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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員からおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

４番 川 口 京 二 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。

市道における維持管理について外２件を、野田

三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） おはようございます。

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の市道における維持管理につ

いて２点質問いたします。１点目に、除草作業に

ついてです。毎年春から秋にかけ、雑草等が生え

てきて除草作業が必要になってきますが、ことし

の市道における歩道の除草作業の実施状況と今後

の予定についてお知らせください。

２点目に、市道補修についてです。現在簡易舗

装されている市道において幾つもの穴があいてお

り、補修されずに２年、３年と放置された状態に

なり、簡易舗装の状態が悪くなる一方で、いつに

なったら直すのかと市民からの声を聞かせていた

だいておりますが、ことしの補修事業の現状と今

後の予定についてお知らせください。

次に、大項目２の教育行政について３点質問い

たします。１点目に、特認校制度についてです。

特認校制度とは、自然環境に恵まれた小規模校で、

豊かな自然と特色のある教育活動を通して豊かな

心とたくましい体を育てていきたいと考えている

皆様に一定の条件のもと通学区域外からの就学が

認められた制度になっておりますが、現在の状況

についてお知らせください。

２点目に、児童センターについてです。現在市

民の方々が児童センターを利用されていると思い

ますが、ことしの利用状況についてお知らせくだ

さい。

３点目に、児童生徒の登下校時における不審者

対応についてです。毎年児童生徒の登下校時に不

審者が出没する確率が高く、学校からの不審者出

没のお知らせプリントなどが配られておりますが、

ことしの発生状況と今後の対応についてお知らせ

ください。

次に、大項目３の子供、高齢者における安心、

安全なまちづくりについて２点質問いたします。

１点目に、犯罪に強いまちづくりについてです。

近年高齢者に対する振り込め詐欺やオレオレ詐欺

などが全国的に多発しておりますが、本市におけ

る発生状況と今後の対策についてお知らせくださ

い。

２点目に、防犯灯、街路灯の設置についてです。

現在においても夜間の外出や帰宅時に犯罪に遭う

可能性が高く、不安を強く感じるところではあり

ますが、防犯灯、街路灯は犯罪発生率を下げる効

果があると考えておりますが、本市における防犯

灯、街路灯の設置状況と今後の予定についてお知

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） おはようござい

ます。野田議員からは、大項目で３点の御質問を

いただきました。大項目１及び大項目３の小項目

２については私から、大項目２は教育部長から、

大項目３の小項目１は市民部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。
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初めに、大項目１、市道における維持管理につ

いて、小項目１、除草作業についてを申し上げま

す。本市では、郊外路線を主に草刈り業務を名寄

地区及び風連地区に分け発注をしており、一部の

区間を除き６月上旬を春季、９月中旬を秋季とし、

年２回実施することとしております。平成２９年

度の実施状況としましては、名寄地区が１９６路

線、約２８ ６キロメートルを名寄三信環境整備

事業協同組合、風連地区が３６路線、約１４ １

キロメートルを風連環境保全事業協同組合が受注

し、実施しております。道路の形状や工作物の配

置状況により、機械もしくは人の力による草刈り

としております。

また、市民との協働した取り組みとして、名寄

地区１８団体、風連地区９団体の合計２０団体の

道路愛護団体、主に町内会でございますが、御協

力をいただき、市道の草刈りを実施しており、道

路空間の環境美化に努めておりますとともに、状

況に応じて本市の直営班による草刈りも実施して

ございます。これらの草刈り実施延長のうち、主

に郊外路線の歩道路肩部分の草刈り区間は名寄地

区約１ １キロメートル、風連地区約 ６キロメ

ートル、合計１ ７キロメートルを実施しており

ます。今後も引き続き市道の利用状況を考慮し、

実施区間を研究していく中から道路環境保全に努

めてまいります。

次に、小項目２、市道補修についてを申し上げ

ます。市道の補修状況については、日常の職員の

パトロールや市民の皆様からの情報、また今年度

よりお願いしております町内会からの道路ふぐあ

い箇所の要望一覧をもとに現地確認し、舗装補修

工事と穴埋め補修を含めた防じん処理工事をそれ

ぞれ４工区に分け発注しております。要望箇所に

ついては全箇所の対応とまではなっておりません

が、現在までに約８割の要望に対して対応してい

る状況となっております。また、市民の方からの

直接の補修要望についても受け付けておりますが、

限られた予算の中での対応であることや緊急性の

高い箇所から補修している状況であることについ

て御理解をいただきながら対応している状況です。

今後も引き続き舗装補修と防じん処理を実施する

とともに、安全性及び快適な交通確保のため、補

修並びに維持管理を実施してまいります。

次に、大項目３、子供、高齢者における優しい

まちづくりについて、小項目２、防犯灯、街路灯

の設置についてを申し上げます。防犯灯や街路灯

は、明かりで夜間における道路の見通しをよくす

るとともに、道路や歩道の明かりを確保すること

で通行する上での交通の安全上から、あるいは外

出時の身の安全を守るといった犯罪抑止の効果に

ついても求められているところであり、議員御指

摘のとおり犯罪発生率を下げるといった多大なる

効果があると考えております。本市における防犯

灯や街路灯、交通安全灯の総数は １６０基を数

え、そのうち防犯灯は名寄市大通で実施した白熱

球や水銀球からのＬＥＤへの取りかえ工事を平成

２６年度は３４１基、平成２７年度は１６７基実

施しており、平成２８年度には環境省の補助メニ

ューを活用して残りの ３２２基を実施しており、

防犯灯総数は ８３０基に上ります。今後におき

ましては、防犯灯をＬＥＤへ変更したことに伴い、

水銀球などより照度が上がっていることから、今

まで以上に明るくはなっておりますが、住宅造成

や通学路周辺などで新たに必要になった場合にお

いては、町内会や学校など関係機関とも相談の上、

設置について検討してまいります。

また、市街地での幹線道路における照明灯は、

既に連続照明になっていることや今現在街路灯設

置を伴う道路工事を予定しておりませんことから、

現状適正数であると考えておりますので、現状の

まま維持管理してまいり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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えいたします。
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初めに、小項目１の特認校制度についてですが、

本市については社会情勢の変化に伴い教育環境が

進む中で、豊かな自然環境に恵まれた本市の郊外

小規模校において農業などの基幹産業を活用した

特色ある学習活動を体得し、より豊かな心とたく

ましい身体を育てたいという保護者の希望がある

場合に、一定の条件のもとでこれを認めていると

ころであります。これは、保護者の安易な意思で

の学校選択を認めたり、不登校児童のみを対象と

するのではなく、小規模校の持つ特色の中で児童

生徒に教育を受けさせたい場合に限り認めるもの

で、現在小学校では中名寄小学校、智恵文小学校、

風連下多寄小学校が、中学校は智恵文中学校が指

定されています。平成２９年度に特認校へ通学す

る児童生徒は、中名寄小学校で１６名、風連下多

寄小学校で１名、智恵文中学校で７名となってお

り、智恵文小学校への通学者はいない状況になっ

ております。

次に、小項目２の児童センター施設の今後の方

向性についてですが、児童センターほっと２１は

児童福祉法に基づく児童厚生施設であり、児童に

健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊

かにすることを目的としております。また、児童

センターは自由に来館できる施設であり、児童生

徒や保護者にとって安全、安心な居場所として遊

びやスポーツに親しみ、各種行事や体験活動を通

して心身の健康を増進し、知的、社会的能力を高

めるとともに、同年齢や異年齢の集団を形成して

さまざまな活動に自発的に取り組めるよう支援し

ております。このほか教育にかかわる悩みなどに

対応する教育相談センターの機能を有しており、

適応指導教室や夜間相談では体力増進や気力回復

を目指して体育室を有効に活用しております。ま

た、夜間の時間帯には児童を対象に少年団やサー

クル活動を行うなど、児童センターの施設の機能

を有効に活用した事業を実施しております。今年

度４月から８月までの利用者数は、放課後等の日

中利用者が延べ ７８２人、少年団活動を初めと

する夜間利用者は延べ ２８２人となっておりま

す。教育相談は、延べ４６人が来所し、適応指導

教室は２人の生徒が通室しているところでありま

す。

次に、小項目３の児童生徒の登下校における不

審者対応についてですが、青少年センターでは各

町内会から選出されました青少年センター指導員

とともに、青色回転灯防犯パトロール車による巡

回活動を実施し、下校時のスクールゾーン、公共

施設、公園、大型店舗など児童生徒が集まる場所

を見守りながら、児童生徒の帰宅時間までに家に

帰るように促すなどの声かけ指導を行っておりま

す。また、学校、警察等からの不審者情報につい

ては、発生場所を中心に数日間特別巡視を行うな

ど、児童生徒の安全、安心、健全育成に向けた活

動を実施しており、平成２８年度は巡回回数は１

２４回、延べ３７５人の指導員が巡視活動を行っ

ております。

しかし、近年声かけやつきまといなどの不審者

情報のほかに携帯電話を利用した盗撮が多く発生

しており、今年度の不審者発生件数は４件となっ

ております。こうした事案は、重大事件に発展す

る可能性を多く秘めており、児童生徒が安全に安

心してこの名寄で生活できるよう引き続き見守り

体制など地域住民や関係する機関などと連携しな

がら対応を強化していかなければならないと考え

ております。今後においても青少年センターでは、

各小学校区で開催している安全安心会議等に積極

的に参加し、地域の方々に児童生徒の見守りや安

全に対する注意喚起を促していただくとともに、

学校や保護者、関係機関との情報交換や連携を図

りながら、子供たちが犯罪に遭わない、起こさな

い、巻き込まれないよう子供たちの安全確保に努

めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の子供、高齢者における優しいまちづくりについ



－85－

平成２９年９月２０日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

て、小項目の１、犯罪に強いまちづくりについて

申し上げます。

最近の振り込め詐欺、オレオレ詐欺につきまし

ては、手口も巧妙化をし、だまされてＡＴＭ等で

振り込んでしまうだけではなく、詐欺集団が身内

や知り合いを語り現金を被害者宅まで受け取りに

来るという手口ですとか、現金を宅急便で送るよ

う指示されるケースなども見受けられます。平成

２８年度における発生状況につきましては、名寄

警察署によりますと残念ながら１件発生している

とのことです。事件の概要といたしましては、永

代供養などと書かれた投資関連パンフレットが届

き、前後して名義貸しの依頼電話があって、これ

を承諾をしたところで弁護士を名乗る者から名義

貸しが犯罪であると告げられ、示談金名目で数回

にわたり犯人に現金を渡したり、宅急便で現金を

郵送してしまい、結果的に計６３０万円をだまし

取られてしまうという事件となってございます。

このような詐欺事件の対策といたしましては、

北海道警察からの指示による金融機関の窓口での

取り組みとしまして、１００万円以上の払い戻し

をする６０歳以上と思われる方にアンケートを記

入していただいているということでございます。

このアンケートは、現金を引き出しする理由につ

いて、はいかいいえで回答するものですが、同時

に高額の現金の使用目的、高額のお金を持ち帰る

理由、振り込みではだめなのかなど聞き取りを行

って、はっきりと答えられない場合ですとか、答

えが不自然なときには金融機関から警察署に連絡

をし、警察官が対応した中で詐欺事件を未然に防

止をするという取り組みが警察署と金融機関が連

携をして行われてございます。当市におきまして

も犯罪を未然に防ぐために、名寄警察署を初めと

した各関係機関、団体等と連携をし、情報共有を

図り、詐欺事件の注意喚起、周知の徹底を図りな

がら犯罪防止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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ御答弁いた

だきましてありがとうございました。それでは、

順次再質問をさせていただきたいと思います。

まず初めにですけれども、除草作業についてな

のですけれども、ほかの市道も含めてなのですけ

れども、特にアーケードが設置してある商店街の

歩道の除草についてなのですけれども、縁石の際

や敷き詰めている下のタイルなどのすき間から雑

草が非常に目立っている部分が多いと。やはり景

観的にも見え方が悪く、そして毎年いろいろなイ

ベントも開催されることもありますので、これか

らももう少し気を使い、そういったアーケードの

中の歩道の部分の除草作業を実施したほうがいい

のではないかなと私自身考えているのですけれど

も、その点についてちょっと改めて考え方につい

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。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から御指

摘ございました縁石際やブロック内の除草につい

てということで、ちょっと基本的な考え方申し上

げさせていただきたいと思います。

歩道におきます縁石際に、そこに生えます草刈

りにつきましては、先ほど答弁させていただきま

した委託による草刈り作業、これには対応してご

ざいません。それぞれの現状、状況におきまして

当市直営班保有のスイーパー車をもちまして直営

により対応してございます。

また、御指摘のございましたアーケードの設置

区間、これは議員のお話の名寄の顔と言うべき場

所だというふうに当然認識してございます。そこ

にはタイルといいますか、インターロッキングブ

ロックが敷き込まれてございまして、確かにすき

間に草が生える状況の姿なども見ていますが、こ

ういった作業につきましては当然人の力でなけれ

ばできない作業ということで、先ほど言いました

スイーパー車での作業などございますが、正直そ

こまで調整ができず、対応に苦慮しているという

のが現状だというふうに認識をしているところで
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ございます。除草については、当然快適な歩道空

間といいますか、気持ちよくお使いいただけるよ

うな大変大事なところだという認識でございます

ので、関係機関にお力をかりながら、何とか解決

できる方策がないか、改めて考えてまいりたいな

と思っていますので、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。

アーケードの中ですので、スイーパー作業だと

かも当然入れないことになりますので、どう見て

もあそこは人力作業でやるしかないので、とても

大変だということなのですけれども、これはあく

までも一つの方法としてなのですけれども、あそ

こに並んでいる商店街の方々に除草作業の協力と

いうのでしょうか、美化活動に協力してください

と言えばいいのか、そういった協力を求めるのも

一つの方法ではないかなと考えているところなの

ですけれども、このような協力依頼などをしてい

く考えはないのか、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） 通常市街地の道

路脇の草刈りといいますか、沿線の方々に大変日

常、ふだんから御理解、御協力いただいていると

ころでございます。商店街個別各店舗に同じよう

な形でお願いしてはいかがという提案をいただい

ていることになるかと思いますけれども、商店街

には中には当然閉店されている空き店舗等々もご

ざいまして、なかなか一つ一つ個別にというのは

ちょっと正直難しい点もあるかというふうに思っ

てございます。ただ、今後商店街組合さんに当然

こういった課題も含めて御相談なり協力をお願い

するなり、いい手だてがないものかということで、

ちょっと一緒に協働して研究してまいりたいなと

いうふうに思っているところでございますので、

そのように御理解いただければと思っております。

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。今後も景観的にも、そしていろいろなイベ

ントが開催されて、地元の市民の方々だとか地方

から来られる方もおられますので、何とか維持管

理のほうに取り組んでいただくことをお願いした

いなと思います。

次に、市道補修についてなのですけれども、場

所によっては簡易舗装には穴埋めをするとき、必

ずマーキングというのですか、どのぐらいの範囲

でこの穴は舗装するみたいな感じでマーキングを

していくのですけれども、マーキングをしてもそ

の年に穴埋めをせず、次の年に繰り越して穴埋め

を行っている場所もあると。それで、そのマーキ

ングを見ることによって、誰しもがやはりことし

ここの道路を補修してくれるのだなと思うと思う

のです。そこで、市民からマーキングをしておい

てなぜ補修しないのかと、そういったお叱りの言

葉もお聞きしているところなのですけれども、や

はり市民の誤解を招くことのないように、市道を

管理する立場として補修を行う事業所等に対して

指導監督ですとか、または助言をしていくべきで

はないかなと考えているところなのですけれども、

改めて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。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員からの御指

摘、そして市民の方の声ということで大変重く受

けとめ、理解させていただきたいと思います。

御理解いただければと思うのですが、道路の補

修工事の関係、実施する場合につきましては当然

事前の入念な調査というのが必要になります。そ

の調査結果に基づきまして、緊急性、どうしても

ここは急がなければならぬといった箇所から施行

するということになります。そういう場合で過年

度といいますか、ちょっと一部先送りせざるを得

ない場合もございまして、次年度以降の対応にな

る場合なども正直ございます。できる限り緊急性
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の高いものをといった、こういうテーマがござい

ますので、そういった場合もあるということで御

理解いただければと思っています。

業者につきましても、マーキング作業をされれ

ば市民の皆様もこれは工事近々だなということで、

そういう期待をお持ちいただける状況はあるとい

うふうに当然私どもも認識をしております。しか

し、この広い一円の各路線の調査ということでご

ざいますので、ある面やむを得ない部分もあるの

かということでお許しをいただければというふう

に思ってございます。補修工事といたしまして、

当然発注する工事とは別に私どもの直営班で小規

模な穴あきだとかも含めて、細かな補修、修繕に

ついては適宜実施させていただいてございますの

で、今後も道路の安全性を少しでも確保するため、

そして市民の皆様のそういった道路に対する要望

等できるだけ応えられるようにしてまいりたいと

いうふうには思ってございますので、何分御理解

賜ればというふうに思ってございます。よろしく

お願いします。

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。路線も範囲も広く、なかなか難しいところ

もありますし、どうしても緊急性があるものが優

先されていくということで、その辺は私も理解を

したいと思います。

そこで、先ほども部長のほうから言われていた

のですけれども、毎年市民から市道の維持管理に

ついていろいろと意見や要望などがあると思うの

ですけれども、ことしの市民からの意見や要望の

状況、そしてその対応について改めてお聞きした

いなと思います。

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） 市民の皆様から

の道路に関する要望というのは、適時受けとめさ

せていただいて、対処できるものから対処してい

くという形で、先ほど申し上げさせていただいた

ような気構えを持って対処させていただいてござ

います。

先ほどの答弁させていただいた中で、今年度と

りわけ町内会の皆様に対しまして年度当初の早い

段階で道路における心配箇所のリストアップ作業

をいただきまして、今回８町内会から３８カ所の

要望をいただきました。先ほど申し上げたように

おおむね８割程度の解決はしてきたというふうに

思っているところでございますが、その内容とい

たしましては、やはり除雪の影響もあったのかも

しれません。縁石が、そしてまた舗装が破損して

いるのではないか、道路に段差ができたのでない

かといったようなお話が大半を占めてございまし

て、これは例年それぞれの形で御指摘いただいて

いる状況とほぼ同様の内容等が多いかなというふ

うに認識をしてございます。答弁先ほどもさせて

いただきましたけれども、防じん道路や未改良道

路では、春先の凍上現象などの道路が隆起すると

いったこと、そしてある程度時間を置いて夏場に

なったらややもとに戻るような形といった現象も

毎年これは継続してございます。当然現在進めて

おります道路改良工事とあわせまして、適時補修

工事についても私どもパトロール等を実施しなが

ら、道路の安全性、そしてできる限り市民の要望

にお応えできるようにしっかりとこれからも取り

組んでまいりたいというふうに考えてございます

ので、あわせまして御理解いただければと思って

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。どうしても我々名寄市というまちは、雪が

降り、豪雪地帯ということもあり、特に雪の降り

始めですとか、３月、４月にかけての雪解けの時

期に除雪をすると、グレーダーですとか、ドーザ

ーでかけることによって、雪降る前にせっかく穴

埋めした場所が剥がれるなど、そういった現象も

起きることは予想されることであって、それも仕
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方がないことなのかなと。そういった繰り返しで

なかなか先に進んでいかないというのもあるので

はないかなと私も実感しているところではあるの

ですけれども、やはり市民の方々は少しでも安心

して安全に道路が利用できるようにと考えており

ますので、今後もよりよい道路維持に努めていた

だくことをぜひお願いしたいと思います。

次に、特認校制度についてなのですけれども、

この特認入学を認められた児童生徒は通学上の条

件として公共交通機関の利用を原則とし、やむを

得ない場合、保護者の自家用車送迎を認めている

こととなっているという形になっていますけれど

も、特認校に通う児童生徒にスクールバスの運行

はできないのかと思うのですけれども、これはス

クールバスの運行に当たってこうでなければ運行

できませんよだとか、そういったルールというの

か、規定だとかありまして、厳しくてなかなか難

しいところもあると思うのですけれども、改めて

本市の考え方についてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 特認校に通う児童生

徒の方がスクールバスを利用できないかという御

質問でありますけれども、本市のスクールバスに

つきましては国のへき地児童生徒援助費等の補助

金を特定財源として年次的に導入、更新をしてい

る状況にあります。現在は、市内６路線でスクー

ルバス６台で運行しております。このへき地児童

生徒援助費等補助金の補助要件の中で、１つには

へき地学校の通学指定区域を運行する場合、２つ

目に過疎により児童生徒の減少に対処するため学

校統廃合がなされた場合に限られているというこ

とになっております。こういった状況から、特認

校制度で通学する児童生徒に対してスクールバス

の運行はできないというふうになっております。

そのようなことから、今後においても今議員から

もありましたけれども、遠距離通学の補助制度も

うちのほうでありますので、そういったものを活

用していただきながら、公共交通機関の利用を原

則にしながらやむを得ない事情があった場合につ

いて保護者の送迎も可能とすることで今後とも対

応していきたいと考えておりますので、御理解を

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。スクールバスの運行については、今小川部

長のほうから聞かせていただきましたので、そう

いった条件に沿っての運行なので、非常に難しい

ということなので、私も理解はしたいと思います。

そして、先ほどの状況について御説明もいただ

いたところなのですけれども、特認入学を認めら

れて通学をしている児童生徒たちの学習面なので

すけれども、特に特色ある教育活動についてもう

少し再度お聞きしたいなと思うのですけれども、

改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほども申し上げま

したけれども、特認校の指定に当たりましてやっ

ぱり子供たちが伸び伸びと生き生きとそこに通う

ことによって、体の成長であったり、心身の増進、

そういったことを含めて行える学校ということで、

議員も御承知だと思いますけれども、中名寄小学

校でははだしの学校ということで、自然に恵まれ

た環境の中で子供たちが生活をする、そういった

こと、下多寄小学校においても同じように小規模

校で、周辺が農村地域ということもありますので、

そういった学校を指定しながら、子供たちの心身

のことも含めまして、これは成長していく、そう

いった環境を整えながら、そういった環境に子供

たちを通わせたいという、そういった保護者の方

がおられましたら一定の基準を設けて、先ほど申

し上げた規定の中で特認校制度の活用を図ってい

ただきたいというふうに思っているところであり

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま
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した。これからも特認学校の入学を認められた児

童生徒たちが伸び伸びと健やかに教育を受けて育

っていけるように、学校と保護者がメーンになっ

てくると思うのですけれども、それに教育委員会

としてもかかわりを持って、連携をとりながら引

き続き取り組んでいただくことをお願いしたいと

思います。

次に、児童センターについてなのですけれども、

たくさんの市民の方々に利用されているというこ

となのですけれども、利用するに至って児童セン

ター施設がもう既に築５０年ということも、いろ

いろと施設の維持管理も大変だとは思うのですけ

れども、築５０年を迎え、老朽化や耐震性のこと

などを考えるとやはり児童センター施設の今後を

考えていかなければいけないのかなと思うのです

けれども、今後はどういうふうに思っているのか。

例えば建てかえをするのか、または複合型を考え

ているのか、もしくは旧豊西小学校のような場所

に移転するのか、模索をしていかなければいけな

いことがいろいろとあると思うのですけれども、

改めて本市としてのお考えをお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今児童センター施設

の築５０年がたって今後どのようにしていくのか

という御質問だというふうに思っています。児童

センター施設については昭和４７年に、また体育

施設を含む青少年会館は昭和４２年に建設がされ

ているところであります。平成２３年には、体育

室を残して旧青少年会館を解体し、内部の一部改

修を行ったり、平成２５年には雨漏りが発生して

体育室の屋根の張りかえ等行ってきているところ

であります。議員からありましたように、施設の

老朽化が進んでいる状況、また耐震性の問題など、

建てかえが必要な時期に来ているところでありま

す。その点につきましては、第２次総合計画や公

共施設等総合管理計画等で改築の時期や改築内容

について今後協議をしてまいりたいというふうに

考えておりますけれども、その協議につきまして

は子供たちが気軽に安心し、安全に遊び、交流で

きる場として利用され、また利用者の利便性を高

めるためにほかの公共施設との複合化も視野に入

れるなど、さまざまな視点から検討をしていきた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

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。

利用するに当たって、やはり市民の方々が中心

になってくると思うのですけれども、そこで児童

センターの施設の今後として、利用する市民の方

々が何を求めているのか、それを知るためにも一

度市民に対してアンケート調査が必要ではないか

なと私自身考えているのですけれども、この点に

ついてどのように考えているのか、改めてお知ら

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） 施設の改築に当たっ

ては、議員から御指摘ありましたとおり市民から

の意見等、要望等も聞くことも大変重要だという

ふうに考えています。児童センターの改築に当た

りましては、利用者ニーズに応えることが重要で

あることから、児童会館には運営委員会などの組

織もありますし、そういった教育委員会の組織で

の御意見、御検討をいただくことや子ども・子育

て支援事業計画の中で前回もアンケートを実施し

ていますけれども、そういったアンケート結果な

り協議内容等々、また総合計画や総合戦略、さま

ざまな場面で意見等いただいている部分もありま

すので、今後もいろんな部分で市民の御意見をい

ただくような形になるかというふうに思っていま

す。そういった意見もしっかり踏まえながら対応

しますけれども、市民のアンケートにつきまして

は協議状況を勘案しながら、対応についてはまた

別途検討していきたいというふうに考えていると

ころで、いずれにいたしましても今おっしゃるよ

うに市民の要望に応える、そういったような対応
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をしていきたいと考えていますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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。築５０年という歳月もたっておりますので、

老朽化や耐震性の問題もあると思いまして、児童

センター施設の今後として取り組んでいただくこ

とをお願いしたいと思います。

次に、児童生徒の登下校時における不審者対応

についてなのですけれども、児童生徒がもしも実

際に不審者に遭遇した場合の後の精神的なケアに

ついてなのですけれども、やはり実際に不審者に

遭遇した場合に精神面的にも不安を抱えて、なか

なか登校しづらいですとか、いろいろと問題を抱

えてくると思うのですけれども、そういった場合

のどのように対応していくのか、本市としての考

えを改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） もし不審者に会った

場合の対応ということでありますけれども、不審

者に遭遇する被害に遭った児童生徒に対しまして

は、担任や養護教員などを中心に体調、睡眠、食

欲、表情などの健康状態と心配なことや困ってい

ることなどを個別の面談や家庭訪問で確認してい

るところであります。また、心的外傷による影響

などは場合によっては長期化、長期にわたりあら

われることもありますから、学校医や名寄市教育

委員会教育相談センターなどの関係機関と連携を

図りながら継続的な観察とケアを行っていく必要

があるというふうに考えております。各学校には、

被害に遭った児童生徒はもちろん、ほかの児童生

徒についても心のケアを第一に考えながら、朝の

健康観察や授業時間、給食時間や放課後での活動

において子供の表情や行動、人間関係にあらわれ

たサインを捉え、きめ細やかな観察をして、心身

の健康状態の変化を見逃さないように努めていく

よう改めて指導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。

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。

最初の質問のときにも答弁いただいたのですけ

れども、説明の中でふだんから地域の住民の方々

から協力もいただいているということで、そのほ

かにも登下校時のパトロールや地域１１０番の家

なども設置していただいておりますけれども、そ

れを踏まえていろいろと防犯訓練もやっていると

は思うのですけれども、実際に地域１１０番の家

を利用した実践的な防犯訓練などとかは考えてい

ないのか、この点について改めてお考えをお知ら

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） 各学校におきまして

は、学校運営計画において不審者に対する安全確

保対策の方法を掲載し、対応しているところであ

ります。その方法については、集団下校の形をと

ったり、地域の安全安心会議の方々に街頭に立っ

て見守っていただけるよう依頼するなど、さまざ

まな対応が盛り込まれているところであります。

不審者の対策の一つの手段といたしまして、議員

からありました地域１１０番の家の方々の協力を

いただいているところでありますけれども、その

防犯訓練などを実施してはどうかという今の御質

問でありますけれども、現時点においてはそのよ

うな対応を各学校で実施するよう指示することは

考えておりません。ただし、教育委員会の事務点

検及び評価における外部評価委員の意見にもあり

ましたけれども、児童生徒のそれぞれの通学路中

にある地域１１０番の家に訪問するなど、ふだん

から交流を通していざというときのための対応を

してはどうかという、こういった提言もいただい

ているところであります。議員からありましたよ

うに、１１０番の家の方との連携を大変重要とい

うふうに私たちも認識していますので、今後にお

いても地域１１０番の家の皆様の協力など連携を



－91－

平成２９年９月２０日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

より一層強めていくような手法について対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今のところは考えていないということなの

ですけれども、実践的な防犯訓練を取り入れるこ

とにより、体に覚えさせるということになって、

もしそういった事案が発生した場合にはとっさに

行動に出て未然に防止できるのではないかなとも

考えておりますので、時々でもいいのですけれど

も、やはり子供たちの防犯意識も高まってくると

思いますので、実践的な防犯訓練も取り入れては

と思いますので、考えていただければと思います

ので、ぜひお願いしたいと思います。

次に、犯罪に強いまちづくりについてですが、

高齢者のほとんどが自分はそのような犯罪には遭

遇しないと思っているとお話もお聞きしておりま

す。実際以前私も報道のほうで高齢者の約８割の

方が自分はそういった犯罪に遭遇しないという、

報道機関でも見ているのですけれども、もし自分

が犯罪に遭遇した場合にどうしていいかわからな

いと言っています。このような犯罪等は、警察機

関等の対応にはなってくると思うのですけれども、

本市としてもやはり高齢者を犯罪から守るといっ

た観点から、何か取り組んでいかないといけない

のかなと思いますが、本市としての考え、改めて

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） まさに議員御指摘の

とおりでございまして、自分はだまされないと思

っている高齢者の方であっても、実際には被害に

遭っているのが現実でございます。こうした卑劣

な犯罪に対抗していくためには、犯罪防止につい

て周知啓発がとても大切だというふうに考えてお

ります。名寄市消費生活センターにおきましては、

平成２８年度では１２回にわたりましてこうした

振り込め詐欺やオレオレ詐欺に関して周知啓発事

業として出前講座を実施をしてきておりまして、

延べにすると３３４名の方に参加をいただいてお

ります。また、消費生活センターから詐欺、犯罪

について情報があった場合につきましては、高齢

者支援課、地域包括支援センターから市内各居宅

介護支援事業所等へ情報提供を行いまして、高齢

者に対して注意喚起を図るほか、携帯電話を使っ

てＡＴＭ操作をさせる手口に対しての注意喚起ビ

ラの配布、高齢者支援課と社会福祉課が中心にな

って権利擁護講演会のテーマの一環として、寸劇

による詐欺犯罪防止を呼びかける等の活動を行っ

てございます。全国的には詐欺被害が続いており

まして、当市におきましても名寄警察署を初めと

した各関係機関、団体等と連携をしながら、こう

した詐欺犯罪を被害を未然に防ぐことができるよ

う注意喚起、啓発活動を推進してまいりたいと考

えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

そういった事案があった場合には、警察機関や

消費者センターなどに電話を入れて相談するとい

うのが基本的になってくるとは思うのですけれど

も、もし高齢者の方々から本市にこのような事案

があった、そのような相談があった場合の対応は

どのようになっているのか、改めてお知らせくだ

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） 高齢者から実際に相

談があった場合についての対応ということで、改

めて質問いただきました。本市におきましては、

市民からの相談という形で消費生活センターでの

相談対応という形になりますけれども、警察機関

等関係団体等との連携のもとに相談が進められる

ことになりますけれども、実は昨年は４件の事例

がございました。緊急対応として名寄警察署等と

連携をした上で、問題の解決につなげております。
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平成２８年では、市民から寄せられた還付金、名

義貸し、オレオレ詐欺等の特殊詐欺、悪徳商法で

すとか、インターネットの架空請求、不審電話等

に関する苦情や消費者庁、国民生活センター、北

海道からの消費者被害に関する情報をもとにして、

庁内関係部署や関係機関、団体及び広域町村に注

意喚起情報として２３回情報提供を行ってござい

ます。今後もこのような犯罪を未然に防ぐために

注意喚起、周知徹底を図り、犯罪防止に取り組ん

でまいります。

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。これからも高齢者の方々が安心して安全に

生活が送れるように警察機関などと連携をとりな

がら取り組んでいただくことをお願いしたいと思

います。

次に、最後になるのですけれども、防犯灯、街

路灯の設置についてなのですけれども、毎年市民

の方々からも意見、要望などが出ているというこ

となのですけれども、特にことしの意見、要望等

はどのような状況なのか、そしてその対応はどの

ようにしているのか、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） 防犯灯、街路灯

の設置についてでございますけれども、とりわけ

住宅の新たな造成などでは当然地先の市民の方々、

またそれぞれの町内会から、公園周辺だとか通学

路についてはもちろんＰＴＡの連合会、各学校を

通じて御要望をいただいてございます。そのほと

んどと言ってはなんですが、大半が防犯上から安

全面に配慮していただきたいといったような御意

見でございまして、先ほど申し上げましたように

本市としてもこの間防犯灯のＬＥＤ化工事に取り

組んできてございまして、今までよりも照度がよ

り明るくなっているとはもう実感いただけている

のではないかと思ってございます。それぞれいた

だきました要望につきましては、当然現地を確認

をさせていただきまして、設置が必要か否か、そ

ういった判断をしっかりとしながら設置をしてい

くという筋道でございまして、ただ郊外地区にな

りますと御要望いただいてもその全てについての

対応というのは必要性の本当の検討からというこ

ともございまして、なかなか郊外での早急な対応

というのはちょっと難しい面も正直ございます。

いずれにしましても、今後それぞれしっかりと現

地確認して、状況判断して適時適切に対応してま

いりたいと考えてございますので、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。

特に中学生、高校生になると部活動で帰りが遅

くなったりして、どうしても防犯灯や街路灯がな

い暗い通りなどを通って帰らなければいけない場

合も考えられるのですけれども、今後そういった

場所の防犯灯や街路灯を設置する必要性がある場

所等を把握しているのか、そして今後は設置する

ことを考えているのか、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） 防犯灯、街路灯

の設置場所の把握につきましては、繰り返しにな

りますけれども、当然私どもも日常の道路パトロ

ール等も実施をし、確認といいますか、してござ

いますが、先ほどの申し上げたとおりそれぞれの

町内会さんとか、また学校ＰＴＡの方々からそう

いった情報提供や要望などをいただいてございま

す。そして、現地を確認をさせていただいてござ

います。議員御心配のとおり、通学路、ここの安

全面、そして危険など、そういった不安箇所につ

いては当然配慮してまいりたいというふうに考え

てございます。ただ、御要望いただく全ての箇所

に設置ということはある面難しい面もございます

けれども、交通量の多い路線だとか、通学路を中

心としてしっかりその必要性を見きわめさせてい



－93－

平成２９年９月２０日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

ただいてございまして、取り組んでまいりたいと

考えてございますので、改めて御理解いただけれ

ばと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

住宅セーフティネット制度の活用を外２件を、

高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいります。よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目１番目、住宅セーフティネッ

ト制度の活用についてを質問いたします。住宅確

保が困難な低所得の高齢者や障がい者、子育て世

帯などのために空き家、空き地を活用して住まい

を提供する新たな住宅セーフティネット制度が１

０月からスタートします。この住宅セーフティネ

ット制度の周知に向けて、国土交通省は本年７月

に北海道など全国７都道府県で説明会を実施し、

各会場には自治体や不動産会社など関係者らが多

数参加し、関心の高さが示されたそうであります。

生活安全の観点から、管理不全空き家を把握し、

除去し、再利用に努め、新たな管理不全状態とな

った空き家を電子地図上に所有者、相続関係でデ

ータベース化されていると思われます。また、適

切に管理され、活用可能な空き家は貴重な住宅資

源として利活用の促進を図るために、名寄市空家

バンクに登録され、空き家の供給のマッチングを

図るための移住、定住の取り組みを進められてい

ると思いますが、本市の空き家、空き室の状況と

対策について理事者の御見解をお願いいたします。

人口減少や高齢化に伴う世帯数の減少で全国の

空き家は８２０万戸を数え、そのうち賃貸住宅は

４２０万戸に上ると言われております。一方で、

地方自治体の公営住宅については応募倍率が高く、

全国の平均が ８倍、東京では２ ８倍に達して

いるなど、公営住宅に入居できない高齢世帯や障

がい世帯や子育て世帯や移住世帯が多くいる状況

にあります。本市の公営住宅の応募状況について

理事者の御見解をお願いをいたします。

新たな住宅セーフティネット制度は、地方自治

体に専用住宅として登録された空き家、空き室に

住宅を確保することが困難な高齢者らが入居する

際、国などが最大４万円の家賃を補助する内容で、

対象は月収１５万 ０００円以下の方々です。賃

貸契約の際には、必要な家賃の債務保証料として

最大６万円の補助をし、家賃の半分程度とされる

保証料の負担を軽減することができるそうであり

ます。また、円滑な入居を促す支援策として、移

住支援協議会も拡充され、受け入れ家主に対して

は耐震化に向けた改修など１戸当たり最大２００

万円の補助が受けられるそうであります。名寄市

の空き家、空き室を利用し、住宅セーフティネッ

ト制度の活用の考えの理事者の御見解をお願いを

いたします。

大きい項目の２番目、リスク検診、ピロリ菌の

検査の導入についてをお尋ねをいたします。ピロ

リ菌は、１９８３年にオーストラリアのウォレン

博士とマーシャル博士によって発見されたらせん

状の細菌で、人の胃の中にしか生息しないことが

わかっております。このピロリ菌は、幼少時４歳

から５歳ごろに感染、持続的に胃粘膜の炎症を起

こして、慢性的に胃の粘膜の炎症が続いていると

胃粘膜が薄く萎縮したり、慢性萎縮性胃炎などさ

まざまな胃の病気になると言われております。名

寄市もがん検診の受診状況は年々受診率がなかな

か上がらない状況が続いておりますが、リスク検

診とは胃の中のピロリ菌がいるかどうか、胃の萎

縮があるかどうかを調べる検査であります。最近

各市町村では、ドック検診や各種検診のオプショ

ンとして導入されており、導入を視野に入れて一

般質問も多くされておられます。各種がん検診で

早期発見、早期治療のためにも、少ない予算で治

療ができるということで、健康福祉のまち名寄を

全国に発信するためにも、義務教育、中学生時に

ピロリ菌検査を行っている市町村が多数あります。
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ピロリ菌検査の導入の理事者の御見解をお願いを

いたします。

大きい項目３点目、公立高校の学校間口削減に

ついてをお尋ねをいたします。北海道教育委員会

の２０１８年から５年間教育行政の基本を示す教

育計画の素案が公表されました。人口減少やグロ

ーバル化が加速する中、ふるさとへの愛着を持ち、

国際的な活躍をする人材の育成や教育環境の格差

解消が盛り込まれました。ふるさとに誇りを持ち

ながら地域や産業を支える人材や国際的に活躍す

る人材を重視されているというのが現状でありま

す。欠員が出て学級減となった高校が生徒確保が

見込まれるかどうか、北海道教育委員会が判断さ

れ、名寄高校は１学級復活をしました。しかし、

名寄産業高校が１学級減となった現状で、この地

域に必要な人材を育て、地域経済を支えている産

業高校であります。産業高校の学科は、人材育成

確保の観点からも必要と思われる学校であるとい

うふうに考えております。名寄市内高等学校在り

方検討会議と名寄教育委員会の今後の計画とこの

削減に対する対策についての理事者の御見解をお

願い申し上げ、壇上での質問を終わらせていただ

きます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 高橋議員からは、大

項目で３点にわたりまして質問をいただきました。

大項目１の小項目１については私から、小項目２

と３につきましては建設水道部長から、大項目２

は健康福祉部長、大項目３は教育部長からそれぞ

れ答弁となりますので、よろしくお願いします。

それでは、大項目１の小項目１、本市の空き家、

空き室の状況と対策について申し上げます。空き

家の実態把握につきましては、平成２５年３月に

町内会長さんの協力をいただきまして、空き家の

戸数とあわせてその空き家の中で管理不全と思わ

れる戸数についてアンケート調査を行いました。

その結果、空き家戸数につきましては３５７戸、

そのうち管理不全と思われる空き家は８６戸とい

う数字となりました。その後平成２６年度の冬期

間の現地調査では８１戸を確認をし、新たな市民

からの情報提供ですとか、苦情等により把握をし

たものが２２戸ありました。みずから除却された

ものが１４戸、再利用等が４戸ございまして、平

成２９年２月末時点では８５戸となってございま

す。それ以降の実態把握につきましては、通常業

務の中での情報収集ですとか、市民からの情報提

供の都度現場を確認しておりますけれども、取り

壊して更地になっていたり、既に新築がされてい

るなど利活用が確認をされる一方で、やはり新た

に管理不全となる空き家が発生をしている現状で

ございます。

こうした状況の中で、当市の空き家対策としま

しては、空家等対策計画を策定をし、空き家の利

活用促進に向けた名寄市空家バンクを開設をし、

市ホームページで公開するとともに、平成２８年

１１月の広報とあわせて空き家や空き地の登録物

件の募集に向けチラシを全戸配布したり、周知を

行い、１２月には空き家の適正管理と有効活用、

空き家放置によるリスク等の周知啓発に取り組み、

さらには平成２９年７月にも全戸配布で空き家の

適正管理と有効活用を周知してまいりました。空

き家、空き室とはいえ、基本的には個人の資産で

ございます。管理不全と見受けられる空き家があ

る一方で、所有者責任においてきちんと管理が徹

底されている空き家も多数ございます。今後にお

きましても管理不全空き家の発生抑制と適正管理

の啓発、利活用の促進に向けた周知、相談窓口で

の対応を進めるとともに、管理不全空き家の把握

を進め、名寄市内全域の空き家の実態把握に取り

組んでまいりたいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 続きまして、私

からは小項目２、公営住宅の応募状況についてお

答え申し上げます。

本市における市営住宅の応募状況につきまして、
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過去５年間の実績をお知らせいたします。平成２

４年度、募集２２戸に対し応募９２件で、応募倍

率 ２倍、平成２５年度、募集１５戸に対し応募

８０件で、応募倍率 ３倍、平成２６年度、募集

１５戸に対し応募８６件で、応募倍率 ７倍、平

成２７年度、募集２２戸に対し応募７２件で、応

募倍率 ３倍、平成２８年度、募集２０戸に対し

応募５２件で、応募倍率 ６倍となっており、若

干の減少が見られております。

市営住宅への入居資格としては、名寄市営住宅

管理条例第６条第３号で現に住宅に困窮している

ことが明らかな者であることとあります。また、

同条例第９条、入居者の選考として、第１号から

第６号までの該当者のうちから行うこととなって

おります。このうちの１号から第５号が住宅セー

フティネットにおける住宅確保要配慮者とされる

方々の要件とほぼ合致しております。入居を希望

される方には、申込書の提出が必要となりますが、

その中に住宅の困窮状況を選択し、お知らせいた

だく箇所があり、その分析によりますとほぼ１０

０％住宅確保要配慮者であることが認識されます。

しかし、定期公募における提供住宅のほとんどが

抽せんによる入居決定となっているため、申込者

が同列に住宅確保要配慮者であり、優遇措置を設

けたとしても、全ての申込者がその公募月に市営

住宅へ即時入居決定とはなっておりません。先ほ

ど申し上げましたとおり、近年の応募倍率は減少

傾向にありますが、市営住宅への入居ニーズは地

域において高いと思われておりますので、今後も

市営住宅の空き家の解消に向け、直営営繕だけで

なく、外注修繕もあわせ定期公募における提供住

宅をふやせるように努力してまいります。

次に、小項目３、空き家、空き室を利用し、住

宅セーフティネット制度の活用についてお答えい

たします。さきの答弁にありましたように、市民

部において空家バンクの取り組み、登録はまだな

い状況です。また、市営住宅の空き家については、

平成２９年度当初時点で公募用空き家が９２戸と

多い状況となっております。公営住宅応募倍率は

都市部が高倍率となっておりますが、当市におい

ては先ほどのように近年は２倍から３倍程度と落

ちついており、極端に不足しているという認識は

持っていないところです。議員が御指摘の住宅セ

ーフティネット制度を活用した民間空き家等の解

消や利活用は必要なことと思いますが、今後北海

道を初めとする自治体の動向を見ながら、制度の

把握、情報収集してまいりたいと考えております

ので、御理解願います。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２のリスク検診の導入について、小項目１の義

務教育中にピロリ菌検査の導入をについてお答え

いたします。

ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃が

んや慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因にな

り、ほとんどは幼児期に口から感染し、食べ物の

口移しも原因の一つと考えられております。世界

保健機関は、ピロリ菌除菌について２０１４年に

胃がんの８０％はピロリ菌感染が原因で、除菌に

より胃がんを３０から４０％減らせるとの報告を

まとめており、日本ヘリコバクター学会において

は２０１６年のピロリ菌感染の診断、治療ガイド

ラインの中で中学生以降では早期の除菌が望まし

いと提言しております。しかし、国内のピロリ菌

感染者は１９６０年代までの水道環境の不備のた

めに広まったもので、中高年を中心に約 ５００

万人と言われておりますが、衛生環境が整ったこ

とにより感染している割合は年々減少し、若い世

代では低くなっております。現在日本では、飲料

水からのピロリ菌感染はなく、ほとんどは免疫力

が弱い５歳以下の乳幼児期に家族などから感染し、

長い時間をかけて徐々に胃を荒らし、胃炎や胃が

んを引き起こすと言われております。そのため感

染している場合は、なるべく若い時期に除菌治療

をすることで胃がんなどの病気を予防できるとの
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考えから、道内では平成２７年度は２市１５町が、

平成２８年度は１０市２７町村が中学生等を対象

にピロリ菌検査として１次は尿中抗体検査を、陽

性の場合は２次検査として尿素呼気検査を実施し

ております。しかしながら、ピロリ菌感染者が必

ずしも将来胃がんになるわけではなく、一説では

感染者が一生の間に胃がんを発症する確率は１か

ら２％とされ、若い世代への除菌が胃がんを減ら

す効果がまだ実証されていないことや除菌薬には

下痢や味覚異常などの副作用が報告されており、

胃炎などの症状が出ていない段階での除菌には慎

重な見方もあります。

また、国はがん予防重点健康教育及びがん検診

実施のための指針において、胃がんの予防には食

生活の改善や禁煙、ヘリコバクターピロリの除菌

等の１次予防と検診による２次予防がともに重要

であるとしつつ、ヘリコバクターピロリ菌抗体検

査等についてはがん検診のあり方に関する検討会

において胃がんのリスクの解消化ができることで

リスクに応じた検診が提供でき、検査の対象者の

絞り込みにおいても有効な方法となり得るが、現

時点では死亡率減少効果のエビデンスが十分でな

いため、胃部エックス線検査や胃内視鏡検査と組

み合わせた検査方法の構築や死亡率減少効果等に

ついて引き続き検証を行っていく必要があると提

言され、現在も検証を行っている段階であります。

そのため、国の見解を引き続き調査研究してまい

ります。

このような状況から、義務教育中の導入となれ

ばさらに症例数が少なく、保護者の理解や学校現

場の理解と協力が不可欠であることから、教育委

員会、精密検査や治療を担っていただく医療機関

と慎重に検討していく必要があると考えます。い

ずれにいたしましても、ピロリ菌除菌後も胃がん

になる危険性が皆無ではないとされていることか

ら、国の指針に基づいたがん検診は有効性が確立

された検査方法でありますので、まずは今後も胃

がん検診の受診率向上に向けた検診勧奨や受診し

やすい体制づくり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） 私からは、大項目３、

公立高校間口削減について、小項目１の計画と対

策についてお答えいたします。

初めに、道教委では毎年高等学校進学希望者数

に見合った定員を確保することを基本に中学校卒

業者数の状況を踏まえ、生徒の多様な学習ニーズ

や進路動向などに対応した学校、学科の配置や規

模の適正化を図るために、公立高等学校配置計画

を策定しているところであります。本年度は、９

月５日に北海道教育委員会議が開催され、平成３

０年度から平成３２年度の配置計画が決定され、

平成３３年度から平成３６年度までの見通しが示

されております。この配置計画では、平成２９年

度入学者選抜における第２次募集後の状況により、

名寄高等学校を含め道内では１２校１２学級の減

となりましたが、平成３０年度の募集については

名寄高等学校の４学級維持を含め道内では５校５

学級がこれまで同様の学級数となりました。また、

平成３２年度から学級減は、名寄産業高等学校が

４学級から１学級減の３学級になったのを含め、

道内では２４校２５学級の減となります。さらに、

上川北学区の中卒者数は、平成２９年度の５５１

人から平成３３年度には４５８人と９３人が減少

することや現在の欠員の状況から平成３３年度か

ら平成３６年度までに中卒者数や欠員の状況、学

校、学科の配置状況などを考慮し、名寄市内での

早急な定員調整の検討が必要との見通しが示され

ております。以上の配置計画の内容から、今後に

おいても名寄市内高等学校の学級数の維持につい

ては依然として厳しい状況が続くものと考えてお

ります。

次に、今後の対策についてですが、まず名寄市

内高等学校の定員確保については各高等学校と連

携しながら対応してまいります。具体的には、１
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つ目、中学校への募集案内に対する支援、２つ目、

本年度から実施しました高等学校生徒資格取得に

対する支援制度を初め生徒の資質向上や魅力ある

学校づくりへの支援の充実、拡充、３つ目、市内

企業、事業所、団体などとの連携による採用枠の

拡大や人材育成への支援など取り組んでまいりま

す。

また、名寄産業高等学校の学科編成や今後の市

内高等学校のあり方については、平成２７年２月

に発足した名寄市内高等学校在り方検討会議を開

催しながら検討してまいります。あわせて市内高

等学校、道教委や上川教育局とも協議を行ってま

いります。今後も子供たちの学ぶ環境を充実しな

がら、地域の人材育成確保の観点から対応してま

いりますので、議員皆さんからの御意見もよろし

くお願い申し上げ、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

いました。時間もたっぷりありますので、じっく

りと語っていきたいなというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。

まず、住宅の確保要配慮者の状況ということで、

先ほど空き家等の部分を御説明をいただきました。

公営住宅も募集が２８年２０件に対して５２人と

言っていますけれども、シルバーだとか、いろん

な部分があるので、そこに行けない方もおられる

と思うので、減っているのか、それとも前回ちょ

っとうちの党で研修会がありまして、釧路の人が

この住宅の部分のものを今推し進めておりまして、

その中で住宅セーフティネット、市営住宅も可能

なような話をされていたのです。そして、その中

で釧路の場合は高層階、４階だとか５階のアパー

トというか、市営住宅が多いものですから、高齢

者の方が上の階の募集が来てもなかなか申し込み

をしないというふうにも言われていました。この

市営住宅、名寄の場合はほとんどあきはないとい

う状況ですから空き室にはならないと思いますけ

れども、もしセーフティネットの部分の制度を始

めたときに、名寄の空き室があります。そして、

住宅確保要配慮者がもし入りたいとなった場合は、

この制度を活用できるような状況なのでしょうか。

まだ研究してみるという段階ですから、状況はち

ょっとわからないのかなというふうに思いますけ

れども、先ほど調査研究されるということだった

のですけれども、今現状この制度、６７協議会が

設立もされています、２９年５月現在で。北海道

の本別町、山形の鶴岡市、千代田区、江東区、豊

島区、杉並、板橋、世田谷、八王子市、調布市、

日野市、川崎、船橋市、岐阜市、京都市、神戸市、

北九州、福岡、大牟田、そして熊本等、こういう

部分でもスタートされている部分があると思うの

です。

私この研修会に出たときに、この制度が地方に

有効だということで今回質問させていただいたの

ですけれども、先ほど三島部長が言われた、名寄

は余り空き家がなくて、空家バンク登録ないので

すよという状況だったのですけれども、市民がこ

の部分をわかっていないのかなという部分もある

のかなと。空家バンク自体がわかってないのかな、

こういう状況でなった場合、空家バンクがありま

すよ、移住、定住の方々がもし来たときに紹介し

てあげますよという、その部分が市民の方ってわ

かっているのかなという部分も思うのです。先ほ

ど言ったように、空き家は３５７戸あって、管理

不全が８５戸ぐらいですと。残り約１８０戸は空

き家部類に入るのか、どういう状況なのかわから

ないですけれども、そういうふうに入る中で空家

バンクないのですよという部分なのか、ちょっと

私も状況がわからないので、あれなのですけれど

も、その市民への周知というか、対策というのは

やられているのか。空き家は空き家であれして、

本人に言って住めないところは解体してもらえば

いいやという空家バンクなのか、そこら辺の状況

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） 三島市民部長。
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〇市民部長（三島裕二君） 改めて空き家の関連

でもって質問をいただきました。名寄市における

空き家の状況と対策につきまして先ほど答弁をさ

せていただきました。我々としては、鋭意新しい

特措法ができて、従来は危険空き家の対応という

ことだったのですが、新法の中では利活用を含め

て対応していこうという発想でございます。それ

で、現状特措法ができた中で適切な管理がされて

いない空き家、これは地域に対してとても深刻な

影響が発生をするということで、生活環境の保全

を図ることが当然要求されるということでござい

まして、まず現地調査によって実態を把握をし、

データベースの構築に現在取り組んでございます。

加えて、先ほど申し上げました空き家対策にお

ける新たな視点として、空き家の有効活用を図る

べく、名寄市空家バンクを立ち上げたところでは

ございますが、現状登録物件がないといった状態

でございます。原因といたしましては、実は住宅

物件の流通が民間ベースの中で活発に行われてい

るということでございます。物件そのものが不足

をしている現状があると。それともう一点、名寄

市の地域的な特性になろうかと思いますが、すな

わち積雪寒冷の地であるという特性がございまし

て、空き家の状態で何年か放置をされてしまいま

すと、住宅が傷んでしまうという現状になってし

まいまして、空き家の活用ではなくて空き家の除

却のほうが進んでいるという状況なのかなという

ふうに、まちの中をちょっと見てみましても随分

空き地が目立つような気がしてなりませんが、固

定資産税の課税データの中で家屋の滅失という推

移がございます。平成２７年度と平成２８年度を

比較をしてみたところ、専用住宅、共同住宅と併

用住宅を含む居宅、これが滅失の数が１２４軒か

ら１７０軒に４６軒滅失が増加をしてございます。

その他を加えた滅失数の合計、トータルです。こ

れは２３６軒から３６１軒、１２４軒も滅失が増

加をしているということがデータ上で明らかにな

ってございます。したがいまして、現状新たな住

宅セーフティネット制度そのものには注目をして

いるところではございますけれども、現状空き家

の中には活用できる物件が見当たらないというこ

とで、現状について御理解をいただきたいという

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） わかりました。

名寄の場合は、積雪が多くて、住まなくなると

屋根が壊れて、壊すほうが早いから空き家は少な

いですよという。建てる軒数もふえているのです

ね、１２６軒という部分で見ますと。名寄は、意

外と公務員の方が多いので、このような状況が続

いているのかなという部分も否めないと思うので

すけれども、住宅を見ても自衛隊さんの方が家を

建てたり、公務員の方が家を建てるというのが多

いなというのはすごく見受けられるのですけれど

も、逆に見えない部分の方々もいるという部分も

押さえていただきたいなという。

先ほど言ったように、住宅確保の要配慮者の状

況というのは高齢者、子育て世帯、低所得者、障

がい者、被災者等がいますけれども、高齢者単身

者はきっと名寄は何千人か、高齢者が約 ０００

ぐらいですから千何百くらいは単身者がいるのか

なというふうに思いますけれども、平成２７年で

６０１万世帯だったのが平成３７年には約７００

万世帯に１００万人ふえるというふうに、単身者

が増加すると言われておりますし、若年者もその

収入、平成９年の時点で若年者で４７４万円、私

は高いなというふうに思うのですけれども、その

方が今現状平成２７年で４１６万円に年収が減っ

て１２％減になっている。今なかなか子供がふえ

ないという状況が若年夫婦の方が子供を産めない

というのは、やっぱり家が狭いというのが１６％

にもなっている。経済状況ももうちょっとあるの

ですけれども、家が狭いから子供を産めませんと

いうのが１６％に上っているというのです。そし

て、ひとり親世帯の収入というのは、夫婦、子世

帯で約４３％減、夫婦、子世帯では年収６８８万
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円なのですけれども、ひとり親世帯では２９６万

円で、３９２万円の格差が出ていると。そして、

今現状大家さんがこういう困窮要配慮者になかな

か賃貸の住宅を貸したくないというのが単身高齢

者、生活保護受給者、高齢者のみの世帯が５５％。

ひとり親世帯にもなかなか住宅貸したくない理由

が家賃の滞納だとか、孤独死されても困るだとか、

子供の事故だとか、騒音への不安でその入居を拒

む大家さんがいるというのです。私も何回か市営

住宅がなかなか当選できないから、昔新婚さん夫

婦のための市営住宅の部分はどうなのかだとか、

あと地方から就職した人、また子育て世帯の方の

入居優先だとかと言われたのですけれども、名寄

はそういう市営住宅の規約があって、抽せんでな

いと入れないよという部分がありました。でも、

このセーフティネット制度を市としてしっかりと

活用していって、市営住宅が無理であればその空

き家、空き家でない空き家１８０世帯のその中で

こういう部分を活用して、私きっとこの話がわか

らないからこういうセーフティネットが進まない

のかなと。きっと不動産会社の方々だとか、なよ

ろっぽい家づくりの会の方々だとかという方々に

相談したら、もうちょっと広がっていくのかなと

いう部分があると思います。

先月ですか、ある方から障がい者の方が家が雨

漏りで大家さんに出ていってくれと言われた。そ

して、市営住宅って入れないのですか、いや、な

かなかすぐは入れませんと今回福祉のほうに橋渡

しして、ちょっとお話はしてもらいましたけれど

も、そういう方々ってたくさんいるのです。私は

そう思うのです。だから、それをどう役所として

拾っていけるのかというのが重要ではないのかな

というふうに私は思うのですけれども、その中で

この登録する部分で、よく生活保護の方々が２万

０００円で家探しなさいよと。それ以上は無理

だよと。世帯によっては変わります。でも、単身

だったらきっと２万 ０００円だったと思うので

す。それで、家、入居場所探しなさいよといって

もなかなか探し切れないのかなと。このセーフテ

ィネット活用して、共同住宅もオーケーなのです

よね。そして、普通の住宅としては原則２５平米

以上、トイレ、台所、洗面所、浴室がついている

こと、その制度はあるのだけれども、地方自治体

がこの耐震以外はこれはこういうふうにしたほう

がいいよ、これでいいのでないのと言えば緩和が

できる可能性がありますよと。そして、共同住宅

の基準というのもありまして、専用居室の数は１

人１室。そして、専用居室の面積が９平米で、共

用空間には台所、食事室、団らん室、トイレ、浴

室、シャワー室、洗面室、洗濯室を設けるという

ふうになっているのですけれども、私はこういう

状況であれば生活保護者の方々のシェアハウス、

障がい者の共同の居宅住宅も可能かなという部分

があるのですけれども、どのようなものでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 改めていろいろな場

面において質問をいただきました。ただ、新たな

住宅セーフティネット制度につきましては、空き

家が有効に活用されて、全国各地でふえ続けてい

る空き家の問題、それと深刻化している高齢者な

どに対する入居の差別の問題を一石二鳥で解消し

ようとする政策ではないのかというふうに考えて

おりますけれども、１つには先ほど建設水道部長

からも答弁ありましたが、公営住宅とのバランス

がどのようになるのか。住宅の確保ですとか住宅

の供給の分野では、公営住宅は一定程度の役割を

果たしておりますし、一方では単身の高齢者です

とかひとり親世帯など、いわゆる住宅確保要配慮

者とされる方々のニーズ、住宅需要がどの程度あ

るのか。福祉サービスとしての視点も必要でござ

いまして、具体的なニーズというか、需要をどの

ように把握をしていくのか。制度的な部分におき

ましても、住宅の具体的な登録は実はこれは都道

府県が担うと、こういう情報もございまして、今

後どのように進んでいくのか、都道府県の動向な



－100－

平成２９年９月２０日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

どを含めて制度の動向を注視をしてまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。先ほど三島部長言われたように、高齢者、障

がい者、子育て世帯、被災者世帯、低所得者、低

額所得世帯、ＤＶだとか、本当にもうそういう方

々も市町村では入るのですけれども、国土交通省

はそのほかに外国人だとか、東日本大震災の被災

者だとか、そして中国人残留者、そして海外から

の帰った方々、ホームレス、被生活保護者、失業

者、新婚さん世帯、原爆被爆者だとか、ハンセン

病、犯罪被害者、ＤＶ被害者等々も国交省では入

られているみたいですので、ある程度の部分を調

査されて進めていただきたいですし、協議会の登

録も含めて都道府県になっていますけれども、そ

の支援法人もいろんな法人つくれるみたいで、そ

れも研究していただきたいなと。住宅管理される

不動産会社の方々、またそういう住宅を管理して

いる部分の方々としっかり協議していただいて、

このようなすばらしい部分の政策でしたらやるべ

きかなというふうに感じますので、ぜひよろしく

お願いいたします。

では次に、リスク検診、ピロリ菌導入について

をお聞きをいたします。まず、北海道で３７市町

村がやられております。そして、きのう鷹栖町の

資料をちょっととらせていただきまして、中学に

おけるピロリ菌検査と除菌資料の取り組みを進め

たと。その中で先ほど田邊部長も言われたように

３歳から４歳で発症して、この資料でいくと約１

０歳ぐらいからピロリ菌の部分が動き出すという

ふうに言われております。それで、中学校でこの

ピロリ菌の感染しているかどうかの検査をされて

いるみたいなのです。鷹栖町のものは、全家庭に

こういうふうに同意書、またはアンケートをとっ

てどういうふうにしようかという部分で進められ

たみたいで、本当に１０歳以上の感染が成立が少

ないと言われていて、中学校の時点で除菌成功し

た場合、それ以降の再感染はほぼないと考えられ

るというふうに鷹栖町の資料というか、北海道厚

生連旭川厚生病院と連携してやられております。

先ほどピロリ菌になってもがんのリスクがない

というふうなほうのことを言われていました。ま

た、胃部エックス線検診と内視鏡検診のほうが有

効的だというふうに言われていたのですけれども、

予防医療普及協会の方々がネットでピロリ菌の除

菌しても意味がない、逆に害がふえるというよう

な部分の意見が出されている部分があって、それ

を予防医療普及協会がこのように言われています。

ピロリ菌が胃がん原因であることは、ＷＨＯが認

めている。ＷＨＯは３つの大規模疫学研究の結果

からピロリ菌をグループ１の発がん物質で人に対

する発がん性が認められると分類していると。２

００９年にも再確認されており、２０１４年にも

胃がんの７８％、非噴門部胃がんの８９％がピロ

リ菌の原因であるというふうに言われている。除

菌治療で３０から４０の胃がん予防の効果がある

と報告されている。ピロリ菌にも菌種があって、

東アジア株というふうに日本は言われている。で

も、イギリスの雑誌や何かは、「メディカル・ジ

ャーナル」では除菌した人のほうが全体の死亡が

ふえるというふうに言われているのですけれども、

それはこの学会では菌が違うから効果も違うのだ

というふうに言われています。学会では、除菌に

よるデメリットよりもメリットのほうが多い。除

菌によるデメリットは、抗生剤による副作用や逆

流性の食道炎の増加やアトピーの皮膚炎増加と言

われていますけれども、それは１％以下の副作用

にすぎないのだと。じんま疹などの薬剤アレルギ

ーと知られております。だから、２０００年に保

険適用されて以来、数百万人以上行われている治

療であり、特別に危険な治療ではないというふう

に言われているそうであります。各市町村、中学

校までに除菌を進めている地域が多数あります。

ぜひ研究されて推進していただきたいなと。子供

の将来のため、今水道水がよくなったから感染は
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少ないよと言っていますけれども、先ほど田邊部

長が言ったように ５００万、今 ０００万人ぐ

らいいるというふうに言われているピロリ菌では

ないかなというふうに思っております。鷹栖町の

調べでも検査した人の約３％がこの感染があった

という報告が入っておりますので、３％も１００

人いれば３名です。その３名の除菌して、がんに

かからないというのも必要ではないかなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

先ほど３７自治体、その他８自治体が実施予定

で、全道で約４分の１になるのです。北海道で約

１０万人口以上のところが函館、苫小牧、帯広で

実施されていて、尿ですから、１人約７００円で

検査ができる。帯広は、中学３年で ４００人お

られますので、約１５２万円の予算の計上をされ

たという部分ではあります。きっと名寄では ４

００人ではなく、学年ですから二、三百人ですか

ら、約１４万円ぐらいではできるのかなという部

分あるのですけれども、実際には稚内含めてやら

れております。名寄でこういう部分は検討は、全

く最初からもうやれないよという部分なのでしょ

うか。それちょっとお聞かせをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 最初の答弁でも

申し上げましたけれども、世界保健機関、ＷＨＯ

の報告は御紹介させていただいたところでありま

して、成人以上に対するピロリ菌の除菌のがん発

症に対する予防の効果は徐々に検証されつつある

という段階でありますが、まだ国としてはがんの

死亡率につながる確たるエビデンスが証明されて

いるという見解は示していない状況でございます。

ピロリ菌の感染率は、２０歳代以下は１０％未満、

また中学生は５％以下というような状況のようで

ありまして、反対に７０歳以上の方については北

海道のがんセンターによりますと４０％以上とい

うことで、今後胃がんの死亡者数を抑制していく

ということについてはかえって中高年の方に対す

るそういった施策が必要ではないかというような

ことも考えておりますし、ピロリ菌除菌ですとか、

検査につきましては今後とも国の研究結果を十分

に注視しながら考えて研究し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） ぜひよろしくお願い

します。高齢者の方々は保健センターでがんの検

診を受けておられると思いますので、ぜひそうい

うふうに４０％の方がおられるのでしたら、リス

ク検査も含めて進めていただいたほうがいいかな

というふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。

最後に、学校の高校間口削減についてをお尋ね

をいたします。名寄市内高等学校在り方検討会議

でこの部分は進められていると思いますけれども、

名寄産業が１学級減っている中で、全国で一番最

北の農業高校を抱え、本当にもう重要な位置にあ

ると思いますし、産業高校の生徒というのは名寄

の中小企業の方々が採用するぐらいの人材が多い

というふうに私は聞いております。その中で道教

委が専門高校Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅプロジェク

トというふうな、８校を選んで観光だとか食だと

か産業振興だとか、農、工、商業など職業学科を

持つ道内の専門学校、地域産業を担う職業育成だ

とかに力を入れさせるためにプロジェクトの８校

にしてつくり上げていっているのです。札幌の東

商業高校では国際経済科では中国語だとか韓国語

でホテルの外国人の接待だとか接客だとか、紋別

高はホタテの貝殻で浄水、洗う、洗浄のものを研

究したり、大野農業高校はバラ科の植物でジャム

だとか香辛料をつくったりして、札幌啓北商業高

校は観光、スポーツビジネスの分野の人材を派遣

する等々があるのですけれども、私名寄産業高校

もそういう部分が必要ではないかなというふうに

思うのです。そうやっていかないと人がなかなか

集まらないのかなという部分なのですけれども、
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夕張みたいに英会話の授業を取り入れたり、三笠

みたいにお菓子だとか料理に特化したりという部

分なのですけれども、この在り方検討会議では産

業高校はどういう部分を考えておられるのか、ち

ょっとお聞かせいただきたいなと。こういう部分

というのは出ていないのか。先ほど部長言われた

ように、生徒の関心を引くような部分で魅力ある

学校づくりというふうに言われておりますけれど

も、魅力がある学校づくりというのはどのように

在り方検討会議では言われているのかお聞かせを

いただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 産業高校、今回の１

学級間口減ということで、定員確保に向けてどの

ような施策を考えているのかということだと思い

ますけれども、議員が話がありましたように、夕

張、三笠、いろんな地域で特色ある、生徒を確保

するためにほかにはない学科を取り入れて、定員

確保に努めている学校はあるかと思います。１自

治体１校であればやっぱり高校なくなるというの

は大変その自治体にとって大きな影響が出ますか

ら、いろんな方策を講じて学校存続というのを考

えられるかと思います。ただ、名寄産業高校にお

きましては議員からありましたように、１つはや

っぱり人材確保、名寄市に対する人材の確保とい

う観点が一番強かったと思います。もともとは名

寄工業高校、名寄恵陵高校、名寄農業高校の３校

があって、その要素を今一つに集約して４学級で

あると。これも本当に必要な学科が残ってきてい

る。名寄にとって、将来に向かって名寄づくりの

ために必要な学科が残っているという部分では、

今高等学校の在り方検討会議で話しているのは、

やっぱり受け入れ側の都合からいえば人材育成確

保したいという観点から、その中には農業団体で

あったり、商工業、建設業、公共職業安定所、い

ろんな方に入っていただきながら、いろんな意見

をいただいて、どういった人材が必要か、どうい

ったことを高校教育に望むかという議論をしてき

ているところであります。ただ、一方では、中学

生が将来どういったことを自分が学んでいきたい

という、これも大変重要な観点でありますから、

７月２５日にも会議をしましたけれども、やっぱ

りその中では産業高校の入り口と出口の部分だっ

たり、中学校の動向をもうちょっとしっかり検証

して、その分を持ち寄って今後また考えていきま

しょうということで、また１０月か１１月にかけ

て開催をしますけれども、進めていきたいと思っ

ています。今現在では、新たな、何か人を集める

ように全く違うような学科というのはちょっと想

定はしていません。やっぱり名寄市のためになる

高校ということでしっかり検討しながら、一方で

は子供たちの将来の希望をかなえるような、そう

いった学科編成ということで意見をさまざまいた

だきながら進めてまいりたいと思いますので、皆

さんからの御意見もいただきながら今後進めてい

きたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３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。

二酸化炭素排出削減の促進について外２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、二酸化炭素排出削減の促進につい

てお伺いをいたします。近年全世界や日本各地で

発生している災害は、地球温暖化による海水温の

上昇など、異常気象に起因すると言われ、この１

００年で地球上の海水温度が ０９度上昇してお

ります。地球温暖化の原因として、化石燃料の使

用、森林の減少による大気中の温室効果ガス濃度
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の増加が極めて高いと言われ、人間の健康、生物

の生態系、農業などに多大な影響を及ぼしており

ます。今世界が一丸となって温室効果ガス排出削

減対策に取り組んでおり、日本においても環境省

などいろいろな場面で啓蒙活動を展開しておりま

す。

そこで、小項目１、名寄市の取り組みの現状と

今後の対策について、また小項目の２、名寄地域

の取り組みの現状についてお知らせください。

次に、大項目の２、地方創生、名寄市の生き残

り対策についてお伺いをいたします。少子化等に

伴う人口減少は、厚生労働省の将来推計人口を見

ると軒並み大きく減少すると推計されており、大

都市を除く地方の各自治体にとって大きな問題に

なっております。名寄市は、地域医療や大学教育

などの充実などが幸いして減少幅が小さいと推計

されておりますが、地域経済の変化やさまざまな

要因から人口動態の変化が将来のまちづくりに大

きく影響すると考えられます。地域経済を活性す

ることは、雇用の確保につながる極めて重要な要

素となっております。

そこで、地域経済の活性に影響すると思われる

小項目の１、名寄市内の新築住宅建設の現状につ

いてお知らせください。

次に、５月の新聞報道によると、近年の地元受

注が減少傾向にあるとの報道がありました。そこ

で、小項目の２、新築住宅の地元施工業者受注の

減少に対する対策についてお知らせください。

また、地域経済の活性に関し、小項目の３、公

共建設工事が与える地域経済への影響について考

えをお聞かせください。

最後に、大項目の３、第２次名寄市行財政改革

推進基本計画についてお尋ねをいたします。小項

目の１、新・名寄市行財政改革推進計画の検証に

ついて、改革の成果の状況と特徴のある改革につ

いて及び成果額などについてもお知らせください。

次に、小項目の２、第２次行財政改革推進基本

計画についてお聞きをいたします。今回の基本計

画の策定に当たり、前回計画の検証がどのように

生かされているのか、計画の特徴と目玉改革につ

いて、また計画の基本方針ですけれども、行政運

営や財政運営の方針の表現が微妙に変わっており

ます。方針の考え方についてお知らせください。

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま塩田議員か

ら大項目で３点にわたって御質問いただきました。

大項目１及び３については私から、大項目２の小

項目１及び３については建設水道部長から、大項

目２の小項目２は営業戦略室長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１の二酸化炭素排出削減の促進

について、小項目１、名寄市の取り組みの現状と

今後の対策についてお答えいたします。名寄市の

事務事業によって生じる温室効果ガス排出抑制の

取り組みにつきましては、地球温暖化対策の推進

に関する法律第２１条に基づき、名寄市地球温暖

化防止実行計画を平成１９年に策定し、取り組ん

できております。第１次計画は平成１９年度から

平成２３年度、第２次計画は平成２４年度から平

成２８年度までのそれぞれ５年間の計画で、今年

度新たに平成２９年度から平成３３年度までの３

次計画を策定したところです。

第１次計画につきましては基準年比 ７％の削

減、第２次計画については基準年比２３％の増と

いう結果になりました。大幅に増加した理由とし

て、平成２３年以後東日本大震災に伴う原発稼働

の停止で、火力発電増加による電気の二酸化炭素

換算係数が増加したことが大きく影響しています。

また、その他の要因として平成２５年４月に駅前

交流プラザよろーなの開設、平成２６年４月には

名寄市立総合病院のヘリポートを備えた精神科病

棟の改築、平成２７年５月には新たな文化芸術の

拠点として名寄市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールがオープンしており、この間のウオームビズ、
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クールビズ等の取り組みによる公共施設の温度管

理の徹底や節電、使用料抑制の取り組みを大幅に

上回る結果となりました。さきに述べたとおり、

二酸化炭素排出量の増加の要因は、火力発電増加

による二酸化炭素排出係数が増加したことが大き

く影響しており、仮に基準年度の二酸化炭素排出

係数を使用した場合、二酸化炭素増加率は ２％

にとどまっております。

また、市民への啓発事業として、平成２５年度

から平成２８年度まで年２回、計８回実施してき

ました節電モニター事業のエコチャレンジでは、

参加者の固定などが見られることから、新たな取

り組みとして小学生を対象としたこどもエコ隊を

結成し、体験メニューを提供することで省エネに

対する意識の醸成を図り、家庭や学校で省エネ普

及啓発にかかわっていただくことを目的に実施し

ております。体験メニューとしては、北海道電力

様のエネルギー広報車であるエネゴンを活用し、

エネルギーの仕組み等を学び、名寄自動車学校様

の御協力をいただき、プラグインハイブリッド車

によるエコカー試乗体験、名寄駅から風連駅まで

の鉄道乗車体験、道北なよろ農業協同組合様の御

協力により雪室型もち米低温貯蔵施設であるゆき

わらべ雪中蔵の見学を行ってまいりました。今後

は、バスの乗車体験を行い、公共交通を活用する

ことで二酸化炭素排出量の削減につながることを

学ぶ予定となっており、その後こどもエコ隊活動

を通しての感想文を提出いただくこととなってお

ります。さらに、１０月には市長への活動報告会

を開催し、子供たちから思い思いの感想を発言し

てもらうとともに、名寄消費者協会様が主催する

みんなの消費生活展で感想文の展示を行う予定で

ございます。

地球温暖化対策に関する当市の取り組みとして

は、環境省が実施するエネルギー対策特別会計を

活用した地域の低炭素に関連する施策等国策であ

る二酸化炭素排出量の削減にかかわる各種制度の

情報収集に努め、活用可能な財源の調査に努力し

ているところです。名寄市の事務事業推進に当た

りましては、市民ニーズに応える行政サービスを

提供するとともに、地球温暖化防止に向けて引き

続き節電、使用量抑制の取り組みを進めてまいり

ます。

次に、小項目２、名寄地域の取り組みの現状に

ついてお答えいたします。先ほどお答えいたしま

した環境省による地球温暖化対策を目的とした各

種制度の中で、国民運動、クールチョイスの推進

があり、平成２９年度新規事業として地域と連係

した地球温暖化対策活動推進事業の中の地域コミ

ュニティーを利用した地球温暖化対策啓発事業が

地域ラジオを活用した啓発への補助メニューであ

ったことから、市内で地域ラジオを運営するエフ

エムなよろ様と調整した結果、事業申請すること

となりました。民間企業主体となる補助事業のた

め、当市といたしましては補助申請の相談、受け

付け、環境省との連絡調整に努め、補助決定を受

け事業が実施されているところです。現在は、

「私のＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ宣言」を収録し、

随時放送されており、市民を巻き込んだ地球温暖

化対策について普及啓発を推進しています。今後

も多種多様な制度の情報収集に努め、地球温暖化

対策に有効な事業を実施していけるよう引き続き

努力してまいります。

次に、大項目の３、第２次名寄市行財政改革推

進基本計画についての小項目１、新・名寄市行財

政改革推進計画の検証について申し上げます。ま

ず、名寄市の行財政改革につきましては、平成１

９年２月に新・名寄市行財政改革推進計画を策定

し、これまで１０年余り取り組みを進めてまいり

ました。また、平成２４年度からは後期計画とし

て簡素で効率的な行政運営、健全な財政運営、市

民と協働の行政運営の３つの基本方針及び具体的

推進項目に基づき内容を具現化するために実施計

画を策定して取り組んでまいりました。平成１８

年度の計画当初では、７２項目の取り組みを目指

し、平成２３年度までには一部実施を含めて６２
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項目に取り組み、８割以上が実施されています。

後期計画につきましても毎年見直しを行いながら、

毎年度おおむね８割以上の取り組みが実施されて

きました。

特徴のある改革といたしましては、組織機構の

見直しとして、合併後における組織の再編と増加

した職員数の適正化を図るため、定員適正化計画

を策定し、組織のスリム化に努めてきました。あ

わせて職員給与などの見直しに取り組み、平成１

９年から平成２６年度までの８年余りにわたり職

員の協力のもと給与の独自削減を行ってきたとこ

ろであります。また、市民の皆様の協力を得なが

ら、負担金、補助金及び交付金の見直しを進めて

きたほか、民間事業者の知識や技術を生かして事

務事業の効率化を図るため、指定管理者制度を初

めとする民間活力の導入に積極的に取り組んでき

ました。これらの歳出削減の項目だけでなく、遊

休財産の有効活用または売却のほか、ふるさと応

援基金の推進など自主財源となる歳入の増加にも

努めてきました。

効果額につきましては、歳入では今申し上げま

した遊休財産の有効活用または売却、収納率の向

上及び滞納整理などで５億円、歳出では職員給与

などの見直しや公債費などの適正などで３０億円

を超える効果があらわれております。

次に、小項目２の第２次計画の取り組みの基本

的な考え方について申し上げます。第２次計画に

つきましては、これまでの取り組みの検証と職員

等の意見を踏まえつつ、前計画の基本的な考え方

を継承して策定したものとなっております。目玉

政策というわけではございませんが、前期計画か

らの見直しのポイントとしまして３点挙げさせて

いただきます。１点目は、持続可能な財政運営を

維持するため、自主財源確保の取り組みの推進と

いう項目を新たに設け、従来の取り組みに加えて

ふるさと応援基金の推進などをこちらに加え、歳

入の確保に向けた取り組みの強化を図ることとい

たしました。２点目は、公共施設等総合管理計画

との整合性を考慮し、第２次計画の中への位置づ

けを行い、計画的かつ効率的に適正な管理を行う

こととしました。３点目は、業務量の増大、複雑

化に対応するため、各職場における事務処理方法

の見直し、簡素化など業務改善の取り組みの推進

の項目を新たに加え、職員が効率的に業務を遂行

することにより市民サービスの向上を目指すもの

です。先ほど申し上げましたとおり、前計画の考

え方を継承して策定しておりますので、大きな目

玉と言えるものはないかもしれませんが、この計

画に沿って行財政改革の取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

基本方針の表現についてでございますが、まず

１つは簡素で効率的な行政運営から効率的で質の

高い行政運営という表現としております。これは、

事務事業の簡素化はもちろん必要なことではあり

ますが、職員一人一人が市民目線に立ってサービ

スの向上やコスト意識を持って適切に対応するこ

とが質の高いサービスにつながるものと考え、そ

ちらに重点を置く意味合いも含めて変更したとこ

ろです。また、財政関係につきましては、今後予

想される厳しい財政状況を考えた際に、将来にわ

たって安定した行政サービスを提供するために持

続可能な財政運営という表現にさせていただきま

した。

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） 私からは、大項

目の２、地方創生、名寄市の生き残り対策につい

て、小項目１の名寄市内の新築住宅建設の現状に

ついてからお答えいたします。

過去５年間の新築住宅実績については、平成２

４年度新築５８戸に対し市内業者１９戸、市外業

者３９戸、市内業者の割合では３２％でございま

す。以下、同様に平成２５年度、新築６４戸に対

し市内２８戸、市外３６戸、市内業者割合４４％、

平成２６年度、新築５１戸に対し市内２５戸、市

外２６戸、市内業者割合は４９％、平成２７年度、
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新築５６戸に対し市内２２戸、市外３４戸、市内

業者割合３９％、平成２８年度、新築４８戸に対

し市内１４戸、市外３４戸、市内業者割合が２９

％となっております。また、年度により建築戸数

や市内受注割合にはばらつきがありまして、平成

２８年度実績は確かに３割弱ですが、一過性の可

能性もあり、短期間で減少傾向なのかを判断する

のは困難と言えます。

個人住宅は、言うまでもなく個人の意思により

業者を決めるものであり、業者を選ぶ理由は価格

やデザイン等さまざまであると考えています。さ

らには、建て主は建築プランの参考にするため、

旭川市内などのモデルハウス展示場などを回り、

業者やメーカーを決めているケースもあると予想

しております。

続いて、小項目３、公共建設事業が与える地域

経済への影響についてお答えします。公共事業は、

地域経済の活性化や雇用対策に加えて、下請業者

も含めると裾野が広い地域振興策であるとも考え

ています。

さて、御質問の資材や鋼材の地元発注の現状に

ついてお答えいたします。公共事業契約以後は、

受注形態にかかわらず、受注業者の判断において

資材等を発注しており、本市としては受注業者の

利益にかかわる部分であり、また制約もしておら

ず、どの程度地元業者に資材注文しているのか、

現状把握ができない状況ですが、工事完了後には

提出されました工事書類により資材納品状況等は

ある程度把握をしております。

次に、建設工事に係る左官、塗装、板金、鉄鋼、

型枠、鉄筋などの地元企業への発注状況について

お答えいたします。先ほどの答弁でもお答えして

おりますが、現状では詳細な把握はできませんが、

建物の規模、用途等により、工種別では左官、塗

装、板金、鋼材等のほか、生コンクリートや骨材

は市内に会社があるため地元発注しているものと

推測をし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） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、小項目２、新築住宅の地元施工業者受注の

減少に対する対策について申し上げます。

個人住宅にかかわる助成制度としまして、住宅

の改修に要する費用の一部を助成する名寄市住宅

改修等推進事業を平成２８年１０月より実施して

おり、実施の目的として良質な住環境の整備はも

ちろんですが、市内の中小企業の振興と地域経済

の活性化も含んでおり、申請の要件として施工す

る事業者は市内に本社または事務所等を有する事

前登録している施工事業者に限るとしております。

本事業に関しましては、平成２８年度実績で７

１件、総事業費約１億３５万円、平成２９年度に

おいては８月末現在で１６３件、確定件数８１件

で総事業費が約１億円の申請があり、事業開始後

１年足らずで延べ２３０以上の登録施工事業者が

受注しており、市内住宅関連事業者の受注機会の

促進に大きく寄与していると認識しているところ

であります。

御質問にありました新築住宅にかかわる市内施

工業者の受注減少対策としての助成制度は、当然

のことながら市内建設産業の振興につながるとは

考えますが、技術者の育成や安定した雇用の観点

で申しますと、新築に比べ工事期間が短い改修工

事で、冬期間も含めた多くの工事、さらにはより

多くの事業者が行うことで効果が得られると考え

ているところであります。地元施工事業者の新築

住宅の受注促進に向けては、市内建築業者で構成

される団体が広報なよろに住宅に関する基礎知識

のコラムを７月号より連載しているほか、広報の

企画広告欄の掲載など、地元企業の優位性や利便

性についてＰＲをする自主的な取り組みを行って

いるところであります。

今回の個人住宅に対する助成制度を検討するに

当たり、地元施工業者から組織されている団体な

どと意見交換を行いながら、現在実施している名

寄市住宅改修等推進事業の内容を決定させていた
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だきました。本年度も同団体との意見交換を行い、

事業の実績報告、また要望の確認等の情報共有も

行っております。また、市内住宅関連事業者につ

きましては、名寄市住宅改修等推進事業の実施に

当たり、昨年の事業開始時や今年度の事業開始時

には登録施工事業者を対象とした説明会を開催し、

情報提供や意見交換を行ってきております。今後

も適宜関連団体と情報交換を行い、今後の施策に

反映をしていくとともに、当面の施策として住宅

の改修にかかわる助成制度を行いながら、地元施

工業者への受注機会の促進を図ってまいりますの

で、御理解ください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） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。時間の限り再質問をさせていただ

きたいと思います。

それでは、二酸化炭素排出の削減促進というこ

とで、今るる御説明をいただきました。名寄市の

取り組みというふうな部分では、多岐にわたって

の取り組みを実施をしているというふうなことで

理解をいたしました。その中で、名寄市の中での

部署の担当といいましょうか、この事業、二酸化

炭素の排出削減対策を担当する部署はどこなのか、

そしてこれはいろんな部署にかかわる部分だと思

いますので、それがどのように横断的に対応され

ているのか御説明をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 市民部の担当関係な

のですけれども、地球温暖化防止の実行計画、こ

れは事業体としての名寄市の温暖化対策というか、

そちらのほうの集約は環境問題という形で、我々

のほうで担当させていただいております。先ほど

答弁にありましたそれ以外の事業系のこどもエコ

隊ですとか、そういう事業系の内容については総

務部のほうで担当をしていると、こういう内容に

なってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 一般的に担当する部

署があれば、そこと連携を図りながら、そこが全

て掌握をし、進めていくというのが一般的ではな

かろうかなというふうに思うのですけれども、今

の御答弁でいきますと事業系の部分、先ほどもこ

どもエコ隊の、これは消費者協会と連携をして進

めているというふうなことでありますし、補助金

を使っての地域コミュニティーを活用した地球温

暖化対策の啓発事業ということで、エフエムなよ

ろが今行っているというような、そのほかにもい

ろんな事業を受けながら進めているというふうに

思うのですけれども、やはりこれは担当する部署

とは意思疎通を図る中で、市民に結果的には啓蒙

活動も含めた周知をしていかなければならないこ

とだというふうに私は思っていますので、恐らく

担当部署と、それから事業関係で進めている部署

との部分では総合的にこの事業というか、展開し

ている事業を全て共有し、理解をしているという

ふうな部分ではないのかなというふうに思います

ので、今後においてはきちっとした形で進めてい

くべきではなかろうかなというふうに思います。

１つ、私もこの関係で質問といいましょうか、

させていただきたいなというふうに思ったのは、

環境省が地方公共団体と市民、そして各種団体が

連携をしてこの対策を進めていく国民運動、これ

はクールチョイスという、そういう表現のもとに

展開をされているわけでありますけれども、この

事業については自治体が申請をして受ける事業、

２８年度事業では道内では９つの自治体が採択を

受けて、近いところでは下川町が採択を受けてお

ります。いろんな事業の展開をすると。一応モデ

ルケースでいうと１０項目ぐらい上がっているの

ですけれども、全てやらなければならないという

ことではなく、その中でやはり地域が特色ある施

策を展開をするというような部分で申請をし、採

択を受ければいろんな取り組みを進めていけると

いうふうな部分でありまして、この事業を受けて

いく、そして推進をしていくと。要するに環境問
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題、省エネ問題、これについて進めていくという

ようなお考えがあるかどうかについてお聞きをし

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） 先ほど市民部長のほ

うからも答弁ありましたけれども、総務部のほう

では新エネにかかわっての事業ということでやっ

ておりまして、今議員のほうから御質問がありま

した、改めてこの省エネに向けての取り組みとい

うことでございまして、少し私の範疇ではどのよ

うな補助事業あるいは国のメニューがあるのか、

改めてまた勉強させていただきたいというふうに

思ってございますけれども、全体的には温暖化に

向けて、これは日本あるいはそれぞれの自治体も

含めて取り組んでいくという立場については今後

も変わりませんし、これからも努力していきたい

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） 本当に全国的にしっ

かり取り組みをしていかなければならない。１つ、

我々もそうなのですけれども、小さなことから気

をつけていくということがやはり大事なことだと

思いますので、この啓発活動含めた行政の対応と

いうのをよろしくお願いをしたいと思います。

そこで、先ほどこどもエコ隊に関する部分でお

話もありました。すばらしい事業の展開をしてい

るなというふうに思っております。せっかくいい

ことでありますので、たしか１３名の子供たちが

今回は登録をし、そしていろんな体験をしたり、

勉強をして、そして先ほどもお話をしていた作文

というのをしっかり書いて、思いを行政のほうに

伝えたり、それから消費者協会のほうで展示とい

うようなことで、これも一般市民に周知、啓蒙と

いうふうな形で進められるということであります

けれども、今後においてもう少し拡大をするとい

うのでしょうか、いろんな子供たちにもっともっ

と広い意味で参加をしていただいて、そして教育

の場の中でもぜひこのことは、小さいうちからや

はり環境問題、省エネ問題に関心を持っていただ

くということは大事なことだというふうに認識を

するわけですけれども、今後の展開、せっかくの

部分だから、これは拡大をし、そして恒常的に続

けていくというような啓蒙、普及を図っていくべ

きではないかなというふうに思うのですけれども、

このことについてお考えがあればお知らせくださ

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） 塩田議員のほうから

取り組みに対するお褒めの言葉をいただきました

が、あわせてもう少し推進をしてはということで

御意見がございました。今回小学生対象というこ

とで、１３人ということで公募をさせていただき

まして、少し人数は少ないわけですけれども、今

回の一連の取り組みを通じて、改めて次の展開に

ついては考えさせていただきたいというふうに思

ってございます。今の取り組みをさらに充実をさ

せるということで、少し様子を見させていただき

たいなというのが今考えているところでございま

す。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今後さらなる展開を

期待をしております。

それから、総務部のほうから話があって、この

地域、名寄地域で取り組むというふうなことで、

地域コミュニティーを活用した地球温暖化対策啓

蒙事業ということで、エフエムなよろが受けて進

めているところでありますけれども、朝７時、そ

して夕方の６時ということで、「クールチョイ

ス！」という番組を、これは電気の節約だとか、

こういう節電、節約、いろんな観点から省エネに

関することを取り上げて放送し、そして啓蒙、周

知を図っているということですし、そのほかに１

５分間のラジオドラマというのをつくって、これ

は地球温暖化に関する家庭でのいろんな訪問者と

会話をしてきた、そういう温暖化に対する取り組
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み、自分のところでこんなことをやっているよと

いうことをまとめたドラマみたいですけれども、

そういうのを８月から放送を始めたということで

ありますし、それからコマーシャルというふうな

部分でいうと、各イベントのところに出向いて、

これは市民の生の声で自分の家庭で行っている省

エネ、エコにかかわる部分録音をし、それを何か

２５件ほどもう既にあるらしいですけれども、こ

れを放送で使っていって、やはり市民全体で啓発

をするというような取り組みをされているという

ことですし、このことについては本当に総務部と

していい事業を民間のほうに振っていただいたな

というふうに思っていますので、こういうふうな

ことがなされているということも市民に行政とし

て広報の中でそういう周知をしていただくことに

よって、もっと広範囲な形で周知がなされるのか

なというふうに思いますので、その辺もお考えを

いただきたいというふうに思います。

それと、同じエコといいましょうか、ＣＯ２の排

出削減の関係なのですけれども、今社会的に問題

になっている宅配の再配送というのですか、この

部分については、名寄でいう大手３社、ヤマトさ

んなり佐川さんなり、それから郵便局、そこに行

ってちょっとお話を聞いてきたのですけれども、

やはり再配達のリスクというのはあって、約３割

くらいが再配達になっているという状況です。そ

うすることによって、一度で済む部分がまた３割

ほど多くトラックを動かすというふうなことにな

りますので、この部分については当然ＣＯ２の排出

強化につながるというふうなことになりますので、

こういうふうなものというのは、展開的にしてい

くとそれは何とか抑制することができないかとい

うふうに思っていまして、その部分でいうと、例

えば行政が率先をして、その荷物は午前中の配達

をした部分での再配達が夕方６時、７時に配達を

しなければならないというような状況で、やはり

これは過重労働の問題にもつながっている部分で

はありますけれども、行政として、例えば単身者

ですとか、大学でいうと学生含めてですけれども、

いろんな形の中で職場で宅配業者からの荷物を一

時預かり受けるという、これはいろいろ難しい部

分もあるのかもしれませんが、そういうふうなこ

とができないのかなと。それが例えば可能になっ

ていけば、その部分再配達のリスクも少なくなる

というふうに私は理解をするのですけれども、そ

ういうふうなことの対策といいましょうか、今私

お伝えをした職場で受けて、受け取ることができ

ないかということについてお聞きをしたいと思い

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） 今議員のほうから御

質問ありました職場でというのは、私どもでいい

ますと通常公共施設ということで、市役所を含め

てということになるかというふうに思うのですけ

れども、確かに宅配業者で働く皆さんがどうして

も届かない荷物によって再配達という率が、これ

はきっと配達するうちの２割ぐらいが届かなくて

というような国交省の発表もあるようであります

けれども、相当労働時間もふえるということでご

ざいますし、言われたように環境問題でいえば車

を長い距離を走らすということで、当然二酸化炭

素の排出があります。その削減にもという趣旨か

なというふうに思いますけれども、公共施設でと

いうことで御質問いただいたのですけれども、な

かなか公共施設ということになりますと、その荷

物をまずストックする場所もあるでしょうし、ど

のように保管をするのかというようなことも出て

きますし、管理状況、そういうのもあるでしょう

し、ちょっと私ども今そういうノウハウがござい

ませんし、行政がその受け付けをするということ

でもないのかなというふうに思いますし、公共施

設ということでいえば、果たして公共的な業務に

なるのかどうなのか。先ほどの二酸化炭素、ＣＯ２

の削減という趣旨でいえば確かに該当するかもし

れませんが、公共施設の中での利用ということに

なりますと十分な協議が必要になってくるのかな
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というふうに思っています。私どもそういう業者

の皆さんからの例えば公共施設を使わせていただ

きたいというような問い合わせも今特にございま

せんので、もしそういった機会があればどのよう

な形でやっていくのがいいのか、本当にそれが活

用するのが有効なのかどうなのかも含めて、ある

いは名寄市内にどれぐらい再配達をしなければな

らない荷物というのがあるのか、あるいはそこで

働く皆さんの労働時間、実態がどうなっているの

か、その辺も業者の皆さんの意見、実態なども聞

かせていただきながら、今後対応を考えていきた

いというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） やはり難しいことは

難しいことだと思うのです。これは、御検討願い

たいなというふうに思っていまして、職員から始

めて、そしてそういうふうな受けとめができるよ

うになっていく。これが末広がりに広がって、一

般の民間の会社でもそういうふうにするというよ

うな形に広がっていけばいいなというふうに思い

まして、実際にコンビニサービスというのはもう

既に行っていますし、それからいろんなところで

ロッカーを置いてやっているというようなことを

３社のほうからお話を聞きました。そういうふう

なことで、もし市役所のほうでそういうふうな会

議を開いていただいて、いろんな声を聞かせてい

ただければありがたいというようなお話も伺いま

したので、それについてはすぐすぐできるもので

はないのかもしれませんが、やはり御検討を願い

たいというふうに思います。

次に、地方創生、名寄市の生き残り対策という

ような、何かちょっとにぎにぎしいような部分で

お話を表題にさせていただきました。先ほどの住

宅、これはリフォーム事業のことについては重々、

業者さんもすごく喜んでいますし、実際に効果と

しては昨年は１億円、そして今回は当初予算 ０

００万円、そして補正で ０００万円ということ

で ０００万円の補助額を用意をしての対策です

から、１００万円以上ということは２００万円か

かっても３００万円かかってもというふうなこと

で対象になる部分ですので、地域における経済の

効果というのは非常に大きいものがあるというふ

う思います。８月１４日現在のということで、先

ほどはちょっとずれがあるのかもしれませんが、

新聞では１２９件、まだ決定はしていないけれど

も、決定予定の部分を含めて １００万円の実際

補助の決定をすると。効果は３億円というふうに、

残りが９００万円と。割り返していくと何件かに

なって、それに伴う効果も約１億円ということで

すから、４億円の経済効果がある。これは、市の

市中、名寄市内に財源が落ちていくわけですから、

あの効果というのは大だなというふうに思います。

そこで、新築住宅の関係について言えば、２８

年度だけで申しますと４８軒の新築住宅が実際に

建築されました。そのうち３４軒が市外で１４軒

が市内というふうなことで、１軒当たり ５００

万円の投資をすると。これは、個人個人の資産の

形成につながる部分ではありますけれども、実際

にお金の額の部分で見ますと４８軒というのは

５００万円で考えると１２億円に相当すると。そ

の分の３４軒、市外に８億 ０００万円、市内に

は３億 ０００万円ということで、先ほどのお答

えの中で２４年からの部分でいきますと、４割、

５割という形で市内にあったものが２８年では３

割方に減っているというふうなことで、これは市

内からそれだけ名寄市外に大事な財源が流出をし

ているというふうにとれるのかなというふうに思

っていまして、これら何らかの対策を講じて名寄

市内に施工業者に発注をしていただくことになれ

ば、当然経済にも大きな影響を及ぼすものだとい

うふうに理解をしています。

そんな中、この近隣の状況を見るときに、いろ

んな補助の形態はあります、考え方が違いますか

ら。地域材を使用してというふうなこととか、一

律にただ市内業者を使っていただければ出します
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よと。金額と町村名については申し上げませんが、

市内、この名寄近隣は全て行っているという状況

でありますし、名寄市も今確かにリフォームの関

係でやっていることは重々承知をしておりますけ

れども、やはり早いうちに手を打たないとお金は

どんどん、どんどんほかに行ってしまうのです。

名寄に回るお金が回らなくなると。必ずしも補助

があれば全部名寄の施工業者にお願いをしてくれ

るという、そんな甘いものではないと思います。

実際に市外の施工業者にお願いをしている発注者

側の市民でありますけれども、お話を聞くと、こ

れは先ほども話もありましたけれども、旭川に住

宅があって、そこを見学をしてとかいうふうな部

分で、まず一番の部分は何かというとやはり営業

力なのです。営業力が、その業者に頼めば全てと

言っていいほどやってくれると。金融機関の関係

についても、事前審査から始まって最終申請は本

人がしなければなりませんが、そのときに必要な

設計書とか、全てのいろんなあらゆるものがやっ

てもらえるというふうなことでありまして、これ

についてはなかなか市内の業者も太刀打ちできな

いかなというふうなところはあると思うのですけ

れども、市内も一生懸命みんな頑張っていろいろ

発信をしています。ホームページもアップしてい

ますし、それから地域のところと広域的に進めて

いる。地域材、やはり名寄で家を建てる。名寄の

近くの近辺で育った木材を使って、やっぱり一番

息をしている、生きている木材を使って自分の温

かいマイホームをつくるというふうな、そんなこ

との部分で補助金も創設されたりなんかしている

部分もあります。そんな中で、何とか１個１個だ

と難しいのですけれども、集まってやることによ

って何かできないかと。誘導するといいましょう

か、そういうふうなことができないのか、それと

今お話をしましたけれども、早急な手を打たなけ

ればならないというふうなこともありますので、

それに対する助成制度のあり方という部分につい

て、助成制度は水間室長のほうになると思います

が、建設業者と一緒にいろんな形で話をし、そし

てどういうふうな形で進めていったら名寄に向い

てくれるのかというような取り組みもやはり行政

もかかわってやらなければいけないことでないか

なと思うのです。そんな中、ちょっと建設部長に

も御意見をいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員のお考え、

とりわけ地元業者に対するてこ入れといいますか、

お気持ちは重々痛いほど感じるところあるのです

が、建築の指導の立場で申し上げますと、これ市

民のニーズに応えて、業者がしっかりとした基準

にあるものを提供していただくというのが私ども

建設水道部の立場でございまして、そこに地元だ

から、市外だからということでのすみ分けという

か、色分けというのは基本的に私どもの立場では

考えていないというのが原則でございまして、あ

くまでも地域の経済、業者の育成、発展、そうい

ったことも加味しての支援策というのは論じられ

て当然だというふうに思いますけれども、あくま

で建築指導の立場で申し上げれば、そこに色分け

をするだとか、格差をつけるというのはふさわし

くないのかなという言い方をさせていただくしか

ないというふうに申し上げさせていただきます。

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） 今のお話ですけれど

も、色分けをすれと言っているわけでは決してな

いです。市内の業者をいかに守るかということで

す。地域の経済を守るかということです。そのた

めに何かできないかということを行政もしっかり

考えていかなければならないのかということをお

話ししているのです。そういうことです。実際に

お金がどんどん、どんどん名寄から流出していく

のです。それを指をくわえて見ているのですか。

そうはならないでしょう。だから、何かできない

こういうことです。お考えいただければと思いま

す。
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あとは、済みません。水間室長のほうには助成

制度について。

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） 今新築住宅の助

成制度についての御質問であります。私どものほ

うといたしましては、先ほどもお話しさせていた

だきましたように、現行の制度の中では地元の施

工業者等から組織されている団体等と重々意見交

換しながら、既存の住宅改修事業の制度設計をさ

せていただきました。ただ、当然のことながら、

金銭的な支援策だけではなく、いろいろ団体と意

見交換する中で、ソフト的な面も支援というか、

連携してやっていこうということで、今年度の７

月から名寄広報のほうで住宅に関する基礎知識の

コラムなどのそういった取り組みもさせていただ

いたところであります。私どものほうの現行の支

援制度につきましては、基本的には来年度までの

３年間の部分につきましては現行の制度でいくと

いうことでお話しさせていただいておりますけれ

ども、住宅改修事業のいろいろな事業の検証と結

果を踏まえて、検証を踏まえて今後事業も含めて

継続していくべきなのか、どういった内容等を盛

り込んだほうがいいのかも含めて、今後検討させ

ていただくということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） すぐすぐできるもの

ではないとは思いますけれども、私がいろいろ聞

き取りをしてきた背景には、やっぱりそういう制

度があれば地元にお願いしたかもしれないという

ふうに言う、結構いるのです。それが地元に落ち

たとなれば、それだけやはり名寄にお金が落ちて、

経済うまくいくのではないですか、少しは。そう

かなというふうに思っているのです。いろいろこ

れから御検討いただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

続いて、もう時間もないので、行財政改革に関

する部分として御質問をさせていただきます。こ

の行財政改革の部分については、前期６年で７２

件のうち６２件が実績としてあって、後期の部分

については計画をした部分の７割方が実際改革を

進めてきたというふうに、今回の第２次の計画の

中にはそのように表現をされています。本当に実

際にこの１１年で３５億円という、金額だけで言

いますと大きな実績を残されてきたのかなと。職

員の協力も得ながらの部分だというふうに思いま

すけれども、私も前にもお話ししましたけれども、

７３名の削減計画を実際に進めてきて、２６年度

で６９名までいったということでありますが、そ

の後２年間延長していく中で、やはり国からの権

限移譲なり、いろんな要素があったのでしょう。

７名ほどふえて、そして現在はこの最終改革では

実績は６２名というふうなことになっています。

これは、実際にはやはり地域住民のサービスを低

下させるということにはなりませんから、そうい

うふうなことも含めて職場会議を開いたり、いろ

んな機構改革の中で考えられてきた末の部分だと

いうふうに思っていまして、これから先ほども新

しい計画の中ではそれらも含めて考えていくとい

うような部分で、大きく３つのポイント、財政運

営、それから公共施設の管理計画、そして事務処

理の改善というふうなことで進めていくのだとい

うふうにお聞きをしましたけれども、計画につい

ては前期６年、後期４年の１０年計画という計画

は第２次名寄市行財政改革推進基本計画という計

画を示されています。その中で前期の部分はこれ

に実施計画も示されてきたと思うのですけれども、

今回実施計画がいまだ示されていないということ

ですけれども、この分についてはちょっとお考え

をお聞かせ願いたいと思います。それをお答えを

いただいて、質問を終わら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） 第２次行財政改革に

かかわってということで御質問をいただきました。

実施計画の部分につきましては、基本的には既に

職員に対しては周知をさせていただいているとこ

ろでございまして、従前同様全体で取り組んでい
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けるよう進めてきているところであります。外部

への周知につきましては今行っておりませんけれ

ども、これまで同様実施計画にあわせて、実施計

画につきましては毎年度実績報告を作成をして、

次年度に向けた取り組みの総括等しながら、改め

て計画を練り直し、考え方については先ほど申し

上げましたようにこれまで同様継承しつつという

ことでございますので、それぞれ毎年度見直しを

する中での次年度へ向けたよりよい計画になるよ

うに、逐次修正をしながら実施をしてまいりたい

というふうに思ってございますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上でございます。

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。

公契約条例制定に向けた取り組みについて外２

件を、奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問したいというふうに思

います。

最初に、公契約条例制定に向けた取り組みにつ

いてですが、これまでも条例化については研究、

検討するということでありました。そういった中

で平成２５年１２月に名寄市公契約に関する指針

を策定し、市が締結する公契約において公平、公

正で透明性の高い入札と契約を実施し、品質の高

い適正な履行を確保した上で、地域経済の発展と

安心して働ける労働環境の確保を実現することを

目標として適用を図る。実効性が保たれるために

は、名寄市にとってどのような形が適切なのか、

引き続き調査するというふうな回答をいただいて

いるところであります。そういった中で、現在の

状況についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

次に、行政報告にもあります宗谷本線の維持活

動の促進についてですが、宗谷本線活性化推進協

議会を中心としたこの間の取り組みと利用促進策

を効果的なものとするために実施をしたアンケー

ト調査、これについて結果と分析についてお伺い

をしたいというふうに思います。

次に、名寄市総合計画及び観光振興計画にかか

わって伺いたいというふうに思います。名寄市総

合計画は、第２次がこの４月からスタートし、名

寄市観光振興計画も名寄市総合計画の第２次にあ

わせて見直しが図られましたが、それぞれの計画

に基づいて実施される個別事業及び戦略事業の進

捗管理の方法についてお伺いをし、壇上からの質

問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま奥村議員か

らは、大項目で３点にわたって御質問いただきま

した。大項目１及び２については私から、大項目

３については松岡参事監からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、公契約条例制定に向けた取

り組みについて、小項目１の公共サービスの品質

確保、公正競争の確保、適正な労働条件のもとで

の雇用の確保に向けてについて申し上げます。公

契約条例については、労働者の雇用や労働環境の

悪化防止、公共サービスの品質の確保、地域経済

の活性化が趣旨であるものと認識しております。

現状本市としては、名寄市公契約に関する指針を

もとに公契約の運用をしており、指針に掲げる基

本目標の具体的な取り組みといたしましては、１

つとして建設工事においては低入札価格調査制度

の基準の適宜見直し、２つとしては受注者から受

託業者への適正な支払いについての指導などを行

っているほか、名寄市建設事業説明会などで指針

について周知徹底を図り、今年度からは建設工事

等入札参加資格申請審査要件として、事業所の社

会保険加入について確認、実施を行ってきている

ところです。これらの取り組みから、今後とも指

針に基づき適正な労働環境の確率に向け、関連法

令を遵守し、地域活性化、良質な公共サービス、

安心して働ける労働環境の確保について努めてま

いります。
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次に、大項目２、宗谷本線の維持活動の促進に

ついて、小項目１、維持、存続に向けての取り組

みについてお答えいたします。宗谷本線の維持、

存続に向けての取り組みにつきましては、ＪＲ北

海道が昨年公表した単独では維持することが困難

な線区に宗谷本線の名寄―稚内間が該当し、既存

組織である宗谷本線活性化推進協議会が活動母体

となり、この間道内でも先駆的に活発な活動を続

け、いち早くＪＲ北海道を交えた協議を開始して

きております。宗谷本線は旭川から稚内までつな

がって宗谷本線であるとの認識から、沿線一体と

なって存続に向けて取り組んでいくことが全体で

確認されており、道北唯一の鉄道である宗谷本線

の重要性から、５月末の総会において新たに興部

町、雄武町、旭川商工会議所が構成員として加わ

り、２６自治体、６団体の組織となりました。現

在協議会活動においては、事務担当者レベルで構

成する幹事会を国、道、ＪＲ北海道を交えて開催

してきており、沿線自治体で取り組むべきものと

して利用促進策を中心に議論しているところです。

利用促進策を効果的なものとするため、鉄道利

用者の利用目的や乗車区間、改善要望など旭川か

ら稚内までの主要駅においてアンケート調査を６

月２９日、８月８日に実施しており、分析結果と

して各駅において特徴があらわれた結果となりま

した。宗谷地区においては、観光客の割合が非常

に高く、名寄市の特徴としては利用者の６割を超

える方が通勤、通学に使っており、７割弱の方が

ほぼ毎日利用するなど、生活インフラとしての位

置づけが高いことがわかりました。

また、８月３０日には衆議院議員、石破茂先生

にお越しいただき、ＥＮ―ＲＡＹホールで「鉄道

網を活かした地方創生について」をテーマに御講

演いただきました。会場があふれるほど多くの来

場をいただき、多目的ホールを活用してのパブリ

ックビューイングも設置し、地域を挙げて鉄道の

必要性について認識を深めることができたものと

考えております。広域の取り組みとして、沿線自

治体の発行する広報において利用促進に関する記

事を７月号に取り組むことも実施いたしました。

また、国や道の動きとして、昨年から宗谷本線

存続に向け道内選出国会議員の皆様を初め、中央

要望会を実施しておりますが、国会の場において

も北海道の鉄道が話題に取り上げられるなど成果

が出ているものと認識しております。道内では、

自民党の対策プロジェクトチームが設置され、本

年３月３０日には民進党代表が旭川入りをし、Ｊ

Ｒ北海道路線維持に向けた意見交換会を開催され

るなど、国においても注目されており、沿線地域

として鉄路存続に向けて知恵を絞り、国からの抜

本的な支援をいただけるよう努力してまいります。

線区をまたがる広域的な連携につきましては、

旭川市が会長を務める旭川総合開発期成会が中心

となり、宗谷、オホーツクの期成会と情報交換と

いう形で連携していく動きが出てきております。

今後も他線区との取り組みも注視し、宗谷本線活

性化推進協議会の運営に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の３、

総合計画及び観光振興計画にかかわる進捗管理に

ついて申し上げます。

総合計画の進捗管理につきましては、登載した

事務事業の達成状況などを客観的に評価する行政

評価制度による進行管理を実施するとともに、社

会情勢の変化や行政評価の結果などを踏まえ、総

合計画実施計画ローリングを毎年度実施し、基本

計画期間中の事務事業の必要に応じた見直しによ

り計画の実効性を高めることを目指すこととされ

ております。今年度の行政評価につきましては、

計画開始早々の年度であることから、総合戦略の

登載事業を対象としまして、６月の総合計画推進

市民委員会でも御意見をいただきながら実施をい

たしました。現在実施計画のローリングを行って

いるところであり、部内作業が終了した後、再び

市民委員会等で御意見をいただきながら、これら
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の検証プロセスを踏まえた予算編成を行っていく

ということでＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を

行ってまいります。

また、観光振興計画につきましても各戦略事業

における個別実施計画台帳や評価調書に基づいた

名寄市観光振興計画策定市民検討委員会での点検

評価を踏まえながら、実情に即した実効性が高く、

効果のある事業を展開していくこととしておりま

す。

私からの答弁は以上とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁をいただ

きましたので、再質問していきたいというふうに

思います。

まず最初に、公契約条例の関係であります。答

弁いただきましたけれども、条例制定に向けては

なかなか具体的な調査検討は進んでいるというふ

うな印象ではなかったかというふうに思います。

公契約に関する指針による運用が基本だというふ

うにおっしゃっていたのではないかというふうに

思います。この名寄市公契約に関する指針につい

ては、あくまでもとるべき態度や進むべき方向を

示す方針から、ガイドラインということだという

ふうに思います。そういう意味では、絶対に守る、

それから担保できるものではないというふうに考

えているところです。したがいまして、市が締結

する公契約において公平、公正で透明性の高い入

札と、それから契約、品質の高い適切な履行、地

域経済の発展、そして安心して働ける労働環境の

確保を担保する、そういったことからいえば、こ

れらを担保できるのはやっぱり条例でしかないと

いうふうに私自身は考えるところであります。こ

れは、名寄市で仕事している方にとっては当然の

話だというふうに思うところであります。この点

についてまずお考えをお伺いをしたいというふう

に思います。

そもそも公契約条例は、この間少し私も質問し

ていましたけれども、ちょっと言い方もあったか

と思います。労働者の労働条件を上げろというふ

うに伝わっていた部分あると思いますけれども、

もともとそういうことを求める制度ではないとい

うふうに思います。ダンピングによる品質や住民

サービスの低下をなくす、そして公共サービスの

品質の確保、品質の向上、事業者間での公正な競

争を実現すると、そういったものだというふうに

思っています。市としてもこれからも当然どうい

う形のものがいいかということで検討していただ

くべきだというふうに思いますけれども、既に全

国ではこういった条例を制定をして運用している、

そういった自治体もあります。そこで、具体的な

効果や課題についても調査をしてみるべきではな

いかと思いますけれども、いかがでしょうか。

また、条例制定に向けては市民の皆さん、それ

から事業者の皆さん、働く方、そして発注側であ

る自治体がお互いに必要性の認識、そういったこ

とができるような環境づくりというのがやっぱり

不可欠だというふうに思います。その中で特に事

業者の皆さんとの認識の突き合わせが必要ではな

いかというふうに思いますので、この点について

もお考えを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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今奥村議員のほうか

ら公契約条例制定に向けてということで話がござ

いました。先ほども申し上げましたけれども、今

私どもは名寄市の公契約に関する指針を制定をし

ているということでございます。議員おっしゃら

れるように、条例でなければ実効性の確保、担保

ができるのかということも重々承知をしていると

ころでありますけれども、改めて今制定をしてお

りますこの指針について周知徹底をさせていただ

き、実効性が確保、担保されているのかどうか検

証が必要であるというふうに考えているところで

す。

また、道内で旭川が昨年の１２月に条例の制定

をしているということであります。条例化に向け

ては、庁内での議論も必要でしょうし、先ほど議
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員からお話がありましたように事業者ですとか、

それぞれ関係機関の皆さんとも条例化に対する目

的、運用等協議が必要でありますし、事業者の皆

さんに対する周知、理解等も必要であるというふ

うに考えているところでございます。条例を制定

をしている、先ほど言いました旭川も含めて自治

体の状況を改めて確認をさせていただくとともに、

実際に運用している中での課題等も出てきている

のかなというふうに思っているところでございま

して、あわせて事業者との意見交換等についても

今お話がございましたので、そういった機会を検

討もする中で幅広い意見を聞きながら、名寄市に

合った公契約のあり方について研究を進めてまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今部長のほうからもあ

りました。身近な旭川で条例を制定されています。

そこでの実施していく中での状況、それから課題

等ぜひ研究をしていただきたいというふうに思い

ますし、もう一点ありました事業者との意見交換

の機会を検討するというふうなこともお話にあり

ました。意見を聞くということがやっぱりそれぞ

れ必要だというふうに思います。お互いの考え方

をしっかり出し合う。認識は、やっぱり一つにす

るということがまた必要かというふうに思ってい

ます。なかなかこの地方で大きなダンピングがさ

れて仕事がとれなかったりということは、今まで

も経験がないことかというふうに思いますけれど

も、全国的にはそうも言っていられない状況いう

ことが出てきています。そういった点も含めて、

実際に事業者の皆さんがどういうふうに考えてい

るかということも含めて、ぜひ広く意見を聞いて

いただきたいというふうに思いますし、先ほども

言いましたように、お互いにやっぱり認識必要だ

という点も含めて、お互いが認識できる環境づく

りということで引き続き努力していただきたいと

いうふうに思います。何回も言うようであります

けれども、ガイドラインということでは本当の担

保にはならない。実際はどうだということで検証

するということでありますけれども、条例主義で

ありますので、自治体として基本的には条例であ

りますから、公共サービスの品質確保、それから

公正競争実現を担保するために、やはり条例制定

に向けて取り組みをしていただくことを強く望む

ところであります。これについては、そういうこ

とで引き続き検討していただくということで、次

の質問に移っていきたいというふうに思います。

２つ目に、ＪＲ宗谷本線の維持活動について質

問をしていきたいというふうに思います。これま

で加藤市長先頭に本当に宗谷本線の維持、存続に

向けてさまざまな取り組みをしていただいている

というふうに思っています。これについては、本

当に敬意を表するところでありますし、感謝を申

し上げるところであります。

先ほど答弁少しありましたけれども、存続、そ

れから維持、存続に向けて具体的な取り組みとし

てはやはり利用促進策中心に今議論されていると

いうことでありましたので、そこの点について少

し私も議論させていただきたいというふうに思っ

ています。先ほどちょっとありました石破先生の

講演なんかも取り組みをされたということで、そ

の中では具体的な利用促進策は示されなかったと

いうことではありましたけれども、９月６日に開

催されました、これ先輩議員の方や鉄道にかかわ

る市民の皆さんが中心になって開催をされたもの

でありますけれども、宗谷本線未来１００年講演

会が開催をされたところであります。この講演の

中で講師として来ていただきました工藤裕之さん

からは、新たな１００年へ向けて新生宗谷本線に

生まれ変わる時期に来ているのだというふうな話、

講演とともに１７本の具体的な再生プランの提案

も含めて考え方が示されたというふうにお伺いを

しているところであります。また、新聞で拝見し

ましたけれども、上川地域づくり連携会議では、
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旭川空港と旭川を鉄道で結ぶ、そういったアクセ

スが必要ではないか、それから加藤市長からも札

幌と、それから旭川空港を新幹線で結ぶ、そうい

った提案なども出されたということで、これらに

ついてはぜひ実現すべきものだというふうに私も

思っているところであります。

そういう中で、実は私も鉄道をそんな日常的に

利用しているかというと、そうではなくてやはり

車を利用しているのが実態であります。車を所有

し、運転できるという人は、やっぱりそういう人

が多いのでないかと思います。ただし、今回実施

されましたアンケートでは、アンケートにあるよ

うに毎日の通学、それから通勤、医療機関への通

院もそうでしょう。利用する人からすれば本当に

絶対に必要な生活インフラだということでありま

す。名寄駅の朝、通学、通勤で列車からおりて駅

から本当に多くの皆さんが出てくる、それを見る

たびに、それこそ石破先生が言った鉄道の優位性、

滞留策は鉄道でなければできないのだと、そうい

ったことを実感するところであります。

また、鉄道既に廃止されてしまったところでは、

バスでの代行運行とかをされているようでありま

すけれども、住んでいる皆さん、バス運行は代替

にならないのだというふうに言っていますし、こ

れまでの廃止された路線の状況からもこれは明ら

かだというふうに思います。また、道外や外国か

らの旅行客皆さんは、鉄道は利用するけれども、

バスはやっぱり利用しないのです。そういう意味

では、観光にも大きな役割を果たす、こういった

鉄道だというふうに思います。こういった点を考

慮した上で、長期的に持続可能な利用促進策、そ

ういったものを打ち出す必要があるのだというふ

うに思います。この点についてお考えをお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今奥村議員のほうか

らお話がありましたように、利用促進策につきま

しては幹事会においていろいろと御意見、アイデ

アが出されているという状況でございます。ＪＲ

北海道とも十分連携をとりながら、実現に向けて

今後とも研究してまいりたいというふうに思って

います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） これまでも先ほど言っ

た講演や何かもいろいろありまして、市長自身か

らもいろんな、先ほど言ったように新幹線の話や

何かも出されました。市長自身が利用促進策等に

ついてお考えがあればそれについてもちょっとお

伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 具体的な利用促進策とい

うことで、私は象徴的にちょっと大きな話をいろ

んなところで御提案をさせていただいて、これは

沿線というよりも本当に道や国が主体的になって

考えていただく案件、今の先ほど言った空港のア

クセスの問題だとかということです。一方で、沿

線としてやるべきこと、できること、例えば本当

にダイヤの問題にしても、実は特急のダイヤとか

変わっている部分もあるのですけれども、普通列

車のダイヤや快速列車のダイヤとかはほとんど変

わっていないようなダイヤもあって、この間に地

域のいろんなまちづくりの形態とかが大きく変わ

っている中で５０年近く変わっていないようなダ

イヤもあるということもございまして、このこと

についても細かなお話や提言もいただいていると

ころでございます。地域としてそうした細かなニ

ーズをしっかりと受けとめながら、そうした細か

なダイヤをもう少し地域の具体的なニーズにフィ

ットさせていくということでありますとか、より

ＪＲ、鉄路を利用しやすいような環境に持ってい

くようなまちづくりや仕掛けや、あるいは少しで

も地域でお手伝いできるようなコストの低減だと

か、そうしたことも今具体的に議論しているとこ

ろでございまして、ここは宗谷本線活性化推進協
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議会の幹事会、事務局は石橋企画課長を中心にや

っておりますけれども、ここを中心にかなり具体

的な議論が出てきているというふうに思いますの

で、年度内をめどにという話をしていますけれど

も、我々としてはできるだけ早く、年内ぐらいを

めどに具体的な提言をしていけるように準備を進

めているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長からも今具体的に

少しお話をいただきました。利用促進とあわせて

もう一つ、利便性についてもやっぱり一定の配慮

が必要だというふうに思います。この間昨年の困

難路線の発表以降だけではなくても、その前から

も少し住民の皆さんへの利便性への配慮がどんど

ん欠けていったのは否めないというふうに思って

います。この間今ありましたダイヤの関係、特急

の乗り継ぎの関係もそうだというふうに思います。

日常的に利用している、何百年とは言いませんけ

れども、もう何十年続いているダイヤ、それが一

番だというふうな言い方も一方であるかと思いま

すけれども、もっと利用する市民の皆さんの立場

に立ったダイヤというのが求められるというふう

に思いますので、そういったことについては引き

続き求めていただきたいというふうに思いますし、

やはり駅に駅員さんがいる時間が非常に短くなっ

た。朝７時４０分から５時５分でしたか、ぐらい

までしかいてもらえなくなった。駅員さんがいな

いときには、実は自動販売機はあるのですけれど

も、長距離の切符が買えないというふうなことも

あります。従来ありましたＳきっぷフォーもなく

なってしまいましたし、そういう意味でこういっ

たものの復活や何かも含めて、ぜひ働きかけをし

ていただきたいと思います。こういったＪＲの不

便解消に向けての申し入れの関係については、ど

ういうふうにされていくのか、改めてお伺いをし

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） 今利便性等も含めて、

先ほどありました鉄道、生活インフラということ

でございますので、その視点からも大変利便性を

上げていくことは必要なのかなと思っています。

私どもこれまで２回駅において乗車されるお客さ

んのほうからアンケート調査なども実施をさせて

いただいておりまして、先ほど申し上げましたよ

うに名寄の場合は駅を利用される皆さんが通勤、

通学が非常に多くて、６割の方が利用されている

というような状況でございます。沿線自治体と比

較をいたしますと、生活インフラとしての鉄道と

いう意味合いが非常に強い、そういった利用客が

多い駅となっているのかなというふうに思ってい

ます。

また、利用者の多い特急列車の発車時刻付近で

は、切符購入に対する職員が少ないためにかなり

混雑をしたり、あるいは発車ぎりぎりまで切符購

入の列ができている状況にあります。また、特急

列車が旭川乗りかえになったことによって、利用

者が減少しているような状況もあるというふうに

お伺いをしております。鉄道が分割民営化されて

から大きなダイヤ改正というのは行われておりま

せんけれども、現在の利用者の皆さんのニーズと

少し感覚的に違いが出てきているのかなというふ

うに感じているところです。宗谷本線の活性化推

進協議会に設置をしている幹事会において、利用

実態に合わせたダイヤ改正の分析をＪＲとともに

行っておりますので、沿線自治体と協力をしなが

ら研究をしてまいりたいというふうに思っており

ます。

また、名寄駅から市内の移動手段など、アクセ

ス等についても今後検討の材料になるかなと思っ

ています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今その点について私も

ぜひと思って、言おうとしていた点であります。

駅をおりて名寄市内各公共施設なり利用したいと

ころへ行くときに利用できる交通手段、循環バス
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ではなくて、ありますけれども、それとのアクセ

スをもう一度、この間もすごく検討していただい

て、どんどん利便性高まっているのですけれども、

改めて検討していただくのと、逆に駅に乗り込む

ときに、着くに当たっての入り込みのバス、特に

市内だけではなくて郊外から来る部分についても

少し不便があるということでお聞きをしています

ので、そういった点についてもぜひこの際自治体

としてできることだというふうに思いますので、

検討していただければというふうに思います。

もう一点、ちょっと利用の促進策の集客という

関係も含めてお伺いをしたいと思います。この春

ちょっと聞いていました、名寄駅舎の改築の関係

の話が一時出ていたのではないかというふうに思

います。その後ちょっと私自身も確認ができてい

ませんけれども、例えば今の駅舎どういうふうに

改築するか、利用するかということの中で、キヨ

スクがもう既になくなって一定のスペースがある

というふうになっているのではないかと思います。

そういった場所を利用させていただいて、常設の

国鉄あるいはＪＲの展示コーナーをつくってはど

うかというふうにも思っています。たくさんの資

料については、北国博物館で相当なものを所有を

しています。これ実は全国からも来ていただいて、

見ても十分価値のあるものがたくさんあるという

ふうに承知をしています。こういったものを順次

展示をしていく。これは、音威子府でも実はやっ

ているのではないかというふうに思います。そう

いう形でできれば道内あるいは道外からのお客様

を招く、そういったいい材料になるというふうに

思いますし、そういったことについてもわかって

いる状況があればお知らせいただきたいのとぜひ

ＪＲに対してそういった申し入れも含めてしてい

ただければなと思いますけれども、その点につい

てお考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから名

寄駅の駅舎の関係のお話、またスペースを利用し

た利活用についてということでお話がございまし

た。名寄駅につきましては、ＪＲからの情報によ

りますと構造補強を実施をする意向が私どもに伝

えられております。補強をするに当たりましては、

歴史的な外観も非常に魅力がある駅舎でございま

すので、外観を刷新することなく、現状の趣のあ

る駅舎にしていただきたいということで私どもは

要望をしているところでございます。このことに

つきましては、ＪＲも御理解をいただいていると

いうふうに思いますし、今後構造補強が進められ

ることになっていくのだというふうに思っていま

す。

先ほどありました駅舎内の公共展示の活用につ

いてでございますけれども、待合スペースの確保

が優先でございまして、駅舎が無人となる時間帯

も考慮しながら、今後活用について検討を、ＪＲ

とも協議をさせていただきたいというふうに思っ

ています。今の段階で利活用について私ども具体

的には出せませんが、利用が、活用ができるよう

な部分については検討させていただいて、ＪＲの

ほうにも協議をさせて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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） どうですか、これ市長。

資料展示、ぜひ市長からもＪＲに求めていただけ

ればというふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 中村部長からもお話あり

ましたけれども、恐らく昔の駅舎に復元をしてい

くようなイメージで考えていただいたと思うので

す。そうすると、多分というか、どうなのでしょ

うか。少し建て増し増築をしているのです、あの

建物というのは。そこがスペース的になくなって

しまうという可能性もあるというふうに聞いてい

まして、そうなってくるとスペース的な余裕もど

うなのだろうということはあると思いますので、

まずはＪＲさんのやる工事でありますので、我々
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としては最低限意匠はぜひ残しておいてください

という提言はさせていただいているのですけれど

も、その後の利活用について改めて今御提言もい

ただきましたので、できるのかできないかも含め

てＪＲさんと協議していきたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） ぜひ粘り強くＪＲさん

の理解も得ながら、そういう形でしていただくこ

とが来ていただく方にもいいものだというふうに

思いますし、市民の皆さんにもそういう意味では

名寄の歴史をしっかり見ていただくということも

できると思いますので、そういったことで引き続

き協議をしていただければと思います。

もう一点、実は９月３日の日にスターライトて

しおということで、イベント列車を市民の有志の

皆さんが走らせた。新聞でも皆さん見られている

方たくさんいたと思います。なかなかイベント列

車だけで人を集めるというのは難しいし、実際毎

週、毎月できるものではないというふうにお伺い

をしています。今回も３年ぶりということでの運

行だったようでありますし、１両編成ということ、

五十数名ですか、の方が参加だったようでありま

す。ただ、こういったものを走らせることによっ

て、今回特に沿線の停車をした自治体の皆さんに

すごく協力をしてもらった、あるいは観光協会の

皆さんが企画運営で参加をしてくれてというふう

な話も聞いています。そういう意味では、沿線の

皆さんが存続に向けて一体となれる、そういった

ものだというふうに思います。簡単に支援すると

いうことにはならないかというふうに思いますけ

れども、ＰＲあるいはお手伝い、もしくは名寄と

しても一定の参画の仕方があるというふうに思い

ますので、こういったことについての考えがあれ

ばお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄の鉄道ファンが中心

になって、９月３日でしたか、スターライトてし

お号が運行されたということで、残念ながら私に

はお声がかからなかったので、こっそりとやった

ようなお話も聞いています。これいろんな事情が

あったというふうに聞いていますけれども、それ

だけ観光列車を運行するというのは大変な中で、

企画していただいたというのは本当にありがたい

ことだなと思っています。本来であれば、ＪＲ東

だとか、いろんなＪＲ各社でこうした観光列車を

走らせて収益の向上につなげているのが現実であ

りますけれども、ＪＲ北海道自体がなかなかこう

いう列車を走らせてくれないと。これは、やっぱ

りＪＲ北海道自身の余力がないことの裏返しなの

かなというふうにも思っておりますけれども、一

方で秋口からでしたか、北海道も道内各周遊ルー

トでＪＲを活用したツアーを利用促進策として企

画をしているということで聞いておりまして、大

変こうした動きが出てきているのはうれしいこと

だなというふうに思います。当然こうした動きに

呼応して、それぞれの自治体が地域挙げて応援を

していく体制というのをつくっていけると思いま

すし、また今現在も宗谷本線の幹事会の中でこう

した動きについても具体的な議論も多分出ている

のではないかなというふうに思いますので、その

辺も我々ができることはしっかりとやり、また一

緒になってＪＲさんや、いろんなカウンターパー

トとやっていけることを模索していき、提案をし、

実行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。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 存続に向けてさまざま

な取り組み、検討をすることが必要だというふう

に思いますし、絶対残していくのだと、必要なの

だということを訴え続ける、そういった行動も引

き続きしていくべきだというふうに思っています。

それとあわせて絶対に維持するのだという、少し

本気度も、既に見せていますけれども、今以上に

見せていくべきではないかというふうに思ってい

ます。
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１つ提案でありますけれども、自治体として車

両、気動車を購入してはどうかというふうに思っ

ています。先ほどちょっとありました市民の有志

の皆さんともいろいろ話ししているのですけれど

も、市民の皆さんや沿線住民の方からの要望もし

っかり取り入れた、そういった意味ではあっと驚

く、そういった企画を今検討中であります。これ

次回ぜひお示しをしたいというふうに思っていま

すけれども、その中で車両を所有し、それを使っ

て運行するということができればというふうにも

ちょっと考えもありますので、そういったことに

ついて検討いただければというふう思いますので、

総計とか個別計画に当然入っていないことではあ

りますけれども、ぜひ御検討いただければと思い

ますけれども、市長に考えをお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ＪＲ単独では維持する

ことが困難な線区についてと出たのが平成２８年

１１月ですので、もうそろそろ１年になるという

ことでありますが、この間活性化推進協議会幹事

会まで落とし込んでいろんなことで進んでおりま

すけれども、今議員のほうから御指摘いろいろい

ただきました。名寄市でやれること、あるいは宗

谷本線全体で考えなければならないこと、いろん

な見方があると思います。残された時間は余りな

いというふうにも正直思っているところでありま

す。確かに総計ですとか、そういったものからは

すぐにぽっと出てくるものではありませんけれど

も、いろんな条件を考えますと、いろんなことを

考えてこれから進まなければならないなと思って

おります。

先ほど駅舎の関係もいただきました。名寄市そ

のものが鉄道のまちということで、鉄道で発展し

ているまちでありますので、名寄市の優位性を生

かした取り組みをできるでしょうし、こういった

ことを名寄市でやっているよという情報交換を通

じてほかのまちも頑張っていただいて、一つにな

って、それからＪＲに対してうちは、あるいはこ

の沿線はこういうことを考えているのだよ、デー

タもこういうことあるのだよ、いろいろ情報交換

をしながら、スピードアップしながら進めていか

なければならない問題だと思っておりますので、

ぜひまた機会を捉えながらいろんな選択肢を積み

上げながら進んでまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 直接なお答えがなかっ

たところでありますけれども、宗谷本線全体残し

ていくということを考えたときに、一定の参考に

なることをぜひ提案をしたいというふうに思って

いますので、引き続き御検討いただければという

ふうに思っています。

１点だけ市長にお伺いをしたいというふうに思

いますけれども、経営安定基金の関係であります。

これについては、利回りの関係含めて３０年間で

当初やっぱり ６００億円不足をしているのだと

いうのがこれは事実だというふうに思っています。

国土交通大臣や何かもＪＲの経営努力で対処する

ことが求められるというふうなことを言っていて、

国の責任、そういう意味では否定しているのでは

ないかと思っています。ＪＲ北海道のほうの島田

社長のほうももともと自主運営のための基金では

ないのだよと。赤字補填額を保証するものではな

いというふうなことを言っていますけれども、や

はりここは足りなくなっているのは明らかであり

ますから、見過ごすわけにはいかないというふう

に思っています。この点については、最初の答弁

の中にもありました。国から抜本的な支援、やっ

ぱりこの分にかかわるのではないかと思っていま

す。これは、それぞれの対応はあるというふうに

思いますけれども、市長としては一方で前向きな

議論していくことは当然必要ではありますけれど

も、ぜひこのことについては見過ごすことなく、

道や国のほうにしっかり訴えていただかなければ

ならないことだというふうに思いますけれども、
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この点についてお考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 経営安定基金について御

質問をいただきまして、 ８２２億円の安定基金

の運用益を赤字分に補填していくという、これが

金利が低下したことによって運用金が目減りして

いると、こういうことで、このスキームが破綻し

ているということが国の責任ではないかというこ

とですが、一方で国はその後も追加の実質基金等

も出していると。あるいは、さまざまな支援もし

ているというような言い方をされていると、こう

いうことだと思います。現在１３線区沿線で鉄道

のあり方の議論がそれぞれ始められているところ

でありまして、特に宗谷本線は日本を縦断する非

常に重要な線区であるというふうに我々は考えて

おりまして、維持、存続をしていくために沿線自

治体でも先ほど来お話がある利用促進、あるいは

機運を高めていくということも実施をしてきてお

ります。自治体としても当然あらゆる知恵を絞り、

協力をしていく考えでありますけれども、各自治

体で、あるいは沿線でできることはやっぱり限ら

れていまして、議員が御指摘のとおり国による抜

本的な支援、仕組みの構築が必要不可欠であると

いうふうに私も考えております。今後も宗谷本線

活性化推進協議会を中心に、北海道ともしっかり

と連携をしながら、引き続き国に訴えてまいりた

いと考えておりますので、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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） ぜひそういう考えのも

とで、これまで同様市民の皆さんの先頭に立って

頑張っていただきたいというふうに思っていると

ころでありますということで、次に移っていきた

いというふうに思います。

総合計画の進捗管理の関係ということで質問を

しました。進捗管理の関係、議員協議会の中でも

説明をいただきました。答弁にありましたように、

各種の計画、進捗管理は点検評価を踏まえながら

実情に即した効果のある事業展開を進めることが

基本だと思います。ただ、観光振興計画の前期の

部分において事業総括もできていなかったという、

そういったこともありましたので、改めて確認を

させていただいたところであります。

４月から２次の総合計画が始まっていますけれ

ども、その中で前期２年の実施計画に基づいて、

今年度の予算執行に当たって個別の事業が展開さ

れているということだというふうに思いますけれ

ども、前期の計画に新たに追加される、例えば個

別事業があるとすれば、それはどのような事情に

基づくものか、また厳しい財政状況の中で新たに

実施するということに当たっては一定の基準があ

るのだというふうに思いますし、優先順位につい

てもどのようにつけることになっているのか、そ

れについてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 個別事業について新た

に追加される場合の事情ですとか、あるいは優先

順位のつけ方ということでございましたけれども、

先ほどの答弁の中でローリングについて述べさせ

ていただきました。社会経済情勢の変化への対応、

この中には当然国ですとか道の施策の追加ですと

か見直しですとか、そういった事情、あるいはそ

の他の新たに生じた事情なんかに対応するという

ことも入っていると思いますけれども、そういっ

た事情に対応するため、行政評価ですとかローリ

ングを通じた検証を行う中で、財源についての検

討も行いながら、最終的には多くは予算編成の中

でその財源についての検討を踏まえて決まってい

くものと思いますけれども、優先順位をつけてい

るということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 内部的な決め方はそう

いうことだというふうに思いますけれども、新た

に追加される個別事業を含めて、施策の選択、そ

れから優先順位、これについてはやっぱり通常考

えられるのは市民生活に直結しているすぐやらな
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ければならない事業とか、緊急性の高い事業、国

が法律の中でやるようなことになる、そういった

ことが考えられます。でも、いずれにしても施策

決定に当たっての基準が明確であること、それか

ら決定の経過がやっぱり透明であること、それか

ら市民の理解もそういう意味では必要だというふ

うに思います。当然どこかで決まっていつの間に

かということではないかというふうに思いますの

で、そういったそういう意味での市民理解を得る

方策も含めて出てくるわけですから、この点につ

いてのお考えがあればお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 総合計画に関して申し

上げますと、先ほどの答弁の中で部内の中の話と

されましたけれども、当然最初の答弁で述べまし

たとおりローリングの経過ですとか、あるいは行

政評価というのは市民委員会などもやっておりま

すので、そういったところでの説明ですとか、あ

るいは御意見をいただく中でも理解を求めていく、

あるいは御意見いただいて施策も磨き上げていく、

そういうことであると考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市民委員会も当然市民

の皆さんの理解を得る場というふうにはなるとい

うふうに思いますけれども、広く多くの皆さんの

意見を聞いたり、理解をいただくということも必

要だというふうに思いますので、市民委員会だけ

ではなくてということも含めて対応していただく

ことを求めておきたいと思います。

もう一点、以前にも確認していることでありま

すけれども、こういった新たな事業とか出てくる

こともあわせて、市長公約が優先、それから無条

件に反映されるものではないというふうに既に確

認をいただいていますけれども、この点について

改めて御見解をいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 市長公約との関係性に

つきましては、再度の確認ということでしたので、

過去の答弁の繰り返しになってしまいますけれど

も、基本計画につきましては市長任期と連動させ

ることで市長公約を反映しやすい機会を制度的に

設けたものではありますけれども、これが計画遂

行状況の検証ですとか、時代の潮流、課題の分析

などを踏まえて市民による委員会、審議会ですと

か、議会の議決を経て最終的には決定されるもの

でありますので、無条件に反映されるものではな

いという理解で間違いないということでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 答弁いただいたのにつ

いて再度確認をさせていただきます。

それから、新規の個別の事業、あるいは戦略事

業にかかわってお話を１つお伺いをしたいと思い

ます。実は、あるところから映画を作成をして名

寄は知名度向上、地域活性化を図るというお話を

聞きました。そのような話が名寄市としてあるの

かという点とあるとすれば市としてどのような対

応をとるのかお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 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

ました映画ロケ地の関係についてですけれども、

平成２２年度に本市でロケを行いました映画の

「星守る犬」のラインプロデューサーであり、ま

た本市の観光大使であります竹山昌利氏より御提

案をいただいております。まだ流動的な部分もあ

ることに加えまして、制作側の事情等もあります

ので、現段階では詳細を申し上げることができま

せんが、スポーツをテーマにこの道北の地でのロ

ケを企画しており、市民参加の機会も多く設けた

いとの意向で、本市にも制作委員会への参画が要

請されております。本市といたしましても、本市

がメーンロケ地となった映画「星守る犬」におい

て地域の活性化やボランティアの育成、ホスピタ

リティーの向上や文化、観光振興等に大きく寄与
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した検証を踏まえ、今後の観光振興策の一つとし

て名寄市観光振興計画の戦略事業にもフィルムコ

ミッション事業を位置づけしていることからも、

前向きに検討したいと考えております。ただしか

しながら、フィルムコミッション事業のみならず、

観光振興策全般に言えることでありますけれども、

観光振興の効果を最大限に生み出していくために

は、ボランティアも含め市民の皆さんの主体的な

取り組み、さらには参加が必要不可欠であると考

えております。このことからも今後観光大使であ

ります竹山氏による民間の方への説明機会が設け

られている予定と伺っておりますので、市民の皆

さんや民間団体の受けとめ方なども含めて総合的

に判断させていただいた上で、議会にも御相談し

ながら取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、御理解をよろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 映画を活用しての知名

度向上、観光振興、そういったことについて言え

ば、一般的に取り組むべき課題だというふうに思

っているところであります。ですけれども、不確

かな部分もちょっとあるかもしれませんけれども、

私が聞いている内容では、先ほどありました名寄

市が制作委員会に参加をする、それからもう一つ

は数千万円出資金も出すという、そういったこと

があるというふうにお聞きをしています。そうい

う意味では、少し問題があるのではないかという

ふうに考えるところでありますし、この点につい

て議会としてのチェック機能も果たすべきだとい

うふうに考えているところであります。

先ほどの総合計画、観光振興計画の個別計画、

戦略事業の決定に当たって、実施をしている分に

当たっては多くの時間をかけてたくさんの皆さん

の意見を聞きながら決定してきたというプロセス、

そういったものがあるのだというふうに思ってい

ます。しかし、今回のその映画についてはそうい

ったことではないのかなというふうに思いますし、

特に緊急性が高いわけでもないのかな、それから

市民生活に直結する、そういった課題でもないか

なというふうに思います。実施に当たって人やお

金を使うとすれば、市の職員や、特に税金を使っ

て実施をするということだとすると、それについ

て簡単に市民の皆さんの理解というのは得られな

いのではないかというふうに考えるところであり

ます。ほかに重要な優先すべき課題があるのでは

ないかということであります。例えば冬の除雪が

大変で名寄を出ていこうとしているような、ふえ

てきている、そういったことがあるのだというふ

うに思います。私としては税金はそういったこと

への対策に優先して使うべきだというふうに思っ

ていますし、私の所属しています経済建設常任委

員会では委員全員で除排雪に対しての提言もして

いるところであります。そういう意味でこの件に

関しても役所が前のめりになって取り組むべきで

はないというふうに私は思っていますし、事業の

決定に当たっての優先順位、それから税金の使い

方について慎重に対応すべきだというふうに思い

ます。この映画制作がどうしても優先すべきもの

なのか、それも含めて市長の考えをお伺いしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど水間室長からも答

弁がありましたが、この走り出しています平成２

９年度からの５年間の後期の観光振興計画の中で、

フィルムコミッション事業を追加をしています。

これは、「星守る犬」という映画を制作を誘致と

いうか、向こうからぜひやらせてくれという話だ

ったのですけれども、それを受け入れて、そのと

きはその受け皿組織というのがなかったものです

から、行政が主体となっていろんな方に波及させ

ていって受けとめてきた経過があると。この映画

に関しては、直接的にも、あるいは間接的にも大

変な経済効果、地域の振興効果があったというふ

うに認識をされて、今回の観光振興計画の委員の

皆さんの中でこうしたフィルムコミッションの提
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言があったということです。これを受けてという

か、これでスタートしているということと今回竹

山氏からの映画の誘致の正式な構想の提案が年度

明けてから、５月ごろというふうには聞いており

ます。それ以降民間のそれぞれの団体で協議をし、

具体的な内容はまだこれからでありますけれども、

構想を聞く中で、このことは名寄をＰＲする絶好

の機会だということで、全会一致で受け入れを検

討していくべきではないかという議論がなされた

というふうにお聞きをしています。今後先ほどお

話があったとおり、１０月に市民の皆さんに説明

があったりだとか、あるいは民間主体となるコミ

ッション組織も立ち上げるという話も聞いていま

して、ここに行政も一定の役割を果たしていくべ

く、さまざまな支援をしていかなければならない

のかなというふうにも思いますけれども、具体的

には中身をしっかりと検証させていただく中で、

改めて機会を見て市民の皆さん、そしてまた議会

の皆様にも御相談させていただくことになろうか

と思いますので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 経済効果という話もあ

りました。そうだとすると、内容等についてもは

っきりわからない面もありますけれども、民間の

皆さんにやっぱりやっていただくという発想があ

ってもいいかというふうに思います。そちらから

の働きかけ、そういったことが絶対的に必要だと

いうふうに思いますし、仮に出資金の話について

も税金を投入するのではなくて、インターネット

を活用したクラウドファンディング、そういった

出資を募る方法もあります。そういったことをぜ

ひ模索すべきだというふうに思いますし、そうい

う中で全国に名寄を発信する、そういったことも

可能だというふうに思います。ぜひそういった対

応をしていただくことが必要だというふうに私は

思います。名寄市がこの事業に前のめりになるこ

となく、間違った税金の使い方をしないように引

き続きチェックをしたいというふうに思いますし、

市民の皆さんが主体的に取り組んでいただく、そ

ういったことを願いながら、今後の取り組みを見

守っていきたいというふうに思います。

時間がなくなりましたので、以上で終わりたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２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 山 崎 真由美

署名議員 川 口 京 二


