとおり、今月の１９日に施行となりました水防

法の改正の中に避難訓練がうたわれているという

ことで、追加をされた項目となっています。これ

につきましては、浸水が想定をされる要配慮者の

利用施設、議員のほうからございましたけれども、

それぞれの施設において避難訓練の実施を含んだ

避難計画、避難確保にかかわる計画をつくるとい

うことが今回の法改正で義務づけされたというこ

とでございますので、それぞれの公共施設の中で

避難訓練については施設によって避難の方法も違

うでしょうし、１階、２階がある施設もあります

から、避難方法等を含めてそれぞれの施設におい

て今後計画が策定をされるということになるとい

うふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 公共施設については、

１９日に制度が変わったということでございます

が、これまでも慎重に検討し、計画されて、一人

の犠牲者も出さない覚悟で進んできたのだという

ふうに思っておりますけれども、また訓練や周知

についてしっかりと取り組んでいっていただきた

いというふうに考えております。

とりわけ国の河川、道も河川もございますので、

連携して今後数年間継続的に訓練を実施するとい

うことでございますが、昨年大雨の中で行われた

訓練、近隣市町村も巻き込んだ訓練がございまし

たけれども、ことしもあのような訓練で、向こう

５年間ぐらいそういう訓練が続くということでご

ざいましょうか。質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 昨年のような訓練と

いいますか、ことしについては７月１９日にこれ

は町内会、少し選定をしながら実施をするという

ことでございまして、これについては今後何町内

会か選びながら年次で実施をしていくという内容

になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 失礼いたしました。

案内をいただいておりまして、そのような内容に

なっております。

国とか道と連携した訓練については、今後予定

されているのかどうかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 現在のところ特に国

とか道ということでなくて、先ほど申し上げまし

たように市としてこの地域の大雨を中心にしなが

ら、特に浸水が予想される町内会を中心に訓練を

や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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、市民の方が心

配なさるのは市庁舎は災害対策本部になり得るの

かということでございますが、この点につきまし

てはどのように考えているのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 防災の拠点としてな

り得るのかということで、特に大雨についてなの

ですけれども、現状先ほど申し上げましたように

少し浸水の基準も変わったということで、現在の

名寄庁舎ではこれまで予想しているよりも、例え
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ば１階の部分の浸水がさらに深くなったというこ

とでございまして、これまでの東北の大震災の被

害、被災に遭った自治体の庁舎の事例などを参考

にしながら、また北海道の情報システムあるいは

豊栄川の監視装置ですとか、国からの発信をされ

るＪアラート及び国土交通省の情報など確認をで

きる情報提供システムなどを多く名寄庁舎のほう

は機械を備えているということでございますので、

こういった機器に対する備えも含めて現在の対策

本部の設置を行う場合に多方面にかかわる事項を

検討しながら、今後対策本部の設置について検討

してまいりたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） そのことにつきまし

ては、洪水だけでなくて地震とか、そういうこと

も災害としてあり得るわけでございますけれども、

その点についてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地震の部分につきま

しては、先ほど議員のほうからもございましたよ

うに、市民の皆さんも比較的地震の少ない地域だ

という認識も持っていらっしゃるのかなというふ

うに思ってございます。先ほど言いましたように、

東北の地震から既に経過をしておりまして、特に

この庁舎にかかわっては耐震性も含めて実は一定

の判断がされているという状況にございます。た

だ、防災の拠点ということで言えば、地震に関し

て言えば地震が発生した際には庁舎自体が一定の

危険を伴うというようなこともございまして、総

合計画全体の中でこの庁舎のあり方も含めて今検

討をするというふうになろうかというふうに思っ

てございますので、その点につきましては今後検

討しなければならないというふうに思ってござい

ますが、いずれにしましても先ほども言いました

ように地震あるいは大雨等の浸水も含めて市民の

皆さんの安全、安心をどう取りまとめる拠点とし

て庁舎、これ名寄庁舎なのか、風連庁舎なのか、

あるいは違った形での対策を別の箇所でとるのか、

そのことも含めて総体的な今後のあり方について

検討しなければならないというふうに思っている

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 理事者の副市長、市

長についてはどのようにお考えになっているのか

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 庁舎については、非常

に古い建物ということもありまして、災害の本部

としてどういうような形になるのか、ケース・バ

イ・ケースといいますか、いろんな事象において

考えなければならないというふうに思っておりま

す。地震につきましては、先ほど中村部長のほう

の答弁等でありまして、非常に建物としては古い

ものですから、万が一のときも考えなければなら

ないのですが、そうするとほかの施設に移すとい

うことになりますけれども、ではどの施設が耐震

も含めて、あるいは施設の機能も含めて一番よろ

しいのかということは今検討している最中でもあ

りますし、同じように水害につきましても今回浸

水域が変わりました。その情報の状況によりまし

て、当初から名寄庁舎で持つのか、あるいは別の

ところに持ったほうがいいのか、さらにはここで

持つとしたら今入っているシステムあるいは自家

発電装置も含めてどういうふうに対応していくの

がいいのか、特に近年の大雨の災害の状況を見ま

すとこれは早急に解決しなければならない課題だ

と思っておりますので、７月１９日の避難訓練も

ございますけれども、できるだけこの夏の状況に

合わせていろんなパターンを想定しながら計画つ

くっていきたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、防災組織をつ

くれない地域の対応について質問いたします。

もう既にでき上がって計画や訓練に取り組んで
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いる組織も５月２８日現在１９組織に、３カ所が

進行中ということだというふうに報道されており

ますが、危険地域でありながらいまだ何も進んで

いない地域もあるのかと思います。そのような地

域についてどのように考えておられるのか質問い

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 自主防災組織がまだ

立ち上がっていない町内会についてどういうふう

にということで御質問だというふうに思いますけ

れども、あくまでも自主防災組織ということでご

ざいますので、自主的な町内会の中での合意です

とか、町内会独自のやり方等々いろいろあるのだ

というふうに思ってございます。行政としてそれ

ぞれの組織に対して町内会の中でこういう自主防

災組織をぜひ立ち上げてほしいということで、一

定程度の組織にかかわる標準的な避難計画のひな

形ですとか、あるいは避難計画のチラシの標準版

みたいなのも用意をして利用をいただきながら、

あるいは出前トークなどもさせていただきながら、

これまで全体で１９の組織の立ち上がりというこ

とになってございます。まだまだ設置ができない

町内会への対応ということで御質問いただいてお

りますけれども、なかなか難しいという、町内会

からは規約の作成が難しいですとか、いろいろ理

由をお聞きをしているところでございますけれど

も、これまでの行政としてできるだけ各町内会に

自主防災組織をつくり上げてほしいということを

継続をして、また指導をしていきたいというふう

に考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 継続して指導してい

ただくよう要望いたします。これから大雨、台風、

ゲリラ豪雨等の災害に備えてしっかりと対応して

いただき、特に庁舎等市民が安心して暮らせるこ

とを重ねて要望いたしまして、次の質問に入らせ

ていただきます。

市民の健康づくりについてでございますが、先

ほど答弁の中にございましたが、東風連小学校が

閉校になりましたことを受け、冬期間、夏期の地

域の方の運動とコミュニティーづくりに取り組ん

でいらっしゃるところでございますが、その効果

と閉校した他校、豊西小学校、日進小学校につい

てはどのように考えておられるのか質問いたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） この間小学校の統合

等で閉校した学校、その地域の活性化も含めた取

り組みということで今回東風連地区で真冬の大運

動会を実施してきました。これは、今名寄市、う

ちらが進めている冬季スポーツの拠点化事業の中

で、先ほども申し上げましたけれども、スポーツ

になれ親しんだ健康な市民が暮らすまち、こうい

ったことも掲げながらスポーツの振興を推進して

いるわけであります。それと、地域が学校がなく

なってやっぱり運動会、学校の行事にあわせて地

域も一緒に行事に参加しながら地域の活性化をし

ていたという、そういった取り組みがなくなると

いうことで地域も疲弊をする部分があるというこ

とで、そういうのが相まって東風連地区の皆さん

と協力していただきながら活性化と健康づくりと

いうことで実施をさせていただいているところで

あります。これにつきましては、効果的に多くの

方が参加して、継続して今年度も取り組むように

しているところでありますけれども、地域それぞ

れが地域の交流も含めて大変な効果を上げている

ということでありますので、こういった活動がほ

かに広まっていくような、そういったことにつな

がっていけばというふうに思っているところであ

ります。

風連日進地区については、地域性もありますの

で、以前から地域での活動を含めて取り組みをさ

れております。また、豊西小学校につきましては、

市街地区ということがありまして、それぞれの町

内会、校区というよりも町内会単位での取り組み
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というふうになっているのかなというふうに思っ

て、閉校して、その後のそういった活動は地域性

の状況もあって同じ東風連のような取り組みがで

きているところ、そうでないところというのがあ

るかなというふうに思っていますけれども、いず

れにいたしましても長い歴史の中で培ってきた小

学校を中心としたそういった地域の地域づくり、

そこを大切にしながら、継続できるものはしてい

きたいというふうに思っています。それが私が進

めている健康づくり、そういった行政の施策とも

相まって進めていくことを地域の方も御協力いた

だきながら今後も取り組んで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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり学校がなくな

ることによって地域の方が非常に寂しいと。学芸

会が、運動会が楽しみだったという声もお聞きし

ているところでございますので、地域性もござい

ますので、今後とも活発に運動すること、コミュ

ニティーをつくっていくことに努力していただき

たいと思います。

スポーツの拠点づくりということで、今名寄市

は第２次総合計画にも織り込んでおりますけれど

も、やはり拠点化とともに市民皆スポーツという

ことでございますので、市民ができるだけ参加す

る、また応援する、支える、そういうことも必要

なことだというふうに考えますが、そのことにつ

いてどういうふうにお考えか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 市民皆スポーツ、健

康づくりを含めてという御質問でありますけれど

も、名寄市でなり団体で取り組んでいる事業等も

紹介をさせていただきたいというふうに思います

けれども、スポーツによる健康づくりの取り組み

につきましては私たち行政だけではなく、体育協

会、風連ではスポーツクラブ「ポポ」でも積極的

に取り組んでいただいているところであります。

体育協会では、アクアビクスやヨガなど長期、短

期の教室を１４教室開催しながら、延べ ８８５

人が参加しております。スポーツクラブ「ポポ」

では、スイミングスクールやヒップホップダンス

など２７教室開催し、延べ １１６人の方が参加

して、各団体においてもスポーツによる健康づく

りを目的とした事業を開催していただいていると

ころであります。教育委員会といたしましても、

スポーツによる健康づくりとしてノルディックウ

オーキング教室の開催や民間企業が取り組むラン

ニング教室のサポートなど取り組んできていると

ころでありますけれども、さらにそういった企業

なり団体の取り組みのサポート、支援に対しても

充実したいというふうに考えていますし、先ほど

ちょっと申し上げました東風連の真冬の大運動会

につきましては今度は夏の部分も開催をしていき

たいというふうに考えているところであります。

さらには、先日議員の皆さんにも審判員としてお

手伝いをいただいて開催しましたボッチャ交流会

のようなユニバーサルスポーツにも開催する皆さ

んと連携しながらさらに取り組みを進めていきた

いというふうに思っています。

一昔前に比べればスポーツをする機会は多くな

っているというふうに感じますけれども、スポー

ツをする人、しない人の二極化が進んでいるとい

うふうにも思います。そういった意味では、今後

においてはスポーツをする機会をふやすだけでは

なく、もう一歩踏み込んでどうすればスポーツで

健康づくりに取り組む人たちをふやしていけるか、

各団体、企業などとも連携をしながら、各種事業

に取り組んでまいりたいというふうに、そのこと

が名寄市全体の健康づくり、元気なまちづくりに

つながっていくかと思いますので、そういった取

り組みを推進してまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ元気なまちづく

りのために頑張っていただきたいと思います。

来年のチャレンジデーが楽しみになるような１
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年間の企画や計画は、スポーツや運動を楽しむき

っかけになり得るものだと思います。心の健康は

体の健康からとよく言われます。市民一人一人が

スポーツや運動を通して健康に楽しく毎日を送る

ことができ、自分の健康状態を自覚し、個々人に

合った運動を取り入れることがこれからふえ続け

る高齢者にも大切であると考えます。チャレンジ

デーの盛り上がりを契機とし、運動やスポーツの

動機づけ、またこのことを継続し、この機会に体

力づくりに挑戦する市民が増加する仕掛けをスポ

ーツの拠点づくりとともに推進していただくこと

を確認し、要望して、次の名寄市の観光について

質問いたします。

市民ボランティア団体などを活用した観光づく

りについては説明していただきましたけれども、

ひまわりが咲いている時期にボランティアの方が

そこにいて説明をするということなのかどうかと

いうことがちょっとわからなかったことと前年度

ボランティアで参加した方は次年度参加するとか、

そういう仕掛けにはなっていないのかどうか質問

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） 観光ボランティ

アの御協力いただいている部分については、先ほ

ど御答弁させていただきましたひまわりの開花時

期にひまわり畑のところに観光案内所を設置させ

ていただいていますので、そこに観光ボランティ

アの方に御協力いただいて、ガイドとして協力し

ていただいているのと、あと雪質日本一フェステ

ィバルのときに国際雪像コンクールがございまし

て、多くの外国人の方がお見えになりますので、

その言語対応も含めてのボランティアということ

の御協力もいただいております。観光ボランティ

アにつきましては、あくまでも協力ということな

のですけれども、毎年継続して御協力いただきた

いということでお願いしているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり一度協力して

いただいた方にまた次年度も来ていただく、そし

てまたもう一人友達を連れてくる、家族を連れて

くる、自分の植えた種を見に来る、親を連れてく

る、友達を連れてくる、おじいちゃん、おばあち

ゃんを連れてくる、そのことが拡大につながると

思うのですけれども、そのことについてはどのよ

うにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわりボラン

ティアにつきましては、この前６月１０日のとき

に播種作業をさせていただきましたけれども、今

後も草の除草というか、草取りとか、いろんな関

係につきましてあと２回程度行う予定しておりま

す。観光、今回のひまわりボランティアの方に常

々お願いしているのが今スマホとかでフェイスブ

ック等で情報を拡散してほしいということで、自

分たちが植えたひまわりを見てほしいということ

で、皆様方に情報の拡散をお願いしていただきま

して、その自分たちの行った部分と、あと名寄市

の宣伝も含めて御協力いただいて、多くの人に知

っていただきたいということで協力いただいてい

るところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 若者からいろんな世

代に発信するというのは本当に必要なことだと思

います。

どうも見ていると、営業戦略の職員の方が一生

懸命種を植えたり、草刈りをしている。それは、

もう本当にいいことなのですけれども、もうそろ

そろ市民ボランティアとか、そういう方たちに任

せる時期に来ているのではないかというふうに考

えますが、その点どのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわりの栽培

の管理につきましては、見た目は営業戦略という

ことで思われているかもしれませんけれども、私

どものほうはいろんな団体から構成されています
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名寄市観光交流振興協議会で行っているというこ

とで、その一つの一団体の構成として営業戦略が

携わらせていただいているということですので、

観光協会も含めてボランティアということで、そ

の協議会の中で栽培管理を行っているということ

でございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 改めて観光協会との

関係なのですけれども、なかなか見えてこない。

よろーなも何かぱっとした感じがないですよね。

何か寂しいというか、言葉は悪いですけれども、

もっと華やかなひまわりを売り込むのだという姿

勢がちょっと足りないように思いますけれども、

その点どのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御指摘いただ

いた部分については、厳粛に受けとめさせていた

だいて、私どもも観光協会とさまざまな場面で協

議する、検討する場がございますので、その部分

については率直な御意見ということで承りたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 観光計画の中に日本

一のひまわり畑、ひまわりを目指すというふうに

書いておられますけれども、日本一というのは何

を意味するのかお聞きいたします。

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） 日本一といいま

すと、面積が日本一、一つのひまわり畑が日本一

といろんなキーワードがございます。皆様方が思

っていらっしゃるのは、今市内の全体のひまわり

畑の面積を含めますと日本一の栽培面積でござい

ますけれども、多分市民の皆さん方の日本一とい

うのは一つのひまわり畑の大きさが大規模という

ようなイメージの日本一なのかなと思っています。

私どものほうもそういったことの市民のそういっ

たイメージも含めて実現可能な部分を可能かどう

かを含めて今現在検討させていただいているとい

うことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） おっしゃるように、

面積、大きさ、種類、広さ、いろいろあると思う

のですけれども、ここには漠然と日本一と書かれ

ているわけで、何を日本一というのかがいまいち

わからなかったところです。

けさの新聞にも北竜町のことが載っておりまし

たけれども、いろいろと取り組みをなさっており

まして、先ほども天文台と連携して進めるという

ことでございますが、市民がやはり納得できてい

るのかと。市民合意ができているのか、市民は本

当に名寄の目玉はひまわりなのだというふうに思

っているのかどうか、そこのところの確認をした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私どももさまざ

まな機会で市民の方とお話しする機会があったと

きに名寄の一番のポイントは何ですかということ

で常に私御質問をさせていただいていますけれど

も、その中で御質問させていただいたらひまわり

という方も当然多いのですけれども、雪質だとか、

モチ米だとか、アスパラとか、星とか、いろんな

アイテムを言っていただく地域であるということ

は、逆に多くの資源があるということで、それを

活用するという面もあるのですけれども、一点集

中のＰＲという部分についてはなかなか弱いとい

う部分もあると思います。私どものほうは、それ

らの多くの資源があるということで、季節、季節

ごとの重要なアイテムということの位置づけの中

で、夏の目玉ということで、観光アイテムという

ことでひまわりということで位置づけさせており

ますけれども、先ほどもお話しさせていただきま

したけれども、市民の種の配布とか、ボランティ

アの方も昨年度よりは多くなっておりますけれど

も、まだまだ私どものほうとしては多くなったの

で、満足しているわけでございませんので、この

部分については継続的に取り組みさせていただい
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て、市民の方々がもっともっとひまわりに対して

自信と誇りを持ってもらうような取り組みを取り

組んでまいりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に名寄はすばら

しくおいしい食べ物もたくさんありますし、シバ

ザクラだとか、本当に望湖台の緑に輝く葉っぱが

美しいと、この間杉並区の方々がいらしたときに

皆さん本当にもうすばらしいことですねというふ

うにお褒めの言葉をいただいたところです。本当

にたくさんいいところがあるのですけれども、そ

れがばらばらになっていて一つのものになってい

ない。いいところいっぱいあるけれども、目玉も

ないし、ひまわりも夏だけでなくて、やっぱり夏

の時期に全員が黄色いＴシャツを着るとか、ポロ

シャツを着るとか、ここにバッジをつけるとか、

名寄市全体で取り組んでいく。そして、市民の方

も黄色いものを着ようとか、家の前には必ずひま

わりを植えようとか、そういう盛り上がり方とい

うのですか、みんながうちのまちはひまわりだよ

ね、モチ米だよね、シバザクラだよねと、そうい

うふうに思えるような、そこが営業戦略の仕事で

はないかと思うのですけれども、いかがお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今高野議員から

斬新なアイデアも含めて御提言いただきましたの

で、その部分については先ほど言いました観光交

流振興協議会でいろんな組織の方々と協議する場

がございますので、貴重な御提言ということで今

後検討させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） これ死ぬまでに行き

たい日本の絶景ということで、市長も何度かお話

の中に出てきた本でございます。これも日本の絶

景パレットということで、行ってみたいところで

名寄市が掲載されておりまして、ひまわり油のた

めにつくっているのだということをこの本の中で

は書いているところでございますけれども、その

点ひまわり油のことについては今どういうふうに

なっているかお聞きいたします。

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） ひまわり油につ

きましては、現在もひまわり生産組合の方々が中

心となってひまわり油用のひまわりを生産し、ひ

まわり油を生産しております。一方で、私どもの

ほうもひまわり生産組合が栽培しておりますひま

わり畑を一つのひまわり畑の見る場所ということ

で位置づけさせていただいている部分の御協力を

得ながら、そういった部分も観光アイテムという

ことで活用させていただいているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） この続きにつきまし

ては、また次回させていただきます。

以上、本日は３点について質問させていただき

ました。いずれにいたしましても、職員と市民が

一体となって健康で災害など安全対策に留意し、

このまちの発展のためにそれぞれの立場で一体と

なって協力する。点と点をつなげて線にして面に

する。そのことが今問われ、そのことが経済の活

性化や市民の雇用や経済的保障、将来を担う、こ

の地域で子孫が暮らし続けていくことができる、

そのことのつながるのだと考えます。私は、何に

も増して人づくりは大切であると。人が人を呼び、

人のつながりが名寄の発展につながるのだと考え

ています。市長は、この間お客様的発想を強調な

さっていました。市長の任期も折り返しを過ぎ、

あと１年数カ月を残すところとなりました。この

間のその成果についてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たくさんの貴重な御提言

をいただきましてありがとうございます。何をお

話ししたらいいか、ちょっとわかりませんが、そ

れぞれの市民がこの地で少しでも自分らしく活躍

できる市政を目指してこれまでも全力で取り組ん
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できたつもりでございます。この４月から総合計

画も新しい向こう１０年の計画がスタートをし、

さらにこの人口減少社会の中でいかに人が少なく

なってもより活力のあるまちづくりを進めていけ

るのか、そして先ほどから高野議員がおっしゃら

れたとおり、人が少なくなっても、だからこそ横

のつながりをしっかりと持って地域が一体となっ

て前に進んでいくことがより大事な時代になって

いっていると思います。それぞれのテーマにおい

てそうした貴重な御示唆、御提言もいただきまし

たので、しっかりと検討できるものは前に進めて

いきたいというふうに思います。引き続きどうぞ

御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

地域の医療を担う開業医確保対策について外３

件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問をして

まいります。

大項目の１、地域の医療を担う開業医確保対策

についてお伺いをいたします。名寄市の地域医療

の体制について、市立病院及び医療機関との役割

分担及び市民にとって最も身近で安心して受診で

きるかかりつけ医に求めるものなど、市立総合病

院と医療機関、開業医との連携についてお聞きを

いたします。

また、近年次々と閉院し、かかりつけ医が減少

する中、医師不足が地域に及ぼす影響など、現状

認識についてお知らせください。

なお、かかりつけ医確保のため開業医誘致に向

けた制度の創設について準備が進められていると

思いますが、専門的知見をいただくため、名寄市

保健医療福祉推進協議会の保健医療・高齢者合同

部会に諮問していると思いますが、部会の構成メ

ンバーと議論経過や審議内容、また委員からの御

意見などについてお知らせを願いたいと存じます。

次に、大項目の２、名寄市公設地方卸売市場、

競り場施設の今後の対応についてお聞きをいたし

ます。名寄市公設地方卸売市場については、平成

２５年９月から休止の状態が続き、市場としての

機能が果たせないことから、名寄市公設地方卸売

市場条例を廃止、市場が担ってきた役割の継続を

新たに進めております。競り場跡地の今後の対応

については、平成２７年第２回定例会の答弁で老

朽施設の安全対策や市場施設周辺が名寄市の都市

計画上の用途区域として準工業地域に指定されて

いるため、周辺地域と一体的な土地利用の視点を

視野に検討し、平成２７年度内に考え方をまとめ

るとしておりましたが、検討結果がどのようにま

とまったのかをお知らせ願います。

次に、大項目の３、地域コミュニティーの醸成

とまちづくりについてお聞きをいたします。小項

目の１、市民活動における市職員の積極的参画へ

の対応について。名寄市総合計画第２次では、人

づくり、暮らしづくり、元気づくりの３つの基本

理念とし、市民と行政が連携し、力を合わせなが

らまちづくりを進めていくとしております。市民

と行政との協働まちづくりに向け、市職員が文化、

スポーツの活動や町内会活動、各種諸団体での活

動など多岐にわたり積極的に参加されております。

市として地域の諸活動に携わる職員の処遇につい

ての考えをお知らせ願いたいと存じます。

小項目の２、借り上げバスの利用実績と有効活

用についてお聞きをいたします。現在研修などを

目的に借り上げバスを利用する際は、名寄市福祉

及び社会教育関係団体活動推進補助金交付要綱に

基づき、各関係部署に申請をし、許可を得て利用

しております。借り上げバスを利用できる団体は、

要綱の第２条第１号から第６号に規定をされた団

体とされております。現在の規定では、町内会で

の各種事業活動に資する目的で利用するには該当

しておりません。これからのまちづくりにおいて、

町内会活動は地域コミュニティーの醸成を図る意

味からも最も重要な役割を担っていると考えます。

町内会では、お年寄りから子供まで一体となって
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諸事業の活動を展開しており、なかなか単独での

企画もできない状況にありますことから、借り上

げバス利用の枠を町内会活動にも拡大することが

できないものか、また利用の基準において柔軟性

を持たせるなど、有効活用の検討をお願いしたい

と思いますが、お考えをお知らせください。

最後に、大項目の４、名寄市立大学が実施をい

たしました保育者に関するアンケート調査結果に

ついてお知らせください。今回の調査は、内閣府

の補助金を活用し、名寄市立大学を活用した地域

ケア力向上プロジェクトの一環として、道北地域

に勤務する保育士、幼稚園教諭を対象に実施をさ

れましたが、この結果を踏まえ、名寄市立大学と

しての役割や教育研究、地域貢献に向けた対応な

どどのように進められるのか、また今回は道北地

域の調査を対象としたものであり、対象範囲が広

く、市内の近隣実態とは少し相違しているかもし

れません。そこで、市内や近隣で働く保育士、幼

稚園教諭及び施設の設置者など実態把握をどのよ

うにされたのか、対応状況を含めお知らせ願いた

いと存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 塩田議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は営業戦略室長から、

大項目３は総務部長から、大項目４は大学事務局

長から答弁させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１の地域の医療を担う開業医確保対策に

ついて申し上げます。名寄市の地域医療の体制に

つきましては、名寄市立総合病院が地域地方セン

ター病院、災害拠点病院として道北地域の基幹病

院としての役割を果たしており、平成２７年８月

には救命救急センターの指定を受け、一般診療か

ら高度特殊医療、急性期医療から慢性期医療、１

次救急から３次救急まで全ての医療を担っている

状況にあり、特に小児科、周産期医療体制を確保

していることは近隣の他の市町村と比較すると医

療提供体制については優位性を確保しているもの

と考えております。一方、市民にとって最も身近

で安心して受診することができるかかりつけ医と

しての開業医がこの４年の間に３つの診療所が閉

院されたことにより、一部の開業医や中核病院に

患者が集中しており、当該医療機関の医師への負

担が増大している状況にあります。

また、２次医療圏を基本とした地域医療構想に

より、各医療機関において病床の機能分化、連携

が進むこととなり、病診連携の必要性が一層高ま

ることが想定されております。さらには、２０２

５年を目途とした地域包括ケアシステムの構築を

推進していくためには、これまでの病院完結型医

療から地域完結型医療への転換を進めていく必要

があり、在宅医療を担うかかりつけ医の重要性は

今後ますます高まってくるものと考えております。

また、開業医は診療のほかにも健康診断や予防接

種を初めとした予防医療、学校医、産業医、休日

当番医、当市や各種関係団体の委員や役員等、ま

た准看護学院の講師も担っていただいております

が、開業医師会では世代交代が進まず、新たに若

い医師が開業しない限りは毎年確実に高齢化が進

んでいく状況となっております。

このように開業医は地域医療活動を行い、地域

住民の健康維持に大きな役割を担うとともに、少

ない人数の中で多くの業務を分担していただいて

おり、名寄開業医師会会員の総意として新たに開

業医を確保することが急務であることから、名寄

市内に診療所を開設する開業医に対して先進自治

体の助成制度を参考として開業費用の一部助成の

制度化及び名寄市の実情に合った助成制度とする

ことなどを求める要望書の提出を受けたところで

あります。当市といたしましては、かかりつけ医

は地域医療体制構築のために最も重要な役割を果

たす存在であり、危機的な状況を重く受けとめて

おりまして、早急に助成制度の創設に向けた対応
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に取り組む必要があることから、開業医師会との

意見交換を初め、市役所内に助成制度創設に関係

する財政課を初め企画課、営業戦略課、市立総合

病院事務部及び健康福祉部の庁内関係部局の管理

職を構成メンバーとする庁内検討会議を設置して、

制度設計に関する市としての基本的考え方を協議

してまいりました。また、さまざまな立場の市民

の皆様の御意見や専門的立場からの御意見をいた

だくために、名寄市の保健医療福祉施策の推進に

関して協議を行い、市長に御報告をいただく諮問

機関であります名寄市保健医療福祉推進協議会の

保健医療・高齢者合同部会において第７期高齢者

保健医療福祉計画などの策定審議とあわせて開業

医誘致助成制度についても御審議をいただいてお

ります。

保健医療・高齢者合同部会につきましては、名

寄市市立大学、名寄保健所、上川北部医師会、名

寄商工会議所及び名寄市社会福祉協議会などの関

係機関や一般公募により委嘱された委員合わせて

１２名で構成されております。合同部会での審議

につきましては、５月に第１回目の合同部会を開

催し、事務局から市内の開業医を取り巻く現状と

課題等について説明し、合同部会として情報共有

を図り、かかりつけ医としての開業医誘致が必要

であることに対して共通の認識をいただき、第２

回合同部会において事務局から助成制度の骨子と

なる基本的な考え方と庁内検討会議で出された意

見をお示しをいたしました。委員からの主な意見

としては、一つには誘致する医師への家族を含め

たさまざまなバックアップが必要、一つには看護

師など医療スタッフ確保の支援が必要、一つには

既存のビル内や商業モールでの開業もあること、

一つには制度をつくった後の周知が重要、一つに

は医科大学との連携や通勤医への対応などについ

てさまざまな貴重な御意見をいただきました。今

後につきましては、第３回目の合同部会を７月中

旬を目途に開催し、合同部会としての審議内容を

取りまとめ、名寄市保健医療福祉推進協議会に報

告する予定としております。

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） 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、名寄市公設地方卸売市場施設の今後の対応

について、小項目１、遊休施設の有効活用につい

て、具体的施策について申し上げます。

本市が所有する本来の機能を失い、今後の方向

性が出されていない遊休施設については、名寄市

公共施設等総合管理計画の中で対応方針を決定し

ていくこととして庁内で確認されております。御

質問にありました旧名寄市公設地方卸売市場施設

につきましては、名寄市公共施設等ワーキンググ

ループでの議論を踏まえ、庁内の関係部局と連携

し、施設の利活用について協議を行い、市民意見

等の募集を経て庁議にて方針を決定することとし

ております。今後は、担当課を中心として利活用

に係る検討会議を実施し、名寄市公共施設等総合

管理計画の推進を行う中で方向性について検討し

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域コミュニティーの醸成とまちづくりについて

の小項目１の市民活動における市職員の積極的参

画への対応について申し上げます。

まず、市民活動における市職員の積極的な参画

については、名寄市自治基本条例や第２次総合計

画にも記載されているとおり、市民と協働のまち

づくりを進めていく上で市職員の積極的な参加が

必要と考えております。このため、庁内の会議の

際には理事者などからさまざまな市民活動への参

加の必要性について伝えているほか、新規採用職

員などの若手職員に対しては総合計画に関する研

修などの機会を通じてまちづくりへの参加の意識

醸成に努めているところであります。

一方では、地方公務員法第３５条に職員はその

勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂
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行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責

を有する職務にのみ従事しなければならないと規

定されておりますので、おのずと市民活動への参

加は勤務時間外の時間帯になります。まちづくり

の根底であります市民活動につきましては、市職

員の参加が不可欠なものや各種事務的な部分を市

職員が担っていることも多くあります。現在国な

どでは働き方改革を推進していることから、本市

でもより多くの職員が市民活動に参加する時間が

確保できるよう昨年度に策定した特定事業主行動

計画の推進を図ることで地域の諸活動に参画しや

すい環境の整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目２、借り上げバス利用実態と有効

活用について申し上げます。借り上げバスの利用

に当たっては、平成２１年度から福祉及び社会教

育関係団体活動推進補助金として福祉及び社会教

育関係団体が研修等を目的とした移送に市が指定

した委託業者から車両を借り入れた場合において、

老人クラブであればその費用の１０分の９を、老

人クラブ以外の対象団体にあってはその２分の１

を補助しております。お尋ねの平成２８年度の利

用状況ですが、老人クラブの利用は１０件、老人

クラブ以外の福祉関係団体の利用は３０件、社会

福祉関係団体の利用は２４件となっており、それ

ぞれほぼ例年どおりの利用状況となっております。

借り上げバス制度を有効活用し、地域コミュニ

ティーを推進するため、町内会活動への利用を拡

大してはとの御質問ですが、本市では町内会の主

体的な活動を促進し、地域コミュニティーを推進

するための財政支援として町内会自治活動交付金

を交付しているところです。町内会においては、

この交付金を有効活用いただき、自主財源も含め

てそれぞれの工夫によりさまざまな町内活動が実

施されているところです。また、学校区を基本に

組織されている地域連絡協議会においても複数町

内会で実施する活動に対し交付することができる

地域連絡協議会等活動交付金が活用され、子供か

らお年寄りまでかかわることのできる多世代交流

事業などが実践されていることからも、今後にお

いても交付金などの活用により町内会の主体的な

コミュニティー活動を推進いただきたいと考えて

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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目４点目の名寄市立大学が実施した保育者に

関するアンケート調査結果について申し上げます。

御案内のとおり、名寄市立大学では地方創生推

進交付金事業の採択を受け、平成２８年度から３

年間名寄市立大学を活用した地域のケア力向上プ

ロジェクト事業に取り組んでおります。当該事業

は、圏域はもとより全国的に不足している保育士

等の専門職の育成を図り、安全、安心な地域社会、

子育て、定住環境の充実に資することを目的とし

ており、平成２８年度は上川、宗谷、留萌の３振

興局管内全ての保育士、幼稚園教諭を対象に就業

実態や就業意識、労働条件など大きく３区分、３

９項目の多岐にわたる項目でアンケート調査を実

施いたしました。調査結果については、道北地域

の保育者の就業実態と就業意識に関するアンケー

ト調査結果報告書として冊子にまとめ、先般議員

各位にお配りしたところであります。

お尋ねのアンケート結果を踏まえた本学として

の２つの講習会実施の検討状況についてでありま

すが、まず幼稚園教諭の免許状更新講習について

は、幼稚園教諭の免許所有者８６２人に名寄市で

の当該講習の受講を尋ねたところ、受講希望の回

答が１８２人、２ １％ありました。さらに、市

内の認定こども園や幼稚園からも本市での実施に

ついて強い要望があることを踏まえ、本学として

社会保育学科を中心に開催に向けて検討を進めて

おります。ただし、当該講習を開催するに当たり

手続面や事業終了後も継続実施するための制度設

計などに一定の時間を必要とすることから、実施

時期については本年度の遅い時期、または場合に
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よっては新年度にずれ込むことも想定されますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、保育士または幼稚園教諭のいずれかの資

格のみを所有している方を対象とした所有をして

いない資格取得のための講習会について申し上げ

ます。認定こども園に勤務する保育教諭は、両方

の資格を有することが必要で、平成２７年４月１

日から平成３２年３月３１日までの５年間、少な

い学習負担で所有していない資格の取得ができる

よう特例の制度が設けられております。アンケー

ト結果では、名寄市での受講希望が１２件ありま

したが、名寄市内の認定こども園や幼稚園など５

つの園に問い合わせをしたところ、受講希望者は

なく、特例制度が創設されてから既に２年が経過

している中で必要とする方は既に受講を終了して

いるものと思われ、現状での当該講習のニーズは

ほとんどないものと判断し、講習会の開催は見送

る方向で検討しております。今後も本学が専門職

養成を使命とする地域の市立大学として人材の育

成確保のため、さまざまな取り組みを進めてまい

りますので、御理解、御協力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） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁あり

がとうございます。まず先に、開業医確保に関す

る部分として再質問をさせていただきます。昨日

の東川議員、同僚でありますけれども、多くのこ

の制度創設含めたかかりつけ医の必要性について

質問をしておりますので、私のほうからは極力重

複を避けた形で再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

まず、今お答えの中では病診連携、そしてかか

りつけ医の重要性、これは地域包括ケアシステム

の構築ということで将来的に構築をしていかなけ

ればならない。そのためには、かかりつけ医が重

要であるというふうな認識をしてくださっている

というふうなこと、それから地域の医療の実情を

見たときに、新たな開業医の確保が急がれるとい

うふうな御認識を答弁でいただいたというふうに

認識をしてございます。昨年の１２月の市政執行

に関する要望ということで、当会派のほうで要望

をさせていただいたこと、それから本年３月の第

１回定例会で東代表から代表質問のときにもこの

関係については質問をさせていただき、市長のほ

うからも前向きな御答弁をいただいたというふう

に認識してございまして、その後の流れといいま

しょうか、すごくスピード感があって、開業医の

誘致制度の創設について動きが始まったのだなと

いうふうに思ってございます。大変ありがたいこ

とだというふうに認識をしてございます。

そんな中、先ほどの中では保健医療・高齢者合

同部会、これ１２名ということで、各さまざまな

市民の代表、立場から、それから専門的立場、そ

して今回は一般公募もした中で１２名の委員が選

出をされて協議をなされているという、もう既に

２回のこの審議がされているというふうなことで

ございますけれども、この２回の審議の中でも先

ほどいろいろと委員さんのほうから要望といいま

しょうか、委員さんから要望というふうなことで

あったというふうにお聞きをしてございますけれ

ども、この辺の部分、今後どのように、審議会も

２回ではなくて、また７月に開催をするというこ

とで、スピード感を持った形の中で恐らく進めら

れるのだというふうに思いますけれども、この審

議の中でそれら市民に理解をいただきながら、こ

の制度を創設をしていくというようなことになる

と思いますけれども、答申をいただいた以降を含

めてどのような形の中で創設に向けて進められる

のか、スケジュール的なことも含めてお話をいた

だければというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

今後の合同部会での審議の内容、それとスケジ

ュールということについてのお答えをさせていた

だきたいと思います。第２回目の合同部会でいた



－119－

平成２９年６月２２日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

だきましたさまざまな、先ほど申し上げましたが、

貴重な御意見、御提言を踏まえながら、論点整理

を行わせていただき、次回の合同部会におきまし

ては名寄市として早急に取り組むべき課題として、

現状確認できるデータを活用しながら、市内の医

療機関への受診動向調査の分析なども行わせてい

ただき、この地域の実情を踏まえた中で必要な診

療科目、そして診療所の活動についても御審議を

いただきたいというふうに考えています。さらに

は、今ございました将来を見据えた課題といたし

まして、第７期の介護保険事業計画策定もお願い

しているところでございますが、この審議の中で

この地域の実情に合った地域包括ケアシステムを

構築していくために、重要な位置を占める切れ目

のない在宅介護と介護サービスの提供体制の確保

という観点からも必要な取り組みについて御審議

をいただくこととしております。

先ほども申し上げましたが、今後第３回目の合

同部会を７月中旬を目途に開催をいたしまして、

合同部会としての助成制度の骨子案を取りまとめ

ていただきまして、その後合同部会長が名寄市保

健医療福祉推進協議会に報告をいただき、さらに

同推進協議会においても御審議をいただき、開業

医の誘致助成制度に対する骨子案を御決定いただ

き、その後市長へ答申をいただくというような予

定としております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） まずは、第３回予定

している部分についてはもう既にどういうふうな

形で審議を進めていくのかというようなことをお

話をいただきました。先ほどもお話をしましたけ

れども、この制度ができたからといって開業医が

名寄にすぐ来るというようなことではないと思い

ますので、スピード感を持ってこういう創設につ

いてしっかり議論をいただいて、市民理解をいた

だく中で設立をして、そしてやはり今市民の健康

を守るという立場からかかりつけ医というのは重

要な役割を担っているわけですから、何とかスピ

ード感を持ってお願いをしたいと思います。要望

して終わります。

それから、次、市場の競り場の有効活用という

ふうなことで、先ほど公共施設の総合管理計画、

この中のワーキンググループで話を進めていくの

だというふうにお答えをいただいたのかなという

ふうに思いますが、まず１つ確認をしたいのは、

平成２７年度中にこの方向性をしっかりまとめる

のだというふうに議会の中で御答弁いただきまし

た。その部分について何かまだできていないのか

なという認識なのですけれども、できていなかっ

たとすればどういうふうな審議経過があって、ど

ういうふうな理由があってそういうふうに至らな

かったのか、その辺についてお知らせ願いたいと

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） 旧公設卸売市場

の競り場の施設につきましては、塩田議員のほう

から平成２７年ですか、御質問いただいた部分に

つきまして、担当につきましては私どものほうの

営業戦略課が管理させていただいているというこ

とで、まずは私どものほうの内部のほうでも検討

させていただきました。施設の建物自体は、議員

も御承知のように４０年以上経過しているという

ことと毎年毎年いろんな箇所が破損をしていると

いうことで、応急的な修繕をしないといけないと

いうこと、また耐震的な耐震構造の補強もしない

といけないということで、根拠の部分で施設の有

効利用という部分についてはなかなか厳しいだろ

うということの内部のほうの検討させていただい

ておりました。一方、私どものほうの営業戦略課

の担当といたしまして、企業立地のほうも担当さ

せていただいております。毎年いろいろ多くの市

外からの企業の方で問い合わせが来たときに、一

番ネックとなるのが名寄で進出したときにどこの

一定の土地があるのかという問い合わせが多数ご

ざいます。その中で当然のことながら企業誘致と
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いうことですので、都市計画法で定められた一定

の地域でないと建設できないということになりま

すと、一定の地域というと準工業地域とか、そう

いったところの地域になると思います。その中で

民間の所有の土地もたくさんございますけれども、

市所有の土地ということになると一定量で準工業

地域となると競り場の市場の施設のところの土地

のところが一定の面積があるということで、それ

らの部分を有効活用していただいて、企業誘致が

来ていただくことによって相乗効果といいますか、

雇用も創出できるということも含めての部分で何

か企業立地の部分に活用できないかということで

営業戦略課のほうでも考えておりました。一定の

具体的なオファーも実はありました。その中でい

ろいろ協議させていただいたのですけれども、最

終的には企業立地まで至らなかったというのが現

状でありました。そういったことも含めて、いつ

までも遊休施設として利用、そのまま置いておく

ということができない部分がありますので、その

部分については公共施設の管理計画に基づいてワ

ーキンググループで今後検討していくというよう

な今までの流れになっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） その協議経過といい

ましょうか、その辺の部分、ちょっと合点がいか

ないところもあるのですけれども、まずは老朽化

している。もう本当築４０年経過していますから

古いということもあるし、耐震の部分については

されていない施設でありますから、難しいのだろ

うなというふうに思いますけれども、そのことに

ついてはもう既にわかり切っている話であって、

それをどのように、どういうふうにして活用する

のかという具体的な部分はもっと話し合われるべ

きではなかったのかなと。まず、古いからもう耐

震が云々だからだめですよというのであれば、当

然のごとく壊すしかないというふうに思いますけ

れども、実際私がこの質問も今回させてもらった

のは、議会報告会の中でこの競り場跡地のことも

含めて他の遊休施設、この施設についてこのまま

でいいのかというようなことです。内容について

は、やはり健康を考えたときに夏季スポーツをし

ている団体が冬季はなかなか厳しい状況にあると。

したがって、広い施設を何かの形で、例えば床を

はつって土を入れかえて、そして使うだとかいう

ふうなことも含めて、そういうふうな形で有効活

用できないのかというような御意見でありました。

私も質問の中では、２７年のときにそのような形

で質問をさせていただいたのですけれども、何か

先送りされていて、どうなのかと。そして、管理

計画の中のワーキンググループの中で話をします

よという部分であるとすれば、なかなか厳しくな

っていくのかなと。きのうの質問でもありました

けれども、当然１３％削減をしていくというよう

なことの施設の中の一つというふうな形になりま

すから、そこら辺は庁内でしっかりした議論をさ

れて、市民に理解をいただくような形の結論にな

るのかなというふうに思いますけれども、この部

分についてはこの施設ばかりではなくて他の公共

の遊休施設も含めた中で統合して１つあく。あい

たところをどうするかというような議論になって

くると思うのですけれども、その辺含めてしっか

りとした有効活用といいましょうか、事後活用の

部分についてしっかり議論をしていただき、市民

に説明をしていただきたいというふうに思います。

結論まだ出ていませんから、そのことについて今

ここで議論をしても仕方ないことですから、そこ

ら辺も含めて今後しっかりした議論をお願いをし

たいと思います。

次に移ります。地域コミュニティーのまちづく

りの関係についてですけれども、確かに市民活動

における市職員のボランティアといいましょうか、

いろんな部分で参画をしていただいています。先

ほどお話しいただいた地公法３５条の規定に基づ

くこととすれば、やはり業務の専念というふうな

ことになろうかと思いますし、しっかり業務はし
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ていただかなければならないと。当然のごとくそ

れは当たり前だと思います。その業務に支障のあ

るような形でいろんな活動をしていくというのは

難しいのかなというふうには確かに思いますけれ

ども、今現実に多くの職員が活動をしてくれてい

ます。私この質問をしようと思ったのは、３月の

第１定のときに各種事業における広報活動のあり

方というふうな中で、市として職員が任意団体の

事務局を担うなど、今後も市民の活動に積極的に

参加してほしいというふうな御答弁をいただきま

した。しかしながら、公務に専念するべき環境を

損ねる結果となってしまったというふうなことも

含めて、おわびの答弁になったわけであります。

私としては、さきに公務というふうなことに関し

て言えば確かに公務をしない中でそっちのほうに

専念をするというふうなことについては、これは

もうあってはならないことだと思いますけれども、

やはり今職員が一生懸命このまちづくりのため、

そして地域のコミュニティーを守っていくために

いろんな文化、スポーツ、それから任意団体、諸

団体の中で活動し、事務局も担っているというふ

うなことでありますから、これは市としても先ほ

ども答弁をいただいた積極的に参加をしてくださ

いというふうなことでありますけれども、何かこ

の３月の議会の答弁の後漏れ聞こえるところでい

うと、なかなか厳しくなったというような感じに

受けとめている方もいらっしゃいます。やはり市

民の方は、市の職員が一生懸命いろんな場面で活

動してくれる、活躍してくれている、これはすご

くいいことだということでお褒めをいただいてい

る部分でありますから、そこら辺の部分について

行政としてこの辺について再度どういうお考えな

のか、もう一度お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど地公法も含め

てちょっとお話をさせていただきましたが、いず

れにいたしましても勤務時間中においては、これ

は基本的に職務に専念をするということでござい

ますので、答弁の中でも触れましたけれども、土

日あるいは勤務終了後に地域の市民として、さら

には行政の中で地域の皆さんと一体的にまちづく

りを進めていくという考え方に立ってぜひ活躍を

いただきたいというふうに思っていますし、議員

のほうから職員が地域の中で一生懸命やっている

ということについて評価をいただいているという

ようなお話もありましたので、今後何回も言いま

すけれども、やはり法律の中での一定の縛りとい

うのは当然あるわけで、それを度外視してという

ことには決してなりませんけれども、ぜひ積極的

に町内会活動を初め各スポーツ団体も含めて協力

できる部分については協力をするようなことで今

後もお話をさせていただきたいというふうに思っ

ていますが、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。難し

いところは難しいというふうに思います。ただ、

先ほどの答弁の中にも市長も含めてこのことにつ

いては理解をしてくださっているというふうに私

認識をいたしましたので、そういうことで今後と

もよろしくお願いをしたいというふうに思います。

それでは、次、借り上げバスの利用実態の部分

について、今後といいましょうか、利用方法も含

めてちょっとお聞きをしたいというふうに思いま

す。この借り上げバスに関する部分としては、平

成２１年４月以前、ちょっと認識が違っているか

もしれませんが、当時は福祉バスというふうな形

で市にバスを所有し、そして運転手を抱えて、そ

していろんな活動を社協に委託したのかもしれま

せんが、そういうふうな形で進めていたと。いろ

んな時代の変化もあり、２１年４月に新たな形で

今の現状、現在みたいな形で進められているとい

うふうなことだと認識をしているのですけれども、

その中でちょっと驚いたのは、実績をいただいた

中で老人クラブといいますか、老人関係で年間１

０件というふうなことであります。各町内会には

老人クラブが必ずありますし、現状そういうとこ
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ろでいろんな活動をしています。当時は、２１年

前ですけれども、多くの方たちが御利用されてい

たのではないかなというふうに思っていますけれ

ども、随分減ったなというふうな認識が私にはあ

るのですけれども、このことについてはどういう

認識かお知らせいただきたいと思います。多いの

か、少ないのかという、そういう部分かもしれま

せんが。

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） 当時福祉バスと

いう形で老人クラブの皆様には無料で御利用いた

だいたという経緯もございます。その後受益者負

担ということで、１割の利用料をいただくという

形で今事業を進めさせていただいております。昨

今は、例えば近隣のホテル、旅館等に旅行に行か

れる場合、その施設から送迎のバスが出るという

ような状況もございまして、そちらを利用される

方もいらっしゃると。福祉バスについては、結局

どこかに集まっていただいて、そして目的地まで

という使い方が多いのですけれども、そういった

業者のバスの場合は使い勝手がよく、かなりいろ

いろなところでとまったりもできるというような

状況もあるということで、そのような部分もあり

まして、利用が以前よりは少し減っているという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。そう

いう背景があって今の現状があるというふうなこ

とでありますけれども、先ほども御答弁をいただ

いた中で、やはりこの地域コミュニティーを守る

ために市としては補助金、交付金というふうな形

で活動に使ってくださいというふうな形でお配り

をするという話ですか、ないでしょうけれども、

それを実際に町内会としては町内会の会員の方か

ら会費を徴収したり、それから廃品回収なり、い

ろんな事業を展開をして、少ない中でも利益を出

して、そしてそれをこの活動の資金にしていると

いうふうなことで進めているのですけれども、前

段でお話をさせていただきましたけれども、実際

今お年寄りだけで何かをする、子供だけで何かを

する、大きな組織でできるところもあるのでしょ

うけれども、なかなかそうではないところも多く

あるわけです。そういうところでどちらかが企画

をして、そして総体で事業を実施をするというと

きに、例えば基準でお年寄りでなければだめです

よとか、子供でなければだめですよというふうな

ことになるとなかなか利用も厳しくなるのかなと

いうふうなことも含めて、今の町内会活動の中で

皆さんいろいろ御苦労されていることも含めてこ

ういう例えば制度というよりも枠といいましょう

か、利用できる枠を拡大はできないものなのかと

いうところで私も思いまして質問させていただき

ましたし、それから実際には庁内横断的にこの利

用にかかわる部分の有効利用といいましょうか、

有効活用といいましょうか、そこのところもしっ

かり検討していただきたいなというふうに思って

います。今すぐ結論は出るのであればいいのでし

ょうけれども、なかなか出ないと思いますけれど

も、それらについて使い勝手のいい形のものにし

ていくためにも協議をしていただきたいなという

ふうに思いますけれども、その辺について御答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今町内会においては、

いろいろと独自の取り組みをされているというふ

うに思っています。議員のほうからあったように、

今町内会においては子供がだんだん少なくなって

きているという状況もあるのだろうというふうに

思っていまして、いろんな行事やる上においては

町内会の年齢構成ですとか、子供の人数あるいは

お年寄りの人数あるいは町内会、日中どういう勤

務体系なのか、そんなことでいろいろと町内の活

動というのは出てくるのかなと思っていまして、

バス利用においても従前と違って、例えば子供が

少ない場合は隣の町内会あるいは地域の連絡協議

会の中で実施を多世代の交流の中でやっていこう
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というような考え方にもなっているのかなという

ふうに思っています。そういった場合については

対象になってくるのかなというふうには思ってい

るところでございますので、有効活用については

私ども総務だけではなくて健康福祉部なり教育部

なり担当のほうもありますので、今後予算編成な

りに向けてそれぞれ担当のほうで改めて現行の制

度なりについては検討がされるのだというふうに

思っているところでございますので、ぜひ御理解

いただきたいと思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 済みません。全庁的

にこの問題点を提起をしながら協議をし、使い勝

手のいいものにというふうな形にすることを希望

いたしまして終わります。

続いて、最後になりますけれども、大学の関係

であります。大学の調査、３年ということで、こ

としはまだ１年目の、恐らくいろんなポイント、

ポイントでアンケート調査をされるのだなという

ふうに思いますが、今回の部分につきましては調

査結果が出たので、私も何回となく保育教諭の片

面資格、それと幼稚園教諭といいましょうか、実

際に教育法が変わりましたから、学校教育法です

か、変わって１０年という部分で、資格が更新を

しなければならないという、そういうふうな状況

が生まれて、特に名寄市立大学の場合においては

幼稚園教諭資格を持って卒業されるというふうな

こともありますから、そういう意味でいうと開か

れた大学運営をしていくためにもやはり必要なこ

とでないかなというふうに思っています。先ほど

の答弁では、なるべく今年度中と。次年度にかか

るかもしれないけれども、やはり協議を推し進め

なければならないので、簡単にできる部分ではな

いと思いますけれども、その辺については少しで

も早い結論を出していただきたいなというふうに

思っていますけれども、そこの中で大学、教育職

員の免許の関係でありますけれども、これについ

ては名寄市立大学が行うと。免許更新時講習を行

うということになると思うのですけれども、その

部分についてはどういう資格といいましょうか、

学校として、例えばやるよといった学校ですぐで

きるものではなくて、答弁や何かいろいろいただ

いていますけれども、やはり当然文科省に申請を

し、そして認定を受けて、認定校というふうな形

で進めなければならないというふうに思いますけ

れども、それと今大学の先生方が旭川、札幌や何

かにも出向いてその講義をしていらっしゃるとい

うふうにたしか御答弁はいただいていましたけれ

ども、名寄はどんなふうになるのか、どんなふう

な形で考えているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今塩田議

員から御質問がありました件は、免許の更新時講

習につきましては協会といいますか、団体が文部

科学省の委託を受けまして、そのような団体がご

ざいます。そこのほうと社会保育学科の教員を中

心に協議をしておりまして、例えば共催になるの

か、あるいは委託を受けてやるのか、その辺は今

協議中ですので、いずれにしても当市、本学で開

催できるように準備を進めているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） どういう形になるか

わかりませんが、実際に名寄に通って、名寄大学

を目指してこられる生徒さん方にもここの学校は

こういうふうにしているのだよというふうなこと

を認知をしてもらう必要があると思いますから、

その辺についてはしっかり協議をしていただきた

いというふうに思いますし、ちょっと気がかりな

ところとしては旭川の大学の公立化ですか、もど

うなっているかわかりませんが、一時新聞等でも

あって、そうなった場合やはり近くで公立化にな

るということは名寄にとっては脅威であるという

ふうに私は認識をしています。そんなことも含め
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ていち早くこのことに取り組んでいる学校なのだ

ということをしっかり示していくことは、これは

もう大学運営にとって大事なことだというふうに

思っておりますので、その辺も含めてどのように

お考えになるのかお知らせを願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 旭川の動

きはちょっと別にいたしましても、いずれにいた

しましても名寄市立大学がこの地域あるいは道北

で今後も発展し続けるためには、やっぱり魅力あ

る学生教育あるいは地域貢献含めて学生に来てい

ただくということがまず一番大事です。それには、

就職率ですとか、就職の問題ですとか、地域に入

ってですとか、いろんなことが含まれます。この

事業につきましても国の採択を受けまして、いわ

ゆる目指す学生、あるいは資格を取って、それか

ら実際に現場で働いている人がまた名寄大学で受

けられるといういろんな効果があると思いますの

で、これらを含めましてさまざまな取り組みを続

けていくことで今後も名寄市立大学が生き残って

いけるような取り組みを教職員一体となって進め

てまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 学内でしっかりした

議論をしていただいて、本当にいい大学というイ

メージをしっかり持っていただけるような取り組

みを行ってもらいたいと思います。

以上をもって終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５９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。

交通安全対策について外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の交通安全対策について２点

質問いたします。１点目に、高齢者の交通安全に

ついてです。近年高齢者の交通事故が多発してお

り、全国的にも問題視されておりますが、本市と

しても高齢者における交通事故を減らし、なくし

ていくためにも高齢者に対してどのような交通安

全対策の取り組みを行っているのかお知らせくだ

さい。

２点目に、自転車の運転マナーについてです。

現在自転車の運転マナーについても全国で問題視

されており、自転車に乗りながら耳にイヤホンを

して音楽を聞いたり、携帯電話を操作することに

より周囲の安全確認ができず事故を起こしたり、

巻き込まれる状況が多発しておりますが、本市と

しての市民に向けた自転車の運転マナーについて

どのような取り組みを行っているのかお知らせく

ださい。

次に、大項目２の公園の維持管理について２点

質問いたします。１点目に、遊具の老朽化につい

てです。公園の遊具は、雨や風にさらされ、老朽

化の原因につながってくると思いますが、現在の

公園に設置してある遊具の老朽化の現状と今後の

対応についてお知らせください。

２点目に、公園の草刈りについてです。毎年春

から秋にかけ草が伸びてくる時期であり、草の伸

びぐあいに応じて草刈り業務が必要になってくる

と考えておりますが、年間通してどの程度の回数

を目安に草刈り業務を実施しているのかお知らせ

ください。

次に、大項目３の名寄市営球場の運営について

３点質問いたします。１点目に、市営球場の現状

と今後の対応についてです。以前に市民から市営

球場はかなりの築年数がたっているが、老朽化に

ついて大丈夫なのかとお話を聞かせていただきま

したが、市営球場の現状と今後の対応についてお
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知らせください。

２点目に、市営球場の利用状況についてです。

近年は、野球人口が減少していき、大変寂しいと

ころではありますが、現実に野球をする子供が減

り、野球少年団のチームも合併をし、ぎりぎりの

状態が続いております。市営球場においては毎年

数多くの大会や練習に使われておりますが、利用

状況についてお知らせください。

３点目に、サブ球場の今後についてです。現在

のサブ球場ですが、試合前のウオーミングアップ

に使用したり、時々野球少年団が練習で使われて

おりますが、雨が降った場合には水はけが悪く、

二、三日程度使えなくなる状態になりますが、本

市として今後どのような対応でサブ球場を維持管

理していくのかお知らせください。

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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 野田議員からは、大

項目で３点について質問をいただきました。大項

目１については私から、大項目２については建設

水道部長、大項目３につきましては教育部長から

答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

します。

初めに、大項目１、交通安全対策について申し

上げます。小項目１、高齢者の交通安全について

ですが、高齢者につきましては視力や聴力、反射

など身体機能の低下や認知症により状況判断等が

低下をすることにより、車を運転中あるいは歩行

中等さまざまな場面で交通事故になっております。

高齢運転者に多い認知症の対策として、高齢者講

習制度が改正をされ、平成２９年３月１２日に施

行となっております。この制度では、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

齢者運転者につきまして、高齢者講習の受講が義

務づけられておりました。７５歳以上の高齢運転

者は、３年ごとの免許更新時に講習予備検査を受

けることとなっております。また、免許有効期間

中の認知機能の現状を把握する制度として、一定

の違反行為をした方は運転に必要な記憶力、判断

力などに関する簡易的な検査として臨時認知機能

検査を受け、その状態により臨時高齢者講習を受

講することになります。また、臨時認知機能検査

の結果、認知症のおそれがあると判定をされた方

は医師の診断が必要となりまして、認知症の場合、

運転免許証の取り消しの対象となってしまいます。

この制度によりまして、高齢運転者の認知症に起

因する交通事故の減少に期待をしているところで

ございます。

高齢者の歩行中の事故状況につきましては、警

察庁出典の資料によりますと、一例として道路を

横断中に交通事故に遭って死亡した人の比率は事

故の人口１０万人当たりの死亡率は６０歳から６

４歳では ３人、８０歳から８４歳では２ ４５

人になりまして、ほぼ７倍にふえてございます。

このうち半分以上に当たる１ ７２人は、高齢者

みずから交通違反をしていたとの結果が出てござ

います。これらのことから、一人一人の高齢者み

ずから運転中や歩行中において交通ルールの遵守

が事故に遭わない、遭わせないために必要である

と考えておりまして、名寄警察署を初め名寄地区

交通安全協会連合会等の協力をいただき、名寄、

風連、智恵文それぞれの交通安全協会が中心とな

った高齢者を対象とした交通安全教室の開催や名

寄市老人クラブ連合会、名寄交通安全協会、名寄

市交通安全運動推進委員会が主催をする高齢者交

通安全宣言大会等を通じ、交通安全意識の高揚を

高め、高齢者の特性を生かした交通安全運動と交

通事故防止に向け取り組んでまいります。

次に、小項目２、自転車の運転マナーについて

ですが、子供から高齢者まで年代を問わず手軽に

利用できる乗り物として親しまれている自転車で

すが、道路交通法上軽車両と位置づけられており

まして、一つには自転車は車道が原則だよと、一

つには車道は左側を通行、一つには歩道は歩行者

優先で車道寄りを走行、一つには安全ルールを守
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る、一つには子供はヘルメットを着用といった自

転車安全利用五則を守らなくてはなりません。さ

らに、平成２７年６月１日に改正道路交通法施行

に伴い、自転車運転中の信号無視、酒酔い運転等

の危険なルール違反を繰り返すと自転車運転者講

習を受けなければならなくなりました。議員御指

摘のとおり、周囲の音が聞きづらくなるヘッドホ

ン等を使用しながらの運転も大きく安全を損なう

もので、規制の対象行為となっております。市と

しましては、自転車利用者一人一人の安全運転の

意識向上を図るため、市の広報紙、チラシの配布

等のほか、新入学時期には市内小学校を対象に自

転車教室を実施し、年間を通じ女性交通安全指導

員による登下校時の街頭指導などを実施をしてき

ております。今後につきましてもこうした活動を

中心に自転車の運転マナー向上に取り組んでまい

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大項目２、公園

の維持管理について、小項目１、遊具の老朽化に

ついて及び小項目２、公園の草刈りについてを申

し上げます。

初めに、小項目１、遊具の老朽化についてでご

ざいますが、現在本市が管理をしている都市公園

は総合公園３カ所、近隣公園３カ所、街区公園２

４カ所の合計３０カ所でございます。そのうち供

用開始から３０年以上経過する公園が７０％、今

後１０年後には９０％に達し、公園施設の老朽化

が著しいことから、快適で安全な公園利用の確保

が難しい現状を踏まえまして、平成２２年度に名

寄市公園長寿命化修繕計画を策定しました。その

計画に沿った２４の公園について平成２３年度か

ら平成３２年度までの１０カ年で公園施設の遊具

等の更新を進めております。平成２８年度までに

は、名寄公園、大学公園、浅江島公園、風連西町

公園、花園公園の更新を既に完了しており、本年

平成２９年度につきましては町内会や地区ごとに

あります街区公園を７公園更新整備をしてまいり

たいと考えております。次年度以降につきまして

も順次計画どおり進捗することができますよう社

会資本総合整備交付金を活用しながら、既存の遊

具の更新整備に努めてまいります。

続きまして、小項目２、公園の草刈りについて

でございますが、先ほど申し上げました本市で管

理している都市公園のうち名寄公園や浅江島公園

などの総合公園及び大学公園や風連西町公園など

の近隣公園、花園公園やしらかば公園の２カ所の

街区公園については民間業者に委託し、維持管理

を実施しており、その委託業務の中で草刈りを実

施しております。回数につきましては、各公園の

面積や状態を勘案した基準で適宜実施していると

ころであり、年間６回以上実施をしております。

また、花園公園としらかば公園を除く街区公園に

ついては、地先の町内会に御依頼申し上げ、年２

回から４回程度の草刈りを実施いただいておりま

す。若干ではありますが、公園面積割や均等割に

よりまして謝礼をお支払いさせていただいており、

相互の役割分担のもと、地先町内会に御理解をい

ただきながら、協働のまちづくりの一翼を担って

いただいております。今後におきましても同様の

考えのもと継続して市民の憩いの場である公園の

潤いある公園空間の確保、維持に御協力をいただ

きながら、環境整備に取り組んでまいります。

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

名寄市営球場の運営についてお答えをいたします。

初めに、小項目１の市営球場の現状と今後の対

応についてですが、名寄市営球場は昭和４２年に

開設し、その後昭和５５年と平成７年に２度の大

規模な改修を経て現在の球場として利用されてお

ります。かつては、名寄地区の高校の野球大会が

開催されるなど、この地域の野球の拠点として大

きな役割を果たしてきましたが、現在は安全上の

理由から高校野球に対応できない状況になってお
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ります。これまでの議会でも市営球場の整備にか

かわる質問をいただいてきたところでありますが、

安全性を考慮した改修には多額の改修費がかかる

ことなどにより、市民や団体などからの要望に沿

った整備ができていない状況にあります。今後に

つきましても改修に係る財源確保が必要となりま

すが、市全体の公共施設の整備計画とのバランス

を図りながら、施設整備をしてまいりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、小項目２の市営球場の利用状況について

ですが、市営球場の利用につきましては合併以降

のデータで平成１９年の ３５４人をピークに減

少傾向にあり、平成２８年度利用実績は ７４９

人の利用となっています。前年度対比では９６０

人少ない状況となっており、野球少年団の団員数

や市内野球チームの減少など利用人数の減少も大

きな要因となっています。

次に、小項目３のサブ球場の今後についてです

が、サブ球場につきましては昭和５０年に開設し

ており、主に大会時における練習会場として使用

されていますが、平成２８年度の利用状況は ６

８３人で、前年度との比較では７３２人少ない状

況となっております。昨年度は、設備の老朽化に

よりバックネット、ファウルポールを撤去しまし

たが、開設以来大規模な整備は行っていない状況

であり、利用者の皆さんには御不便をおかけして

いるところであります。今後につきましても本球

場と同様に改修に係る財源確保と市全体の公共施

設の整備計画とのバランスを図りながら施設整備

をしてまいりますので、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） 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、

再質問させていただきます。

まず初めに、交通安全対策についてなのですけ

れども、交通安全対策について、高齢者への対策、

そしてさらには自転車のマナーに関してそれぞれ

答弁いただいたところなのですけれども、また道

路交通法の改正が繰り返されている現状について

もお知らせをいただきましたが、改めて本交通安

全対策のより一層の普及啓発に向けて新たな取り

組みなどが考えがあればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 交通安全対策につい

て改めて質問をいただきました。交通安全の推進

は、今回質問をいただいた高齢者ばかりではあり

ません。子供たちを初めとして市民一人一人が交

通ルールを守ることが大変重要だと考えておりま

して、そのためには名寄警察署を初めとして地域

町内会、名寄、風連、智恵文、それぞれの交通安

全協会等の関係機関と連携を密にし、年間を通じ

て交通安全運動の取り組みですとか、街頭啓発、

交通安全教室の開催、広報やチラシによる啓発、

出前講座等によりまして交通安全意識の高揚に向

け啓発の活動に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、今年度から新たな取り組みといたしまし

て、高齢者の運転免許証返納者に対しまして、と

りわけ高齢者の歩行時の事故防止に着目をしまし

て、反射材等の交通安全グッズを免許返納記念品

として配付をするなどとりわけ夕方、夜間、歩行

中の高齢者の事故防止に役立てていただきたいと

考えております。

以上です。

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。これからもより一層関係機関、団体とも連

携を密にして交通安全の意識がより一層高まるよ

うに取り組みをぜひ続けていただるようにお願い

したいと思います。

次なのですけれども、遊具の老朽化についてで

すが、現時点では全体の約７割の遊具の修繕など

が必要で、さらに１０年後には約９割の修繕など

が必要になってくるとのことでしたけれども、遊
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具の修繕について、特に市民から子供が喜んで遊

べるような新しい遊具を設置してもらいたい、そ

ういったリクエストや意見などは今まであったの

か、改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 公園の遊具の関

係でお尋ねをいただいてございます。先ほど申し

上げましたように私どもの管理する公園、大変年

数が経過をしてございます。議員も地域の皆様の

ほうから子供たちの声、保護者の声なども踏まえ

て御質問いただいているものだなというふうに感

じ取っているところでございます。御承知のよう

な公園の状態でございますけれども、それぞれ地

先の町内会さんを通して、よくブランコ、滑り台、

鉄棒、ジャングルジムなど、シーソー含めて大変

遊具の種類というのはさまざま多岐にございます。

それを新しく更新してほしい、また新たなものが

ないのかといった期待の声というのは随時私ども

も頂戴をしているところでございます。子供たち

が元気に私どもの安全で安心な公園の、そしてそ

の遊具で遊んでいただけるということは本当に私

ども維持管理する者にとっては大変うれしいこと

でございます。ただ、他方御承知のとおり遊具に

つきましては、幸いこの地域ではございませんが、

時には全国的なニュースで遊具による痛ましい事

故だとか危険性を伴う課題というのも実は背中合

わせにあるというのが正直なところでございまし

て、新たな遊具という面もありますけれども、そ

の安全性というのが大変大きな課題だというふう

に認識をしてございます。

その遊具の更新ですけれども、先般私自身も今

年度遊具を更新をさせていただく予定をしていま

す公園を少し回らせていただいてみました。その

私自身の感想なのですけれども、大変年数がたっ

たもの、中には先ほど申し上げたような不幸な事

故により危険な遊具として残念ながら関係官庁等

との御指導などもいただきながら、使えない形で

鎖で稼働できないような形にするものなどもあり

まして、私自身やはり一日も早くというのを、一

年でも早くというか、その場にある遊具を老朽化

を新しいものにまずはしっかり取りかえさせてい

ただくということが少しでも安全性を高めるもの

になるのではないかなということを実感をしてい

るところでございます。先ほど国の交付金などを

活用してということで答弁をさせていただきまし

た。国の交付金は、なかなか新しい多様なものに

ついての活用というのは難しいのですけれども、

既存の遊具の更新については大いに活用できると

いった面もございまして、先ほど申し上げさせて

いただきましたように３２年度までには二十数カ

所の公園の遊具は今現状あるものは新しいものに

切りかえさせていただくよう変わらず予算の確保

も含めしっかり対応していきたいというふうに考

えてございますので、今急ぎその更新に重きを置

かざるを得ないということについて改めて御理解

いただければというふうに思っているところでご

ざいます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。近年は、子供たちが公園で遊ぶ姿が減って

きて大変寂しいところではありますけれども、い

つでも子供たちが安全に、そして楽しく遊べるよ

うに遊具の老朽化対策をぜひ進めていただきたい

と思います。

次なのですけれども、公園の草刈りについてで

すけれども、大きい公園については外部の委託業

者に任せているということで、各町内会に設置し

てある公園については各町内会で草刈りをお願い

しているとのことだったのですけれども、町内会

にお願いをするときに草刈り業務の事故も最近結

構ふえてきているのですけれども、事故について

未然に防止してくださいよという感じの防止する

ための注意喚起なども一緒にお願いしているのか、

この点についてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。
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〇建設水道部長（天野信二君） 今議員お話しの

とおり、大変大きな公園面積等のあるものにつき

ましては専門の業者というか、そういったほうに

委託お願いしてございますので、当然安全管理等

々については万全を期していただいているものと

いうふうに承知をしてございます。それぞれの地

域にございます町内会にお願いをして、言ってみ

れば公園愛護の一環としてお力をかしていただく

ということで、その部分でのお願いというか、そ

ういった形でのお願い、御依頼をさせていただい

ているところでございまして、議員御指摘のとお

り草刈り業務の危険性について、特にこの部分注

意してほしいというような形は正直その部分に限

って取り上げてという形での御依頼ではなかった

のですけれども、今回議員の御指摘も改めて再認

識しながら、今後におきましてはやはり各町内会

に事故を受けての安全性を高めるためのしっかり

とした注意喚起させていただき、実際それぞれ地

域の皆さんが作業に当たられるときに十分御留意

いただけるような形で私どももお願いをするよう

な形でしっかりと対応していきたいと思ってござ

いますので、その旨御理解いただければと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。各町内会に草刈りをお願いする以上は、や

はりお願いする側として、これある程度の責任も

あると思うのです。ですから、今後からも事故を

未然に防止するための注意喚起をすることは重要

だと思いますので、ぜひその辺注意喚起のほうも

呼びかけていただくことをよろしくお願いしたい

なと思います。

次に、名寄市営球場の運営についてですけれど

も、以前から市民の方々からも市営球場を再整備

し、せめてプロ野球のイースタンリーグを呼んで

試合をやってもらいたいという話も出てきていま

す。私自身も市営球場でイースタンリーグを呼ぶ

ことによって、そして試合をやっていただいて、

当然市民に観戦していただき、そしてさらに周り

の地域の方々にも名寄の市営球場に来て観戦して

いただくことで本市の活性化にもつながってくる

のではと考えているところなのですけれども、本

市としてこの点についてどのような考えがあるの

か、ちょっとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員からあ

りましたように、プロ野球イースタンリーグの試

合を誘致することは地域の活性化にもつながり、

また子供たちに夢を与えることができるというふ

うにも考えているところであります。これまで高

校野球も含め公式野球の大会開催を望む市民の声

はありましたが、名寄市営球場につきましては球

場と住宅街が隣接していること、またフェンスの

ラバー化による安全対策、駐車スペースの確保な

ど大きな課題があり、これら課題を解決するには

至らず、市民の期待に応えられていない状況にあ

ります。本市では、先ほど述べましたように残念

ながらハード面の課題解決が困難であることから

公式野球の誘致はできませんが、必要な修繕を行

いながら、本年度開催されます全道規模の少年野

球大会を初め対応可能な大会の誘致については野

球連盟を初め関係する皆さんと連携をさせていた

だきながら、対応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。これからも市営球場についてぜひ再整備を

本当に考える時期ではないのかなと考えておりま

す。例えば隣の士別市では、ことしもそうなので

すけれども、イースタンリーグを呼び、試合を行

っていますので、これから本市としても参考にな

るのではないのかなと私自身思っております。で

すから、調査研究をして市営球場の再整備に取り

組んでいただくことをぜひともお願いしたいなと

思います。
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最後になるのですけれども、今後市営球場につ

いて、これから市民の声も多いところですけれど

も、市民と一体になってつくり上げていく方向性

というのは本市として考えているのか、改めてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

たが、市営球場の利用は減少している状況にあり、

少年団を初め野球競技人口をふやすことが課題だ

というふうに考えているところであります。子供

の人口が減少しているのに加えて、趣味や塾など

学校以外での時間を過ごす方法が多種多様化して

いる中で、スポーツ系少年団への加入人数は減少

している競技団体がふえている状況にあります。

このような状況を踏まえながら、ジュニア世代の

競技者人口をふやしていくとともに、アスリート

の育成のため幼児期から運動能力を高めるととも

に、スポーツに興味を持つような取り組みも推進

をしているところであります。

また、スポーツ振興におきましては、スポーツ

をする、見る、支えるといった意識を市民に持っ

ていただくことが重要だという話はこの間何度も

させていただいているところでありますけれども、

そのことが野球においては既に確立しているとい

うふうに思っております。少年野球からプロ野球

まで、多くの方が観戦したり、支えたり、かかわ

っているスポーツであるというふうに考えており

ます。市営球場に限らず、市民が気軽に足を運び、

スポーツをしたり、観戦や応援をしたり、大会運

営等のお手伝いをいただくなど施設が有効に利用

され、活性化するような取り組みを推進していき

たいというふうに思っております。本議会でも多

くの施設整備の御意見をいただいているところで

あります。財源確保にも努めながら、必要な改修

修繕に努めて、それぞれの施設が市民が集い、活

性化する、そういった施設になるよう今後も進め

てまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。今後市営球場は、これから本市の地域活性

化に向けて重要な施設だと私も考えておりますの

で、ぜひとも市民と一体になって進めていただく

ことを最後お願いしまして、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。

地域コミュニティーの将来展望について外２件

を、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 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、地域コミュニティーの将来展望につい

てであります。地域社会を支える名寄市の人口は、

１０年前の合併当時は３万 ２１２人でありまし

たが、ことし５月末では２万 ０７１人と１割強

の １４１人という大幅減少となりました。一方、

６５歳以上の高齢化率も２ １％から３１％と上

昇したことから、社会情勢の変化も相まって地域

コミュニティー活動も大きく変貌してきていると

いっても過言ではありません。

そこでまず、お伺いします。合併以降の市内町

内会の加入率、平均と最低の推移をお知らせくだ

さい。

また、近年民間共同住宅の建設がふえているよ

うに推察されますが、平成１８年度以降の民間共

同住宅の建設件数及び戸数、さらには民間共同住

宅入居世帯の地域町内会加入率についてもお伺い

します。

今過疎や少子高齢化などを要因としながら、智

恵文地区では町内会組織の統一化が協議されてい

るように、市街区においても従前のような町内会

活動が行き詰まることを懸念する声がありますが、

改めて今後の市政推進において町内会の役割につ

いての認識をお伺いします。

次に、名寄市立総合病院の将来展望についてで
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あります。同病院の平成２８年度決算概要では、

１人１日当たりの診療収入が入院平均で５万 ９

０９円、外来で１万３２４円となりました。これ

は、過去５年間で最高の数値であり、和泉院長を

中心として経営に努力されている結果は高く評価

されるところです。しかし、行政報告にあったよ

うに特別交付税において救命救急センターの交付

単価が予想以上にふえ、当然ながら従前からの交

付税プラス１億円という歳入ルールに従って病院

会計歳入に加えられたと思いますが、結果的には

９１億 ９２２万 ０００円の病院事業収入に対

し、病院事業費用は９３億 ３２５万 ０００円

となり、差し引き１億 ４０３万 ０００円の純

損失を計上することになりました。昨年１２月の

第４回定例会一般質問の答弁では、４から５億円

の損失を見込まれておりましたので、大きな改善

と受けとめさせていただきますが、改めて行政報

告で述べられた救命救急センターの交付単価増が

どの程度であったのか、加えてこの結果、累積赤

字額は５６億 ８６０万 ０００円に膨れ上がる

ことになりましたが、今後の病院財政及び経営の

見通しについてお伺いします。

一方、病院側では地方公営企業法全部適用の準

備を進め、来年度から新たな経営体制を目指して

諸準備に取り組まれていることと思いますが、こ

の中で来年３月にも選任されるであろう管理者が

現状の財政事情の中で十分力を発揮できる体制が

維持、確立できるか否かについても御見解をお伺

いします。

最後に、名寄市立大学と地域、そして将来展望

についてお伺いします。名寄市立大学では、この

ほど２０１８年度入学案内を作成しました。その

中で佐古学長は昨年発足したコミュニティケア教

育研究センターに触れ、人口減少、少子高齢化が

進む地元の活性化に少しでも貢献できるよう本学

の総合的、専門養成大学の特徴を生かした保健、

医療、福祉、保育、食育の視点から、産学官の連

携を図り、課題解決に向けて取り組んでいますと

記し、同センターの地域貢献でも教職員及び学生

による地域交流や地域活性化の活動を支援し、そ

の成果について積極的な情報発信を行う拠点とし

ていますが、発足から１年が経過し、今後の地域

とのかかわりあるいは地域課題等の取り組み状況

についてお伺いします。

また、名寄市立大学には地域推薦枠に名寄市、

下川町、美深町、音威子府村、士別市、剣淵町の

６市町村を指定した地域枠を設けていますが、こ

の枠は御案内のとおり栄養学科が推薦募集１５人

の枠のうち３人、看護、社会福祉、社会保育の３

学科については同２０人枠のうち各５人、合計１

８人を設定していますが、２９年度においては枠

指定の地域からの入学者が名寄市８人、士別市５

人、美深町１人の１４人にとどまっています。

そこで、お伺いします。２９年度において推薦

枠１８人に対し、入学者が１４人にとどまってい

る理由、さらには推薦地域枠の応募状況、入学者

の推薦、一般の受験状況、これまでの地域枠入学

者の推移、加えて来年に迫った２０１８年問題を

含め学生確保対策の中で推薦の地域枠について検

討された経緯及び今後の推薦地域枠のあり方につ

いての見解をお伺いし、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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐藤議員か

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１は私から、大項目２については病院

事務部長から、大項目３については大学事務局長

からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは初めに、大項目１、地域コミュニティ

ーの将来展望について、小項目１の町内会加入率

の現状について申し上げます。町内会全体の加入

率は合併直後の平成１８年度は約８５％、平成２

２年度には約８３％、その後穏やかに加入率は減

少し、現在は約７８％の加入率となっています。

単位町内会ごとの加入率の平均は、平成１８年度
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は約８８％、平成２２年度は約８９％、同じく穏

やかに減少し、現在は約８５％となっています。

また、単位町内会において一番低い加入率につい

ては平成１８年度は約３１％、平成２２年度は約

２８％、現在は約１９％となっており、同じく減

少傾向で推移しているところです。

次に、小項目の２の平成１８年度以降１０年間

の民間共同住宅の建設数はについて申し上げます。

平成１８年度から２８年度までの１１年間に市が

受理した建築確認申請の内容となりますが、この

間に建築された共同住宅は１６７棟 １４６戸と

なっています。

次に、小項目３、民間共同住宅入居世帯の町内

会加入率について申し上げます。町内会の加入率

につきましては、単位町内会ごと及び町内会全体

のデータは把握しておりませんが、民間共同住宅

のみを抽出した加入率については正確な数値を把

握していないのが実態です。実態を把握するため

に単身者や学生向けの民間共同住宅が比較的多い

町内会を抽出し、６地区の単位町内会に対し聞き

取りを行いました。結果としては、民間共同住宅

居住者の加入率は５％から２０％程度と非常に低

い数値となっています。単身世帯が多いことが大

きな要因と言えますが、町内会側から勧誘活動を

行っている場合や民間共同住宅のオーナーによる

一括加入がある場合には率が上がっている状況が

聞き取り内容から推測されているところです。

次に、小項目４の改めて地域町内会の役割とは

について申し上げます。町内会につきましては、

住みよい地域社会を築き協働のまちづりを進める

ための最も重要な基礎的組織であると認識してお

り、これまでも町内会活動を支えるための財政的

支援を行っているほか、懇談会などの開催や町内

会連合会の事務局の役割を通じ、単位町内会及び

町内会連合会との連携を図りながら町内会活動を

推進し、積極的に支援を行ってきています。今後

の地域コミュニティーを考える上では、それぞれ

の町内会の規模や構成、地域性などによって課題

に違いがあることから、地域の実情に合った活動

や組織の形態を推進することが必要です。一定の

規模で活動を維持することが可能な町内会につい

ては、引き続き同様の活動を推進していくことと

なりますが、一方で高齢化や加入世帯数の減少が

進み、活動が成り立たない状況となった場合には、

統合や再編により一定の組織規模を確保すること

が必要になると想定されるとともに、単独の町内

会では規模的に取り組みが困難なケースにおいて

は複数町内会が連携し、互いに補完することで活

動を維持していくことも必要でございます。その

受け皿として、これまで活動を推進してきた地域

連絡協議会が地域課題解決に向けた組織として役

割を果たすことで活動の維持が図られるとともに、

地域連絡協議会が機能することにより、新たな取

り組みへの可能性も生まれてくるものと考えてい

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） 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２、名寄市立総合病院の将来展望につ

いてお答えいたします。

初めに、小項目１、平成２８年度決算の分析に

ついてですが、診療収入単価の伸びにつきまして

は議員御指摘のとおり患者１人１日当たりの単価

として入院で前年比 ４％増の５万 ９０９円、

外来で前年比１０％増の１万３２４円となり、医

業収益全体では前年比 ６％増の８４億 ７１９

万 ０００円となりました。この収益の伸びは、

スタッフ全体の増収に向けての取り組み効果のほ

か、高額な薬剤や診療材料の使用が多かったこと

による請求額の押し上げ効果もあったと分析して

おります。一方の医業費用全体につきましても、

前年比 ６％増の８９億 ４２５万円となったこ

とにより、収支は前年度より改善したものの１億

４０３万 ０００円の純損失を計上したところ

であります。医業費用の増加の主な要因としまし

ては、診療機能の強化に伴い給与費が前年比４％、
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各検査、手術等に使用される診療材料費が前年比

１ ７％、高額薬剤の適用拡大に伴い、薬品費が

前年比 ７％増加したことが挙げられます。

御質問のありました救命救急センターに係る交

付税額につきましては、基準額ベースで１億 ０

５８万 ０００円となり、当初予算より ３６９

万円の増額となっております。また、半年間の稼

働でありました平成２７年度の決算からは約 ２

００万円程度の増加となっております。

次に、小項目の２、今後の病院財政の見通しに

つきましては、昨年度策定いたしました新名寄市

病院事業改革プランにおいて平成３１年度での黒

字化を目標としておりますので、その実現に向け

本プランに基づいた取り組みを進めてまいります。

その一つとして、平成２８年度中に診療科別原価

計算システムの導入を実施いたしました。本シス

テムにより各診療科における収支状況を分析し、

さらなる加算等の取得や適切なＤＰＣコーディン

グを推し進めることにより収益状況の改善に努め

ていくことが可能であると考えております。また、

大きな伸びを見せた診療材料、薬品費につきまし

ても、これまで納入事業者に対し価格面での協議

を実施してまいりましたが、自治体病院のベンチ

マークとともに本システムの分析の結果を取り入

れ、納入価格の圧縮に努めてまいります。あわせ

て地域における医療機関の連携を強化するために、

各分野での地域連携クリティカルパスの構築に向

けた取り組みを進めるとともに、社会福祉士等の

専門医の増員を図っております。これにより地域

の各医療機関の役割分担が明確化されることにな

り、各医療機関で無駄のない医療資源の投入が可

能となることでそれぞれの収益の改善につなげて

いくことが可能であると考えておりますので、今

後も地域連携を通じた医療の質の向上と収益改善

の両立に努めてまいります。これらのほか、組織

機構や人事管理の適正化など総合的に取り組むこ

とで病院全体の収支状況の改善を図ってまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、経営形態見直しに伴う財政支

援のあり方についてですが、深刻な赤字の状況が

数年間継続すると必要な投資が抑制されるマイナ

ス効果が発生することは事実であり、病院に求め

られる役割の実現や業務の改善、新たな検査や治

療方法への対応がおくれるなど、医師やスタッフ

のモチベーションの維持という面では懸念はあり

ます。この点については、これまでも病院として

身の丈に合った設備投資とするために、各診療科

や部門とも常に協議しながら調整を図ってきてお

り、一定程度の合意を得た上で対応してきており

ます。今後も同様に努めることでそれぞれの職務

向上意識に配慮し、事業管理者に係る負担を軽減

していきたいと考えております。また、病院の役

割の向上や機能の改善といった面では、状況によ

り多額の投資が必要な課題もありますので、管理

者の意向を酌み取り、改革プランとの整合性をと

りつつ、適切な財政支援について協議していきた

いと考えております。

次に、小項目４、市民の信頼に応えられる病院

像についてですが、市立総合病院としましては北

海道医療計画の中でも救命救急センターを中心と

した急性期医療の提供を求められており、センタ

ー病院としての役割もさらに高まってくるものと

考えております。引き続き高度救急医療体制のよ

り一層の充実を図ってまいりたいと考えておりま

すし、圏域内のプライマリーケアを担う診療所や

病院等と役割を分担し、医師派遣事業やポラリス

ネットワークを活用しながら市内や地域との連携

拡大に取り組んでまいりたいと考えております。

また、医師を初めとする医療スタッフを適切に確

保し、必要な医療機能を整備することで地域住民

が安心して生活できる医療提供体制と持続可能な

病院経営を目指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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３点目の名寄市立大学と地域、そして将来
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展望について申し上げます。

初めに、小項目１の地域とのかかわりについて

から申し上げます。昨年４月に開設し、１年が経

過をいたしましたコミュニティケア教育研究セン

ターでは、地域と協力してさまざまな取り組みを

進めてきております。主なものとして、中心市街

地にぎわい創出企画としての商店街あそびの広場、

子供の可能性を広げる一助としての子どもスポー

ツカレッジ事業、地域コミュニティーや健康を再

認識してもらう東風連真冬の大運動会の企画、さ

らには町内会や各種団体が開催するイベントへの

学生ボランティア派遣など大学が有する人材を地

域社会に還元し、貢献させていただいているとこ

ろであります。中でも学生のボランティア派遣に

ついては、平成２７年度実績で５９件の依頼に対

し４５件、２３８人が参加、また平成２８年度は

６７件の依頼に対し３３件、１５３人が参加して

おります。特に町内会活動やまちおこし関連のイ

ベントなどへの派遣依頼では、資源回収や子ども

会育成会に関する行事など、また民間団体からは

子育てイベントの際の手伝いやてっし・名寄まつ

り、雪質日本一フェスティバルなどの企画運営な

ど、学生が地域と積極的にかかわってきています。

次に、本年度については当センター課題研究等

の地域のケアニーズの把握や研究により得られた

知見を反映させ、昨年度の事業を継続的に取り組

むほか、新たな企画にも取り組んでまいります。

具体的には、商店街あそびの広場、子どもスポー

ツカレッジの継続と地域コミュニティーと健康が

テーマの東風連町内会事業を年２回に拡充するほ

か、新たに子供の居場所づくりをテーマとした子

ども食堂や学習支援の企画、さらには民間企業、

団体と連携した研究や企画を検討しているところ

であります。しかしながら、専門職養成にかかわ

る長期の現場実習や夏休み、冬休みの長期休暇な

ど教員や学生が参加できる時期が限られているこ

となどから、一時的な企画や事業を実施するので

はなく、長期的、計画的な実施に向けたサイクル

の構築が必要であると認識しております。今後も

大学の知的財産を有効活用し、地域課題の解決に

向けて積極的な取り組みを進めてまいりたいと考

えています。

次に、小項目２の入学者地域枠の推移について

と３の今後のあり方にかかわってについては関連

がありますので、一括して答弁をいたします。本

学が推薦入試で設ける地域指定枠１８人に対し、

指定地域である上川北部地域からの本年度の入学

者は１４人でありました。その内訳は、推薦入試

の入学者が１０人、一般入試の入学者は４人とな

っております。平成２９年度の推薦入試の指定地

域からの応募者は１０人、看護学科が４人、栄養

学科、社会福祉学科、社会保育学科は各２人であ

りまして、全員が入学しております。１８人の地

域指定枠に対し、応募者が１０人にとどまった主

な要因としては、昨年度が２６人の応募者に対し

て合格者が１０人と合格率が低かったことの影響

があったものと捉えております。また、一般入試

の受験状況についてでありますが、指定地域から

の受験者は前期入試で１０人、後期入試は３人と

なっており、前期で３人、後期で１人が合格し、

入学をしております。

次に、地域指定枠における推薦入学者の推移を

学科別に申し上げます。栄養学科では、募集枠３

人に対しまして開設年度である平成１８年度は応

募者、入学者とも２人と地域枠を満たしませんで

したが、平成１９年度から平成２２年度までは応

募者が募集枠を上回り、各年度３人が入学してお

ります。また、平成２３年度から平成２８年度ま

では応募者は地域枠と同数またはそれ以上の人数

がありましたが、入学者は１名ないし２名と下回

っております。

次に、看護学科では、募集枠５人に対して開設

年度から昨年度までいずれも応募者は５名以上、

５名から最大で１４名でありました。入学者は平

成２３年度までは５名、５名以上の入学がありま

したが、２４年度以降は２名から５名の間の入学
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となっております。

次に、社会福祉学科では、募集枠５人に対して

平成１９年度から平成２１年度までの３年間は応

募者が６人から７人となっており、入学者も各年

５人が入学をしておりました。また、平成２２年

度以降は応募者が２人から５人の間で、入学者も

１人から４人となっております。

次に、昨年開設いたしました社会保育学科は、

募集枠５人に対して平成２８年度は５人の応募で

入学者が２人、２９年度は２人の応募に対して２

人の入学となっております。開学以降１２回の入

試を実施いたしましたが、全体としては前半は一

定の応募があったものの、後半は平成２８年度を

除き減少していることがうかがえます。

次に、地域指定枠の今後のあり方について申し

上げます。現在文部科学省において大学入学者選

抜改革が進められており、平成３３年度入試、現

在の中学３年生からですけれども、入試制度が大

きく変わります。本学においても学長を院長とす

る入試センター会議で入試制度のあり方について

本年度から検討に着手をしてまいりますので、そ

の中で地域指定枠のあるべき姿についてもしっか

りと議論してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

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、基礎的考え方あるいは見解に

ついては理解をするものでありますが、さらにち

ょっとお聞きをしておきたいものが。ちょっと順

不同になりますけれども、１と３については関連

する部分もあるので、病院のほうから先に行きた

いと思いますけれども、これは特に今回はここま

ではと思ったのですけれども、一定程度解決を見

たようなので、改めて地域の市民の信頼に応えら

れる病院ということで、今回既に御承知ですが、

院内で発生した２つの事案、精神科病棟、病室内

での暴行事件と、さらには筋弛緩剤の紛失届の誤

り、この２つの事件はある意味で解決は一定程度

図られたと思いますけれども、なぜこういう事件

が発生して、どう対応されたのかというのは病院

側ではどういう分析と対応をとられているのか、

まずお伺いをしておきたいと思います。

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） 報道で

もございましたとおり、この間院内での事件等が

連続して発生しておりますこと、まずお騒がせを

しておりますし、御心配、御不安をおかけいたし

ましたことにつきましてこの場をおかりしてとい

うことになりますが、おわび申し上げたいという

ふうに考えております。

この間起きましたものにつきましては、１点は

院内での患者さん同士の中での暴行ということが

１件ございました。ちょっと個人的なことにかか

わる部分も含まれておりますので、細部申し上げ

にくい部分はございますが、施設的にいきますと

防犯カメラ等はついてございますが、なかなか目

の届かない領域において看護師が少ない準夜帯の

時間帯で発生したということもございました。ま

た、医師の診断等においても余り予期している状

況ではない中での事件ということがございまして、

なかなか発生を食いとめることに至らなかったと

いう点はあろうかというふうに思います。院内で

の今後の再発防止というところにつきましては、

発生しました病棟、それから医療安全の担当セク

ション等を中心に現在も協議検討を加えていると

ころにございます。

もう一点、筋弛緩剤が盗難に遭ったのではない

かということで、結局警察のほうの多大な御協力

をいただいた中でございましたが、院内での改め

ての詳細の再点検において院内の中で正規に使わ

れていたということが確認をとれたことによって、

警察への届け出が誤届けということになったこの

件につきましては、発生時点で院内で協議を行っ

て確認作業をしていたにもかかわらず、院内での

数量確認が誤差があったということについて、発

見できずに使用されておりました薬剤がこれまで
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全国各地でも悲しい事件に結びついたことのある

薬剤でございましたことから、余りおくれること

なく警察のほうにも相談する必要があると判断を

して処理をして対応してきた部分がございました。

この発生原因につきましては、確認の部分が多少

行き届かない部分が重なったということと発見さ

れた場所が余り通常ではないところと。ほかの場

所での使用のものが発見されたというようなこと

もございまして、なかなか即座に判断に至らなか

ったということでございます。そのほか含めて警

察等の指導もいただきましたし、保健所等の御指

導も現在いただいているところでございます。改

善に向けては、もう数点防犯カメラの設置ですと

か、そういったものは既に増強しておりますし、

保管体制の充実、それから何よりも業務のやりと

りの部分、確認手順の部分につきまして即座に改

めて対応してきているところでございます。何分

にも本当に多くの皆様に御迷惑と御心配をおかけ

いたしましたこと、改めておわび申し上げたいと

思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ２つとももしものこ

とがあったら人命にかかわる事案であります。幸

いに命を失うことはなかったにしろ、特に病院と

いうのは何が一番大切かというとやっぱり信頼が

大切であって、信頼は失うのは一瞬ですけれども、

構築するには長い時間がかかると。そういう意味

では、今部長のほうでもいろいろお話をいただき

ました筋弛緩剤のほうは防犯カメラあるいは確認

手順や何かでいいのですけれども、精神科病棟に

ついては今でも入院患者さんは中にいらっしゃる

わけですので、それがまた協議検討中というのは

少しぬるいのではないかと。早目にやっぱり対応

していかなかったら、失った信頼は早急に確立で

きないと思いますし、また特にこういう薬剤の部

分でいえば業務が多忙化しているのではないかと

いう声も中にはあります。既にやめたいと言って

いる職員もいるみたいでありますけれども、やは

り早急な対応が必要であると思うのですけれども、

部長は今の答弁でよろしいと、十分というふうに

考えていらっしゃいますか。

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） その後

の院内での対応という部分は、多々対応している

ところでございます。先ほどの精神科病棟の部分

につきましても、対応がこれでいいかということ

でございますが、現在協議中というお話もさせて

いただきましたが、それで十分かと、この時点で

遅くないかということでございますが、この該当

されました当事者の皆さん方につきましてはもう

既に各種対応させていただいたところでございま

す。その後現在入院されているほかの患者さん方

につきましては、このようなことがないように看

護体制については既に取り組みを進めているとこ

ろでございます。ただ、設備的に再発といいます

か、何が起こるかわからないというところも含め

た改善、対応策というものについては現在協議を

しているところということでございます。すべか

らくこれでいいのかということではないというふ

うに考えております。繰り返し、繰り返しという

ことになりますが、確認作業、それから担当者が

かわった場合の伝達であったり、今後も改善すべ

き点は多々出てくるだろうというふうに考えてお

ります。そういったことにつきましては、今後も

引き続き取り組んでいくということで考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、信

頼が一番大事ですので、さらなる努力を私も期待

するところでございます。

それと、病院決算にかかわってでありますけれ

ども、今まで病院決算の質問あるいは質疑の中で

はやはり診療報酬の改定というのは大きな期待を

寄せていたのですけれども、６月９日に内閣府が

経済財政運営と改革の基本方針２０１７、いわゆ
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る骨太方針２０１７というのを発表、公表しまし

た。それに平成３０年度診療報酬、介護報酬改定

についてという文面があって、医療機関の地域連

携強化に向けたこれまでの診療報酬改定内容を検

証するとともに、地域医療構想の実現に資するよ

う病床の機能分化、連携をさらに後押しするため、

患者の状態像に即した適切な医療、介護を提供す

る観点から、報酬水準、算定要件など入院基本料

のあり方や介護医療院の介護報酬、施設基準のあ

り方などについて検討し、介護施設や在宅医療な

どへの転換への対応を進めると。何を言っている

かさっぱりわからないのですけれども、これは何

を意味していると病院側では分析されていますか。

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） 診療報

酬改定は２年に１回ということでございまして、

今まさに議論が進められているということであり

ます。特に平成３０年度につきましては、医療法

の診療報酬、それから介護報酬の改定、医療計画

と介護保険事業計画、さらに国民健康保険が都道

府県化されるということで、これは業界では惑星

直列というふうに言われている大改革のときを迎

えるということでございます。それに向けて骨太

方針のほうでよく言われますのは、大まかな方向

性と強い指導といいますか、そういったものが含

まれているというふうに理解をしておりますが、

基本的には地域医療構想を１０年後に向けての目

標値と。北海道は目標値と言い切ってはいないの

ですけれども、人口の予測値からするとこれはこ

ういうベッド数になるでしょうというものを示し

たということでありまして、必ずそれにしなさい

と言っているものではないということであります

が、国としてはそうしたものにどんどん近づけて

いくという、どうしても医療費を削減していくた

めにそこに近づけていくのだという強い意思がそ

ちらのほうでは働いているというふうに解釈をし

ております。

いずれにしましても、先ほど申し上げましたが、

地域医療構想の中では例えば市立総合病院は急性

期医療を中心にということになります。今この２

次医療圏で考えますと、回復期のベッド数が足り

ていない状況になると。それは１０年後に向けて

ふやしてくださいと。慢性期の民間医療機関であ

ったり、公的医療機関であったりとの連携という

ものをスムーズにとりなさいと。それをしっかり

やれているところには診療報酬は出します、つけ

ますという基本線で改定を行っていくということ

が示されているものというふうに理解をしている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 松岡参事監、内閣府

の方針でありますけれども、財務省主計局経験者

として今の解釈は当たっているというふうに認知

されますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 骨太の方針の記述と今

後の方針ということで、先ほどありましたとおり

おおよその方向性ということだと思いますけれど

も、この方針に沿って今後予算の概算要求ですと

か、予算編成の間にまた各省議論が行われて骨格

ができて上がっていくということだと思いますの

で、引き続き注視していくということでいいかと

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） もうちょっと自信た

っぷりに言っていただけると助かったのです。い

ずれにしても、地域医療計画をしっかり進めてい

くことで効果があるというふうには思いますけれ

ども、どうしてもやっぱり２８年度の決算を見る

と１人当たりの外来、入院の収入は本当に向上さ

せているけれども、これはある意味経営努力でも

ありますけれども、一方これ以上高めるというこ

とになると、場合によっては患者側としては過剰

診療というふうに受けて、そこまですることない

よと受け取りかねないと。そうすると、今の現状

がある意味では手いっぱいと。ところが、今の過



－138－

平成２９年６月２２日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

疎化あるいは人口、高齢化、いろんなことを考え

ると、病院からの病院経営の赤字体質というのは

脱却というのは相当難しい状況になるのではない

か。特に急性期に限ってくればなかなかそういう

状況が高度医療も入ってくると診療高いけれども、

器具も高い、ドクターも用意しなければいけない

という状況になると難しいのではないかと言わざ

るを得ないと思いますが、そこで橋本副市長にお

伺いします。

今まで病院経営については、黄色信号になると

財政支援するのですよということで言ってきまし

た。いつもこの議論をするのですけれども、来年

度公営企業法の全適して本当にうちの市立病院が

地域の住民から信頼を得てこれから運営していく

ためには、赤字体質というのはこれまで続いてい

くと先ほどではないですけれども、やっぱり累積

の額だけがひとり歩きする。そんなに心配するこ

とはないのだというふうに思いますけれども、毎

年赤字は出る、毎年累積はふえていくという状況

はやっぱり好ましい状況ではないですし、病院を

これから運営していく管理者を設定するかと思い

ますけれども、その方あるいは職員の皆さんが意

欲的に業務に尽くされるためには一定程度財政支

援というもの、交付税プラス１億円というのを早

めるなりもう一回再点検するなりの必要性がある

というふうに思いますけれども、副市長はどうい

うふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 名寄市立総合病院は公

立病院でありまして、公営企業会計ということで

あります。二面性があるということを前提に毎回

お話しさせていただいていますけれども、１つは

企業として独立採算する。それから、公共の福祉

も含めて、それからこの地域のセンター病院とい

うことも含めて不採算部門を抱えざるを得ないと

いう、この２つの側面があるということでお話し

させていただいております。この不採算部門につ

きましては、名寄市として、あるいは救急につき

ましては近隣の市町村のほうにもお声がけしなけ

ればならないでしょうけれども、ここの中で支え

ていくことが必ず必要になりまして、特に不採算

部門については交付税で措置されている分、これ

は必ず病院会計のほう繰り出しして、プラス１億

円、そして人材確保ということで従前 ０００万

円ということでやってきております。これから今

お話しのとおり、平成３０年のダブル改定出てき

ます。この行方を見ますと、これから平成３０年

度の予算編成作業においてどれぐらい情報をとれ

るかによりますけれども、場合によりましては平

成３０年度の経営状況を加味しながら、追加の補

正になるのか、あるいはもう一回繰り出しルート

を見直すか、その選択迫られるのではないかなと

いう感覚は持っております。ただ、今お話ししま

したとおり独立採算でできる部分と不採算の部門

とこのバランスがどうなっているかを見きわめる、

この作業が非常に大事になりまして、今それぞれ

の診療科における原価計算システムを導入させて

いただきました。それから、全適ということでよ

りスピード感を持って診療体系を組めるような、

そういうような体制も整えるということでありま

すので、これから２９年、それから３０年の予算

編成の中でできるだけ情報を集めて、ターゲット

としては平成３０年度の中でどういう形になるか、

ここを１つターゲットにして今後進んでいきたい

なと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私も基本的にはその

ほうがいいと思いますし、黄色信号という認識が

ある意味資金ショートを意味する黄色信号だとち

ょっと病院的には経営の先行きを不安視する声が

出てくるので、やっぱり転ばぬ先のつえで副市長

おっしゃるように３０年を見据えて内部協議一回

されて、病院経営がこれから本当の市民の安心、

安全につながるようにぜひこれからも支えていっ

てあげてほしいという、支えていってあげてほし

いのではないですね。設置者ですから、当然なが
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ら支えていくべきだというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

次に、１番目の地域コミュニティーの関係であ

りますけれども、松岡参事監、済みません、何回

も。名寄市総合計画第２次の市民と行政との協働

によるまちづくりの２、この中でコミュニティー

活動の推進ということを掲げております。その中

で町内会加入率の低下や担い手不足など多くの課

題を抱えていることから、地域コミュニティー活

動の支障となる課題の把握と解消に努め、活動の

活性化を促進する必要があるという課題を浮き彫

りにしていますけれども、その後実は具体策にな

ってくるとほとんど表記はありません。それは、

町内会館をつくるのだと書いてあったり、地域連

絡協議会の活動をするとかは書いてあるのですけ

れども、こういう実態を把握していながら課題を

つくらないと。課題というか、解決策がないとい

うのは、私はちょっと変だと思うのけれども、参

事監はどういうふうにお考えになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 佐藤議員が御指摘され

たのがこの総合計画の冊子でいうところの３８ペ

ージからのところにコミュニティー活動というこ

とで現状と課題があって、基本的な方向性があっ

て、実現の方策とあるのですけれども、形式的に

結論から申し上げますと主な計画事業というとこ

ろで地域コミュニティーのあり方の検討というこ

とで、実施計画の概要というのが１６２ページに

ありまして、地域コミュニティーのあり方の検討

ということで町内会、地域連絡協議会など、地域

コミュニティーの活性化に向けた今後のあり方に

検討ということで、こういう書きぶりで課題を受

けているということだと思いますけれども、この

段組みの仕方、もうちょっとすっきりできないか

とか、そういうところは感じているところであり

ますけれども、いずれにせよこういう課題をしっ

かり認識した上で実施計画事業としてコミュニテ

ィーのあり方については検討を進めているという

ことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そういう課題を受け

とめながら、中村総務部長の見解、それから見識

をお伺いしたいのですが、先ほどの午前中の塩田

議員との借り上げバスのやりとりの中で、部長は

町内会に対して交付金も出しているし、要するに

地域連絡協議会が行事をやるときは補助金、お金

も出しているのだから、その中でやってくれよと

いうようなニュアンスで町内会活動というのを受

けとめていらっしゃるのか、ちょっと聞き取りの

仕方によってここははっきりしたほうがいいと私

は思うので、改めて総務部長の見解をお伺いして

おきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 塩田議員のほうから

借り上げバスの関係ということで御質問いただき

まして、基本的には今の要綱の中で答弁をさせて

いただいたというふうに思っています。町内会に

対する借り上げバスということについて、現状は

規定の中には対象にはなっていないということで

ございまして、市のほうからは町内会のほうに交

付金という形で活動費を支援をしているというこ

とですので、議員先ほどおっしゃられたようにそ

の交付金の中でいろいろ取り組む内容というのは

町内会ごとにもあるでしょうから、その中で借り

上げバスについても必要な部分についてはその中

からぜひ工夫をしながら使っていただきたいとい

う考え方でございます。議員言うとおりなのかな

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それは、借り上げバ

スというか、そういう事業に限ってということで

受けとめさせてもらいますけれども、部長から答

弁をいただきました。この１１年間１６７棟 １

４６戸の民間共同住宅が出ているけれども、町内

会の加入率は５％から２０％。今総務のほうでは、

防災にかかわって高野議員も質問していましたけ
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れども、１９防災委員会を立ち上げたり、あるい

は検討されているのですが、未加入のこういう共

同住宅の住民に対する防災というのはどうしたら

いいというふうに認識をされていますか。避難、

いろんなものがあったとき、防災委員会を立ち上

げても、その防災委員会は町内会員を対象として

やるのです。連絡も、あるいはこういう体制もと

るのですが、要するに加入していない世帯はわか

らない。どんな人がいるかもわからない、個票も

出てこないことに対してどういうふうに対応すれ

ばいいというふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それぞれの町内会の

中での取り組みが、あるいは自主防災組織の中で

の集合住宅で加入がされていないところの取り組

みということにつきましては、実施をするという

ことができないということであれば行政のほうで

ということになるのかなと思いますが、私ども行

政が今町内会に加入をしていないお宅に対して１

戸１戸の対応というのは基本的になかなか難しい

かなというふうに思ってございますので、改めて

それぞれの町内会あるいは自主防災組織の皆さん

にぜひ組織化、組織をつくっていただく取り組み

なり、あわせて市の防災にかかわっての広報等し

っかりとやっていきたいというふうに考えていま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長おっしゃるとお

りなのですけれども、正直町内会で地域防災委員

会を立ち上げると、やっぱり問題なのはそこなの

です。特に私の住んでいる豊栄区町内会は、６棟

一遍でワンボックスでぼんとできてしまったので、

そこの人たちをどうやって、例えば町内会も入ら

ないなら回覧板も回らない、広報は回さなければ

いけないですけれども。そうしたら、連絡網をど

うするのだというのが１つ。もう一つは、うちは

豊栄川が近いですから、そのときに氾濫したとき、

前回みたいに避難勧告出たときに、そこの人たち

にどうやって連携をとるのか、そこにどれだけの

お年寄りがいるのだと実態がわからないときにど

うやって対応しようというのは最大の悩みなので

す。そこで、正直言うといろんなことをではこれ

はどうなのだ、あれはどうなのだということで考

えると、建設水道部長、ちょっとお伺いしますけ

れども、共同住宅を民間が建てる。民間が建てた

とき、道路の補修、例えば下水道、水道、道路引

き込みますよね。その道路の補修というのは、ど

この範囲を業者がやらなければいけないかという

認識でいるのか、まず伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） お話ございまし

たように、通常のアパートといいますか、建築の

ケースとかなり大型で開発行為とあるかもしれま

せんが、通常の建築物といいますか、アパートで

ありましたら、その予定された土地に面する形で

市道なり公道があるかと思いますけれども、通常

の場合はそこの公道の管理といいますか、市道で

あれば私どもにございますし、工事に係る形で車

両の出入りというのは、工事に係って例えばトラ

ックだとか、いろんな建築に係る作業員の出入り

などもふえて交通量は多くなるのは一時期あるか

なというふうに思いますけれども、当然道路交通

法などで通常の走行というか、通常の交通をされ

ていれば、自然にというか、そのことによって一

定程度確かに未改修の道路だとか、そういった面

については利用頻度が高くなればちょっと傷みが

早くなる面があるかもしれませんけれども、その

場合は通常の市道の管理、補修の範疇の中で考え

てよろしいのかというふうに思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜこれを言うかと

いうと、結局やっぱりどさっと民間住宅ができた

ときに町内会入るか、入らないかというのは問題

の一つ。もう一つは、道路がこれどうするのよと

いうのは、近所の人たちはその棟ができるときに
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どれだけのトラックが通ってこの道路がどうなっ

ているのかというのはわかるわけです。今そうい

うふうに防じん処理になってくると、トラックが

行き交いするとやっぱり相当破損すると。では、

これ業者が直してくれるのかと。そういうことに

はならないでしょうという、そういう意味で責任

で、ではあの人らは全く地域に貢献しないのとい

うことになってくると、いろんなトラブルが、地

域コミュニティーというのは本当に崩壊していっ

てしまうのです。そういう意味からすると、例え

ばそこは市道だから、では優先的に防じん処理を

して、行政が原状復帰をするかといったら、それ

もできないです。では、もう一つの手は建築確認

申請のときに町内会に加入を呼びかけることはで

きますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 建築申請の確認

という作業は、このほど改めて申し上げるのでは

なく、御存じのとおりその建物、建築基準法に基

づいてしっかり違反とか、ルールを守っているか

ということを審査する場でございまして、その場

にと言ったらちょっと語弊があるかもしれません

けれども、町内会の加入運動のお話を持ち込むと

いうのは正直私どもの立場でいいますと適さない

のでないかというふうに思っていまして、町内会

の勧誘については当然アパートを建てられる方、

オーナーといいますか、そして入居される方々、

そして地域の町内会の関係者の皆様方を含めて確

認申請の時点と違う場所などで検討されるもので

はないかというふうに思っております。

それと、もう一つ、先ほど市道で確かに傷みが

ひどくなって、交通量ということでなります。私

どもも通常いつも市道の道路パトロールなども含

めて全市的に傷みぐあいなども十分検討しながら、

急ぐ場合、多少もう少々といったケースなども十

分その辺は加味しながら判断させていただいてご

ざいますので、そういった道路の傷みぐあいにつ

いても適時状況を把握しながら対応していくとい

うふうに考えてまいりたいというふうに思ってい

ますので、つけ加えさせていただきます。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 何回も言いますけれ

ども、やっぱり今名寄市は高齢化率が３１％、ま

すます少子高齢化が進んでいって、１０年後地域

のコミュニティーというのは非常に難しい状況、

家庭では老老介護、町内会では老老事業が本当に

主流になっていくのかもしれません。そのときに

名寄市のコミュニティーをどうやって守るかとい

うと、やはりこういう外から帰ってくる方々に対

しても町内会で活動していただくのが名寄市だと

いうふうに訴える時期に来ているのではないかと。

そういう意味では、中村総務部長は今回鈴石会と

いう組織に総務部長として名を連ねたときの挨拶

で、ぜひこういう場で事業主の皆さんに鈴石会の

メンバーに加入してもらう話もしてみたいという

話をされています。私はまさにそのとおりだと。

それは、本当は部長の口でなくてやっぱり市長か

ら、なるべく鈴石会のメンバーがかわったときに、

これ強制はできないですけれども、名寄市はそう

いう地域貢献をぜひ町内会で活動して、地域を守

って地域コミュニティーの一員で頑張ってほしい

というお話をする時期ではないかなと思うのです

けれども、市長はどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言ありがとう

ございます。転入の窓口のところで、我々はいろ

んな説明の中と同時に町内会にもぜひ入ってくだ

さいということは必ず説明するようにはしていま

すが、これはしかし強制はなかなかできない。コ

ミュニティーは自治なので、みずから治めるとい

うことのラインをどこでというところはどうして

もあるのかなというふうに思いますが、事あるご

とにいろんな場面でこのことはお話をしていきた

いというふうに思います。

共同住宅のお話も、これは数年来いろんな町内
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会からお話は出てきているのだけれども、統一的

にそうしたことがなかなかできていない。これは、

地域の事情もあるし、それぞれの町内会の温度差

もあるのかなというふうにも思っていますが、７

月の頭に改めてまた町内会長さんとの意見懇談会

がありますので、この機会を捉まえて、今防災と

いう切り口は非常に重要な観点だというふうに思

いますので、改めてマンションに入っている皆さ

んも町内会に入らなければならないのだというふ

うに思わせないとだめだし、町内会の役員の皆さ

んもやっぱりここは入ってもらわないとというこ

との意識を高めていくこと、それをもう強力に我

々がしっかりとバックアップをしていくという体

制ができればなというふうに思いますので、改め

てそうした会、あるいは広くいろんな会合で町内

会に加入をしていくということをできるだけ広く

促していくということをさらに努めていきたいと

いうふうに考えます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ぜひ今回も基礎デー

タや何かも含めてやっぱり行政と町連協あるいは

単位町内会も含めですけれども、こういう状況が

どうなっているのかと一回本当にしっかり調査す

べきだというふうにお願いしておきます。

大学もことしは入学案内のときに住民票の受け

付けをされて、６０人ぐらいですか、７０人ぐら

いですか、届けをされたのですけれども、多分大

学生は町内会入っていないと思うのですけれども、

これもある意味では大学生、名寄大学に来ると町

内会には個々に入れといっても年間 ８００円、

０００円ぐらいのものを出せといっても出せな

いので、これはちょっと方式は違うと思いますけ

れども、大学後援会と親から毎年５万円もらって

いるところで出せないのかという感じを協議をす

る余韻を残しておいてもいいのではないか。ただ、

そのときに橋本副市長も久保副市長も大学にいら

っしゃったからわかると思いますが、今大学のマ

イクロバスのリース代、あるいは学生が使うコピ

ーのリース代、大学後援会で払っているのです。

それは、本来設置者である大学側あるいは市側が

払うものであって、学生の親からお金をいただい

ているもので払うべきものではないというふうに

思いますけれども、そういうところを整理して、

本来公立大学で親から毎年年間５万円、４年いれ

ば２０万円、本当公立はそんなに取っているとこ

ろないと思うのです。それは、学生に還元すると、

あるいは学生が地域の一員として頑張る４年間に

するのだという意味を振る協議をできる場にする

ためにも、大学後援会が出しているものを一回整

理をすべきだというふうに思いますけれども、ど

ういう見解をお持ちかお伺いして、終わりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 大学の納付金の関係も

この間いろいろと状況の変化もあって、財政状況

を勘案しながら考慮しなければいけないというも

のにあわせて大学後援会の納付金についても今後

どういう形がということについては内部では議論

してきておりますので、今御提言のあったことを

踏まえて大学サイドとしっかりと協議をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１４時５０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３６分

再開 午後 ２時５０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市内の経済の活性化について外２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、通告順に従い大項目３点につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

まず、大項目の１点目、名寄市内の経済の活性
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化についてお伺いをしたいと思います。名寄市内

の住宅建築では、かつては市内工務店が建設件数

の過半数を占めておりましたが、現在はその多く

が市外業者によって建てられております。住宅建

設は幅広い業者がかかわるものであり、経済活動

に大きく影響をいたします。なよろっぽい家づく

りの会などの受注に努力をされておりますが、市

内の技術者の継承あるいは経済振興の観点からも

名寄市としても何らかの支援が必要ではないかと

思いますが、考え方をお伺いしたいと思います。

あわせてまた、住宅リフォームの今後についての

考え方についてもお伺いをしたいというふうに思

います。

２点目、農業の分野においては、新規就農、後

継者への対策が行われておりますが、人口の定住

等を考えると商工業等の分野においても同様に対

策が必要ではないかと思いますが、婚活事業とあ

わせて考え方をお伺いをしたいと思います。

３点目、これまで何度か地域商品券事業を行っ

てきました。大型店への偏り等の課題もあったか

と思いますが、これらの評価と今後の取り組みへ

の考え方についてお伺いしたいというふうに思い

ます。

４点目、過疎化の進行を少しでも食いとめるた

めには、働く場の確保が必要であり、名寄市とし

ては基幹産業、農業とともにさまざまな産業の定

着化を進めることが必要ではないかと思います。

このことをともに共通の認識とするためにも、中

小企業振興基本条例の制定は大きな意味があるの

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。

５点目、十数年前には多くの市民の皆さんから

名寄は何もないまち、あるいはお客さんを連れて

いくところがないなどというふうに言われたこと

を記憶しておりますが、今ではさまざまな取り組

みから、そういう声は余り聞かれなくなりました。

交流人口の種をまき、育てて、これからは経済効

果に結びつけることとあわせて時代の流れに伴い

さまざまな事業の選択も必要になってくるのでは

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。

６点目、名寄市の物品等の発注は市内業者育成

の観点から配慮されておりますが、他の自治体で

はさらに地元発注に力を入れる例も見受けられま

すが、今後の考え方についてお伺いをいたしたい

というふうに思います。

大項目の２点目、国や道の制度を生かした施策

についてお伺いをしたいというふうに思います。

公共施設等の適正管理に係る地方債措置の一つと

して、市町村役場機能緊急保全が制度化されまし

た。事業の優先順位あるいは平成３２年までの年

限の課題もありますが、近い将来には建てかえが

必要と考えるのであれば制度を利用することを検

討してもよい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。

２点目、北海道命名１５０年を記念し、北海道

みらい事業等の募集が始まっております。松浦武

四郎は名寄にもゆかりがあり、ことし北国博物館

では天塩川踏査１６０年記念展を行います。北海

道１５０年を記念する事業についての考え方をお

伺いしたいというふうに思います。

３点目、地方の活性化を加速する国の制度の一

環として、名寄市には松岡参事監に御勤務をいた

だいております。大変心強く思っておりますが、

今後名寄市で活用が期待できる国等の制度があり

ましたら、お伺いしたいなというふうに思います。

大項目の３点目、ＪＲ宗谷本線の存続について

お伺いをいたしたいと思います。ＪＲ北海道から

の衝撃的な報道には耳を疑う市民の皆さんも多か

ったのではないかと思います。その後国や北海道

の動きもあり、先日は高橋北海道知事も名寄にお

越しをいただきましたが、現状についてお伺いを

いたしたいというふうに思います。

２点目、ＪＲ北海道は路線存続の手段として上

下分離を自治体に求めようとしておりますが、現

状とその評価など協議の状況についてお伺いをい
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たしたいというふうに思います。

３点目、これらの動向を受けて加藤市長が会長

を務める宗谷本線活性化推進協議会が積極的な対

応をされて、地域住民としても心強く思っており

ますが、議論経過と今後の取り組みについてお伺

いをしたいというふうに思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１の小項目１から５、大項目２の小項目２に

ついては私から、大項目１の小項目６と大項目２

の小項目１、そして大項目３については総務部長

から、大項目２の小項目３については企画担当参

事監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。

まず初めに、大項目１、名寄市の経済の活性化

について、小項目１、新築住宅の市内事業者の住

宅リフォームについて申し上げます。名寄市住宅

改修等推進事業につきましては、昨年１０月より

事業を開始し、平成２８年度実績で７１件、 １

９０万円の補助金を交付しており、事業に係る総

工事費は約１億円となっております。本事業の今

年度の状況につきましては、６月１２日現在で９

３件、補助金額 ４７０万円の交付決定、補助金

の支出を行っております。

昨年度本事業の実施に当たっては、中小企業振

興審議会を初め経済団体及び関係業界などからも

意見を聴取させていただきました。それらの中で

近年の新築住宅事情を鑑みると、新築住宅の建築

にかかわる施策も重要であるが、住宅改修にかか

わる施策を優先的に実施してほしいとの意見が多

く聞かれたことから、移住、定住の推進、空き家

の有効活用という観点も加え、複合的な事業効果

を目的とした住宅改修に対する支援事業といたし

ました。現行の住宅改修等推進事業に係る制度内

容につきましては、昨年度を含めた３カ年の継続

事業として運用することとしておりますが、この

事業期間中に市民及び事業所からの相談内容や関

係機関等からの意見を聴取するとともに、事業成

果を検証し、新たに取り組むべき施策について検

討してまいります。

次に、小項目２、中小企業の担い手育成及び事

業の継承と婚活について申し上げます。人材育成

につきましては、名寄市住宅改修等推進事業にお

いて市民が安心して暮らせる住まいづくりの推進

とともに、住宅改修にかかわる事業増加による技

術者育成も目的として実施しております。また、

昨年度一部改正いたしました名寄市中小企業振興

条例及び施行規則により従業員の資格取得に必要

な研修、教育機関での受講料の一部を助成する名

寄で人づくり事業を新たに創設いたしました。

事業承継につきましては、昨年１２月に中小企

業庁による事業承継に関するガイドラインにより

国から事業承継における方向性が示されたところ

であります。これに基づき、今年度名寄商工会議

所では事業承継室を新たに設置し、市内事業所の

基礎データの収集を行っており、今後は市内の事

業承継にかかわる現状を把握した上で関係機関及

び団体と連携、協議し、事業承継に関する具体的

な支援施策などについて検討してまいります。

昨年名寄商工会議所を初めとした産業関係団体、

民間企業等で構成されたオール名寄体制での実行

委員会により婚活を応援する取り組みが実施され

ました。これらの事業は、中小企業者の後継者問

題のみならず、農業者を含めて全市的に取り組む

必要があると認識しておりますが、昨年度の事業

内容等の検証をしながら、関係団体、さらにはま

ちづくり団体等と協議してまいります。

次に、小項目３、地域商品券事業の評価と今後

について申し上げます。平成２７年度に国からの

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を受

け、全国的に実施されましたプレミアムつき商品

券事業については、本市においてもなよろ地域商

品券事業として北海道からの地域ふれあいプレミ

アムつき商品券発行促進事業費補助金分を上乗せ
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のプレミアム分として追加し、取り組みました。

事業内容としては、販売総額２億 ０００万円、

プレミアム分が２５％加算され、発行総額３億

２５０万円となっております。市内の参加店は２

２４店で、換金率は９ ５７％でした。また、消

費者アンケートにおいては、１億円以上の追加の

消費喚起があったとの結果も出ており、市内の経

済効果は大きなものでありました。

しかし、過去に実施された地域商品券事業にお

いても大型店と小売店との商品券利用率が課題と

なっていたことから、今回の事業につきましては

地元商店街が中心となって買・なよろ運動地元商

店応援キャンペーン実行委員会を設立し、地元小

売店での商品券利用拡大を図る独自の取り組みを

実施し、一定の効果があったものの、大型店との

利用率の大幅な改善までには至りませんでした。

これらの結果を踏まえ、関係団体との意見交換の

中でも地域商品券事業の目的は市内の消費喚起を

促すことであると同時に、事業費全体に占める地

元小売店での消費効果も重要となってくることか

ら、市独自での地域商品券事業については事業効

果を考慮すると地域商品券にかわる新たな制度設

計による施策の検討が必要であると考えておりま

す。

次に、小項目４、名寄市中小企業振興条例につ

いて申し上げます。一昨年度名寄市中小企業振興

条例の改正に伴いさまざまな分野の市民から意見

をいただくために、検討部会を計７回にわたり開

催し、これらの検討部会の中でも基本条例にかか

わる協議を行いました。その結果、検討部会、さ

らには名寄市中小企業振興審議会の答申の中でも

今後の中小企業の重要性を認識し、住民、事業所

及び自治体の役割や責務を明確にし、それぞれが

一体となって本市経済の活性化を推進していくこ

とを基本理念とする条例にかかわる検討を今後も

希望する旨の内容が示されました。本市といたし

ましても、産業全体を振興していく上でも基本理

念を明示する条例については中小企業だけではな

く、基幹産業としての農業での必要性、さらには

産業全体として考えるべきかなどの考え方もある

ことから、他自治体の取り組みなどを調査した上

で今後の方向性について考えていきたいと思って

おりますが、目まぐるしく変動する経済情勢に柔

軟な対応をするため、現行の振興条例及び同施行

規則に基づき、その時期に市として効果的な施策

を常に検討し、取り組むことが優先的に行うべき

との意見もいただいていることから、国、道など

の情報を敏感に取り入れるとともに、産官金サポ

ートネットワークなどを活用し、市内事業所から

の意見も参考として関係機関と連携してまいりま

す。

次に、小項目５、今後の観光行政についてお答

えいたします。本市の観光につきましては、新名

寄市総合計画第１次後期基本計画の観光分野にお

けるアクションプランとして名寄市観光振興計画

を策定し、平成２４年度から具体的な戦略事業を

定め、さまざまな取り組みを実施してきました。

昨年度新たに名寄市総合計画第２次が策定される

に当たり、名寄市観光振興計画については上位計

画を補完する具体的な施策として時代の変化に対

応するべく戦略事業の内容について一部見直しを

行い、計画の目標についても新たに外国人宿泊延

べ数を加えさせていただきました。本計画の中で

は、日進地区整備、観光人材の育成、日本一のひ

まわり畑、食と観光、広域観光周遊ルートの推進、

インバウンドの受け入れ態勢の整備等を重点施策

とし、経済効果へとつながる交流人口の拡大へ向

けた取り組みを進めることとしております。

重点施策の一つであるインバウンド事業につき

ましては、平成２８年６月に観光庁から当市を含

む日本のてっぺん。きた北海道ルート。が全国で

８番目のルートに認定され、広域連携による外国

人観光客の受け入れを５年間にわたり取り組むこ

ととなり、その効果が期待されます。なよろ観光

まちづくり協会でも台湾をターゲットとしてサイ

クリング、カヌーなどのスポーツと公共交通を自



－146－

平成２９年６月２２日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

由に組み合わせて自然を楽しむきた北海道エコ・

モビリティ事業について上川北部を中心とした広

域的な取り組みとして実施しており、今月の６日

には同協会独自で台湾旅行エージェント招聘事業

を行ったところであります。さらには、同協会で

は具体的な経済効果を促すために旅行業者の登録

に向けた検討も行っており、より実践的な体験ツ

アーの開発、実施に向けた取り組みが期待でき、

今後はこれまでと同様にオール名寄体制でこれら

の動きと連携し、名寄市観光振興計画の基本的戦

略目標である交流人口の増加による経済効果の拡

大を目指します。

次に、大項目２の小項目２の北海道１５０年事

業を生かした取り組みについて申し上げます。北

海道では、命名１５０年へ向けた事業として平成

３０年に記念セレモニーの開催を予定しており、

さらには全道各地において実施する個別事業とし

て北海道みらい事業を募集し、道民、企業、団体、

市町村などが実施する北海道１５０年にかかわる

取り組みについてさまざまなマスメディアを通し

てＰＲを行っていく予定であります。

北海道１５０年事業では、北海道の命名者であ

る松浦武四郎をキーパーソンとしており、松浦武

四郎は６度にわたる北海道探索の中で天塩川流域

も踏査し、その足跡をしるした案内板などが天塩

川流域各地に現在も残されております。このよう

に本市においてもゆかりがあることから、今年度

名寄市北国博物館では松浦武四郎踏査１６０年記

念展と題した記念展示や武四郎の足跡をたどる・

天塩川中流編のバスツアーなどを企画しておりま

す。また、天塩川周辺地域の連携事業として、周

辺１１自治体で構成するテッシ・オ・ペッ賑わい

創出協議会では、松浦武四郎生誕２００年に向け

てさまざまな事業を実施しております。その一つ

として、松浦武四郎の生誕の地である三重県松阪

市に対するＰＲ事業として平成２７年度から毎年

松阪市で開催される武四郎まつりへ本協議会が参

加し、天塩川周辺市町村の特産品の販売やパネル

展示展を行っております。さらには、本市を含む

協議会構成自治体の地域住民に対し武四郎の功績

を再認識してもらうことを目的に松阪市の松浦武

四郎記念館の関係者を講師に迎え、天塩川フォー

ラムとして講演会も開催してきました。北海道１

５０年である平成３０年には、本協議会において

も松浦武四郎に関する記念事業を計画しており、

北海道みらい事業への登録も予定しております。

記念事業の詳細な内容につきましては、今後１１

の自治体担当者、教育関係者、地域おこし協力隊、

関係団体などによるワーキンググループの中で地

域の歴史、魅力の再認識、交流人口の拡大につな

がるような事業を検討していくこととしておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、初めに大

項目１、小項目６、市内事業者への発注の考え方

について申し上げます。

本市が発注する工事や業務委託、さらには物品

の調達に係る業者の指名選考は、官公需について

の中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき

策定した名寄市指名競争入札参加者指名基準に準

拠して執行しております。この基準は、中小企業

の受注機会の確保を図るとともに、契約の適正な

確保ができる範囲において市内業者を優先的に指

名することにより、市内業者の発展及び地域経済

の活性化を図ることを目的としているところです。

また、名寄市公契約に関する指針における基本目

標においても地元企業の受注機会の拡大への配慮

として競争性を確保しつつ、地元企業の優先活用

に配慮することを掲げております。こうしたこと

から、本市におきましても他の自治体同様市内業

者を優先的に指名選考させていただいております

し、備品などにおいては分割発注により可能な範

囲で市内業者への受注機会を設けているところで

す。今後におきましても、各担当課で発注する少

額の備品や消耗品においても改めて市内業者から
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の調達に対し周知徹底を図り、市内業者への優先

的な発注に努めてまいります。

次に、大項目の２、国や道の制度を生かした施

策について、小項目の１、市町村役場機能緊急保

全事業を活用した庁舎建設について申し上げます。

国が平成２９年度に新設した市町村役場機能緊急

保全事業は、昨年度発生した熊本地震による庁舎

の被害状況を踏まえ、発災時における庁舎機能の

確保を図るため、庁舎の耐震化が行われていない

市町村の庁舎の建てかえを緊急に実施するために

創設された事業です。平成３２年度までの期間と

しております。本市の庁舎は、名寄市が昭和４３

年、風連が昭和５５年に建てられており、昭和５

６年の新耐震基準導入前に建設されています。平

成１４年と２２年にそれぞれ実施をしました耐震

診断では、名寄庁舎、風連庁舎ともにほとんどの

階層で耐震不足の判断であったことから、耐震改

修工事の実施について検討を行った経過がありま

すが、庁舎の将来像も含めて第２次総合計画の中

で調査研究するとしたため、当面は災害時におけ

る業務継続方法や施設利用者の安全確保などにつ

いて検討を進めることとし、現庁舎の耐震化は見

送ってきているところであります。庁舎の今後の

あり方については重要な課題の一つであることか

ら、時間をかけた丁寧かつ慎重な議論が必要と認

識しているところであり、今回の市町村役場機能

緊急保全事業を活用しての庁舎建てかえは難しい

と考えているところであります。今後第２次総合

計画の中で庁舎のあり方や方針の検討に関する調

査研究を進めてまいりますが、庁舎建てかえ等を

行う際には他の事業と同様に起債や交付金制度な

ど少しでも有利な財源の確保に努め、それら制度

を有効に活用してまいりたいと考えております。

次に、大項目３、ＪＲ宗谷本線の存続について、

小項目１、国や北海道の動向についてお答えいた

します。国や北海道の動向につきましては、ＪＲ

北海道が昨年１１月に単独では維持困難な線区を

発表してから、北海道では鉄道ネットワークワー

キングチームを設置し、４回の会議を踏まえ作成

された報告書を本年２月に知事へ提出しました。

報告書では、鉄道網のあり方として路線を６つの

類型に区分し、方向性を検討することとし、１つ

としては札幌市とその他の中核都市とをつなぐ路

線は高規格幹線道路の整備状況等を踏まえ、引き

続き維持されるべき、２つとしては広域観光ルー

トを形成する路線では観光利用だけで維持してい

くことは難しく、地域において持続的な運行のあ

り方を検討することが必要、３つとして国境周辺

地域や北方領土隣接地域の路線では宗谷地域は今

後ロシア極東地域との交流拡大の可能性等を踏ま

え、引き続き維持することが必要、４つとして広

域物流ルートを形成する路線では運送実績や路線

等鉄道施設の負担も考慮し、総合的に検討するこ

とが必要、５つとして地域の生活を支える路線に

ついては他の交通機関との役割分担なども含めた

適切な地域交通のあり方について交通事業者や国、

道の参画のもと地域における検討が必要、６つと

して札幌市を中心とする都市圏の路線では収益の

増加を図り、道内全体の鉄道網維持に資する役割

を果たしていくことが必要となっております。こ

のことを踏まえ、宗谷本線では引き続き維持する

ことが必要との認識のもと、宗谷本線活性化推進

協議会を中心にＪＲ北海道を交え、今日まで鉄路

存続のための議論を深めてきております。

５月２５日には、高橋知事が来名し、名寄市の

状況を視察され、和寒町までの列車に乗車されま

した。沿線地域の皆さんの足として鉄道を守るこ

とが重要との発言もあり、宗谷本線存続に向けて

力強いお言葉をいただきました。また、今月１日

には北海道知事が国土交通省へ要請書を手渡し、

鉄道は道民生活や道内経済を支える重要な公共交

通機関である。ＪＲの持続的な経営構造確立に向

け抜本的な対策を早急に講じるよう求めています。

一方、国土交通省及び道内選出国会議員の皆様に

は、昨年宗谷本線活性化協議会による要望会を実

施し、道北地域と中核都市を結ぶ宗谷本線の必要
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性を訴えてきており、今後も引き続き存続への理

解を求めてまいります。

最後に、小項目２、ＪＲ北海道との協議の状況

についてお答えいたします。ＪＲ北海道との協議

につきましては、４月１４日と５月１５日に開催

しました協議会、幹事会において議論を進めてき

ており、幹事会では初めに鉄道存続への課題を抽

出し、協議会で議論を進めるものと国や道に対し

要望していくものを区分する作業を行いました。

上下分離方式の議論につきましては、沿線自治体

だけの議論では判断が難しく、国や道の動向を注

視しながら必要に応じて検討していくこととしま

した。ＪＲ北海道との協議の中では、利用促進に

ついてＪＲ北海道も沿線自治体と連携し、協力し

ていくと申し出があり、当協議会から要望してい

た駅のにぎわいづくりについて、無人駅の無償利

活用の提案や今月列車の乗り入れ販売の実証実験

を行うことが記者発表され、今後宗谷本線におい

て実施が見込まれる状況となっております。引き

続きＪＲ北海道と連携し、利用促進につながる事

業を研究してまいります。

次に、小項目３、宗谷本線活性化推進協議会の

議論経過と今後についてお答えいたします。本協

議会は、宗谷本線の活性化及び完全高速化を実現

させるため、平成１２年に設置されました。宗谷

本線では、ＪＲ北海道からのたび重なる合理化提

案を受け、昨年５月２６日に協議会とは別の形で

北海道、ＪＲ北海道参加のもと、宗谷本線沿線自

治体市町村長意見交換会を開催してきました。そ

の後７月には、当協議会としては初めて宗谷本線

存続に向けて国土交通省鉄道局、北海道運輸局、

北海道、北海道議会へ要望会を実施し、１０月に

は旭川市、比布町、西興部村、幌加内町を構成員

として上川、宗谷両振興局をオブザーバーとして

参画いただき、組織の充実を図った上で１２月に

は再び中央要望を実施してまいりました。１１月

には、ＪＲ北海道から単独では維持することが困

難な路線の線区の発表があり、宗谷本線も該当に

なったところです。本年３月３０日に開催した宗

谷本線活性化推進協議会意見交換会において、Ｊ

Ｒ北海道を交えて宗谷本線存続に向けた議論を事

務担当者レベルの幹事会で始めるよう指示があり、

現在に至っているところです。現在は、主に利用

促進策について議論しており、今後も沿線自治体、

国、北海道、ＪＲ北海道と連携を図り、宗谷本線

存続に向けて地域にできることを研究してまいり

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） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 続きまして、私からは

大項目の２番、小項目の３、今後名寄市で活用が

期待できる事業についてにつきまして申し上げま

す。

名寄市の歳入構成は、依存財源が占める割合が

大きく、国等の施策の活用は大変重要となってお

ります。国におきましては、６月９日に経済財政

運営と改革の基本方針２０１７あるいは未来投資

戦略２０１７等が閣議決定をされたところであり

まして、いわゆる戦略分野への選択と集中、人材

への投資や生産性向上への取り組み、経済、行財

政の各分野にわたる改革が引き続き推進されてい

くこととなっております。また、地方創生の交付

金に代表されますように、今後一層の成果重視、

自立性や先駆性等が求められていく傾向にありま

す。まずは、こうした国の改革や変化の動きを捕

捉していくことが重要となっております。その上

で政府の重点分野、例えば先ほどもありましたイ

ンバウンドの観光ですとか、経済連携協定下にお

ける農産品の輸出の促進、環境分野、ＡＩやＩＣ

Ｔの活用、マイナンバーの活用による地域活性化

策など、これらの中から有効なメニューの活用を

模索していくということになるかと考えられます。

私からは以上となります。

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、再質問をさせていただきたい
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というふうに思います。

まず、住宅建設についてお答えをいただきまし

た。業者の皆さんとの話し合いの内容については、

そのような状況だというふうにも私も伺っており

ます。しかし、一方でこれだけ住宅建設の中の地

元参入の比率が低くなってくるということに対す

る危機感を私は持っておりまして、業者の皆さん

とも少し話をしてみたのですけれども、やはりそ

れを具体的にどうするということまではできない

ながらも、例えば自衛隊のイベントに行って営業

活動をしたりだとか、ＰＲ活動をしたりだとかは

しているのだけれども、なかなか実績には結びつ

いてこないであるとか、そういった努力はされて

いるみたいなのですけれども、数字が変わってこ

ないというのは現状にあるのかなというふうに思

っております。今は公共事業も建設事業が比較的

潤沢に出ておりますので、仕事がいろいろ回って

いるのかなというふうに思うのですけれども、公

共事業の整備計画等でずっとこういう状況が続く

とは余り思えない。やがて少し少なくなってきた

ときに一般住宅の建設というのはしっかりと今か

ら確保しておかないと、育っていった職人の皆さ

んであるとか、そういった雇用にもやはり影響し

てくるだろうなというふうに思っております。

リフォーム事業は、大変これはよい事業だとい

うふうには私も認識しておりますけれども、あわ

せてそういった部分にも目を向けていただきたい

なというふうにも思っております。そういったと

ころに助成金を出している自治体もあります。ま

ず、そういったことに対して具体的にどうなのか

ということに対してお答えをいただきたいのと、

もう一つはソフト的な側面的な支援、正直申し上

げて名寄の中でも住宅建設を、建てている皆さん

を見ると公務員の方がやはり多いのかなと。自衛

隊関係者だとか、市役所の関係者だとか、そうい

った方の新築需要がやはり多いかなと。なかなか

民間で働いている方が新たに新築というのは少し

少ないのかなというふうに思う中で、そういった

皆さんに対する意識の喚起だとか、なるべくみん

なで地元の業者さんを利用しましょうよという雰

囲気づくりであるとか、そういったことの支援と

いうのもあってもいいのかなというふうに思うの

ですけれども、そこら辺の考えについてまずお伺

いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問があり

ました住宅改修等の推進事業につきまして、現制

度につきましては先ほど答弁させていただきまし

たようにさまざまな関係団体の皆様方と協議させ

ていただいて、現制度の部分について運用させて

いただいております。ただ、一方でその新築の住

宅という部分の問題点についても私どもも認識し

ておりますし、私どものほうの担当といたしまし

ては移住、定住というか、定住対策の部分も取り

組まないといけないということを考えますと、新

築住宅の部分については定住対策に対しては非常

に効果が高い事業だということも認識しておりま

す。先ほど答弁させていただきましたけれども、

現制度については当面来年度までということで考

えておりますけれども、この部分につきましては

それぞれ今回の事業のいろんな問題点等も問題を

検証しながら、今後取り組むべき施策については

検討していきたいということにしておりますので、

さまざまな団体とまた情報交換をしながら、情報

を共有しながら検討していきたいなということで

考えております。

また、ソフト的な面につきましては、なよろっ

ぽい家づくりの団体につきましてもさまざまな自

分たちで北国に合った住宅の試験とか調査をして

おります。こういった情報については、なよろっ

ぽい家づくりの中の機関紙でもいろいろ市民に周

知しているのですけれども、なかなか伝わってい

ないということもありまして、今回なよろっぽい

家づくりと連携して、今まで自分たちが取り組ん

できた調査研究の結果を市の広報のほうに定期的

にコラム的な要素として市民にお知らせするよう
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な形の取り組みも今現在進めております。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） 一定程度理解はさせ

ていただこうというふうに思いますけれども、や

はり以前聞いたことがあるのですけれども、家を

１軒建てるときには二十数業者が関連するという

ふうなお話も伺ったことがあります。つまり家を

１軒建てるということは非常にいろんな業者さん

がかかわって裾野が広い仕事になるというふうな

お話も伺っておりますので、今回はこの程度にさ

せていただきますけれども、ぜひこの新築住宅の

振興についても今後何らかの形で御配慮いただけ

ればありがたいなというふうに思います。

それと、住宅リフォームも３年ということで、

とりあえず区切りをつけるということですけれど

も、働く皆さん、技術者の育成だとか、そういっ

たこともやはりあろうかなというふうに思ってお

ります。今なかなか一人の技術者の方を育成する

のにも相当数の時間がかかると。それまでは、な

かなか投資に見合った仕事量がないのだけれども、

やっぱり育てていかなくてはいけないしねという

お話も伺うところでありますので、この制度はこ

のままの制度は３年で終わるのかもしれませんけ

れども、少し形を変えてでも何らかの形でまたそ

ういった環境を支援をしていくというふうなこと

をぜひ求めておきたいなというふうに思います。

次に、２点目の担い手事業継承、婚活というこ

とでお伺いをしましたけれども、既に商工会議所

のほうでは事業継承だとかは進んでいるところで

ございます。そういった中で、できればやはり市

としても足並みをそろえて進んでいっていただき

たいなというふうに思っております。そういった

ところで、まだ実際に市としてはどういう形で進

んでいこうかというのは先ほどの答弁では余り決

まっていないのかなというふうに聞こえたのです

けれども、今後どのように例えば商工会議所等々

との協議を進めていこうとされているのか、再度

ちょっと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） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 事業承継につき

ましては、先ほど答弁させていただきましたよう

に、商工会議所のほうで今回市内の各事業所のほ

うの聞き取り調査ということで、現状を把握する

というようなことで事業承継室を設置したという

ことであります。市のほうとしても当然連携して

事業承継の問題について検討していくということ

なのですけれども、役割分担として商工会議所が

市内のそういった事業承継の現状を把握するとい

うような分担をしていただいておりますので、そ

の内容が出ましたら、実際にどういった施策を取

り組むことが市の事業承継にとって効果的かとい

う部分については、それぞれの地域によって多分

違う問題があると思いますので、その部分につい

ては商工会議所がそういった現状の把握という部

分の分担を担っていただくということをしていた

だくことになっておりますので、それに基づいて

市としてもそれに対応するというか、効果的な施

策について検討していきたいということでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ともあれ中小企業の

振興というのは、やはり重要な問題だというふう

に思っております。中小企業の基本条例について

もちょっとお伺いをしたのですけれども、どうし

てここだけ申し上げたかというふうにいいますと、

答弁の中では産業全般的にというふうな御答弁も

いただきましたけれども、例えば農業の分野も当

然大切だというのは、これは名寄市民ほぼ共通の

理解がもう出ているのではないのかなというふう

に思ってございます。枕言葉のように基幹産業、

農業はというような物の言い方をする。これは、

もう名寄にとって農業は大切なのだよというのは

誰もがわかっていることかなというふうに思って

おります。そういった中で、例えば予算づけ等々

におきましてもある程度しっかりと目配りをされ
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た中の予算づけ等々もされておりますけれども、

中小企業で働く皆さんというのは多分人数的に言

うとかなり多い皆さんが働いておられる。こうい

った産業がなければ、やはりまちというのは成り

立っていかないのだろうなというふうに思ってお

りますので、そういったところにも我々はしっか

りと目を向けていかなくてはいけないのかなとい

うふうに思ったから、基本条例をいかがでしょう

かというふうなお話をさせていただきました。と

いうのは、やはりそういった目を向ける、認識を

する、市民みんなで支えていくという考え方を共

通認識を持つほうがいいのではないかなというふ

うに思ったのですけれども、もう一度基本条例に

対する考え方についてお伺いしたいというふうに

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） 基本条例につき

ましては、先ほど申し上げましたように中小企業

の振興条例の改正の中でもさまざまな委員のほう

から基本条例に関するいろんな意見をいただきま

した。これらについては、先ほど申し上げました

ように、今東議員がおっしゃったように農業の部

分についてはある程度ということもありますけれ

ども、一方で農業もあれなのですけれども、産業

全体という考え方も必要でないかということも含

めてのその整理の部分についてが今後検討すべき

課題ということで、まだ確定できないということ

で今後引き続き検討していくというようなことで

答申をいただいたところであります。

私どものほうは、農業の施策については国の補

助制度の連携した事業が多いということで、一方

ではそういったいろんな部分の政策的なものがあ

るかなと思うのですけれども、私どものほうも今

経済産業局のほうに職員を派遣しておりまして、

本当にいろんな情報が、今まで私たちが得られな

かった情報というのは実際得ております。それに

ついて市内の事業者さんにお知らせして、その国

の事業をどうしても事業所単位の補助事業という

ことになるのですけれども、今そういった情報を

いち早くキャッチできるような取り組みをさせて

いただいて、徐々にではありますけれども、何年

か前から比べたらそういった国の事業も取り入れ

ている事業者さんも増加しているということです。

まだまだ足りませんけれども、そういったことも

含めて今やれることをきちっとやっていくという

ことの考え方で進んでいきたいということで考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今答弁いただいたの

は、大変いいことだなというふうに思います。や

はりそういった国の制度等々をよく熟知をした中

で紹介をしていく。それによってさまざまな事業

展開がなされていくかもしれないというのは、こ

れはやっぱり大切なことだというふうに思います

ので、そこは出向されている職員の方にもぜひよ

ろしくお伝えをいただいて、さらにいい情報をお

伝え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。

市内業者の物品発注についての考え方をお伺い

をしたいなというふうに思います。名寄市は地元

発注ということで、これまでもさまざまな場面で

お伺いをしてきております。公平、公正な発注を

心がけなくてはいけないというのは当然のことで

あります。そういった中でもやはり地元企業の育

成ということが大切だというのは、これまでもず

っと言われ続けてきたことなのかなというふうに

思います。そこで、地元企業というのは一体どう

いうことなのかという。地元企業というものの中

にも、例えば名寄市に法人税を払っていただいて

いる事業所さんと払っていただいていない事業所

さんがいると思います。やはり例えば消費行動に

よって事業が成り立って、それによって法人市民

税を払っていただく事業所さんというのは、そこ

からまたさらに市民に対して還元がなされるわけ。

という考え方もできるのかなというふうに思うの

です。そういった中で、例えば地元企業の中でも
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法人市民税を払う業者さん、そうではない業者さ

んというある程度ランクづけをした中での発注と

いうことを考えられないのかどうなのかというこ

とをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 法人市民税の納付額

によってのランク……

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） 払っているか、払っ

ていないかによっての発注でランクづけをすると

いうことですか。物品にかかわっては、先ほども

お話ししましたように基本的には地元ということ

で優先にということでやらさせていただいており

ますので、議員のほうの御質問というのはいわゆ

る物品にかかわってのことなのか、私はその辺が

ちょっと理解ができないので、何とも言えません

けれども、基本的には当然そういう地元に法人税

なりを納めていただける企業の皆さんについては

大変ありがたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょっと理解をして

いただけなかったのかもしれませんけれども、例

えば本店所在があるのかないのかということも含

めてのお話をさせていただきました。そこによっ

てのある程度のインセンティブというのがつくれ

ないのかどうなのかということで質問させていた

だきましたけれども、ここは余り通告していなか

ったので、今後少し検討していただければありが

たいなというふうに思います。

もう一つは、名寄、これ市の担当者に聞くのは

ちょっとどうかなと思うのですけれども、名寄市

に出先機関の官庁とかがあると思うのですけれど

も、そういったところは現在どういうふうになっ

ているのかというのをもし情報がありましたらお

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） 出先機関の状況につい

ては、私どものほうでは把握しておりませんので、

ここでお答えすることはできません。

また、先ほどの御質問でありますけれども、一

応仕切りとしまして市内業者、準市内業者という

考えしておりまして、名寄市内に支店、営業所が

あって、一定期間の営業があれば準市内業者とい

うことで登録させていただいております。当然そ

の分では税のほうクリアしておりますので、そう

いう形で包括して市内業者のほう、あるいは準市

内業者ということで地元業者、そのようなくくり

をしているということで御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 支店、営業所、そう

いったくくりのことをもう少し割り振りができな

いのかということでお伺いをさせてもらったとこ

ろですので、今後検討できる部分がありましたら

ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思いま

す。

ちょっと時間もないので、次行かさせていただ

きたいと思います。庁舎建設についてもお伺いを

いたしました。この制度ができて、期限というの

が非常にタイトなわけです。平成３２年までとい

う期限ですので、かなり市民に対する合意形成、

設計、建設を考えると、ほぼ無謀な国の制度設計

に近いのかなというふうに思いつつも、この制度

に乗るということは、乗ると乗らないのではやは

り財源に数億円の差が出てくるのかなというふう

にも思いました。これが本当にスケジュール的に

できないのかどうなのか、確かに答弁をいただい

たように大切なことですので、よく議論をして市

民合意を得ながら進めていくというのは、これは

私も大前提だなというふうに思いますけれども、

これから合併の算定がえも減少する。そういった

中で庁舎の関係、２つある庁舎をこれからどうし

ていくのか、そういったことも含めて、今の状況

を、今の分庁方式を何年続けるのか、そうしたと

きにどれぐらいのコストがかかっていくのか、そ
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ういったことも含めてしっかりと協議をするため

にも、少しこれは話を進めてみてもいいのかなと

いうふうに思いました。やはり今は名寄市の財政

そう悪くないですけれども、これからちょっと厳

しくなることが予想される中で、そういったこと

も含めて少し加速をしてできないのかどうなのか、

再度お伺いできればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の市町村役場機能

緊急保全事業でありますけれども、平成３２年ま

でということで、逆算しますと３２年をお尻とし

ますと３１年、３２年の継続費、３０年で実施計

画、２９年で基本計画ですが、基本構想が抜けて

います。ということになりますので、恐らく同規

模の施設つくるとなると継続費で２カ年事業はか

かるということでありますから、年数的にも物理

的にかなりきついということがまず前提でありま

すが、その前にやはりお話がありましたとおり、

合併市ならではの課題解決、分庁しておりますの

で、そこの部分のクリア、そして従前からありま

したけれども、立地適正化計画も含めまして建設

位置、そしてゾーニングあるいは公共施設総合管

理計画からいきますと本当に市庁舎単体だけでい

いのか、複合化することはないのか、さまざまな

課題があります。そういうことを踏まえるとかな

り大きな課題ですので、逆に言うとこれはもうス

ピードアップするのが本当に課題だなという認識

しております。総合計画、これからローリングの

中で詰めていく作業でありますけれども、余り、

交付税のこともあります。平成２９年度いっぱい

で地方財政計画上地方への一般財源の総額確保は

終わりますので、３０年度以降どうなるか非常に

厳しいです。ですので、ここは庁舎の中の、ある

いは市民の皆様との意見交換を踏まえて、ちょっ

とスピードアップしていかなければならない大き

な課題という認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 私もスケジュール的

には国はすごい制度をつくったなと思いながら、

これは補修以外はできないのかなというふうに思

いつつも、やはり制度できたのだったらチャレン

ジをできないものなのかというふうにちょっと思

いまして、お伺いをさせてもらったところです。

では、最後にちょっとＪＲについてお伺いをし

たいと思います。さまざまな協議をしていただい

ております。加藤市長にもリーダーシップをとっ

ていただきながら進めていただいております。実

は、私もこの間稚内まで普通列車で行ってみたの

ですけれども、やはり少しずつでもいいからやれ

ることをやってみたらいいのではないのかなとい

うふうに思ったのは、乗降上の駅はほとんどコン

テナみたいなのに色を塗っているのですけれども、

それがもう古くなって老朽化をしているだとか、

その周辺が草が繁茂しているだとか、例えば本当

に簡単なことを言えばこの路線で色を統一してき

れいにコンテナの色を塗って周りをちょっと草刈

って花を植えるぐらいだけだったとしても、雰囲

気は変わってくるのかなと。まず、これからいろ

んなことに取り組んでいただくことになっていく

のかなと思いますけれども、まずちょっとやれる

ところから始めていくというのも一つの方法かな

というふうに思うのですけれども、考え方をお伺

いをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから貴

重な御意見をいただきまして、協議会の中でもそ

れぞれの自治体の中で利用促進に向けての取り組

みが進められておりまして、この７月には沿線自

治体、協議会の中の自治体構成、入っている自治

体がこぞって７月のそれぞれの広報の中で利用促

進に向けた情報を流していくといった取り組みも

するようになってございます。今後も宗谷本線の

存続に向けた取り組みを引き続き展開をしていき

たいというふうに考えているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。
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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。

安心して出産できる名寄市に外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、通告順に従って質問をしてまい

りたいと思います。

まず、安心して出産できる名寄市にということ

で、出産祝金の制度についてお尋ねをいたします。

出産祝金制度は、申請に際し利用する目的だけで

なく、定住し、雇用や納税の担い手となってほし

い、また継続してこのまちに、安心して子育てが

できるような意味も込められた制度だというふう

に思われます。出産祝金制度申請には、継続して

住んでいただくことが条件とする自治体が多く見

られ、北海道福島町では産後１０年間以上町に生

活基盤を置くことを条件とし、町内に使える商品

券を第１子で５万円、第２子で２０万円、第３子

以降１００万円を３年間で交付し、子育て世代の

人口確保や町内の商店街の消費を活発にするだけ

でなく、地元企業の雇用の創出を応援するなどの

効果も期待した制度になっております。他市町村

では、子育てをする若い世代や将来の納税者であ

る子供の人口をふやすためにそうした施策を行っ

ており、特に過疎化が深刻になっている地方の自

治体が多くなり、金額は５万円から１００万円と

幅広く、１子からもらえる自治体があれば２子か

ら以降、また第３子以降からもらえるところも、

条件はさまざまであります。

先日私の語る会の中である御婦人が娘が出産し

たが、昔は子供を産むと健診、検査や医療費、入

院、分娩費、移住等々、そういうもろもろの費用

で出産一時金が退院すると２万円から３万円戻っ

てきて産後の子育ての足しになりました。しかし、

今は戻ってこないみたいだという御相談をいただ

き、今回このような質問をさせていただいており

ます。子育て世代の資金として返還するようには

ならないのかと言われました。子育て夫婦への応

援や定住対策では、雇用対策の担い手として出産

祝金制度の創設と出産育児一時金返還への現状と

還付についての理事者の御見解をお願いをいたし

ます。

大きい項目２番目、農産地ブランド化と差別化

についてお尋ねをいたします。少子高齢化や輸入

農産物の増加により、国内産農産物の需要縮小が

懸念され、また他産地との競争で激しくなること

を想定している中、名寄産の安全で品質の高い農

産物を生産し、市場から高い評価がされておりま

す。原産地呼称管理制度で栽培方法や出荷価格な

どを基本として基準を設定、味覚審査を組み合わ

せ、名寄産として認定する仕組みですが、市が認

定審査機関で審査されたものを市が認証する制度

です。原産地呼称管理制度の現状と課題について

理事者の御見解をお願いをいたします。

続きまして、農産物ＧＡＰ認証取得への取り組

みについてお尋ねをいたします。攻めの農政を展

開するために、日本のすぐれた農産物をいかにア

ピールしていくかが問われております。名寄の安

心、安全な農産物を世界にアピールすることがで

きる。五輪組織委員会は、本年３月、選手村など

で提供される食材調達基準をこのグローバルＧＡ

Ｐ、ＪＧＡＰ、また農林水産省のガイドラインに

沿った都道府県のＧＡＰ、この使用を正式に決定

されました。４年後の東京オリンピックやパラリ

ンピックと６年後開催可能性のある札幌五輪、オ

リンピックやパラリンピックは絶好の機会となり

ます。そのために食品の安全性などを示す国際水

準の農業生産工程管理、ＧＡＰの認証取得が不可

欠となっております。

ＧＡＰは、１つ、食品安全、２、環境保全、３、

労働安全の３つの観点から厳格な管理基準を定め、

生産者がその基準に沿った農薬の取り扱いや生産

工程での異物混入、廃棄物の適正な処理、管理や

作業環境の改善を行う取り組みが必要となります。

認証を得るには、海外１００カ国以上の実施され

ているグローバルＧＡＰや日本版ＪＧＡＰの審査
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があります。世界にも名寄市の安心、安全なモチ

米の食材をオリンピックで使用していただくチャ

ンスでもありますし、世界においしい名寄の食材

をアピールするチャンスでもあります。農産物の

ＧＡＰ認証取得への取り組みについて理事者の御

見解をお願いいたします。

大きい項目３番目、ホストタウン構想について

お尋ねをいたします。２０２０年大会開催に向け

てスポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活

性化、観光振興等に資する観点から、参加国、地

域との人的、経済的、文化的な相互交流を図る地

方公共団体をホストタウンとされておられます。

本市は、台湾のホストタウンとして申請をされま

したが、平成２８年１２月で約３８件の市町村が

登録をし、相手国は６３カ国の登録がされており

ます。本年も第４次申請、登録が開始をされて進

められております。士別市では台湾とウエートリ

フティングの直前合宿の受け入れが決まり、神奈

川県平塚市はリトアニアの事前キャンプが決まり、

続々と事前合宿が決定をされております。組織委

員会は、事前キャンプは大会に参加するアスリー

トのコンディション調整やパフォーマンスの維持

のため、大会期間前実施する一切の決定権は実施

する各国のオリンピック委員会、そしてＮＰＣ、

ＮＦなど、有しているそうであります。誘致への

状況やホストタウン構想の現状、課題について理

事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目の４点目、地域医療と地域包括ケア

システムの姿についてをお尋ねをいたします。医

療機関との連携について。名寄市立病院は、高度

急性期医療を中心として回復期、慢性期、在宅医

療を担う他の医療機関と密な連携のもと、かかり

つけ医の市内近郊病院や診療所は初期診断や継続

的な慢性疾患の経過観察、投薬などを行い、対応

が困難な方の疾患については急性期医療の役割を

担う市立病院が検査、診療を行うことを基本とし

ております。当院での診療の後は、地域回復期、

慢性期病床を有する病院や介護施設で回復、診療

を図るとともに、自宅などにかかりつけ医や在宅

医療を活用しながら生活をできるように想定をし

ておりますが、初期診断から回復期までを担う地

域完結型としての医療機関との連携をうたってお

りますが、御見解をお願いをいたします。

次に、教育機関との連携についてお尋ねいたし

ます。教育機関との連携には、名寄大学と人材交

流、共同研究を進めておりますが、連携内容、課

題についてあればお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

３つ目、ポラリスネットワークの現状と課題に

ついてお尋ねいたします。地域のかかりつけ医に

おいて患者が安心して医療、治療を受けるよう診

療情報を参照できるポラリスネットワークで各機

関との連携と言われておりますが、現状、課題に

ついてお知らせをいただきたいと思います。

４つ目、機能回復医療についてお尋ねをいたし

ます。地域における病院間の連携と機能分担を進

める中で、急性期医療を受け一定程度回復した患

者を自宅や介護施設において生活できるように機

能回復医療が提供できるよう、平成２６年に市立

病院に地域包括ケア病棟が設置をされました。急

性期と在宅、慢性期医療の連携の取り組みを行わ

れておりますが、地域包括ケア病棟の機能回復医

療についての現状をお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

以上、壇上での質問を終了させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高橋議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は経済部長から、大

項目３は教育部長から、大項目４は病院事務部長

から答弁させていただきますので、よろしくお願

いします。

大項目１の安心して出産できる名寄市について、

小項目１の出産祝金制度について申し上げます。

出産祝金については、子育てに伴う経済的負担の

軽減、少子化、定住対策の一環として道内におい
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ても３５の市町村において、金額についてはさま

ざまですが、出産祝金を支給しております。名寄

市では、平成２５年度から子育て応援事業として

誕生餅助成事業を開始し、平成２６年８月分から

乳幼児等医療給付事業により未就学児の医療費の

無料化と小学生の入院時の医療費の無料化を実施

し、また平成２８年度からは乳幼児期の紙おむつ

処理に要する有料ごみ袋の支給事業を開始して子

育て世代の経済的負担の軽減を図るとともに、常

設の子育て支援センターひまわりらんどの開所と

ファミリー・サポート・センター事業を開始し、

平成２９年度からは子育て支援活動を実施する団

体に対しての補助金の創設など、子育て支援のた

めの施策を実施してまいりました。このような状

況の中、名寄市独自の出産祝金としての取り組み

は難しいものと考えておりまして、子育て支援総

体の中でここで育って、ここで育ててよかったと

言えるまちを目指すとともに、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を続けることで安心

して出産し、子育てできる環境を構築してまいり

ますので、御理解をお願いします。

次に、出産育児一時金について申し上げます。

妊娠、出産は健康保険が適用されず、特に分娩費

や入院費は高額になります。そこで、健康保険制

度においては妊娠や出産をサポートするために本

人、扶養者が妊娠４カ月以上で出産した場合、出

産育児一時金という形で子供１人に対して４２万

円を支給しています。平成２１年度からは、出産

育児一時金等の医療機関等への直接支払い制度に

より病院が支払い機関を経由して健康保険に請求

することで被保険者等が出産費用を支払う経済的

な負担の軽減が図られるようになりました。名寄

市国民健康保険では、直接支払い制度による平成

２８年度実績として９件の出産があり、うち６件

で差額が本人に支給されるなど被保険者の負担軽

減が図られております。

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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農産物のブランド化と差別化について申し

上げます。

初めに、小項目の１、原産地呼称管理制度の現

状と課題についてでございますが、原産地呼称管

理制度につきましては良質な名寄産農産物の原産

地を認定し、表示することで他産地との差別化や

ブランド化を図り、消費者からの信頼性を高め、

消費拡大へとつなげる新たなＰＲ手法として、一

昨年度から生産者や関係団体などと協議を重ねて

まいりましたが、制度内容や生産者への説明を含

め不十分な面がありましたことから、再度内容に

つきまして精査をし、見直しも含めて現在検討を

進めているところでございます。

課題といたしましては、消費者に対する品質の

よさをアピールするため、味覚を認定基準とし、

他との区分化を行いたいと考えたところでありま

すが、農産物の天候などによる品質の変化や定量

的な表示とならず、基準が明確とならない面もあ

りますことから、認定基準とすることが難しい点

や品質を管理し、販売に取り組む農業者、団体を

認定の対象といたしましたが、サンプル抽出によ

る審査との整合性が図りにくい点などが課題とな

っているところでございます。今後改めて名寄産

の農産物の差別化やブランド化を図り、消費者に

ＰＲできる手法につきまして見直しや新たな方策

を含めて検討してまいりたいと考えてございます。

次に、小項目の２、農産物のＧＡＰ認証取得へ

の取り組みについてでございますが、ＧＡＰにつ

きましては農業生産活動において関係法令などの

内容に即して定められた点検項目に沿って、農業

生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び

評価を行うことによる持続的な改善活動のことと

されております。道内では、これまでホクレンな

どが作物ごとに管理基準を設け、独自に取り組ま

れてきたところでありますが、こうした地域独自

の基準によるＧＡＰがさまざまあったため、平成

２２年度農林水産省におきまして食品安全に加え、
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環境保全や労働安全のように幅広い分野を対象と

する高度な取り組み内容を含む農業生産工程管理、

いわゆるＧＡＰの共通基盤に関するガイドライン

を策定し、特に奨励すべき事項として示されてご

ざいます。これまでＧＡＰ認証につきましては、

輸出のために必要となる場合など限定的な取り組

みとして考えられておりましたが、東京オリンピ

ックにおいて使用される食材がグローバルＧＡＰ

またはＪＧＡＰの認証を受けたものに限定され、

国も認証取得に向けて取り組みを進めていますこ

とから、こうした流れを受けまして農産物の安全、

安心を保障する制度としてＧＡＰ認証への関心が

高まってきているところでございます。

ＧＡＰ等の外部認証による導入につきましては、

現在のところ市内で取り組んでいる農業者はおり

ませんが、国内で先進的に取り組まれている事例

からは、ＧＡＰ取得による影響につきまして販売

価格の面での効果は少ないようでありますが、量

販店などで販売枠を設けられるなど取り扱い量と

しては有利になる可能性があることや生産工程の

見直しや管理の徹底によりコストの縮減や効率化

が図られ、経営改善につながったことなどが報告

される一方で、工程管理に伴う記帳などの事務作

業や検査や認証に係る費用の負担が課題ともされ

ております。ＪＧＡＰなどの認証につきましては、

消費者に対して農産物の安全、安心をアピールす

るとともに、差別化やブランド化を図る取り組み

として、さらにはホストタウン構想との施策連携

も含めて期待をされますことから、今後の取り組

みといたしましては制度の内容や仕組みについて

十分に理解がされていない現状を踏まえ、農業者

や関係機関を含めた研修会の開催や広く制度の周

知に取り組むことから段階的に進めてまいりたい

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

ホストタウン構想について、小項目１の現状と課

題についてお答えいたします。

ホストタウン構想は、２０２０年東京オリンピ

ック、パラリンピック開催を契機に参加国地域と

の人的、経済的、文化的な相互交流を図ることを

目的としており、本市は台湾選手団の合宿受け入

れを目指しているところであります。昨年１２月

には、第３次登録が行われ、全国１３８自治体が

登録となり、うち９自治体が台湾を相手国として

合宿誘致活動を実施しているところであります。

合宿誘致の取り組みといたしましては、昨年１

２月と本年３月に内閣官房東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会推進本部、静

岡県御殿場市、士別市とともに台湾を訪問し、中

華オリンピック委員会や国家運動訓練センターな

どの関係機関に対し誘致活動を実施したところで

あります。また、本年２月には士別市と担当者会

議を行い、台湾交流の取り組み状況の確認や今後

の連携などについて協議をしてきております。今

後においても台湾からの合宿誘致に向けては、台

湾との人脈づくりや夏季スポーツ施設の整備など

の課題はありますが、近隣市町村と連携を図りな

がら引き続き誘致活動を進めてまいります。

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） 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、地域医療と地域包括ケアシステム

の姿についてお答えいたします。

初めに、小項目１、医療機関との連携について

ですが、国は現在住まい、医療、介護、予防、生

活支援が一体的に提供され、住民が住みなれた地

域で生活を継続できるよう地域包括ケアシステム

の構築を進める中で、病院完結型から地域完結型

の医療への転換を掲げ、地域における医療と介護

の連携を重視しております。病院事業改革プラン

では、地域医療構想を踏まえた役割の明確化につ

いて市立総合病院として医療機関との連携、福祉

機関、施設との連携、教育機関との連携、人材交

流、共同研究の３項目について取り組んでいくこ
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ととしております。このうち医療機関との連携に

ついては、さきの議員の御質問のとおりかかりつ

け医として役割を担う医療圏内の病院、診療所が

診断や診療、投薬などを行い、病状が進行したり、

対応が困難な疾患については急性期医療を担う当

院が検査、診療を行うことを基本としています。

当院での診療の後は、地域の病院や介護施設で療

養を図るとともに、自宅、かかりつけ医や在宅医

療を活用しながら生活を行うことを想定しており

ます。

次に、小項目２、教育機関との連携については、

市立大学の看護学科を中心に地域における看護師

の稼働状況の研究を踏まえた看護師確保対策の取

り組みや市立大学の教員や学生が当院と共同で研

究を行うなど多くの連携した取り組みを進めてい

るところであります。今年度の具体的な例として

は、看護が困難な病態にある患者への支援に関す

る共同研究や看護学生の実習、教育の効果に視点

を当てた共同研究などが既に発表されています。

今後に向けては、地域包括ケアシステムに焦点を

当てた共同研究や具体的な取り組みなどが考えら

れます。

次に、小項目３、ポラリスネットワークの現状

と課題についてですが、現時点で当院を含め同等

の情報公開機能を有する公開型の病院は、北から

市立稚内病院、浜頓別町国保病院、枝幸町国保病

院、士別市立病院の５病院であり、これらの病院

からデータ提供を受けて診療を行う参照型の病院、

診療所は１３施設となっています。その中で町立

下川病院が来年度に向けて公開型への準備を進め

ているところであります。公開型病院間での救急

トリアージ実績は、平成２８年度で１２２件、当

院から参照型病院へデータ提供した実患者数は平

成２８年度で６８３人となっており、その後も活

用は広がっております。今後も地域で安心して医

療が受けられるよう公開型病院の診療情報を参照

できるポラリスネットワークへの加入について各

医療機関、施設に働きかけを継続してまいります。

システム全体としてのさらなる課題は、旭川な

ど他の地域のネットワークとの連携を図っていく

ことが上げられますが、現状では検討段階にござ

いません。

次に、小項目４、機能回復医療についてですが、

従来の初期診療から回復期、慢性期のフォローま

でを一つの病院で担う病院完結型の医療は、多く

の市民の皆様にとってあるべき姿と認識されてい

るものと思いますが、急性期病院としての役割を

担うためには多くの患者のフォローを一つの病院

で実施していくことが難しくなっております。既

に当院では、地域における病院間の機能分担を進

めていく中で、一定程度回復した患者が自宅ある

いは介護施設などで生活を送ることができるまで

の機能回復医療を提供するために、平成２６年度

から地域包括ケア病棟を設置し、急性期と在宅、

慢性期医療の連携に取り組んでいるところであり

ますが、入院できる期間は６０日間の上限がござ

います。そのため、転院の調整や退院後の生活支

援を行う医療、介護サービスなどを行う各種機関

との連携を密にするため、地域医療連携室への社

会福祉士増員などの機能の強化を進めて対応して

きております。個別の病状によりまして在院のま

ま診療を続ける場合と転院をお願いして他の施設

でケアを受けていただく場合の扱いがありますこ

とにつきましては、医師の判断、それから患者並

びに御家族との相談により決定をさせていただい

ているところでありますので、御理解をいただき

ますようお願いいたします。

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） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問をさせていただきます。

まず、安心して出産できる名寄市にということ

で、語る会で、そういう出産して、娘が子供を産

んだのですけれども、昔はお金戻ってきたけれど

も、今は戻ってこないのですねということを言わ

れて、そうなのですかという部分で今回御質問を
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させていただいたのです。先ほど部長が言われた

ように、国保では６名の方が普通分娩で、きっと

６日から１週間ぐらいで退院される方の金額だと

思いますし、お子さんが元気な状況で生まれてこ

れだけ、最高で２０万円も償還されている方もお

られるみたいですから、本当は皆さんがゼロであ

ればこの出産育児一時金４２万円のうち２万円は

返したほうがいいのではないかという質問を今回

させてもらおうと思ったのですけれども、それも

なかなか難しいかなというのを感じております。

本当名寄市は、出産の１歳のお餅の祝い餅だと

か、医療費の無料化だとか、あとおむつのごみ袋、

そして各施設がいろいろ建って、子供のためには

すごく充実されているというふうに思っておりま

す。しかし、先ほど部長が言われたように、北海

道では３５市町村この祝金をやられていることを

考えると、可能であればぜひ進めていただきたい

なという部分で取り上げさせていただきます。先

ほど言ったように、この祝金は１万円から１００

万円までありました。そして、１歳から、生まれ

たときにもらえるところもあるし、２歳以降のと

ころもあるし、３歳以降のところもあるのです。

そして、今の日本の出生率を見ると約 ２２、私

は可能性としては、１子からやったほうがいいの

ですけれども、第３子からこの出産祝金制度を創

設してもいいのかなという部分を考えております。

茨城県の河内町は２子から５０万円、そして３子

以降は１００万円、北海道の北竜町も２子以降が

２０万円、和歌山県のかつらぎ町は３歳以降が１

０万円という形で出されるところもありますし、

本当に皆さん子供の定住を考え、そして子育てし

やすい環境をつくり、そして福島町はやっぱり１

０年残っていただいている部分がありますから、

雇用だとか、いろんな部分の影響が相当出ている

というふうに言われております。ぜひ先ほどは可

能性がないという話をされましたけれども、部長

としては２子ぐらいからだったら何とかいけそう

かなという部分を考えているのではないかなとい

う目をされたので、何か答弁があればよろしくお

願いいたします。

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） お答えします。

ＪＯＩＮのホームページで公表されております

２０１６年度の北海道の市町村の出産祝金という

のがございますが、今議員も御紹介されておりま

したが、金券を交付しているのが３５市町村、ブ

ックスタートを行っているのが２０市町村、ごみ

袋が名寄市を含めて２０市町村、そしてその他と

いうことで名寄市を含めて１１市町村、これはお

餅でございます。この中で名寄は２つの取り組み

をさせていただいているという状況もございます

し、また平成２６年８月から始めさせていただき

ました乳幼児等医療給付事業の制度を拡大させて

いただきまして、これは一般財源、単費で考えま

すと毎年 ５００万円の財政的措置が必要となる

事業でございまして、この部分についてはぜひと

も財政が続く限り続けさせていただきたいという

希望も持っておりますので、この部分に重点的に

力を入れさせていただくようなことで御理解をい

ただければというふうに考えております。いずれ

にいたしましても、安心して子供を産んで育てて

いただけるような環境づくりは今後とも必要と考

えておりますので、引き続き子育て支援に力を入

れてまいりたいと考えております。

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

す。答えにちょっとなっていなかったみたいなの

ですけれども、とりあえずよろしいです。本当に

ぜひ子育てしやすい名寄市をお願いいたします。

次に、農産物のブランド化、差別化についてお

聞きいたします。先ほど原産地呼称管理制度の現

状をお聞きしますと、大変厳しい状況があるかの

ように言われました。私は、産地の呼称化を推奨

するよりもやはり世界的、日本の部分のこういう

ＧＡＰ等々を進めていったほうがいいというふう

に考えます。先ほど研究会を進めるということで、
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しっかり研究会は進めていただきたいなというふ

うに思いますし、絡みますけれども、東京オリン

ピック、パラリンピックの食材、これは選手村は

約 ５００万食の食材が使われます。そして、イ

ギリス、ロンドンのオリンピックのときはこのＧ

ＡＰを持っている農産地は約８０％までいったそ

うです。日本は今まだ２％、全国約 ０００件し

かとれていないそうなのです。それで、トップの

ＧＡＰをとっているのが北海道で９１件、このま

までは東京オリンピックまで間に合わないという

ふうに言われているぐらいおくれをとっている状

況だそうです。

それで、先ほどのホクレンを通じてと部長は言

われましたけれども、ホクレンと農協とのつなが

りもきっと出てくると思うのです、この状況から

いうと。行政がどんどんやれやれと言ってもなか

なか難しい部分が出てくるのではないかなという

ふうに思うのですけれども、その部分で北海道も

含めて市町村、農協の関係で今このＧＡＰの部分

というのはどういう状況になっているのか、わか

れば教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まず、最初は原産地

呼称のほうから入っておられましたけれども、原

産地呼称管理制度についてもＧＡＰについてもあ

る意味私どもが考えている目的としますと一致す

るところがあるだろうと思っています。これは、

名寄市にある安全、安心かつおいしい農産物を慣

行のものから区別をして有利販売、あるいは産地

のブランド化につなげていきたいという考え方で

ありますので、どちらの方法もその目的に沿って

いるのかなと思っています。名寄市においては、

まずは原産地呼称管理制度を進めたいということ

で、今進めているところであります。先ほど申し

上げたように、実際に進めてみて課題があるなと

いうことについては私どもも感じておりますので、

改めてここについては工夫はできないのか、関係

機関あるいは生産者の皆さんとも含めて協議をし

ながら進めてまいりたいという考え方が１つある

ということでございます。

もう一方については、まさに名寄市もホストタ

ウン構想の一つの自治体になっておりますので、

そことの政策連携ということでお話をさせていた

だきますけれども、同じ目的のもとにＧＡＰ制度

をうまく活用できないかという考えを今持ってご

ざいますので、ただここについては私どもも１０

０％理解しているかというとまだそこには至って

いない部分がありますし、当然生産者の皆さん、

関係団体の皆さんにも御理解をいただかなければ

進められないことでありますので、ここについて

はしっかりと今後研修を重ねながら制度の浸透、

さらには普及も含めて努めていきたいなというふ

うに考えているところであります。

一方、ホクレンとＧＡＰの話をさせていただき

ましたけれども、これは必ずしも国際的なグロー

バルＧＡＰ、あるいは日本で定めているＪＧＡＰ

とイコールのものではないと。ホクレンさんのほ

うで基準を設けて進めてきているものであります

ので、今回のオリンピック、パラリンピックのと

ころが認めるものになるかどうかについてはちょ

っと今のところわかりませんけれども、そういっ

た対策もこの間とられていたということでありま

す。ホクレンのスタンスということでありますけ

れども、ホクレンについてもこういった部分の必

要性については私どもも認識しているというふう

に考えておりますけれども、ホクレンはホクレン

独自のいわゆる北海道ブランドという戦略もあり

ますので、そことの並行、並びの中で検討がされ

ているのだろうなという、そういう認識であると

いうことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

福島県が６年前に、東京電力福島第一原発事故

から今６年たちました。その中で、まずは福島県

は風評被害がすごく続いているみたいなのです。

福島県もこのＧＡＰをとって、そして何とか福島
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の食材を世界にアピールできないかというのを進

めているそうなのです。福島ブランドの確立を進

めるために、２０２６年まで県産の農産物出荷販

売数量の半分以上をＧＡＰ認定を取得していこう

と今進めております。そして、取得の費用がかか

るので、営農管理や申請手続も煩雑なため、国内

の導入状況はなかなか厳しい中で、福島県玄米だ

けでも ０００万件以上とれたら、放射能の生物

検査をしてほとんど全部オーケーが出ているみた

いなのです。でも、風評被害で販売の金額も少な

いし、買っていただけるのもなかなか進まないと

いうのが現状だそうです。だから、福島県自体で、

先ほどＧＡＰとグローバルＧＡＰとＪＧＡＰ言い

ましたけれども、もう一つ、オリンピックでも認

証されているものがあるのです。それは、農林水

産省がガイドラインに呼称した独自の公的認証、

県ＧＡＰも入れますよということなのです。農林

水産省が決めたＪＧＡＰをしっかりと同じレベル

にした県ＧＡＰも入れますよという、それも東京

オリンピックの対象といたしますと。それで、全

部今までで福島は１０件しかないそうなのです、

今このＧＡＰをとっているところが。でも、２０

２０年までに３６０件を取得したいという部分で

今動いています。私は、だから道も関係してくる

と思うのですけれども、道の動きというのはどう

なのかなと。本当に東京オリンピックも見据え、

札幌オリンピックがもし６年後にあるとすれば、

このＧＡＰをとっていかないと食材出せないので

すよね、選手村や何かは。ましてや事前合宿も厳

しい状況になるということを考えると、ＧＡＰを

取得する部分というのは大事かなと。福島県は全

額補助を出す。北海道はどういう考えで、もしわ

かれば教えていただきたいかなという。北海道の

動きというのはどうなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） このＧＡＰの取り組み

については、ＪＡともこの間協議をさせてもらっ

てきているのです。臼田部長からホクレンの流れ

については説明のあったとおりなのですけれども、

北海道との協議というのはほとんど私どもしてい

ないというのが実情です。先ほど県段階での国の

ガイドラインに沿ってというのは、私が調べた範

囲では１１県あるみたいですが、そこは議員おっ

しゃるとおり国のガイドラインに沿っていればと

いうところは加味しているというところについて

は認識をしておりますので、改めて北海道での協

議はＪＡの中でも今般ホクレンのほうに役員で出

向された方もいらっしゃるようですので、その辺

からの情報をいただきながら、さらには北海道と

の協議をしっかり進めさせていただきたいと思い

ますので、それについては御了解をいただきたい

と思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当この東京オリンピック、また札幌オリン

ピックでやられる場合、これが重要かなという部

分はありますので、そして東京オリンピックでも

札幌会場はサッカーが行われるのです、予選会か

ら。３試合ぐらいは例年やると思いますので、ど

こかのグループが来て札幌で３日間、きっとサッ

カーの予選リーグが行われておりますので、ぜひ

楽しみにしていただきたいのと名寄の食材がここ

に含まれることを願いたいなというふうに思いま

すし、私は福島は先見を持っていると思うのです。

この東京オリンピックに向けて、風評被害あって、

何とか玄米、うちらはもうやらなければ、やらな

くてもいい放射能の検査をしてやっているのだけ

れども、全部合格したのだけれども、売れない。

でも、それをＧＡＰで何とか挽回しよう、世界に

も売り出そうとしている中で、県も補助金を全額

出してくれるというふうに、そこまで持っていっ

たというのですから、しっかりやっぱり道にも言

っていただきたいです。北海道の食材のよさを世

界に出すためにも、名寄のモチ米、これを世界に

出すためにもしっかり訴えていただくことをお願
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い申し上げたいというふうに思います。

あと、本当に先ほど言ったように研修会開いて

ください。最後に、生産者へのＧＡＰの周知徹底

ってどうするのですかと言いましたけれども、研

修会を開いていただけるということなので、しっ

かり農業生産者の方々集めてこの重要性を訴えて

いただきたいということをお願いしたいというふ

うに思います。

次に、台湾のホストタウンについてお尋ねをい

たします。まず、先日その関係者ではないですけ

れども、それに詳しい方と加藤市長も含めてお話

をさせていただきました。そして、その折、先ほ

ど言った台湾は９市入っています。そして、釧路

が今回４次で申請を出すのです。そして、釧路さ

んはベトナムでしたよね。ベトナムだと思いまし

た。そして、ベトナムはどこ、何が得意なのでし

ょうねという話そのまちの人としたら、バドミン

トンなのですと。バドミントンだったら、東京だ

とか向こうのほうだったら、バドミントンという

のは空調がしっかりしなければだめなのです。何

％だとか決まっているそうなのです。釧路空調要

らぬではないと。もうそれにマッチしてますよと

いうことでバドミントンをやるということで決ま

ったみたいなのです。台湾は何が得意なのでしょ

うか、オリンピックの。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私も余り把握してい

ない部分あるのですけれども、卓球とかを聞いた

りしますよね。あと、野球もちょっとアジア地区

でなかなか勝てませんけれども、それなりに実力

もつけている状況があるのかなというところであ

ります。余りそのほかの情報ちょっと今資料とか

もありませんが、そういったところでオリンピッ

ク、どの種目が出るかというところも含めてしっ

かり調査しながら進めていきたいなというふうに

考えております。

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。先ほど言った卓球は必ず出ると思いますし、

いろんなスポーツありますので、私はできれば先

ほど言ったように絞っていったほうがいいのかな

という部分は感じております。ぜひオリンピック

の部分で、この名寄で事前合宿できればいいかな。

いいかなでなくてやってくださいという、私は理

事者に言うしかないので、ぜひ一つでもいいから

名寄にすばらしいアスリートを、練習していただ

いて、子供たちに見ていただいて、それをやっぱ

り求めて、それを追ってオリンピックに出たいと

いう子供が、少年団ができればいいのかなという

部分がありますし、もう一つ、向こうのほうと名

寄との違いというのはあると思いますから、きっ

とオリンピック選手や何か向こう、東京に近いほ

うでやりたいという方が大変多くいると思うので

すけれども、その方はパラがすごいとよと。パラ

リンピックの選手、普通の健常者の選手よりすご

いそうです。だから、私はパラリンピックの誘致

のほうが可能性は高いのかなと。健常者と全然変

わらない。陸上にしろ、何にしろ、走り幅跳びな

んて健常者より跳ぶというのですから。それぐら

いすごい。パラリンピックの選手を見てもらって、

子供たちに夢を追わせられるような小川部長にな

っていただきたいなと私は思います。何かその点

であれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員の期待に応えら

れるように取り組みを推進したいというふうに思

っていますけれども、今お話ありましたように聞

くところによると東京中心の合宿先を選ぶのが多

いのではないかということもありますし、登録の

中では９自治体台湾と言われるのですけれども、

登録していない自治体には合宿に行けないという

ことではありませんので、全自治体が対象になる

のかなというふうに思っているところであります。

種目もどの種目に、オリンピックに出場するかも

ちょっとはっきり言ってぎりぎりまではわからな

い状況もありますし、やっぱりぎりぎりに決める
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というところも結構外国の選手団はあるのかなと。

この間合宿受け入れの中でも、突然名寄に来ると

いうのもキャンセルになったり、突然来ると言っ

たり、これ直前まで気象状況であったり、いろん

な条件を勘案して判断するという、そういったよ

うな事例があるのかなというふうに思っています

ので、本当にぎりぎりのところまで対応していき

たいと思いますし、それまでやっぱり先ほど言い

ましたように人脈といいますか、人のつながりが

大変重要だというふうに思っていますので、今回

内閣官房を通じて、積極的に逆に向こうも取り組

みを進めていくということでありますので、しっ

かり連携をとらせてもらいながら、何とかオリン

ピック、パラリンピック、できるだけターゲット

を絞りながら進めていきたいというふうに考えて

いますので、今後何かありましたら御指導含めて

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

最後に、病院の件をやらせていただきたいと思

います。地域包括ケア病棟、２６年からスタート

させていただいて、６０日間しか滞在できないと

いう部分がありました。今回出させていただいた

のは、先月奥さんの母親が亡くなり、そして半年

前に旦那さんの父親が亡くなったのです。両方が

んだったのです。旭川で手術をして、こちらに帰

ってきて、この包括ケア病棟に１名は入って、も

う一人は別のところに行ったのですけれども、市

立病院の地域包括ケア病棟に入院させていただい

て、本当に看護師さんが大変すばらしい。岡村さ

んの御指導がすごいなと思うのですけれども、す

ばらしい看護師さんがいていただいたおかげで大

変よかったというふうに言われました。

この地域包括ケア病棟、６０日間なのですけれ

ども、何病床あって、何名ぐらい今入院をされて

いるのか、そしてできれば、がんで来られて２週

間ぐらい入院させていただいたみたいなのです。

本当に高齢者になると、入院すると行く場がなか

なか、家に帰るまでのところがないのです。やっ

ぱりその対応をしっかりできるところが必要で、

この地域包括ケア病棟はすばらしいところだなと

いう感じがしているものですから、この現状をち

ょっと教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 地域包

括ケア病棟の現状ということでございます。５階

の西病棟でございまして、現在は４０床で運用を

しております。ちょっと今手元に直近の資料ござ

いませんけれども、病棟の稼働率といたしまして

は大体３３床から３５床ぐらいで運用を進めてき

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 若干あいているベッ

ドがありそうなのですけれども、この活用はよく

私さっき言ったように高齢者の方で自宅に戻って

もなかなか、ちょっとここら辺の手術したので、

痛いわだとかという方がおられて、入る可能性と

いうのは、やっぱり上川北部の圏域地域の医療構

想調整会議や何かで市立病院はこれ以上入れたら

だめだよと言われているのか、その対応というの

はどうされているのか、ちょっとお聞きをして、

終わりたいというふうに思います。

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） 数字上

空きベッドが出ているということについてはその

とおりでございますが、これはほかの病棟の患者

数の状況等にもよります。あと、ＤＰＣとの期間

との兼ね合いで５階西病棟を稼働させるというよ

うな検討をしていただくと。ほかの病棟から移っ

ていただくというような活用をさせていただいて

おりますが、どうしてもその時期の患者数にもよ

ります。それと、もう一つはリハビリの回数とい

うものの制限がついてまいりまして、リハビリ回

数が多い患者さんが多くいらっしゃいますとそれ

以上入院ができなくなってきてしまうという制限
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もかかっている病棟でございまして、４０床フル

に稼働するということはたまにしかないというの

が現状でございます。

先ほど看護師の対応がよかったということにつ

きましては、なかなかお褒めをいただく機会もご

ざいませんので、ありがたい御指摘かと思います

ので、看護師のほうには伝えていきたいというふ

うに思います。

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。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ４時４８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 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸


