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平成２９年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年１２月１８日（月曜日）午前１０時００分
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１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏
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総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君
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廣 嶋 淳 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８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

７番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市立大学の将来展望について外２件を、山

崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

ことしも残すところわずかな日数となりました

が、名寄市にとっては総合計画第２次のスタート

が切られた年であり、さまざまな挑戦がなされた

年でもありました。その中には、名寄市立大学の

全科における４年制スタートや大学図書館のオー

プンもありました。

そこでまず、大項目１、名寄市立大学の将来展

望についてお伺いいたします。近年の著しい少子

化は、大学の存続をも左右しかねない深刻な状況

となっています。文科省の推計によると、１８歳

人口は２０１８年から減少が加速し、２０３１年

には１００万人を割るとのことであります。

名寄市立大学が学生から選ばれる大学であるた

めに、最初に小項目１、国際交流、交換留学生制

度をもとにした取り組みについてお伺いいたしま

す。本年７月、名寄市立大学の将来構想（ビジョ

ン２０２６）が示されました。国際交流について

は、前期の実施計画にも盛り込まれていますが、

グローバルな視点に立った教育環境の整備は、大

学の大きな魅力であります。取り組みの状況につ

いてお伺いいたします。

次に、小項目２、高大及び中大の連携について

お伺いいたします。高校生及び中学生に身近な大

学として情報を発信していくことは、キャリア教

育の視点において有効であると考えます。また、

入学を希望する場合には早い時期から学力定着の

準備をすることもできます。現状と今後の可能性

についてお伺いいたします。

次に、小項目３、学生支援と地域コミュニティ

ーの創出についてお伺いいたします。若い力によ

り地域に潤いがもたらされることは大いに期待で

きるものと考えます。町内会行事への参加を促す

一方で、地域の住民が学生支援を行う、お互いに

ウイン・ウインの関係について取り組みをお伺い

いたします。

次に、大項目２、青少年の健全育成についてお

伺いいたします。最初に、小項目１、情報モラル

の啓発についてであります。スマートフォン等に

より犯罪に巻き込まれ、とうとい命が奪われる痛

ましい事件が発生している中、内閣府の２０１６

年度調査によると小学生の１日当たりのスマート

フォン平均利用時間は６ ７分、１日の利用時間

が２時間以上の割合は２ ８％と報告されていま

す。また、隣の士別市においては、士別市青少年

指導センターが児童生徒とその保護者を対象に行

ったスマートフォン等情報通信機器の利用に関す

るアンケートの調査結果から、回答者の約１割が

ネットトラブルを経験していることが報告されて

います。名寄市における現状と情報モラルについ

ての啓発がどのようになされているのかお伺いい

たします。

次に、小項目２、スポーツ環境の充実について

であります。冬季スポーツの拠点化を目指す名寄

市においては、スポーツ・合宿推進課を中心に名

寄青年会議所など市民の熱い思いも相まって着実

な取り組みが続いています。しかし、一方では多
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くの子供たちが日常的に運動を楽しむことができ

る環境はいまだ十分ではありません。幼少期にこ

そ体得させたい運動能力もある中で、日常的に運

動を楽しむことができる環境や機会の提供が必要

であると考えますが、お考えをお伺いいたします。

最後に、大項目３、男女共同参画社会の推進に

ついてお伺いいたします。昨年の名寄市男女共同

参画推進条例の施行に続き、本年は第２次名寄市

男女共同参画推進計画がスタートし、それぞれ基

本目標を掲げ取り組みが進められています。あら

ゆる分野における男女共同参画社会の推進に向け

て計画で示された目標値の達成率がどのような状

況にあるのか、またそこから見えてきた課題につ

いてお伺いいたします。

次に、小項目２、名寄市の目指す姿についてお

伺いいたします。男女共同参画社会基本法では、

男女が社会の対等な構成員として、みずからの意

思によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつともに責任を負うべき社会を男女共同参画社

会と定義づけています。推進計画終了の２０２６

年、これを一つの区切りとして名寄市の姿をどの

ように描いているのかお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） おはよう

ございます。山崎議員からは、大項目で３点の御

質問をいただきました。大項目１点目は私から、

２点目は教育部長から、３点目は総務部長からそ

れぞれ答弁をいたしますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１点目の名寄市立大学の将来展

望について、小項目１点目の国際交流、交換留学

生制度をもとにした取り組みについて申し上げま

す。大学における国際交流は、単に世界を知る、

語学力が上達するというだけではなく、グローバ

ル感覚の育成、新たな価値観の習得、加えて海外

とのつながりを意識し、より考えを深めようとす

る学習へのモチベーションの向上などが期待でき、

今後の学生確保にとっても重要なことと認識をし

ております。お尋ねの本学における国際交流の取

り組みにつきましては、学内に国際交流センター

を設置し、全学的な推進体制を構築しております。

具体的な活動としては、韓国の２つの大学と交流

協定を締結し、平成２８年度は韓国語短期語学学

習研修の一環として本学の学生を１０名派遣、ま

た韓国の大学からは日本語短期語学研修として１

４人の学生を受け入れており、今年度も同様の事

業を継続して実施をしております。本学の現在の

国際交流事業は、学生のニーズに合った質の高い

事業とは必ずしも言えませんが、国際交流の取り

組みは魅力ある大学づくりの推進や１８歳人口の

減少の中で学生確保につながる必要な事業として

先般策定をした名寄市立大学の将来構想（ビジョ

ン２０２６）の８本の推進項目の一つに位置づけ、

前期実施計画の中で交流校の拡大の検討や長期留

学などさまざまな事業を年次的に進めていくこと

としておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

次に、小項目２の高大及び中大の連携について

お答えをいたします。高校との連携につきまして

は、大学開学の翌年度に名寄高校と高大連携事業

に関する協定を締結し、以来名寄高校生徒の進路

選択の支援を目的とした大学授業体験を実施して

おります。実施３年目からは、高校入学後早期に

自分の将来を考える機会をつくることを目的とし

て、高校１年生を対象に行ってきました。また、

美深高校とは１年生を対象とする宿泊研修に協力

し、進路意識の向上を目的とした模擬授業、学内

見学プログラムを提供しております。

中学校との連携に関しましては、中学校からの

要望に応える形で講師を派遣しているのが現状で、

専門職にかかわる職業分野の講話などを中学校の

求めに応じて行っております。

現在大学教育には、少子化、国際競争の進展の
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中でしっかりと学ぶ大学教育への質的転換が求め

られています。そのために進められている高等学

校教育と大学教育、両者を接続する大学入学者選

抜を一体的に改革する高大接続改革を背景に本学

としても高大連携のあり方について協議を進めて

います。学内協議の取りまとめについてはもう少

し時間がかかりますので、当面は高校との連携に

おいて高大双方にとって望ましいありようについ

て協議をしていく所存であります。

次に、小項目３の学生支援と地域コミュニティ

ーの創出について申し上げます。コミュニティケ

ア教育研究センターでは、大学生の地域のコミュ

ニティー活動への参画として学生ボランティアの

派遣事業を実施しております。ボランティア学生

の派遣では、町内会、企業、団体等の各種イベン

ト、行事が主なものとなっておりますが、平成２

７年度は５９件の依頼に対し４５件２３８人が参

加し、また平成２８年度は６７件の依頼に対し３

３件１５３人が参加をしております。中でも町内

会関係では、平成２７年度は４件１８人が参加し、

平成２８年度は５件１３人が参加をしており、資

源回収、子ども会育成事業などの地域コミュニテ

ィー活動へ本学学生が積極的にかかわってきてい

るところであります。また、多様な職種において

学生をアルバイトとして採用していただいている

ことやカリキュラムの中で地域をフィールドとし

た講義を実施していることなども地域コミュニテ

ィー活動の一翼を担っているものと考えておりま

す。しかしながら、本学においては専門職養成に

かかわる長期の現場実習などがあり、また夏休み、

冬休みの長期休暇などボランティア活動のできる

時期が限られているという課題もあります。今後

もより多くの地域コミュニティー活動へ学生が参

画できる機会を創出できるよう情報発信に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

青少年の健全育成についてお答えいたします。

初めに、小項目１、情報モラルの啓発について

ですが、近年のスマートフォン等の急速な普及は

高い利便性をもたらす一方、児童生徒がネット詐

欺や不正請求、出会い系サイト等に起因した犯罪

被害に遭うなどインターネット上のさまざまなサ

ービスに係る問題を生み出しております。本市に

おきましては、市内小中学校生徒指導連絡協議会

が平成２８年６月に小学５、６年生以上の児童生

徒を対象に行った携帯、ネットに関するアンケー

ト調査結果から、自分専用の携帯電話やスマート

フォンなどの端末を所有している割合が小学生で

２８％、中学生で５４％という状況にあります。

また、携帯電話などでトラブルや困ったこと、心

配などがあるとの回答が小学生で９％、中学生で

２％報告されました。その内容は、ワンクリック

詐欺に遭いそうになった、無言電話、悪口を書か

れたなどでした。

このような現状を踏まえると、児童生徒一人一

人に発達段階に応じた情報モラルを身につけさせ

るとともに、子供たちがネットトラブルに巻き込

まれないように保護者や周囲の大人が正しい情報

を持ち、守るべきルールについて家庭内で話し合

うことも必要であります。このため各学校におい

ては、授業における指導はもとより、関係機関や

家庭、地域と連携した指導をしております。具体

的には、教科や道徳、総合的な学習の時間、特別

活動等において発達段階に応じた情報モラルを取

り扱った指導を行っております。小学校では、総

合的な学習の時間においてインターネットや携帯

電話の使い方を指導したり、学級活動の時間にお

いてネットトラブル等の危険について指導してお

ります。中学校では、これらに加えて技術・家庭

科の技術科分野において著作権や発信した情報に

対する責任を知り、情報モラルについて考えさせ

る指導をしております。また、名寄警察署や名寄

市消費生活センター、携帯電話キャリア会社など

と連携を図り、児童生徒や保護者を対象としたネ
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ットトラブルの怖さやインターネット使用上のル

ールなどを学ぶ講演会を実施しているところであ

ります。

一方、青少年センターでは、地域で開催される

安心会議や各種協議会において市内におけるフィ

ルタリングサービスの現状等の情報を提供し、課

題意識の共有化を図っております。さらに、家庭

での話し合いを促すために、児童生徒がネットト

ラブルに巻き込まれないためのポイントなどを掲

載した注意啓発用のチラシを今後市内全戸に配布

する予定であります。教育委員会といたしまして

は、今後とも学校や家庭、地域と連携を図りなが

ら児童生徒が情報機器の正しい利活用と情報に対

する的確な判断力を身につけ、安心、安全な環境

のもと成長できるよう努めてまいります。

次に、小項目２、スポーツ環境の充実について

ですが、本市では自然環境や冬季スポーツ施設を

生かしながら、重点施策に冬季スポーツ拠点化を

掲げながら各種事業に取り組んでおります。その

中で、特にジュニア選手の育成では、地元選手と

合宿者の交流、北海道と連携したウインタースポ

ーツコンソーシアム事業、ジュニア育成コーチ養

成プログラムなどに取り組んでおります。このた

め、スポーツの技術力や身体能力の向上など、少

しずつでありますが、ジュニア選手育成の成果が

出ているところであります。

その一方で、競技スポーツをしていない子供た

ちは、幼少期に外で遊ぶことなどが少なく、運動

不足になっていることや食事などの生活習慣の課

題が見られます。このような状況を踏まえて、一

人でも多くの子供たちが運動に触れる機会をふや

すことや保護者や運動に対する理解を求めること

が必要であることから、今後は各種事業の工夫改

善、スポーツ少年団の範囲拡大、保護者への啓発

活動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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

男女共同参画社会の推進について、小項目１、現

状の課題についてお答えいたします。

平成２８年４月１日施行の名寄市男女共同参画

推進条例でうたっております基本理念を広く市民

に浸透させるため、市広報やパンフレットの全戸

配布などを活用し、本条例の周知を図ってまいり

ました。また、平成２９年度から平成３４年度ま

での６年間を計画期間とする第２次名寄市男女共

同参画推進計画は、条例に基づく基本計画、男女

共同参画社会基本法に基づく市町村男女共同参画

計画、ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画、女性

活躍推進法に基づく市町村推進計画として位置づ

けており、また第２次名寄市総合計画を上位計画

とし、男女共同参画社会の実現を目指すための個

別計画として位置づけしております。この推進計

画では、新たな取り組みとして基本目標ごとに数

値目標を掲げ、今後の進捗管理を効果的に実施で

きる仕組みとなりました。

今後の課題につきましては、推進計画で掲げた

数値目標の達成に向け、事業実施に努めてまいり

ますが、今年度は新たな取り組みとして毎年１１

月１２日から２５日までの期間全国で女性に対す

る暴力をなくす運動を展開していることから、よ

り効果的な周知となるよう当市においては児童虐

待防止推進月間と連携し、本年１１月１日に街頭

啓発を行いました。女性に対する暴力を許さない

社会づくりに取り組むことのシンボルカラーがパ

ープルであり、パープルリボンをなよろうが身に

つけ、一緒に啓発活動を行いました。また、男女

がともに働きやすい、子育てしやすい環境づくり

など男女共同参画に積極的に取り組んでいる事業

者、個人及び市民団体を表彰する事業も展開し、

来年２月に表彰できるよう準備を進めております。

推進計画で掲げた数値目標については、本年上

昇傾向にあり、今後も目標達成に向け努力してま

いります。また、意識の醸成ということで効果が

見えるのには時間がかかるものと考えております

が、引き続き周知及び啓発をしながら、市民に理
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解をいただけますよう進めてまいります。

次に、小項目２、名寄市の目指す姿についてお

答えいたします。男女共同参画社会基本法でうた

っている男女が互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現に向け、当市でも第２次名寄市男女共

同参画推進計画を策定し、各種施策を進めており

ます。６年後は、計画期間の区切りとして将来に

向けての通過点と考えますが、性別による固定的

な役割分担意識やそれに基づく社会の制度や慣行

が減り、家庭、職場、学校、地域、社会のあらゆ

る場面で男女関係なく個性と能力が発揮しやすい

環境に社会全体が近づくことを目指し、計画で掲

げた数値目標を達成していけるよう今後も取り組

み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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問させていただきます。

最初に、大項目でお伺いいたしました大学の将

来構想についての国際交流の部分についてですが、

具体的に今進められております韓国との大学のお

話、報告いただきましたが、英語圏での国や大学

との交流については今も、現在小学校でも平成３

２年から小学校中学年で外国語活動、高学年でも

外国語科が導入されてくるような時代になってお

りますので、大学生については国際交流について

英語圏での交流がより必要になってくると考えま

すが、その見通しについてお伺いいたしたいと思

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） 英語圏と

の交流につきましては、以前から話はちょっとあ

ったようなのですけれども、１つは国際交流とい

うのはいわゆる双方向といいますか、ウイン・ウ

インでないとなかなか進まないという一面があり

まして、英語圏の場合はこちらから学生が行って

語学研修するというのはいいのですけれども、一

方では向こうから来て、例えば英語で授業をやっ

ていますかですとか、あるいは学内で日本語研修

みたいなそういうセンターがありますかというよ

うな部分が少し障害になっていたということで、

なかなか進んでいなかったという現状がございま

す。しかしながら、今議員がお話しのように、英

語圏との交流というのは一方では学生のニーズも

あります。したがいまして、今まで進んでこなか

ったという部分はあるのですけれども、今後は少

し時間はかかるかもしれないですけれども、学内

の整備を含めて前向きに検討していく必要がある

ものと認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 認識はされていると

いうことですので、今後もう少し具体的な見通し

についてもお伺いしたいと思いますが、学生は限

られた期間しかおりませんので、ことし入ってく

れた学生についても４年たったら卒業していくこ

とがおおむね考えられるわけですから、もう少し

具体的な見通しがほしいと思いますが、いかがで

しょうか。

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） 具体的に

といって、今すぐなかなかここで明確なお答えは

ちょっと難しい部分があるのですけれども、受け

入れの主となるとやはり国際交流センターが中心

になります。今各学科の先生方で国際交流委員会

というのをつくって、そういう受け入れですとか、

もろもろの準備をしているのですけれども、１つ

はそこの教科を少し充実させていかなければなら

ないのかなと思っておりますし、その中で学生の

ニーズを把握をして取り組みをできるものから取

り組みたいと思っておりますし、一方ではこれは

今学内で検討しているのですけれども、単位互換

ですとか、いわゆるそういう部分の整備も将来構

想の中で盛り込んでおりますので、そこの部分と

あわせまして検討していきたいなと思っておりま
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す。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 国際交流センター、

それから委員会の設置もでき上がっているという

ことですので、具体的に進めていっていただける

とは思いますが、今現在学生が個人的な立場で短

期留学等を行っているような実態はないのでしょ

うか。

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） いわゆる

韓国の部分も正規の留学とは異なりまして、基本

的には個人ベースの短期留学ということでござい

ます。かつて英語圏ではカナダ出身の先生がおり

ますので、彼の紹介で個人的に行ったというのは

聞いております。最近は、国際交流センターを通

して行っているのは韓国が、それはセンター長と

の個人的な関係もあるのですけれども、多くなっ

ているという現状でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先日名寄市立総合病

院の看護師さんとお話をしていたときに、やはり

病院でも外国語を使われる患者さんが来られる。

片言であっても専門的な言葉が中途半端に理解さ

れることは避けなければいけませんが、やはりち

ょっとした言葉かけのところで英語の必要性を感

じるというお話をされていました。ましてやうち

の大学は看護師養成も大きな使命としている大学

でありますし、それから保育士、幼稚園教諭につ

いても先ほども申し上げましたように外国語につ

いての広い見聞が必要になってくる、そういう質

の高い職業人を育成する大学ということをうたっ

ておりますので、これについてはもう早急な取り

組みが必要であると思っています。学生が個人的

に出ていくときに安全面に関しての、例えば国際

交流センターからのサポート等は行われておりま

すでしょうか。

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） ここ２年

ぐらいは韓国に行く学生の部分が中心なのですけ

れども、センター長が出身ということもありまし

て、そこの辺は保険の対応ですとか向こうでの注

意事項ですとか、その旨は説明会等をして実施を

しております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 韓国に対してはとい

うことですので、先ほども事務局長の言葉の中に

もありましたが、母国をカナダにされている先生

もいらっしゃいます。カナダもすばらしい国であ

りますし、名寄市にとってはカワーサレイクスと

いう重要な都市も抱えているカナダでありますの

で、ぜひカナダですとか、本当に英語圏での交流

について求めたいと思っています。先ほどちょっ

と出ていった学生がいるというようなことも伺い

ましたが、具体的にはどのような活動をしてまい

っておりますでしょうか。

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） 具体的に

何年にということは、ちょっとその先生との話の

中でそこまでは出なかったのですけれども、カナ

ダ出身の先生の紹介で個人的に向こうの学校で学

んだというのを聞いております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 向こうの学校に行っ

て学ぶだけのコンタクトをとっていただけるので

あれば、それは個人的な状況もありますけれども、

ぜひそういう糸のつながりがあるところから進め

ていただけるように、カナダには限りませんけれ

ども、やはり英語圏というところでの需要の強さ

を申し上げておきたいと思いますので、そんなに

時間を置かないで進めていただきますようによろ

しくお願いしたいと思います。

それから、中学校と高校との大学との連携につ

いてですが、名寄高校については具体的な授業も

されているということでした。本当に地域枠があ

る中で、やはり名寄市の中の市立大学ですから、

地元の生徒が希望をしたときにはきちっとそこに
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向かって入学していくことができることが私たち

の重要な課題でもあると思っていますし、願いを

持っています。それについて考えるときには、高

校１年生というよりはもっと早い段階でキャリア

教育の視点で中学校との連携が必要であると思っ

ています。これは、ひょっとしたら教育長にお伺

いすることかもしれませんが、中学校からの要請

があった場合のということがありましたので、そ

の教育部との連携というのはどのような状況にあ

りますでしょうか。教育長、お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今高校と大学との連携、

これと中学生と大学との関係でのお話なのですが、

中学校と高校との関係につきましては進学先の高

校生を中学校に呼びまして、高校の状況について

勉強するということで、進路先がどのような状況

なのかということでのいわゆる進路指導の一環と

しての啓発的経験の指導というのですけれども、

これについての取り組みは行っております。

また、そういう観点から考えますと、中学生と

大学生ということになりますと大学の学生が、例

えば市内の大学の市内の中高を卒業した大学生を

お呼びして、そしてキャリア教育の観点からその

学生のお話を聞きながら進路指導の一環としての

学習を行うということは可能でありますが、今お

聞きされていることにつきまして中学校と大学と

の連携なのですが、大学への、大学の職場体験と

しての意味なのでしょうか、その辺が今質問され

ているときにきちっと掌握できなかったのですが、

職場体験のことなのか、進路指導のことなのか、

ちょっと。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 職場体験というより

は進路指導ということで、より中学生に身近なと

ころの大学を経験する中で、自分の進路をより具

体的に思い描くことができるのではないか、その

点での連携についてのお伺いをさせていただきま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） そういうことであれば、

高校との連携の中でも進めておりますけれども、

大学生との連携を通して進路指導の一環として啓

発的経験指導することは可能だと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 卒業生が名寄市立大

学の学生として現役で在籍している。また、そこ

から名寄市立総合病院の看護師として、また市内

の保育所、幼稚園での勤務状況もあるということ

もあろうと思いますので、その連携については大

変中学生にとって身近な事例を知ることになると

思いますので、ぜひ進めていただきたいなという

ふうに思っています。

それから、次のところですけれども、そういう

学生がこの地域で暮らしてくれているということ

に関しまして、先ほど局長からはボランティアに

ついての実例が報告されていましたけれども、ボ

ランティアという本当に地域の中に出てきて活動

してくれている学生も数多くなったなというふう

に思っています。そういう特別なというか、活動

のほかにも町内会の一員として学生がどのような

活動をしておられるのかなというところについて

の地域コミュニティー創出ということで少しお伺

いしたいと思っています。町内会の行事や何かに

どの程度参加しているかというような把握は難し

いでしょうか。

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） １つは、

授業ですとかカリキュラム、あるいは大学の講義

の一環として入っていくのは、例えば保健師課程

ですとか幾つかの部分はあるのですけれども、み

ずからいわゆる居住している学生が、おっしゃっ

ているのはそこの町内会でどのような活動を把握

しているということだと思うのですけれども、一

番は大学は北新区町内会の中にありまして、学生

も一番多くそこに住んでおります。北新区町内会

からは、育成会ですとか資源回収のそういう部分
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で大学を通してボランティアセンターから行って

いる子もいれば、そこの居住している子も行って

いると聞いておりまして、それ以外の町内会で具

体的に例えば町内会の事業を企画しているだとか、

そういう部分についても残念ながらまだ把握はで

きておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 町内会での例を御報

告いただきましたが、例えば滝川市にある短期大

学は学生アパートの大家さんが家主会というのを

つくっていて、学生の日常的な支援をされている

のです。以前学生が命を落とす悲しい出来事があ

ったということで、そういうことがあってはなら

ないということで家主会が連携をとって日常的な

学生支援を行うということなのです。それから、

先日北海道新聞にも出ていましたが、札幌市では

市営住宅に学生の入居を認めて、高齢者と学生が

同じ建物の中で暮らすことでの地域コミュニティ

ーを支えていくという取り組みも具体的にスター

トするということで出ておりました。地域にとっ

ては、高齢者の住まわれているところに若い人の

姿がある。学生にとっては、一番安い家賃１万

０００円で入居ができるということで、こういう

形はとても望ましいと思いますが、名寄市で見た

ときにはいろんな課題も出てくると思います。障

がい者施設のグループホーム等でもこの取り組み

については探っていくことが名寄市にとってのコ

ミュニティー創出というところからも重要である

というふうに思っていますが、先ほど申し上げま

した大家さん、家主さんの連携ですとか、学生に

地域の中で住んでいただくことによるコミュニテ

ィーの創出ということについて、大学としてはど

のような捉え方をされておりますでしょうか。

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） まず、入

学をしてこられる学生に対しまして、アパート、

不動産の情報を学生部のほうで把握をして、それ

を保護者の方にお送りしております。そのときに

基本的には、下宿ですとか、そういう賄いつきの

部分については毎年説明会といいますか、協議を

する機会があるのですけれども、いわゆる一般的

なアパートの部分につきましては市外の方も今大

変多くなってきておりまして、情報提供というこ

とだけでございます。かつては、学生寮に管理人

がいたころには市のそこの部分で食事会のような

部分もあったという、以前は聞いております。今

お話しになりました部分、そうやって年に何回か

学生たちと懇親を深めることによって学生のそう

いう残念な事故が起きなくなるようにするですと

か、学生の日常を支援するという意味ではある意

味必要なことだとは思っております。ただ、そこ

の部分は大学から投げかけてみて、大家さんたち

にそういう部分の機会の創出を求めるということ

が重要になってくると思いますので、説明会等の

場合にそういう旨を話題提供といいますか、少し

お話をして、検討してもらえないかというような

部分を今後伝えていきたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） よろしくお願いした

いと思います。

大項目２のほうに移らせていただきます。青少

年の健全育成についてでありますが、先ほど名寄

市の小学生の携帯電話等の保有率についても報告

がありましたが、現在青少年センターを中心に安

心安全会議ですとか、いろいろなところでの取り

組みはされていますが、小樽市においては情報モ

ラル対策委員会が設置されています。この必要性

について教育部のほうではどのような認識をお持

ちでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 小樽市で情報モラル

対策委員会設置されているという話ですけれども、

私ちょっとその内容を掌握していなくて、大変申

しわけありません。事前にちょっと調査しておけ

ばよかったのですけれども、名寄市におきまして

は先ほど言いました、先ほどアンケートについて
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は市内小中学校の生徒を連絡協議会のほうで調査

をしたりしています。そういったところであった

り、安心安全会議であったり、また教育委員会内

での学校教育をやっている児童センターとの連携

であったり、いろんな連携の中で、ネットトラブ

ルも当然重要な課題でありますので、対応を図っ

てきていますし、ほかにもいじめや不登校にかか

わるそういった組織もありますので、そういった

中でネットトラブルというのはいろんなものにか

かわるトラブルでありますので、一概にそれだけ

でやるというよりもそういった関連する中でしっ

かり対応しながら、情報共有化しながら、逆には

学校なりの情報も速やかに聞ける体制、それを協

議検討しながら対応する、そういった機能的なも

のを今ある先ほど言ったそれぞれの機関の中でし

っかり進めていける、そういった対応をとりなが

ら、ネットトラブルについても今後も取り組んで

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 対応については、き

ちっとしたものをしていただいているというふう

に思っていますし、学校教育においてもそれぞれ

の教科も含めて適切な指導がなされているという

ふうに思っています。しかし、子供たちの現況が

大人の想像を上回るスピードでさまざまなトラブ

ルに巻き込まれている、さまざまなトラブルが起

きているということを考えますと、名寄市だけの

対応では済まないところが出てきていると思いま

す。広域での取り組みというのが求められると思

いますが、先ほど申し上げました情報モラル対策

委員会等のことも含めて、上川、それから北海道、

もっと言えば日本全体においての取り組み、ルー

ル化というものも必要になってくるのかなという

ふうに思っていますが、まずは上川でどのような

広域的な連携がなされているのか、また今後どの

ような対応がなされようとしているのか、その点

についてお伺いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ネットに係るトラブ

ルにつきましては、その対応というものは当然一

部の地域でできる話でなくて、今議員からありま

したように広範囲での対応が必要となってきます。

情報につきましては、国内だけでなく全世界に瞬

時に発信されて拡散されるという危険性をはらん

でいるという観点からいけば、国レベル、そうい

った大きなところでの対策はしっかりとられるべ

きだというふうに考えています。ただ、どういう

ふうにいろんな情報が流れているかというのはや

っぱり検索、対応する部分では道教委のほうでも

啓発に対するリーフレットを発行したり、あと民

間業者に今委託をしながら、そういったメールや

ＳＮＳ等のものの未然防止からネットパトロール

というのも行っています。議員も御承知だと思い

ますけれども、その中で例えば個人を特定された

り、特定できるものであったり、そういった何か

に巻き込まれるような危険な書き込みがあった場

合にはすぐ道教委のほうから市のほうに連絡して、

学校対応含めて早期に削除する、そういった対応

もとっているわけですけれども、それが一部上川

であってもこの地域でやるとなるとすごい情報量

というふうになってしまいますので、そこの部分

については今のところは道教委の段階でしっかり

体制をとっていただきながら情報を速やかに流し

てもらって、現場対応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。

ネットにつきましては、本当に親よりも子供た

ちのほうが知識を持ってどんどん、どんどん使っ

て、見た目は正しい情報と思いながらも実際は間

違った情報に入り込んでしまうというような状況

も含めて、危険性をすごくはらんでいるというふ

うに思っています。そういったことに対する対応

につきましては、フィルタリングの話もさっきし

ましたけれども、児童センターのほうでも携帯会

社に回りながら、児童生徒についてはフィルタリ

ングをしっかりかけるように徹底を図るようにし

ているところですけれども、購入時はかけてもそ
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の後やっぱり使いづらくて保護者が同意をもって

外してしまうというような状況は多々あるという

ふうに聞いております。そうなっていくと、本当

に親の知らないうちにいろんなところに入り込ん

でしまう状況がありますので、そういった面で規

制をかけるとするならば、例えば国レベルの法律

的なものになってしまうような状況がありますの

で、先ほど申しましたけれども、やっぱり国レベ

ルでしっかりした対応をしてもらいたいと思いま

すし、地域のそういった実情もしっかり把握しな

がら、国なり道との連携もとりながら今後も対応

を進めてまいりたいというふうに考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小川部長おっしゃい

ましたように、本当に現場での声をきちっと上に

伝えていくところで、国レベルでのルール化とい

うものを求めていきたいなというふうに思ってい

ます。これだけ多くの若い命が失われているとこ

ろにおいて、個人での啓発の部分で限度を感じて

いるなというふうにも思っていますので、ぜひと

も北海道と言わず国に対しても現場の状況を子供

たちの現状を伝えていただきます中で、悲しい思

いをする子が一人も出ないように、取り組みにつ

いては強く求めておきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

次に、青少年のスポーツ環境の充実についてで

ありましたが、本当に今年度、それから昨年度か

らジュニアの育成について大きな動きのある名寄

市にはなっています。しかし、ちょっと振り返り

ましたときに、先日も若いお母さんたちのグルー

プのキラリさんが加藤市長に活動の報告をされて

おりましたけれども、そういう幼児を持たれてい

る若いお母さんたちのグループが育っている反面、

そこに参加することのできない子供たちもいる中

で、幼児についてのスポーツ機会の提供というこ

とについては少し回数が少ないのかなというふう

に思っています。その点についていかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） スポーツに関して言

えば、幼児期からいろんな経験を積むことは大変

重要でありますし、その子供たちの身体能力を伸

ばすことについても幼児期から、例えば専門的な

トレーニングを受けるのが一番望ましい状況かな

というふうに思っています。幼児でいくとどうし

ても保護者との同伴での参加であったり、これは

自分たちで遊ぶというか、運動するにしてもやっ

ぱり保護者が見守っていなければなかなかそうい

った状況にならないということでは、そういった

活動の場であったり、運動する機会が少ないのか

なというふうに思っています。昨年あたりから幼

稚園なり保育所のほうにも、うちにもスポーツ振

興アドバイザーが入っていますから、そういった

人たちを活用しながら、どこかの場面で運動を楽

しむ、そういった機会をつくってもらいたいとい

う話を幼児教育振興会も通じて話をさせていただ

いているところであります。なかなかそれぞれの

カリキュラムの中で取り組みは一、二の幼稚園で

は入り切れませんけれども、そういったことも今

後も継続して呼びかけながら幼児施設に入るなり

しながら、そういったきっかけづくりであったり、

幼児期から興味を持つような、そういった取り組

みも進めていきたいなというふうに考えています

ので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 育てたい調整力につ

いては、本当に小学校低学年までに育てていきた

いということがあります。これは、アスリートと

して育てるということではなく、やっぱり人とし

て生きていくときに必要な基礎体力につながって

いくと思いますので、そこについてはぜひ機会を

ふやしていただきたいと思っていますが、先ほど

申し上げましたキラリさんとの報告会の中で、加

藤市長は温水プールについての要望が出されたと

きに長期的な課題としてというふうなお話をされ
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たというふうにありました。名寄市において本当

に大きな上物をつくるということは財政的にも大

変なことだと思っていますが、例えばこういう何

か大きな課題が出てきましたときに、広域での取

り組みの可能性というのはいかがなものかなとい

うふうに思っているのですけれども、加藤市長は

長期的な課題でとお答えになったところの長期的

な課題というのはどのようなイメージでお話しし

ていただけたのでしょうか。少しそこのところを

お伺いさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 温水プールにかかわって

先般の子育てサークルの皆さんとの懇談会の中で

の私の回答の話だと思いますけれども、温水プー

ルも含めてさまざまな子供たち、あるいは全ての

大人たちも含めて多様な機会を与えるようなスポ

ーツ施設があるにこしたことはないと。しかし、

今の財政的な見地からいうとすぐにということに

はなかなかなりませんねと。将来的に何らかのタ

イミングでそういったうまいこと何か一石三鳥み

たいなような形のものができる可能性もないわけ

ではないので、そうしたことも注視をしながら考

えていきたいということでお答えをさせていただ

いたところです。広域でどうのこうのということ

まで私は想定もしておりませんし、大事なことは

今与えられた環境の中でできるだけ多くの機会を

提供してあげることが大事なのでないかというふ

うなことをお答えをさせていただきました。

今幼児のスポーツの機会をもっとふやしてほし

いというようなお話もございましたけれども、何

と比較して多い、少ないということはわかりませ

んけれども、名寄市においても結構多くの幼児に

対してのそうしたスポーツの体験、あるいはスポ

ーツと芸術と、ちょっとそのグレーというか、い

ろんな体験していますよね。これは、行政が主体

のものもあるし、民間主体のものがあるし、幅広

い主体の中で実はいろんなメニューがあると私は

思っていて、そこを一元的にうまく子供たちある

いは親御さんたちに発信をしていけているのだろ

うかということは私なりの検討課題として持って

います。あらゆるそうした機会がある中で、そこ

をしっかりと周知、発信をしていくということも

非常に大事な課題なのかなというふうに思ってお

りまして、今のところは今の環境の中で、あるい

はマンパワーの中でできることをしっかりやって

いきたいということでございます。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今ある環境の中でで

きることからやっていくというのは本当に当たり

前の話でありますので、それについてはもちろん

やっていただいていると思っています。その上で

なおかつ、幼児であっても広域で自分たちの習い

たいことがそこにあれば親御さんは連れていく社

会になっています。例えば私ごとですけれども、

トランポリンの中にも下川から通ってきている幼

稚園の子供たちがいます。名寄からもエアリアル

で美深に行っている子がいます。下川にジャンプ

で行っている、幼児ではありませんが、います。

そして、きょうＮＨＫの７時４５分ぐらいから出

ておりました風連中学校の女の子が剣淵で、士別

で、そして培った力で全国中学校で新記録を出し

て、もう皆さんも御存じのとおりだと思いますが、

そういう事例がありますので、やはり名寄市で育

てる、その環境を今ある環境の中でやっていく。

さらには、広域でつながって、その広域でつなが

るときにもう少し活動しやすいようにといいます

のは、予算面も含めて同じような考え方の中で子

供たちを育てていただけるような連携をとってい

ただくことが必要ではないかと思っています。

小川部長にお聞きしますが、今広域スポーツク

ラブには予算が５万円つけられていると思います。

これについてはずっと５万円で、増額はされてい

ないと思います。この５万円の使途については、

十分な活動になっておりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） 上川北部広域スポー

ツクラブの関係につきましては、議員のほうが詳

しく御承知だというふうに思っていますけれども、

当初のできたときと今比べますと活動も含めてな

かなかできていない状況にあるというのは思って

います。そういった面では、事務局を持っていま

す美深とも連携しながら、名寄で今冬季のスポー

ツ拠点化事業の中でもジュニア育成も含めて位置

づけていますから、どういう形で進めていったら

いいかというのも検討して、広域的なスポーツを

推進するためにもどの場所でどういったことを取

り組めばいいかというのも含めて協議をしている

ところでありますので、今までのある面停滞して

いる部分も含めて検証して、今後広域的な、いわ

ゆる議員がおっしゃるとおりなかなか広域的にや

らないとどの団体も競技もできない状況になって

いますので、そういった連携も図ることも含めて、

実効性のあるそういった上川北部広域スポーツク

ラブになるように現在のところやっているところ

でありますので、それとかかわっている各種団体

も含めて御意見をいただきながら、よりよいもの

にしていきたいと考えているところであります。

今ある５万円につきましては、数はちょっと忘

れましたけれども、年間１０回程度だったと思い

ますけれども、そういった広域の人たちを集めた

スポーツに関する研修会だったり、講演会、そう

いったところも活動している経費に充てられてい

るということで、それについては有効に使われて

いるというふうに私の段階では判断をしています

けれども、今後においても改善していく必要性は

十分あるということも含めて思っていますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今後も引き続き取り

組みを進めていっていただけると思いますが、一

生懸命幼児から子供を育てます。ある程度仕上が

ってきます。大きな大会に出場していきます。カ

ーリングについては、１月にフィンランドのほう

にジュニア選手が出ていきます。しかし、育てる

ところを一生懸命やって、そしてでき上がってい

く過程で金額的にも大きな予算が必要になったと

きに、それは個人でということにはなっていかな

いと思います。本当に今のスポーツ界を見てきた

ときに、名寄市の取り組みについても少し原点に

立ち返って予算づけも含めて広域的なものを考え

直していただきたいところに来ているのではない

かというふうに思っていますので、これは相手も

あることですから、上川５市町村、それから士別

や剣淵も巻き込んでどのような状況が望ましいの

か、ぜひ検討を進めていただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

残り時間少なくなってしまいましたが、大項目

の男女共同参画についてお伺いしたいと思います。

目指すべき方向というか、こんな状況が生まれた

らいいなという思い描くものについては、例えば

先般まちづくり懇談会が行われました。私も参加

させていただきましたし、町内会連合会の御苦労

をいただいて、本当に９回も開催されて成果をお

さめていると思っていますが、残念ながら女性の

参加はさほど多くなかったのではないかというふ

うに思っています。これは、市長みずからそのよ

うな印象をお持ちだったのではないかとは思いま

すが、あの状況について男女共同参画の立場から、

市長はどのような感想をお持ちになられましたで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私もまちづくり懇談会参

加させていただいて８年目になります。以前は、

結構お母さんたちだとか、お子さん連れの方も出

ていたときもありますけれども、ことしに関して

はなかなかそれが見受けられなかったというのは

大変残念だなというふうに思います。開催時間の

問題だとか、どうしても開催する手法の問題だと

かということで、その辺の創意工夫が必要なのか

もしれませんねということは町内会長さん、役員

さんとも話をさせていただいているところであり
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ます。いずれにしても、どうしてもこの時間にと

いうことで限定されてしまうとなかなか、お母さ

んたちが、特に子育て世代の皆さんが行きやすい

時間帯だったのかなということはこれから検討す

る課題かなというふうにも思いますし、ああした

まちづくり懇談会以外の場面でもさまざまな場面

でそうした方たちの声を聞く手段というのはこれ

からも積極的に考えていきたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） やはりいろいろなと

ころで男女が共同で責任を負うということも大事

なことだと思いますので、女性の側もそういうと

ころに積極的に出ていかなければいけないという

ことは私も仲間に伝えていきたいと思っています

が、出ていきやすい雰囲気をつくり上げるという

ことについて執行側の責任というのも出てきてい

るのかなというふうに思います。ですから、ぜひ

とも男性、女性関係なしに出ていきやすい社会に

ついて取り組みを進めていただきますように、計

画が具体的に数になってもあらわれてきますよう

に強く求めておきたいと思います。また別な機会

にも議論させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

まちづくり懇談会のあり方について外２件を、

東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従いまして、３件、９項目

について順次質問をしてまいります。

最初に、まちづくり懇談会のあり方についてお

伺いをいたします。名寄市のまちづくり懇談会は、

町内会連合会主催により例年１０月から１１月に

かけて実施をされております。このまちづくり懇

談会は、よりよいまちづくりを進めるため、多く

の市民の声を聞き、市政に反映させるために、そ

の時々の市政運営についての情報提供を目的に開

催をされていると認識をしております。今年度は、

２８年度の決算概況、名寄市総合計画第２次の主

要施策、そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗経過を説明されたと聞いております。また、

平成２９年度ローリング調書において町内会連合

補助事業の目的は、各地域の情報交換と情報の共

有に努め、それぞれの町内活動のより一層の充実

とそのための環境づくりに町内会長との連携をも

って取り組んでいくことを基本に関係する団体、

行政と連携し、安心して暮らせる住みよいまちづ

くりを目指す取り組みを行うとされております。

そこで、小項目の１番目、現在の開催運営実態

と小項目の２番目、現状開催方法での課題につい

て、関連がありますので、あわせてお伺いをいた

します。冒頭お話ししましたように、まちづくり

懇談会は町内会連合会の主催で開催をしていると

認識をしながらも、その事務局は行政が担当され

ており、その視点でお伺いをいたします。まちづ

くり懇談会のここ数年の開催場所、開催回数、開

催時間帯、そして市民の参加人数はどのように推

移をしているのかお伺いをいたします。

また、案内方法と具体的な運営に当たり行政側

の出席人数と他市の取り組み状況についてもお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、今後の運営方法につい

てお伺いをいたします。まちづくり懇談会におい

て市民の皆様から出されました意見、要望などの

フォローはどのように行われているのか、またよ

り的確な情報発信に向けて現状開催での課題対応

に向けてどのように推進をされているのかお伺い

をいたします。

次に、大項目の２番目、商工業振興の施策推進

についてお伺いをいたします。今人口減少や少子

高齢化が急速に進展し、いわゆる本格的な人口減

少社会に転じたと言われております。また、２０

１５年には高齢者人口が過去最高となり、高齢化

率は今後長期にわたって上昇すると見込まれてお

り、年少人口及び生産年齢人口はともに減少傾向

にあり、労働力不足や消費の減少により地域経済
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の縮小が予想されます。名寄市にあっても同様の

傾向にあり、地域経済の縮小が顕著になる中、人

手不足や後継者不足なども重なり、企業活動の活

力低下や廃業、休止が増加するなどこれまで地域

の雇用を支えてきた経済基盤が大きく揺らいでお

ります。また、郊外大型店の進出により中心市街

地の衰退、いわゆるまちのにぎわいやコミュニテ

ィー機能の喪失、買い物弱者を含む社会インフラ

の喪失が心配されるなど、大きな課題に直面をし

ていると言えます。

そこで、小項目の１番目、現状を認識する上で

名寄市内における商工業の現状についてお伺いを

いたします。昨年旧風連町と合併して１０年を迎

えたわけですが、過去１０年間の事業所数、就業

者数並びに年間販売額の推移についてお伺いをい

たします。

次に、小項目２番目、中小企業振興条例一部改

正後の推進状況についてお伺いをいたします。中

小企業振興条例は、平成１８年３月２７日より施

行され、昨年の６月に一部改正が行われました。

改正後新たなメニューが追加され、中小企業、商

店街、商業者向けの支援メニューガイドブックに

基づき１６項目の事業が推進をされております。

そこで、各メニューにおいて利用件数が増加した

メニュー、また利用件数の少ないメニューなど個

々のメニュー評価についてお伺いをいたします。

また、条例に新しく追加されました事業承継に

ついてどのような取り組みが行われているのかお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、地域経済活性化の計画

的な事業推進についてお伺いをいたします。名寄

市は、平成１８年３月の旧風連町との合併以降人

口は ０００人以上減少し、その中にあって商工

業も非常に厳しい状況にあると言えます。そこで、

名寄市内の商工業の現状を踏まえて、商工会議所

及び商工会との連携を含めて今後どのような対応

策を進めていかれるのかお伺いをいたします。

また、具体的推進に向けて喫緊の課題対応と中

期的な施策推進についてもお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、なよろ温泉サンピラー

の整備についてお伺いをいたします。なよろ温泉

サンピラー整備の考え方については、１１月２７

日開催の議員協議会において今後の対応、スケジ

ュールの説明を受けました。しかし、現状の分析

並びに検討経過などについての説明が少なく、改

めて小項目の１番目、利用実績の現状と課題につ

いてお伺いをいたします。サンピラー温泉を利用

する方は、日帰り入浴者、宿泊者、宴会、そして

ピヤシリスキー場、合宿などでの利用とその範囲

は多岐にわたっていると思います。そこで、各施

設の利用実績、いわゆる利用人員の推移について

お伺いをいたします。

また、各施設を利用している中で、当面する課

題についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、サンピラー温泉の基本

設計及び実施設計の策定についてお伺いをいたし

ます。今回の提案資料では、温泉施設、宿泊、ス

キーロッジ、レストランなど各施設改修にかかわ

る課題と対応について明示をされておりますが、

全体を通じての基本的な事業スキーム、いわゆる

枠組みについてお伺いをいたします。

また、今回の策定に向けて経営安定戦略プロジ

ェクト会議はどのようなタイミングで開催をされ、

反映をされているのか、さらにジャンプ台、ピヤ

シリ・フォレストは教育部、温泉、スキー場は経

済部、そして健康の森は耕地林務課の担当となっ

ておりますが、関係する部局間の連携はどのよう

に進められているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、日進地区再整備基本構

想の指針が示されてから３年が経過しております

が、今回のなよろ温泉サンピラー整備はどの位置

づけとなるのかお伺いをいたします。

また、ピヤシリスキー場、健康の森、道立公園

のエリアを含めた対応は今後どのように進めてい

かれるのか、考え方をお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

平成２９年１２月１８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま東川議員か

ら大項目で３点にわたって御質問がございました。

大項目１は私から、大項目２と３は営業戦略室長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

大項目１、まちづくり懇談会のあり方について、

小項目１の現在の開催運営実態について及び小項

目２の現状開催方法での課題について関連があり

ますので、一括してお答えいたします。今年度の

まちづくり懇談会は、名寄市町内会連合会の主催

により１０月１１日から１１月２７日までの７日

間市内９会場で実施をされました。２０１人の市

民の皆様に御参加いただいたところです。開催時

間帯については、平日の夜１８時３０分から２０

時までを中心に行われ、地域の意向も考慮した上

で智恵文、風連地区会場では１３時３０分から１

５時までの昼間の時間帯に開催がされたところで

す。行政側の出席者につきましては、市長、副市

長、教育長のほか部次長を合わせた１８人が出席

をし、市政に関する御意見や御要望などに対し意

見交換をさせていただきました。日程等の周知に

つきましては、町内会への回覧のほか、公共施設

へのポスター掲示、新聞広告、広報なよろへの掲

載、名寄市ホームページでの案内などさまざまな

方法で広く周知を行っています。

過去３年における参加者の推移は、平成２６年

度２５０人、平成２７年度１７６人、平成２８年

度１６１人と減少傾向にありますが、名寄市町内

会連合会とも協議を重ね、平成２７年度からは会

場レイアウトを見直し、話しやすい雰囲気づくり

を行ってきたほか、前段に市からの総合計画や防

災などテーマを定めた話題提供を行い、意見交換

を促してきたところです。さらに、平成２８年度

にはポスターを作成し、公共施設への掲示や町内

会の周知に活用いただくなど、参加者が増加する

よう工夫を重ねてきたところです。また、本年度

については、課題となっている参加者の減少につ

いて分析するため、開催時期や開催方法などにつ

いてアンケートによる意識調査を行ってきていま

す。

近隣の自治体における市民と行政との意見交換

の場に関しましては、旭川市、稚内市、富良野市

などで開催がされており、市長のみが地域に出向

いて意見交換を行っている事例、本市と同様に理

事者及び職員が出向き開催されている事例など自

治体それぞれの工夫により開催がされているとこ

ろです。

次に、小項目３の今後の運営方法について申し

上げます。まちづくり懇談会の今後の運営方法に

ついてですが、主催者である名寄市町内会連合会

と連携を図りながら市民や地域と一体となり、今

後のまちづくりにつながる有意義な意見交換の場

となるよう開催方法や内容の工夫について相談を

してまいります。また、まちづくり懇談会の開催

状況や意見交換の内容につきましては、取りまと

めの上名寄市ホームページに掲載を行い、周知を

図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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、商工業振興の施策の推進について申し上げ

ます。

まず初めに、小項目１、名寄市内商工業の現状

について申し上げます。本市の商工業における事

業所数及び従業員数の推移につきましては、国の

地域経済分析システムリーサスによりますと、平

成２１年は事業所数が ５４５、従業員数は１万

８２８人、平成２６年の事業所数は ４１４、従

業員数１万５７２人と５カ年で１３１事業所、従

業員数２５６人の減少となっております。また、

飲食店を除く卸、小売業の年間商品販売額は、平

成２１年の商業統計調査では６０７億 ８００万

円、平成２６年の経済センサス基礎調査では４７

６億 ７００万円であり、平成２１年と平成２６

年に行われた統計調査方法が異なっているため一
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概には比較できませんが、販売額についても減少

しているのが現状であります。

次に、小項目２、中小企業振興条例一部改正後

の推進状況について申し上げます。昨年度一部改

正を行いました名寄市中小企業振興条例及び同施

行規則にかかわる支援メニューの活用状況ですが、

店舗及び事務所の新築、改装等への補助である店

舗支援事業は、小規模な事業にも活用できるよう

補助対象経費を２００万円から５０万円に引き下

げた結果、平成２７年度の実績５件に対し、平成

２８年度は１０件に増加しております。また、新

たに創設しました創業支援事業が１件、人材育成

を目的として事業所が取り組む従業員の研修につ

いて教育機関での資格取得を目指す名寄で人づく

り事業が１件となっております。補助事業全般で

幅広く活用いただいておりますが、新商品開発、

従業員研修、労働福祉等の支援策につきましては

活用実績が少ない状況となっておりますが、昨年

度ガイドブックも一新し、さらには産官金なよろ

経済サポートネットワークも設立し、幅広く活用

いただけるよう広く周知に努めております。今後

におきましては、各事業所及び経済団体、金融機

関等と情報交換を行い、さらには名寄市中小企業

振興審議会において御意見をいただき、市内事業

所のニーズ及び経済情勢に対応した支援施策を構

築していきたいと考えております。

次に、事業承継につきましては、先ほども申し

上げましたとおり人口減少等と相まって事業所数

も年々減少しており、現在名寄商工会議所におき

まして３カ年計画で事業承継に関する調査を実施

し、この中間データにおきましても６０歳以上の

経営者が６４％という状況で、今後さらなる減少

が予想されます。これら経営者の高齢化は全国的

な課題にもなっており、中小企業庁におきまして

は昨年１２月に事業承継ガイドライン、本年７月

に事業承継５カ年計画が策定されて事業承継に関

する施策の方向性が示されたところであります。

本市といたしましても名寄商工会議所を初めとす

る商工団体、さらには民間と情報共有するととも

に、国の指針を参考として本市が取り組むべき施

策を構築してまいりたいと考えております。

次に、小項目３、地域活性化の事業施策推進に

向けてについて申し上げます。現在本市の経済環

境は非常に厳しい状況にあり、地域経済を維持、

継続していくためには新たに事業を起こす者、新

たに事業を引き継ぐ者、そして事業を継続してい

く者としての事業主、さらには各事業所で働く者

としての労働力など人材確保は喫緊の課題の一つ

として考えており、これらを初めとした本市の課

題解決に向けた取り組むべき施策を構築するため

にも中長期的な方向性を定めていく必要があると

考えております。今後第２次総合計画中期計画の

具体的な計画事業にかかわる議論を行っていくこ

とから、関係機関、団体及び事業者から広く御意

見を聴取しながら、第２次総合計画中期計画に反

映させていきたいと考えております。

続いて、大項目３、なよろ温泉サンピラーの整

備に向けてについてお答えいたします。まず初め

に、小項目１、利用実績の現状と課題について申

し上げます。なよろ温泉サンピラーの温浴施設利

用者数につきましては、平成２５年度が６万４８

４人、平成２６年度が６万 ５０５人、平成２７

年度６万 ０２２人、平成２８年度５万 ５４１

人と減少傾向にあります。宿泊利用につきまして

は、平成２５年度が１万 １８６泊、平成２６年

度が１万 ２５４泊、平成２７年は１万 １９４

泊、平成２８年度が１万５４６泊であり、そのう

ち合宿による宿泊数は平成２５年度が １４８泊、

平成２６年 ５５５泊、平成２７年度が ４８１

泊、平成２８年度が ４２４泊であり、夏休み、

冬休み期間を中心に多くの合宿関係者の方々に御

利用していただいております。

次に、施設利用に関する課題についてですが、

新館が平成９年、本館につきましては昭和４９年

の建設以降４回にわたる増改築を重ねており、施

設の老朽化が進んでおります。温浴施設について
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は、浴槽、床、壁の汚れなど清潔感の不足、サウ

ナ、洗い場、休憩所の狭隘等の施設面の課題とと

もに、宿泊の繁忙期には宿泊客と日帰り客が重な

り、浴場が混雑するなどの課題があります。宿泊

施設につきましては、客室内に風呂が設置されて

いないことや収納スペースが不足しているため、

特にスキーにかかわる合宿客から、廊下に道具を

置かなければならない状況にあります。スキーロ

ッジにつきましては、椅子、テーブル、ロッカー

などの備品の老朽化、合宿利用者からはワックス

ルームの狭隘、ミーティングルーム、トレーニン

グルームの設置についての要望があると把握して

おります。宿泊及び日帰り客用のレストランにつ

きましては、レストラン内にスキーロッジから宿

泊棟への動線があるため、レストラン内をスキー

客が往来するなど落ちついた食事環境ではないと

いった点も課題として挙げられております。

施設整備などのハード面のみならず、ソフト面

での課題もあることから、改善に向けて検討を行

っており、この間宿泊客へのクレジット決済の導

入、施設のワイファイ化、日進ピヤシリ線バスの

無料化などに取り組んできたところであります。

次に、基本設計及び実施設計の策定に向けてに

ついて申し上げます。現在なよろ温泉サンピラー

の利用は、温浴施設については市民が中心であり、

市民ニーズへの対応が不可欠であると考えており

ます。しかし、宿泊、スキー場ロッジを兼ね備え

た複合施設であるなよろ温泉サンピラーの利用状

況は、市民のほか宿泊施設については合宿、観光、

ビジネス、工事関係者など市外のお客様に御利用

いただいており、特に周辺施設の練習環境や立地

の優位性もあることから、多くの合宿関係者の御

利用があります。このことから、今回の基本設計

に向けては温浴施設については老朽化に加え市民

ニーズとのギャップも大きいことなどへの対応、

宿泊施設については合宿関係者等からの要望が高

い機能充実が求められている内容、さらにはさま

ざまなソフト事業の充実も含めて利用の促進が図

られるよう基本設計の中で検討を進めていきたい

と考えております。

名寄振興公社と営業戦略室で構成された経営安

定プロジェクト会議は、名寄振興公社の今後の経

営見通し等を検討するために平成２８年６月に設

置いたしました。この会議の中では、これまでの

経営の内容及び現況について検証、分析し、時代

の変化や利用者ニーズ予測等を行うとともに、な

よろ温泉サンピラーのさまざまな改善に向けて利

用者の声もお聞きしながら、施設管理運営者とし

て意見交換をしてまいりました。また、名寄振興

公社の取締役会での意見交換や改修に係る個別の

打ち合わせも実施しており、今後も利用者、運営

者の声を十分に検討した上で経営安定に向けて名

寄振興公社と連携してまいりたいと考えておりま

す。

日進地区の施設は、スキー場エリアの名寄ピヤ

シリスキー場、なよろ温泉サンピラーが経済部営

業戦略課、名寄ピヤシリシャンツェ、体育センタ

ーピヤシリ・フォレストは教育部スポーツ・合宿

推進課、道立公園エリアの健康の森は経済部耕地

林務課、なよろ市立天文台が教育部と各施設にお

いて所管する部署が異なり、利用者の促進やニー

ズに沿った対応などにおいても各部署とのさらな

る連携が重要と考えております。これら庁内の関

係部署と名寄振興公社を含めた名寄市日進地区再

整備庁内等検討委員会を実施しており、施設の有

効活用、整備の方向性などについて引き続き協議

を行ってまいりたいと考えております。

名寄日進地区は、平成４年にピヤシリヘルシー

ゾーン構想基本計画が策定され、その後道立サン

ピラーパークの整備など同計画内のなよろ健康の

森地区に対する利用及びニーズが大きく変化した

ことから、日進地区全体の総合的な整備の方向性

について検討が必要となり、平成２６年に名寄市

日進地区再整備基本構想を策定いたしました。本

構想は、これまでの市民や利用者からの要望等を

踏まえ、庁内等検討委員会で幅広く議論し、同地
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区に求められている３つの基本的役割である市民

の憩いの場、人づくりの場、交流人口の拡大の場

のそれぞれの役割ごとに優先事業の考え方を示し

ており、ハードとソフトに分けて短期、中期、長

期の３段階のスケジュールに分類した中で、それ

ぞれの区分の中で議論、検討していくこととしま

した。

このスケジュールの中で、なよろ温泉サンピラ

ーのあるスキー場エリアについては、短期に検討

すべき施設として位置づけ、他の施設整備に先駆

けての議論を進めることとしております。また、

なよろ温泉サンピラーの具体的な施設整備にかか

わる専門的な見地から意見を聴取するため、名寄

市ピヤシリスキー場地区にかかわる温浴施設等の

整備の検討支援業務として、道内、さらには全国

的にスキー場、宿泊施設も経営されている株式会

社マックアースからも施設整備の方向性について

も御報告をいただいております。今後これらの内

容等も十分に参考にさせていただき、基本設計の

中で議論を重ねていきたいと考えております。

なよろ温泉サンピラーの他の施設の連携した取

り組みにつきましては、健康の森がパークゴルフ

場をセットにした宿泊プランや健康の森、サンピ

ラー交流館を練習場とした合宿の送迎などに取り

組んでおります。ピヤシリスキー場においては、

リフト券とセットにした宿泊プラン、日帰り入浴、

食事プランなどを設定し、施設の利用促進に努め

ております。このほかにもスキー場エリアにはピ

ヤシリ山、健康の森、道立公園エリアには天文台

など活用できる資源、施設も多々ありますので、

日進地区が通年で交流人口の拡大が図られるよう

庁内等検討委員会などで関係施設の有効活用等に

ついて議論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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ答弁をいただ

きましてありがとうございます。再度質問させて

いただきたいと思います。

最初に、まちづくり懇談会のあり方ということ

で、現状の開催方法、課題等についての答弁をい

ただきました。それで、２６年から２７年、２８

年、そしてことしの開催ということで、それぞれ

参加者人数を含めて開催回数等の御報告をいただ

いたのですけれども、その中で２７年、２８年、

２９年、それぞれ趣向を凝らした会場のレイアウ

ト変更だとか、あるいはできるだけ多くの方とい

う中でポスターの作成だとか、開催時間、ことし

はアンケートをとったというふうなことなのです

けれども、アンケートの結果、どういうふうな御

意見があって、そのフォローは実際にどういうふ

うにされているのか、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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まちづくり懇談会に

かかわって、今年度初めて会場に来られた皆さん

にアンケートをとったところでございます。この

内容につきましては、開催方法ですとか時間帯、

あるいは実施のやり方等についてお伺いをしたと

ころなのですけれども、結果といたしましては現

状の開催方法でおおむねいいという回答なのかな

というふうに感じたところで、開催時期について

は回収をしましたアンケートでは７８％の方がよ

しということでございますし、開催の形式につい

ても６７％、そして開催の会場、それぞれの町内

会あるいは風連のコミュニティセンターを会場と

してやったわけですけれども、８０％の方がいい

のではないかということで回答をいただいたとこ

ろです。また、開催の形式につきましては、テー

マを絞った意見交換ということで、ぜひいろいろ

な意味での提言をいただきたいというようなこと

でやっているわけですけれども、これにつきまし

ては市長を囲んでの意見座談会的なもの、あるい

は市民同士のワークショップ的な形式を望む声な

どがございました。さらに、参加者の年齢別でい

いますと、１０代の方は参加者がなくて、やっぱ

り２０代、３０代の若い世代の方の参加が少ない
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なということを改めて確認をしたところでござい

ます。

これらのことにつきましては、今年度こういっ

た形でアンケートの集約をさせていただきました

ので、改めて町内会連合会の皆さんとも結果も踏

まえて情報交換をしながら、次年度に向けた開催

方法、改善に向けてお話をさせていただきたいと

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。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今回おとりいただいた

アンケートの結果、開催時期、形式、会場、これ

については今の開催状況の中で評価をいただいて

いるというふうな説明を受けました。その中でも

若い人の参加者が少ない、あるいはテーマについ

てももうちょっとわかりやすいというか、親しみ

やすくというふうなお話だったのかなというふう

には。実は、今回このお話をテーマを設けたのは、

実際に担当者とのお話もあったのですけれども、

御案内のとおり議会でも議会報告会を開催をして

おります。２年前自分も含めて新人議員が多かっ

たということで、１８名全員で出席をしました。

昨年は半分の９名で２班に分かれて、今回ことし

の後半からは四、五名の出席、４班に分かれてと

いうふうな報告会を開催をさせていただきました。

その中で自分も３会場を担当させていただいたの

ですけれども、そこの２会場の中で、実は四、五

名になると非常に親近感があっていろんなことを

話しやすいと。人数が多いと威圧感という言葉が

適正かどうかはわからないですけれども、非常に

話しづらい、構えてしまうというふうなお話があ

りました。その中で行政のまちづくり懇談会も先

ほどお話を伺うと市長を含めて１８人の方が参加

をされている、出席をされているという中で、実

はまちづくり懇談会もこれだけ多くの人が来られ

るとちょっと話すのによっぽど構えていかないと

話しづらい雰囲気なのよというふうなお話を伺っ

て、あえて今回テーマとして上げさせていただき

ました。この辺で出席人数、今そのようなことも

含めてなのですけれども、現状の行政側の出席人

数を含めて、先ほど他市の中では富良野、深川、

市長のみというふうなお話もちょっと報告を受け

ましたけれども、この辺の考え方について改めて

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） こちら行政側の出席

人数の関係については、先ほど言いましたように

１８人ということでございます。市民の皆さんか

らは話しづらいというような御意見もいただいて

いるということでありますけれども、先ほどちょ

っとお話ししましたように従前は市長も含めても

う前面にみんなが並ぶという形だったのですけれ

ども、今形式変えまして市長、副市長と教育長が

市民の皆さんと対面をして、私どもは、部次長に

つきましては横のほうに並ぶような形で少し市民

の皆さんが話しやすいような雰囲気はこの間一応

つくってきているところでございます。なかなか

話しやすい、話しやすいのか、話しづらいのか、

そういう雰囲気についてはいろいろとそれはある

のかなというふうに思ってございまして、一応私

どもはいろんな地域の要望がその会場でも出るも

のですから、できるだけ的確にスピーディーに対

応ができるようにということで今部次長なども参

加をさせていただいているということでございま

すので、その点については御理解をいただきたい

というふうに思っています。

また、あわせて自治体によってまちづくり懇談

会のやり方等についてはいろいろとあるかという

ふうに思っています。改めて今回のアンケートの

内容、結果も踏まえて主催者であります町内会連

合会のほうとも十分協議をさせていただきたいと

いうふうに考えてございますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） わかりました。

それであと、案内方法、先ほど周知、広報だと
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か新聞広告というふうなことで、ホームページで

も御案内していますよと。実際に今総務部長から

お話あったように、出席者からはいろんな意見が

出るので、担当の行政の方が全員出てすぐ受け答

えができる体制を整えているというふうな御説明

をいただいたのですけれども、そこに出席した人

はそこで御理解をいただけると思うのですけれど

も、ではほかの市民の方、先ほどその結果につい

て意見だとか要望はホームページでというふうに

御説明を受けたかと思うのですけれども、ホーム

ページを見る方も正直言って限られるのかなとい

うふうに思います。ですから、その辺の運営につ

いて今後どういうふうに進めていかれようとされ

ているのか、改めて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） ９会場で出たそれぞ

れの意見につきまして今ホームページ上で流させ

ていただいているということで、これはペーパー

で町内会のほうに配付するとかということになる

とまた非常に経費等もかかりますので、それぞれ

町内会連合会のほうともこの結果につきましては

お話をさせていただいているということでござい

ますので、連合会のほうを通じて町内会のほうに、

町内会から各会員の皆さんというような流れをぜ

ひつくっていただければいいのかなというふうに

思っているところで、何せ結構会場のほうでいろ

んな意見が出ますので、それぞれの会場で出た意

見につきましてはできるだけその場で回答させて

いただく。あるいは、その場で回答できないもの

につきましては持ち帰って担当と協議ということ

も当然ございますし、あるいは町内会のほうで現

地確認をして、改めて少し生活環境を見直してほ

しいのだと。特に建設水道部等の御意見等がある

ものですから、翌日以降に改めて現地を確認をし

て、町内会の皆さんとも相談をさせていただきな

がらといったような対応もさせていただいており

ますし、あわせて特に国の河川あるいは道の河川、

いろいろと要望がございまして、そういった要望

につきましては直接私ども名寄市がということで

はございませんので、それぞれ管理にある国の機

関等にも私どもから要望させていただいていると

いう状況でございますので、会場で回答した内容

あるいはホームページ上で回答、意見等について

は出させていただいておりますので、それを見な

がら町内会の代表の方がこちらに再度連絡をいた

だく等で対応をできるだけさせていただければと

いうふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 現状の対応については

理解をさせていただきましたけれども、まちづく

り懇談会でそれぞれの地区で出される意見という

のはそこだけではなくて、ほかのところでも共通

するテーマもあるのかなというふうに思いますの

で、今後周知の方法についてはまた検討を加えて

いただきたいというふうに思います。懇談会での

お話を伺うと、各会場ともに最後から、加藤市長

より市民からそれぞれ出された意見、要望に対し

ては丁寧な説明があると。市長の思いを伝える場

としては、まちづくり懇談会、非常によいとの声

も聞いております。さらに、今後も充実した内容

でまちづくり懇談会を実施をしていただきたいと

いうことを強く要望して、次の質問に移らせてい

ただきます。

次に、商工業振興の施策推進ということで、名

寄市内商工業の現状ということで先ほど説明を受

けました。この１０年間と言いましたけれども、

５年間の形の中で先ほど数字の説明をいただきま

した。事業所数が１３１件、事業所人数が２５６

人、売り上げも大幅に減少しているというふうな

ことでの説明は改めて確認をさせていただきまし

た。それで、その中で中小企業振興条例一部改正

後のメニュー、店舗支援事業、利用金額を下げた

というようなことで５件から１０件にふえたとい

うふうな形での説明を受けましたけれども、この
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支援メニューの中で利用されていないメニュー、

これも期間的なものもあるから一概に短期間では

言えないと思うのですけれども、実際にこのメニ

ュー、商工会議所の連携を含めてどのように、利

用されていないメニュー、利用の少ないメニュー、

あるいは利用の多いメニューを今後どういうふう

に進めていこうとされているのか、現状の段階で

の考えをお聞き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） 先ほども答弁さ

せていただきましたように、今現状の中では新商

品開発や従業員研修、労働福祉等の支援策の利用

が少ないということで御答弁させていただきまし

たけれども、それぞれのメニュー、先ほどの店舗

支援事業と違ってその時々の状況で、継続的に御

利用があるというメニューではなくて、その時々

によって新商品開発するとか、そういった事業所

さんが出てくるということで、昨年度の中小企業

の振興条例の検討の中の議論の中でも、利用が少

ないので、一部廃止してしまうのは、そういった

利用があった事業所さんが出てきたときの対応も

含めてすぐになくしてしまうのはどうかというこ

との意見もあったということで、今回中小企業の

振興条例の規則の中の一部改正の中では継続して

メニュー化を継続したということが実態でありま

す。私どものほうも実際今それぞれの事業所さん

のほうで、商工会議所のほうも事業承継支援室と

いうことで各事業所様のほうに出向いていろんな

意見を聴取している中で、そういったことで現状

の中でどういった支援が今市内の事業所の中に必

要かということも含めて、引き続き検討していく

ということが必要だということで残させていただ

きましたけれども、これらの部分についても関係

機関とも検討しながら、今後の対策について考え

ていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 現在の支援メニューガ

イドなのですけれども、起業をする方を含めて利

用する方に理解しやすい、要するに何かというと

利用する方が例えば何かを聞きに行ったときに、

では総合的な窓口があって、そこに行けば体系的

にあなたはここの部分、ここの部分というふうな

本当に利用しやすい、あるいはそこへ行ったら説

明をしていただける、そういう体制というのは実

際にどうなっているのか改めてお伺いをします。

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） 支援メニューに

つきましても昨年度一新させていただいて、私ど

もの視点になってしまいますけれども、関係機関

ともお話しさせていただいた中で、今までより見

やすいメニューということで更新させていただき

ました。それは、決してベストというわけではな

く、私どもの昨年の作成した段階ではベストとい

うことの考え方で作成させていただきました。ま

た、周知ということにつきましては、産官金サポ

ートネットワークということも開催させていただ

いて、関係機関や金融機関も含めて概要の支援メ

ニューの内容がわかるような仕組みをつくらさせ

ていただきました。支援メニューにつきましては、

それぞれの意見の中でこういったことから訂正と

いうか、更新したほうがいいよという部分も謙虚

に受けとめて、またガイドメニューについても今

後更新していきたいということと、皆様方にガイ

ドメニュー見て御説明というか、相談することも

大切なのですけれども、まずは相談していただき

たいということでお願いしているのですけれども、

そこの部分がまだそれぞれの事業者さんのほうに

徹底されていないのかなということで、今後それ

らも含めて努力していきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 決してこれが悪いとは、

これは非常にいい、わかりやすい冊子だとは思う

のですけれども、やはりそこに行ってここの部分

だけではなくて、先ほどお話をちょっとさせても

らったように一つの窓口に行ったら全てつなげて

関連性を持って相談に乗っていただけるという体
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制をさらに充実をしていただきたいというふうに

要望しておきたいというふうに思います。

それで、事業承継について改めてちょっとお伺

いをしたいというふうに思います。先ほど全体的

な形の中での御答弁はいただいたのですけれども、

事業承継というのは本当に今後官民連携で事業を

進めていくということは非常に重要なことだとい

うふうに思っております。今名寄市内の法人、個

人、実際に年齢構成だとか年代別にある程度その

辺もし把握をしておられたら、その点についてお

聞き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） 今先ほども御答

弁させていただきましたけれども、名寄商工会議

所のほうで事業承継支援室ということで専門チー

ムを組織しまして、各事業所様のほうにアンケー

トや戸別訪問ということでさせていただいており

ます。その中の中間データの結果ではありますけ

れども、先ほどもお話しさせていただきましたけ

れども、法人の年齢構成が６０歳以上が６ １％

ということで、７０歳以上になりますと２ １％

の事業所さんが７０歳以上の経営者であるという

ことであります。また、７０歳以上の経営者の多

くの方が今後１０年以内には事業を畳んでしまう

かもしれないというような意向があるということ

で、今中間報告ということで受けております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それこそ日本全国で見

た場合に、この間資料を見てみると団塊の世代、

経営者約３０万人が７０歳をここ間もなく迎える

と。要するに大きな事業承継の転換の時期だとい

うふうな記事がちょっと載っておりました。その

中で今答弁にもあるように、名寄市も６０歳、７

０歳代の人が非常に大きなウエートを、個人、法

人を含めてなのですけれども、事業承継のタイミ

ングの時期が来ているのかなというふうに思いま

す。その中で今行政として商工会議所あるいは商

工業者の人の意見聴取を含めて、事業承継、実際

に今後どういうふうな考えで取り組みを進めてい

かれるのか、改めて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） 今昨年度は、国

も事業承継のガイドラインというものを作成した

ということと本年も改めて事業承継の５カ年計画

というものの計画も国のほうで定めました。こち

らのほうを見ますと、やはり事業承継を含めて今

後行う上で重要なのがというのは相談やサポート

体制が重要であるということで、ガイドラインの

ほうにも示されております。ガイドラインのほう

でも事業承継に向けた５つのステップということ

で、各ステップを段階的に達成するためにサポー

ト体制が重要ということで国のほうも示しており

ますので、私どもの市全体といたしましても国の

事業承継に向けた５つのステップということを導

入できるよう、そのためにはどういうシステムづ

くりが必要だということを改めて関係機関や金融

機関も含めて体制に向けての検討を進めてまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひその辺のサポート

体制よろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。ただ、この事業承継、当然商工会議所あるい

は行政での取り組み、これも重要だとは思います

けれども、やはり商店街そのもののやる気といい

ますか、それも１つ重要だと思います。ただ、そ

の中で一番今後重要になってくるのは、やっぱり

将来のまちづくり、これをどういうふうにしてい

くのかというのが地域活性化の一番大きな事業推

進のかなめかなというふうに思います。やはり今

進められている公共施設の配置や、あるいは立地

適正化計画、この辺の指針をきちっと明確にして

いくということが事業承継を含めてそれぞれ中心

街商店街のやる気、いろんなものも運営につなが

ってくるのかなというふうに思いますので、ここ

を要望して、次の質問に移らせていただきたいと
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思います。

最後、なよろ温泉サンピラーの整備に向けて改

めてお伺いをさせていただきたいと思います。先

ほど入浴者、宿泊者等、それにあわせて合宿の人

数についても御説明をいただきました。それで、

自分もちょっと行ってお話を伺ったのですけれど

も、日進地区の無料送迎バス、これは非常に効果

があると。これは、ある面では名寄市民の方の利

用が一番多いのかなと思いますけれども、いかん

せん市外のお客様を呼び込むにはやっぱり新たな

施策が必要なのかなというふうに思います。その

中で、実は私も先日自分の会派、それから委員会

の視察でも第三セクターの施設をちょっと見学を

させていただきました。その中の一つで合宿だと

か、そういう呼び込む、利用に当たって施設の案

内、それだけではなくて、その施設あるいは近隣

の設備を使って、その施設に行くとこういうふう

な事業ができますよというふうなプログラム、こ

れを何パターンかつくって、小学校あるいは中学

校に持っていくと。全部を使うのではなくて、そ

このこまを使うというふうな形で、そのようなカ

テゴリー別につくることによって小学校、中学校、

高校の合宿が非常にふえたと。いかんせん先ほど

もあったように、学生の合宿とかというのは夏休

み、冬休み集中をすると。その期間を除くと、ま

た平日閑散としていると。その中にあっては、今

後やっぱり平日の集客に向けては社会人の合宿利

用といろんな高齢者を含めたサークルだとか、そ

ういうところに新たなプログラムをつくって集客

を進めているというふうなお話がありますが、い

ずれにしても設備の改修は当然なのですけれども、

集客をするというのが一番前提にあるのかなとい

うふうに思うのですけれども、改めてこの設備に

かかわって集客に向けての考え方、それについて

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） さきの議員協議

会の中でもお話しさせていただきましたけれども、

施設の改修についての考え方ということでお示し

させていただきましたけれども、当然のことなが

ら利用を図るという意味の部分を含めて、ソフト

事業の充実という部分についてもお話をさせてい

ただきました。今現在振興公社のほうも合宿のソ

フト面の充実に向けて、日々サービスの向上に向

けてさまざまな取り組みをさせていただいており

ます。

今年度の実績でいいますと、上半期のスポーツ

合宿にかかわる部分ですけれども、人数で９５１

人の利用があったということで、昨年度が全体で

９６４ということですので、今現状の中でも昨年

度にまさる御利用をいただいているということで、

これはさまざまな取り組みによって利用が図られ

たという部分もあると思います。ただ、それに満

足することなく、もっともっと多くの方々に利用

していただけるということで、いろんな部分の先

進的な事例やサービスの内容等も参考にさせてい

ただきながら、今後も引き続きサービス向上に向

けて努めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今回の温泉サンピラー

の整備、いろんな施設にかかわる課題というのは、

これはこれで十分理解をしますし、ある面では整

備にかかわってサンピラー温泉の通常の修繕と、

それから大型整備といいますか、その辺の考え方

をどういうふうに今進められているのか、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） サンピラー温泉

の部分につきましては、市の研修施設ということ

の位置づけの中で、名寄振興公社のほうに運営を

行っていただいております。修繕につきましては、

指定管理の契約に基づきまして、大幅な修繕につ

いては協議をしていくということなのですけれど

も、小幅な修繕につきましてはサンピラー温泉の

ほうで行っていただいているのが現状です。スキ

ー場も含めて、毎年度予算策定の時期やスキー場
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につきましてはシーズンが終わった後に公社の担

当の者、また私どものほうも営業戦略課を含めて

関係部署も含めて、それぞれの関係部署の皆さん

集まっていただいて、現状を見てどのような修繕

等を行うべきかということの、当然のことながら

財政的な問題もありますので、優先順位というこ

ともつけていかないといけないということなので、

こういったことで随時検討させていただきながら

取り組んでいっております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） お聞きしたいことがあ

ったので、時間が迫ってきましたが、また別な機

会にお伺いをしたいというふうに、最後に加藤市

長にお伺いをしたいというふうに思います。

今定例会初日に３期目に向けての力強い表明を

していただきました。私自身もうれしく思ってお

りますし、力強く思うと同時に期待をしていると

ころであります。そこで、ちょっと時間がなくて

細かいこと聞けなかったのですけれども、サンピ

ラー温泉の整備ということについて、名寄市総合

計画第２次の中では重点プロジェクトの一つの中

に冬季スポーツの拠点化の推進というふうな項目

が設定をされております。これと絡め合わせて今

後どのように進めていただけるのか、現段階での

考え方をお話しいただければなというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） サンピラー温泉の整備、

あるいは利活用について貴重な御提言をいただい

て、ありがとうございます。

これまでもこの施設に関しては、さまざまな議

論を経て現在に至って、ようやく来年度基本設計

に入るというような確認をいただいたということ

でありますけれども、基本的にはまずは公共性の

高いものと緊急性の高いものを優先的に今回検討

させていただくということであります。公共性の

高いということは、１つには公共温泉である温泉

施設、このことはずっと議論がされておりますし、

もう一つはやはり冬季スポーツを中心としたスポ

ーツ合宿の最たる拠点であるということだと思い

ます。背景にはスキー場があり、ジャンプ台があ

り、あるいは健康の森や道立サンピラーパークと

いったさまざまなそうした資源がありますので、

これらをしっかりと有効に活用させていただいて、

冬季スポーツを中心に、さらにソフト面での先ほ

ど議員がおっしゃっていただいたようなプログラ

ムの充実等も図りながら、さらに合宿地として、

あるいはスポーツの拠点として全国から選ばれる

地域になっていくようにブラッシュアップを図っ

ていきたい。その先にまたナショナルなトレーニ

ングの施設の誘致であるとか、そうしたことも夢

を語りながら、これからも政策を進めていきたい

というふうに考えております。どうぞ今後ともよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市営住宅の課題解決に向けて外２件を、佐久間

誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、市営住宅の課題解決につい

てであります。小項目（１）、市営住宅団地の環

境整備について。現在本市では、１６の市営住宅

団地を管理しているわけですが、市営住宅の出入

り口近辺に植えられている立ち木について、冬期

間など通行時に立ち木に積もった雪氷が頭上に落

ちるなど危険で、伐採、剪定など適宜な処置をし

てほしいとの指摘がありました。考え方について

お伺いいたします。
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次に、市営住宅の棟と棟の間に花壇が設置され

ている団地があります。腰の高さほどに花壇が囲

われているため、入居者が年齢とともに手入れし

づらくなってきているとのことで、大部分の花壇

が雑草の茂る状態になっております。花壇の高さ

を低くすることで入居者の協力も得られ、美観の

改善が図られるのではないかと考えますが、この

点についてお伺いいたします。

また、この団地内に南北に抜けられるカバード

ウオーク、雨や雪よけの屋根つきの歩行専用通路

でありますが、これが設置されております。この

カバードウオークに高さがなく、大型車などの車

高の高い車両が東西に抜けられないことから、冬

期は除雪車の作業が非効率になっていることや、

加えて緊急時の消防車なども通り抜けができず、

不安感を持つとの市民の指摘もあることなどから、

カバードウオーク中央部分だけ構造物を撤去する

ことはできないか、考え方についてお尋ねいたし

ます。

続いて、小項目（２）、大学生への市営住宅空

き室の活用についてであります。まず、市営住宅

の現在の管理戸数と入居状況、空き室及び政策空

き室数はそれぞれどの程度あるかお知らせいただ

きたいと思います。

次に、市営住宅の空き室活用として、地方自治

法第２３８条の４の行政財産はその用途または目

的を妨げない限度においてその使用を許可するこ

とができるとする条文に沿って、大学生を市営住

宅に入居させる目的外使用承認の柔軟化などの取

り組みが複数の自治体で行われている事例があり

ます。札幌市、神戸市、京都市、広島市、宇部市

などがございます。そのほか地域再生計画などに

基づく目的外使用事例としては、安平町、佐世保

市、大阪市、兵庫県明石舞子団地、通称明舞団地

などの活用事例があるわけですが、本市において

も大学生の経済的負担の軽減やコミュニティーの

活性化などの観点から、大学生の意向を確認した

上で空き室の活用を検討できないか、見解につい

てお伺いいたします。

続きまして、大項目２、市道の改修について、

小項目（１）、改修要望と優先順位の考え方につ

いてですが、市道の改修要望がこの間毎年市民か

ら寄せられます。積雪寒冷地の本市にとって道路

路盤や路床が凍結、融解を繰り返し、新たな道路

の損傷箇所がふえることなどから、なかなか計画

どおり改修要望に応え切れないという面もあると

思いますが、舗装された道路であっても老朽化や

その他の原因で路盤、路床の支持力低下などによ

る路面の凹凸が著しい場合、優先して対応してい

くべきと考えるが、いかがでしょうか。

また、道路改修の優先順位について、交通量、

市街地、郊外地、未舗装道路の舗装化などさまざ

まな視点があると思いますが、農業生産物の搬送

ルートなどについても優先するなど考慮すべきと

考えますが、道路改修の優先順位についてお伺い

いたします。

小項目（２）、技術者育成の視点からについて。

道路にかかわる維持管理、補修などについて四季

を見通した技術者の育成が必要と考えますが、建

設産業に携わる働き手の減少について、本市の現

状について把握している点と受けとめ方について

お伺いいたします。

また、社会資本整備総合交付金減少に伴って進

めたい仕事はあるものの、予算がつけられないこ

とで地方の建設産業の衰退につながっているので

はないか、このように考えるところであります。

都市部への働き手流出を食いとめ、産業育成強化

の観点から一般財源の充当比率を高めていくべき

と考えますが、いかがでしょうか。

大項目３、定住自立圏構想について、小項目

（１）、北・北海道中央圏の複眼型中心市として

の役割についてでありますが、人口減少が進行す

る中で安心して暮らせる圏域をつくることや圏域

からの人口流出に歯どめをかけるなどの構想で定

住自立圏構想が推進され、定住自立圏共生ビジョ

ンも策定され、進められてきておりますが、北海
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道の総人口においても２０１５年の国勢調査の結

果を見ると２０１０年と比べ５年間で１２万 ８

００人の減少となっております。北海道の１７９

市町村中、人口増はわずか８市町にとどまってお

ります。ちなみに、北・北海道中央圏域の１３市

町村では、平成２２年から２７年の５年間で ４

３５人減少しております。こうした中で、定住自

立圏共生ビジョンの実効性のある事業を具体的に

進めていかなければならないと考えているところ

でありますが、リードする立場の複眼型中心市と

しての本市の担うべき役割について考え方をお伺

いいたします。

また、今後人口規模の小さな自治体だけでは賄

い切れない機能を圏域の総意で中心市に置くこと

なども想定されるわけでありますが、その際名寄

市総合計画第２次とのかかわりについて、考えら

れる点についてお聞かせいただきたいと思います。

小項目（２）、これまでの取り組みと今後の課

題について。定住自立圏共生ビジョンに基づき、

これまで進めてきた取り組みと定住自立圏共生ビ

ジョン懇談会などでの特徴的な議論や課題につい

てお知らせいただきたいと思います。

また、圏域の各自治体がそれぞれ力を入れて取

り組んできたことに対する連携や協力体制は本市

としてどうだったのか、さらに北・北海道中央圏

の産業の発展を見据えた統一した事業あるいはテ

ーマなどについて、今後の考え方についてお聞か

せいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 佐久間議員から

は、大項目で３点の御質問をいただきました。大

項目１、市営住宅の課題解決に向けてと大項目２、

市道の改修については私から、大項目３、定住自

立圏構想については総務部企画担当参事監から答

弁させていただきますので、よろしくお願い申し

上げます。

大項目１、市営住宅の課題解決に向けての小項

目１、市営住宅団地の環境整備についてお答えい

たします。市営住宅及び周辺環境維持につきまし

ては、入居者からの連絡によりその都度修繕対応

しているほか、市営住宅及び屋外周辺施設の劣化

状況調査を毎年行っており、目視調査や機能操作

を行い、ふぐあいの状況に応じて優先順位により

修繕を行っているところです。

議員が御指摘の立木などに積もった雪が落雪に

より入居者の出入りの際に危険な箇所につきまし

ては、必要な対応をし、現在冬期間で積雪がある

ため、改めて来春に状況調査を行い、枝払い等の

対応を考えております。

次に、市営住宅地内の花壇や菜園についてお答

えいたします。御承知のように、全ての名寄市営

住宅は公営住宅法及び国交省令に定められた基準

に従い、国からの補助金を受け、整備しています。

周辺環境は団地ごとに異なっておりますが、共同

施設等につきましては入居者の皆さんによる環境

維持の協力をお願いしています。団地のデザイン

によっては、花壇や菜園が地面より９０センチほ

どの高さとなっているものもありますが、さきに

申し上げたとおり補助金により整備されているこ

とに加え、多額の費用等を要することから、各団

地の実情に応じた公営住宅及び附帯する共同施設

等の改造、撤去は困難と判断しておりますので、

可能な範囲での手入れや利用をお願いいたします。

次に、共同施設のカバードウオークを除雪車両

や緊急車両が通り抜けできるよう撤去できないか

との御質問についてお答えいたします。カバード

ウオークの本来の目的は、団地内を移動時に雨や

雪をしのいで各棟に出入りするためにつくられた

施設であり、車両等が通ることを前提にしたもの

ではなく、一部撤去することにより通路の構造が

強度不足により倒壊する危険もあるため、改造撤

去は困難と考えております。

次に、小項目２、大学生の市営住宅空き室の活

用についてお答えいたします。初めに、御質問の

ありました空き家数につきましては、平成２９年



－64－

平成２９年１２月１８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

１１月末現在における名寄市営住宅の管理戸数は

８９９戸となっており、うち空き家の戸数は修繕

後に提供可能な一般空き家が１２３戸、将来的に

用途廃止となる政策空き家が１８５戸となってお

ります。また、政策空き家を除く空き家率は約１

７％となっており、空き家の解消に向け直営修繕

や業者修繕の活用に努めているところです。

次に、大学生の市営住宅空き家の活用について

お答えいたします。道内において既に大学生への

市営住宅提供を行う事例が１件あり、事前調査を

いたしましたので、その内容とあわせてのお答え

とさせていただきます。札幌市が大学生に市営住

宅を提供するに当たり、現状は札幌市と北星学園

大学との間でもみじ台団地４戸に対する協定が締

結されているものの、入居者の募集はこれからと

されております。もみじ台団地の現状は、５階建

てのエレベーターがない団地で、上階への公募を

行っても入居希望者がいない状況にあり、また入

居者の高齢化が進み自治活動に支障を来している

ことから、当該団地をモデルケースとして試験的

に活用することとなっております。

議員の御質問にもありましたとおり、地方自治

法における目的外使用が認められるケースもござ

いますが、公営住宅における目的外使用につきま

しては公営住宅法で本来の入居対象者の入居が阻

害されない範囲内での活用が基本とされておりま

す。当市における市営住宅の公募倍率につきまし

ては、平成２４年度から２８年度までの５カ年平

均で ３倍となっており、潜在的な待機者が多く

存在すると認識しております。今後も市営住宅の

空き家解消の課題につきましては、増加傾向にあ

る一般空き家の早期修繕と待機者への早期提供を

基本としながら進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解願います。

なお、今後の市営住宅入居に係る公募において、

潜在的待機者への住宅供給が行き渡り、かつ空き

家対策としての目的外使用などが必要となる場合

は、大学生のニーズを把握するなど状況に合った

対応を検討するとともに、今後も国交省からの許

可状況に注目し、道内外における先進事例など情

報収集に努めてまいりたいと考えておりますので、

あわせて御理解願います。

続いて、大項目の２、市道の改修について、小

項目１、改修要望と優先順位の考え方についてお

答えします。道路整備の基本的な計画については、

第２次総合計画において未改良道路の舗装化によ

る舗装率の５％向上を目標とし、国土交通省所管

である社会資本整備総合交付金を活用して行って

おり、毎年継続して国に事業要望をしております。

第１次総合計画においては、名寄市街地における

未舗装道路で排水や歩道が整備されていない防じ

ん道路が多いことから、これらの市道改良舗装工

事を優先的に進めてまいりました。また、既に舗

装済みの道路につきましては排水及び歩道の整備

がなされていることから、住民サービスとしての

公平なインフラ整備の視点により、優先順位とい

たしましては防じん道路の整備の後と計画をして

おりました。しかし、既に舗装されている道路の

うち、整備後から年数が経過した路線においては

路面の老朽化や凍土による凹凸がふえ、部分的な

維持補修では対応し切れないことになっているこ

とから、補修が追いつかない舗装済みの幹線道路

の改修についても未改良道路の舗装化とあわせて

計画的に事業に取り組む必要があると考えており

ます。道路整備においては、予算面の課題もあり

ますので、現在の２次総合計画の中での進捗とな

りますことについて御理解願います。

本市の道路改修の優先順位の考え方につきまし

ては、市街地の道路整備では交通量の多い路線や

公共施設沿線及び住宅地が張りついている防じん

道路などの未改良道路を優先し、郊外の道路整備

においては国道や道道、近隣市町村につながる幹

線道路を優先的に計画し、事業を進めているとこ

ろであります。農産物の搬入ルートのうち、圃場

から直接の道路においては未整備の路線もござい

ますが、乾燥施設等の農業基幹施設への接続して
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いる幹線道路については農道整備事業などにより

おおむね道路改良舗装整備を完了していることか

ら、損傷箇所があればこれまでと同様に交付金事

業等による舗装改築事業や部分的な維持補修で対

応してまいりたいと考えております。

続きまして、小項目２、技術者育成の観点から

について申し上げます。ハローワークなよろ管内

における本年１０月の建設土木作業員の有効求人

倍率は ８９倍となっており、また市内商工団体

が建設業の会員企業２４事業所を対象に行ったア

ンケート結果において、人手不足を感じていると

いった設問に対し、感じていると答えた企業は７

５％で、建設関連業種での人材不足については深

刻な状況であるということは認識しております。

そのアンケートによる各企業での人材不足の対応

策では一部業務の外注や従業員の兼任、処遇の改

善、高齢者の雇用等を行っているが、そうした状

況は改善されていないのが現実であります。

本市では、商工施策において企業が行う人材確

保や技術者養成事業に対し助成を行っており、ま

た上川北部地域人材開発センターにおいては土木、

建築、車両等各種資格取得講習等を行いながら、

この間も人材の育成事業を推進してきました。あ

わせて名寄地区通年雇用促進協議会では、主に建

築関連事業所に対する通年雇用化に向けた企業セ

ミナーや資格取得支援事業に取り組んでいます。

工事発注側としましても道路だけでなく、土木、

建築業界全体としても技術者や労務者の人員不足、

高齢化などについて痛感しております。とりわけ

土木工事の事業量の減少については、工事現場へ

の影響はもとより、技術力の継承を初め冬の除雪

オペレーターの確保等についても課題になってい

ると認識しています。

また、これらの技術者担い手不足の状況につい

ては、全国的な共通課題でもあることから、労働

行政側とあわせて工事発注者側においても国交省

において公共工事の品質確保の促進に関する法律

の制定以降、北海道においても国や道、市町村を

含む各発注者において発注者協議会を組織し、発

注者の責務として担い手育成確保のための適正な

利潤が確保できるよう、適正な工事価格の設定や

ダンピング受注の防止、計画的な発注、適切な工

期設定及び設計変更に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、社会資本整備総合交付金の活用による今

年度の交付事業は、近年の予算づけ状況が東日本

大震災や熊本地震における復興財源や橋梁やトン

ネル等の老朽化した公共インフラの長寿命化を目

的とした防災事業への重点配分となっていること

から、一般の道路事業については予算が圧縮され、

本市においても道路での要望額の約３０％、公園

事業については要望額の約６０％の配分となり、

年々減少傾向にあることから、計画どおりに事業

を進めることが極めて厳しい現状となっておりま

す。これまで道路事業においては、これらの交付

金事業を充当するため、単独事業として道路整備

を行ってきませんでしたが、交付金の配分減少に

より事業量が減少することで市民からの要望に応

えられないばかりか、建設産業の一層の衰退が加

速されると想定されることからも今後においては

市全体の財政状況を勘案しながら、予算配分のバ

ランスを考慮した上で一般財源の充当率を高め、

予算の範囲内ではありますが、事業量をふやせる

よう予算確保に向けて努力してまいりたいと思い

ますので、御理解を願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の３

点目、定住自立圏構想についてにかかわりまして、

小項目の１、北・北海道中央圏の複眼型中心都市

としての役割について、小項目２、これまでの取

り組みと今後の課題について、関連がありますの

で、一括して答弁をさせていただきます。

本市におきましては、北・北海道中央圏域定住

自立圏の複眼型中心都市としまして圏域全体とし

て必要な生活機能等を確保するため、生活機能の
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強化、ネットワークの強化、圏域マネジメント能

力の強化に係る取り組みを推進してまいりました。

具体的には、この間市立総合病院を核とした第２

次救急医療事業や医師等派遣事業などの医療分野、

介護、障害支援区分認定などの審査会業務やこど

も発達支援事業などの福祉分野での連携を中心に

圏域における知の拠点である市立大学からの講師

派遣や研修機会の提供による人材の育成、消費生

活センターの広域化や廃棄物処理施設の広域利用

の推進による安全、安心な暮らしの提供など多様

な政策を推し進めるとともに、合同研修による圏

域市町村職員の交流とスキルアップにも努めてま

いりました。また、精神科病棟改築及びドクター

へリポート、複合交通センター、大学図書館など

の施設整備も行ってきたところであります。

圏域の抱える課題や問題意識を共有し、対応を

研究、検討する場といたしましては、毎年度構成

市町村長会議及び共生ビジョン懇談会を開催をし

ております。昨年度につきましては環境省地球環

境局企画官を迎えてのエネルギー対策特別会計に

おける自治体向け事業の説明会を、今年度につき

ましては北海道顧問、杉並区地方創生担当顧問で

あり、元総務大臣の増田寛也氏を講師に迎えての

地方創生と広域連携についての講演会を開催して

きております。現時点で新たに自治体間で連携し

て取り組む事業は具体的には定めておりませんけ

れども、引き続きこうした場での議論も踏まえな

がら、本圏域における連携のあり方につきまして

自治体間で協議を進めてまいりたいと考えており

ます。今後急速に進展する人口減少や少子高齢化、

それに伴う人材不足など本圏域を取り巻く環境が

大きく変化する中、自治体間で危機感を共有し、

医療、福祉分野を中心とした構成市町村との連携

をこれまで以上に密にしていくとともに、各分野

におきましても効率的で効果的な広域連携事業の

展開に努めてまいりたいと考えております。

以上となります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、順に再質問させていただきます。

御答弁との解釈に食い違いなどありましたら、御

指摘をいただければと思います。

それでまず、市営住宅団地の環境整備について、

立ち木につきましては雪解け後に実施をしていた

だけるという、調査の上実施ということなので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

それで、花壇の関係なのですけれども、本市の

公営住宅等の長寿命化計画概要版、これは平成２

２年１２月に発刊されているわけですが、この世

帯主の年齢構成が非常に高くなっていると。６０

歳以上が５ １％、そのうち７０歳以上が３ ３

％を占めていると。これ平成２２年でありますか

ら、７年前のデータですから高齢化の進行は推し

て知るべしの状況になっております。それで、こ

の概要版の中に特に基本目標に掲げられている基

本目標の第１というところがあるのですが、少子

高齢社会に対応した公営住宅の整備としまして、

共用スペースの整備についてうたわれております。

特に良好なコミュニティーの形成を促進するのだ

という記載もされておりまして、このあたりから

も共有スペース、もちろん団地ですから共同菜園

や花壇も入っていくわけでありますので、これも

組み込まれることから、少し考えたらどうかなと

いうふうに思っております。

それと、防災上からの観点として、特にこの団

地は西側入り口、大通側にゲートが設置されてお

ります。そして、市営住宅と道営住宅が共存して

いるわけなのですが、その間にカバードウオーク

が設置されておりまして、中の花壇が車両の敷地

内通行を阻む形でジグザグに配置されているとい

うことであります。それで、あわせて現在本市で

導入が進められております救助工作車、この大き

さなのですけれども、私もちょっと聞いてまいり

ましたけれども、アンテナ部分を含んで車高が

５メートル、車幅が ４メートル、車長はこれは

っきりしないのですが、およそ ９メートルぐら
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いになるのではないかと。いずれにしても、かな

り大きな車両であります。それで、例えば万が一

の消防車出動になったときの放水作業については、

これは大通側においても作業はできると。しかし

ながら、すぐそばにやっぱり消防車をつけられる

のは最もいいのだということでございます。それ

で、防災上、特に高齢者が入居していることや、

それから３階部分などからの救助を想定した場合、

改めて時代の変化に合わせた環境整備が必要では

ないかというふうに考えておりますから、再度御

答弁をいただきたいと思います。

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） 今議員が御指摘

のように、確かに公営住宅というのは現在高齢化

が進んでいるのは事実でございまして、その高齢

者に無理のない形で公営住宅ある姿というのはも

ちろんすばらしいものだというふうに思っていま

す。ただ、それぞれの世代交代と言うとちょっと

語弊があるかもしれませんけれども、公営住宅は

高齢者ばかりではなく、世代等を超えたさまざま

な形で入居いただいて同じコミュニティーを形成

していただく。特に今お話しの団地につきまして

は、比較的まだ新しいほうの部類と言ったらおか

しいのですけれども、公園の中、公園というか、

団地の中のコミュニティーの場所として花壇を設

置し、通路やそういったたむろしていただけるよ

うな形の公営住宅の当時でいえば理想的な一つの

形を作成してきたのだなというふうに承知をして

いるところでございます。確かにもう花壇は私は

使わないという方も中にはいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、それぞれのお考えや、そして将

来のまたいつの日かの入居者のためには一定程度

のものはやっぱりしっかりと維持管理、保管して

いくというのが基本的な考え方だというふうに私

は思ってございまして、今後御承知のとおり今現

在建てかえ事業で北斗、新北斗などが公営住宅の

長寿命化計画の中で大きく建てかえる機会などご

ざいます。すぐに当該団地がそうだという形では

ないにしても、それはその節目、節目でしっかり

とした、高齢者も含めて対応できる、言ってみれ

ばユニバーサルデザインをしっかりと基準とした

もの、そして福祉の精神にのっとった形での整備

が基本的に求められるというのは当然のことでご

ざいますので、そのような形で努めてまいりたい

と思っていますし、現状での対応として今あるも

のをすぐ撤去するという考えにはなかなか私ども

としては判断できないというか、大事に使ってい

ただければというふうに願うところでございます。

また、緊急事態、当然どの団地、どの住宅であ

ろうが、今とりわけ救急車などの搬入等々につい

ては大変それぞれの命、生命にかかわる事案だと

いうふうに思ってございます。公営住宅さまざま

なケースがございますけれども、おおむねその団

地の出入り口の近いところには救急車両等々は駆

けつける形で、例えば病院への救急搬送なども含

めては十分対応できる範疇になっているものとい

うふうに思ってございます。ただ、大型のといい

ますか、消防車両などによっては団地の形成され

ているその中庭だとか、さまざまな構築物等々に

よっては入り切れない。本当に目の前までという

ことではないにしても、しっかりとした周辺での

消火体制等々についてはとれるものだろうという

ふうに私どもは認識をしてございまして、御指摘

の趣旨、そして命、安全に係る部分ですから、こ

のことについては大変大事な課題だというふうに

思ってございますので、こういった面についても

消防署ともしっかり連絡、連携とりながら、公営

住宅の住民の皆さんの安全には配慮してまいりた

いというふうに考えているところでございますの

で、現時点での御了解、御了承いただければと思

う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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今お答えいただいた

のですけれども、ぜひ大型の救助工作車が入ると

いうことも含めまして、いわゆる住宅にかかわる、
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市の市営住宅にかかわる調査なんかもこれはもう

一回きちんと手だてをしていただければというふ

うに思っています。特に３階部分、下で火が起き

た場合に３階部分から脱出をするときにやっぱり

工作車などの活用も想定されます。したがって、

スムーズな防災体制がとれるようにお願いしたい。

それと、いわゆるカバードウオークの関係なの

ですが、構造物設計上の問題からお話あったので

すけれども、私見る限り、調査する限り、あの中

心部分のカバードウオークは撤去しても、仮に撤

去して東西が通れるようにしても、これは影響な

いものだと。長いものですから、それぞれの鉄骨

でがっちり支えられておりまして、真ん中だけな

ければ、撤去したら通り抜けできるなというもの

でありますから、もう一回防災上の観点等々含め

て考えてみてはいかがかと思いますから、これは

ぜひ検討していただきたいというふうに思います。

それと、こういう市営住宅などの公共物につい

ては、とりわけ豪雪地帯の名寄ということであり

ますから、冬場の雪処理のことをやっぱり考えて

つくるべきではないかと。むしろその付近に余分

なものが、こういう言い方したら語弊ありますけ

れども、つくったらやっぱりそれお金かかるわけ

です。それが今度邪魔になってくるということも

ありますし、時代の変化で年寄りが９０センチの

高さのところ乗り越えて菜園や花壇、花の手入れ

をするかといったら、なかなかできないわけです。

したがって、私はこれは低くしてほしいというお

願いだったのですが、これについてもいきなり撤

去は難しいにしてもちょっと考えていただきたい

と思います。

それで、大学生の空き家のほうに移りたいと思

うのですが、一般空き家が１２３戸あるというふ

うに先ほどお答えいただきました。この数につい

て天野部長は多いと思われるか、普通なのだとい

うふうに考えられるのか、この辺についてちょっ

とお聞かせいただきたい。

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） 多い、少ないと

言われると、当然３桁の数字ですから多いなとい

う印象を私もそうでしょうし、皆さんもお持ちい

ただけるのではないかなと思っています。ただ、

これは放置しているということではなくて、これ

を待っている、待機されている方々に一日でも早

く提供できる形に整えて公募をかけさせていただ

く。そのための百数戸という形になりますので、

御承知のとおり我が建築課におきましては営繕班、

体制も強化しながら、できるだけ早い整備作業等

々に努めながら、年４回の募集でございますけれ

ども、一日も早く募集、公募、そして市民の皆様

でお待ちいただいている方に提供できるよう鋭意

努めたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今３桁ですから、こ

れは多いという形での受けとめかなというふうに

思っております。今市のホームページでも栄町５

５団地あるいはリンゼイ団地について募集かけて

おりますから、これは市の定期的に公募するのは

３月、６月、９月、１２月と年４回。そして、逆

に空き戸数が多いときは臨時に募集をすることも

あるということで、空き戸数が多いという判断と

いうのは部長の見解と一致されているというふう

に私は考えております。

それで、先ほど市営住宅の空き室の活用策につ

いてなのですけれども、特に大学生の関係、これ

はさまざまな見地からコーディネートしたり、あ

るいは先進事例調査しながら進めていかなければ

ならないし、そして何よりも国の認可が必要であ

りますから、その観点から横断的に検討いただき

たいというふうに思うのですが、特に苦学してい

る名寄市立大学生の現状、とりわけ親元を離れて

ひとり暮らしをしている学生が非常に多いという

こと、それと名寄の大学生の奨学金利用が６割強

ありまして、これ全国５ ３％というところから

比べると多いと。それと、アルバイトに通ってい
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る大学生が週に１５時間以上が４０％、そして１

５時間未満が２ ２％ということで、これは大学

の調査した参考資料から私調べてみたのですが、

かなり苦学しながら大学に通っている状況が見て

とれます。それからまた、名寄の現役の大学生か

らも直接お話も聞かせていただいたのですが、住

居費がかなり大きな負担になっていることなどに

ついて伺っております。したがって、試行的に市

営住宅の空き室を何戸かでも限定してでも、目的

外使用承認の柔軟化として入居できる条件整備を

することで、大学にとっては学生の新規募集時に

一つの宣伝になるのではないかというふうに思っ

ています。

それとまた、先ほど札幌の事例お話ありました

けれども、多世代交流としてコミュニティーの活

性化、自治会の活性化につながっていくというこ

とも期待されるのではないかと。それと、幾らか

の家賃を、札幌では１万 ０００円ということで

ありますけれども、もらうことで市の収入もふえ

るということになりますし、ぜひこれ前向きに事

業の検討をお願いできないかと。再度お答えいた

だきたいと思います。

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） 私は、建設水道

部長でございまして、学生の置かれている状況に

ついては詳細は余り承知していなくて大変失礼な

答弁になるかもしれませんけれども、お許しをい

ただきたいと思います。

公営住宅を求められる市民の方も、これまた家

庭状況を含めて、収入等も含めて大変厳しい状況

の中で、みずからの住宅を持つことが困難だとい

う方々に対して私どもが提供していくというのは

公営住宅の使命でございまして、学生の家賃の負

担なども含めて名寄市内大学寮を初めさまざまな

形での学生向けのアパート等も多くあるというこ

とで承知はしてございますけれども、公営住宅の

先ほどの当初の答弁で申し上げましたとおり、あ

くまでも地域の一般家庭での収入等も含めて個人

住宅等確保し切れない方々への、これがまず第一

の私どもの責務だというふうに承知しておりまし

て、学生の置かれた状況それぞれ大変御苦労はあ

るかというふうには承知してございますが、まず

は先ほど言った当初の目的、そしてそれは家賃の

課題ということではなくて、あくまでも学生がそ

の地域やそういったボランティアや福祉やさまざ

まな角度から今回札幌市の準備される事例等々と

いうことでございますので、今回の地域でそうい

った扱いについても家賃は安ければいいというこ

とではなくて、その公営住宅の家賃相場に相当す

る家賃ということで札幌市もきっとお考えだとい

うことで、国からの通達もございますので、決し

て低廉というよりもそれぞれの公営住宅の相場に

合った形での学生さんが御負担をされるのではな

いかというふうに推察をしているところでござい

ます。全国的にそういう学生と地域との結びつき

において、最終的に一つの居場所、住まいとして

提供されるという手順だろうと。そういう議論が

相整っての今回札幌市を初めとする全国各大学の

所在する地域でのお話の進みぐあいだというふう

に認識してございますので、こういった事例や札

幌市の例も含めて、うまく学生のニーズと自治会

といいますか、その町内会とのそういうコミット

してちゃんとうまくいくのかということも含めて、

言ってみるとかなりの条件がついて限定的な形で

の運用だというふうに理解してございますので、

これについては十分私どもも情報収集に努め、ど

ういった手だてがあるものかというのは今後の課

題であるというふうには考えております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひ調査研究してい

ただきたいと思いますが、今の空き戸数からいう

と例えば道営住宅のマーガレットヴィラだとか、

いわゆる道営住宅２団地がまるっきり空な状態と

同じことでありますから、ぜひこれを生かさない

手はないということでありますから、これ連携も
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とらなければならないことでしょうし、さまざま

御苦労もあると思いますけれども、特に市立大学

を有する自治体として、本市として独自の学生支

援や、それから既存制度の活用だとか、ひとり暮

らしの学生支援についてもこれは幅広く考えてい

くべきだというふうに思っております。これにつ

いては、時間の関係でお答え要りません。よろし

くお願いします。

それで次に、市道の関係であります。市道の関

係、先ほどのお答えで特に舗装されている道路に

ついても、これは特にひどいところは手がけると

いうことでの回答だったというふうに思いますか

ら、ぜひ部分的になるのか、それとも一定の範囲

になるのか調査していただいて、快適な生活イン

フラの提供の観点から対応をお願いしたいと。特

に私気になっているのは、先ほどまちづくり懇談

会のお話ありましたけれども、私ども議会として

も議会報告会するわけです。毎年この話が出され

ると。御苦労している話が出されますから、道路

の特に舗装部分のところでも内部がもうこれは砂

利だとか、新たにかえなかったら全然だめな、も

たないというところもありますので、ぜひお願い

したいと思います。

それから、農業生産物の搬送ルートへの考慮と

いうことについては、先ほど部長の話からも考慮

されているのだなというふうに思っておりますか

ら、ぜひ産業を大切にしていく。産業に必要なイ

ンフラが整備されていなければ円滑な経済活動も

実現されないことに、これは疑問の余地がないと

ころでありますから、ぜひ産業にかかわるルート

についてしっかり手だてを講じていただきたいと

思います。

それで次に、技術者育成の観点から御質問した

いのですが、公共工事の施行時期の平準化、年度

内の工事量の偏りもこれは解消していかなければ

ならない課題ではないかと私は思っているところ

であります。それで、先ほどの御答弁にもありま

したように冬期の除雪の技術者不足も深刻化して

いるということですから、春夏秋冬トータルで考

えての予算配置が必要ではないかというふうに思

っております。都心部と比較すると、積雪寒冷地

の道路整備というのはこの名寄市では周回おくれ

の現状だというふうに思っております。その辺の

考え方についてどのように考えているのかお聞か

せいただきたいと思います。

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） 議員御指摘のと

おり、各種工事を発注する場合、当然年間平均的

に各事業者も効率よく事業に取り組めるよう配慮

すべきものだというふうに考えておりまして、毎

年度当初に建設関係の業者の皆様にお集まりいた

だきまして、あらあら日程等々も含めて予定等も

できるだけ明らかにしながら、その工事の進める

イメージといいますか、段取り等々もお含みいた

だけるような形で適切に事業発注に努めてまいり

たいというふうに心がけております。ただ、どう

してもこの冬期積雪という課題もございますので、

雪降る前までに仕上げる仕事、また雪が降っても

できる仕事なども、事業によってはさまざまなケ

ースがございますけれども、議員御指摘のとおり

の精神についてはしっかりそのとおりで私どもも

配慮しながら考え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。道路については、今

御承知のとおりまだまだやらねばならぬ仕事とい

うのはもちろんございますし、ただ一足飛びに道

路全てに手がつくというわけでもなく、しっかり

と事前の調査なり準備なり、そしてそれに応じた

しっかりとした予算等々も含めての形が相整って

の道路整備だというふうに思ってございます。多

くの方から道路などを含めてさまざまな形で御意

見いただく機会が大変多いのでございますけれど

も、私ども担当まで含めてしっかり真摯に受けと

めながら鋭意努力させていただきたいと、そのよ

うに考えているところでございますので、御理解

いただければと思ってございます。よろしくお願

いします。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 予算がないと何事も

進みませんから、ぜひバランスとった予算配置、

しかも冬期除雪が技術者不足でいなくなるような

状態になったら困りますので、ぜひそこら辺も含

めて建設業の育成についてやっぱりしっかり考え

ていかなければならぬのではないかと、このよう

に考えているところであります。

次に、定住自立圏構想についてお伺いいたしま

す。それで、先ほど参事監のほうからお答えいた

だきましたけれども、特に名寄は複眼型中心市と

してこれまで医療や環境や地域交通も、それから

大学図書館など中心に求心力を持ってこれまで圏

域をリードしてきたというふうに考えております。

しかしながら、人口減少に歯どめがかからないと。

それから、人手不足から企業募集はされてみても

業種とのマッチングができないと、こういった課

題もございます。それから、地場賃金の低さなど

もこれは問題としてあるのではないかというふう

に思うのですが、こうした中で圏域の産業活性化

に向けて、それぞれの産業分野ごとに圏域として

分析を加えていく必要があるのではないかと。こ

うした取り組みなどについて考えていく必要はあ

るのではないかと感じておりますけれども、この

辺はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） ただいま議員のほうか

ら圏域の産業活性化分野においての連携のあり方

について御提言をいただいたところであります。

御指摘のとおり、従来医療ですとか福祉分野中心

に圏域において連携を進めてきたわけであります

けれども、今後こういう共通のテーマを持って具

体的な取り組みを進めていくというところにより

自治体としても、また総務省としてもかじを切っ

ていく方向になっておりまして、産業活性化分野

につきましても総務省の定住自立圏構想の今後の

あり方に関する研究会というところでも圏域全体

としてこういった分野についても取り組むことの

重要性について指摘をされておりまして、そのた

めの財政措置のあり方についても見直していくべ

きであるというふうな方向性が示されております。

地活債の用途を減らすほうで一部既に実施がされ

ているのですけれども、今後今成果目標等を設定

をしまして、例えば観光分野ですとか、あるいは

産業分野におきましてもそこのＫＰＩの進捗確認

をしながら、また総務省においてその報告を受け

ながら財政措置のあり方についても見直しがされ

ていくことかと思いますので、そういった動きも

よく見ながら、随時各分野においてどういう連携

をすればよりこの圏域における産業の活性化につ

ながるのか、効果的、効率的な行政につながって

いくのかというところについてよく自治体間で協

議を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま自治体間協

議をしっかり進めていきたいということでお話が

ありましたから、ぜひお願いしたいと思います。

それで、私はどうもこの圏域の各自治体がまだ

何とかなるというふうに考えているとは思わない

のですけれども、やっぱり即効性のある施策をど

んどん進めていかなかったら人口の流出はどんど

ん進んでいきますし、技術者の流出も進んでいる

ということで、振り返ったらお店がないという、

そういう危機感を持っているのですが、ぜひ連携、

協力体制ということについて考えていただきたい

というふうに思っています。

それで、周辺自治体が努力していること、それ

ぞれの自治体で総合計画などビジョンをつくって

進めていることなどについて、やはり中心市とし

てそこに対して協力するという視点から、相互の

連携だとか自治体間のお互いの協力体制、あるい

はそのことが裏返しで名寄市が力をかしてほしい

といったときに返ってくるという、そういったこ

ともあろうかと思うのです。求心力も生まれてく

るのではないかと、私はそういうふうに思ってい
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るのですが、時間もありませんので、最後に加藤

市長にお伺いしたいというふうに思っています。

それで、定住自立圏共生ビジョンについては具体

化をし、進めていくと。待ったなしの状況だとい

うふうに私は考えております。そして、先ほど申

し上げたように人口の流出とともに産業の衰退に

拍車がかかっているのではないか。やっぱり中心

市としての本気度が今求められてきているのでは

ないかというふうに考えております。人口流出が

なぜ続くのか、その対策を講じることからまず始

めて、次に圏域における総合力を発揮して、産業

の育成だとか定住策を考えることが肝要かと思っ

ておりますが、圏域の中心市のリーダー役として

この間頑張ってこられた加藤市長の今後の決意を

伺って、私の質問を終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐久間議員から先ほど来

人口減少にどう立ち向かっていくのか、広域での

あり方等も含めて貴重な提言と厳しい御指摘もい

ただいたところでございます。２０１５年、今か

ら２年前、あるいは昨年つくったところもありま

しょうか、全国全ての自治体において人口減少に

歯どめをかけるべく、それぞれの自治体の総合戦

略をつくったと思います。そのときにそれぞれ人

口ビジョンもつくっていると思いますけれども、

人口の増減というのは２つの輪によって成り立っ

ていて、１つは亡くなった方と生まれた方の差し

引きでの自然増減と、それと転出入の増減と、こ

の２つによって人口の増減が成り立っているとい

うことです。名寄市においても２０３５年までに

この自然減を少しでも食いとめるべく、出生率を

８まで高めていくということと２０３５年まで

に社会増減をゼロに持っていくと。この２つを目

標に掲げて総合戦略をつくっているわけでありま

すけれども、それでも２０３５年は名寄市の人口

は２万 ０００台まで落ち込んでしまうと、こう

いうことです。がつっと食いとめる即効性のある

施策というのはなかなか難しいわけでありますけ

れども、一方で非常に危機的な状況であるという

ことも私は考えておりまして、名寄市だけでなく

てそれぞれの自治体においてもこのつくった総合

戦略以上に人口減少が進んでいるように考えてい

るところでございます。それぞれ今なされている

計画はありましょうけれども、それを上回る施策、

あるいはさらなる先ほど佐久間議員からも御指摘

があった連携してもう少し産業の強化に取り組ん

でいけないのか。例えば観光の分野ですとかはそ

ういう動きが出ているというふうに思いますし、

農林業の分野、こうしたことでさらに圏域での特

色を強化していく施策を研究をすべきでないかと

いうふうに思います。

一方で、我々中心市は生活の基盤として大事な

医療、保険、福祉、そこを担っている中心市であ

りますので、ここをしっかりと中心市として堅持

をしていくということも重要なポイントでありま

して、このことが圏域のそれぞれの周辺の皆さん

の定住の安心、安全につながっていくということ

だというふうに思います。いずれにしても、単独

だけではなかなか厳しい時代の中で、より広域に

それぞれの地域自治体が連携をして、さらに汗を

かいていく時代になってきているというふうに思

います。中心市として果たすべき役割は大変重要

なものが増しているというふうに考えております

ので、しっかりと皆さんとよく協議をして連携を

しながら邁進をしていきたいという方向でおりま

す。どうぞよろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

加藤市政から外３件を、大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

４件、５項目について質問を行います。

最初に、今定例会初日に来春４月の名寄市長選

挙に３選出馬を表明された加藤市長にお聞きをい

たします。加藤市長は、平成２２年４月の名寄市

長選挙で、有権者である市民の圧倒的な御支持、

御支援を受けて第２代名寄市長に就任されました。
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２６年４月の名寄市長選挙では、無投票当選で再

選を飾りました。光陰矢のごとし、例えどおり２

期目の加藤市政も平成３０年春に任期満了を迎え

ようとしています。２期目の市政運営に当たって

は、民間会社的発想での行財政運営、さらなる市

民参加とよりわかりやすい行政運営、情報公開、

地域の宝、財産、特色に徹底的にこだわったスケ

ールの大きなまちづくりの３つの政治姿勢を根底

に据え、オール名寄で協働のまちづくり、高齢者、

障がい者が安心して住み続けることができるまち

づくりなどの６項目の基本施策を掲げています。

２期目に掲げた３本の政治姿勢、６項目に及ぶ基

本姿勢について総括と３期目に向けた姿勢につい

て加藤市長のお考えをお聞かせください。

次に、平成３０年度予算についてお聞きをいた

します。国の編成作業が行われている中で、総務

省は平成３０年度の地方財政の課題として経済財

政運営と改革の基本方針２０１７などへの対応、

地方の一般財源総額の確保と地方財政の健全化な

ど地方行政サービス改革の推進と財政マネジメン

トの強化を掲げました。その中で今後も社会保障

経費の増加などが懸念されるなど、地方財政を取

り巻く環境は依然として引き続き厳しい状況にあ

ります。市の３０年度予算は、名寄市長選挙を年

度当初に控えて骨格予算となりますが、３０年度

予算の概要、主要施策、懸念される課題等につい

て御答弁をお願いいたします。

次に、ひとり暮らしの高齢者対策についてお聞

きをいたします。市の総人口は１０月末現在で２

万 ９７６人、このうち６５歳以上の御長寿の市

民は ８１１人で、高齢化率は３ ４９％となっ

ています。名寄市が総人口の２１％を超える超高

齢社会を迎えて久しいですが、高齢者を支える仕

組みづくりを地域で推進するための施策として、

ひとり暮らしの高齢者の実態を把握する必要がご

ざいます。住民基本台帳上では把握し切れない高

齢者世帯の実態を明らかにするものと考えます。

６５歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯は、その

実態に日々変化が起こります。例えば独居で新た

に６５歳になられる方、何らかの理由で独居とな

る高齢者、転入や転出、介護施設などへの入所、

あるいは他界などによる実態の変化が考えられま

す。そこで、お聞きをいたしますが、このひとり

暮らし高齢者世帯の実態、現状と課題について御

答弁をお願いをいたします。

次に、松浦武四郎の生誕と北海道命名にかかわ

る天塩川流域における関連振興事業についてお聞

きをいたします。今定例会初日の行政報告の中で

も触れておりましたが、武四郎の生誕２００年及

び北海道命名１５０年に関連する具体的な記念事

業等の内容について御答弁をお願いをいたします。

最後に、市民の声から、インターネットを活用

した町内会活動、電子町内会の開設と導入支援に

ついてお聞きをいたします。市の町内会加入率は、

平成１８年度をピークに減少傾向にあり、こうし

た加入拒否の理由の背景には町内会活動の理解不

足や情報入手の機会が少ないことなどが考えられ

ます。今や年少者から御長寿の皆さんまでスマー

トフォンやノートパッドの普及で急速に成長拡大

している電子機器を使った情報伝達、いわゆるＩ

ＣＴ化が進む中で、市と町内会、町内会と住民の

情報共有の新たなステージとして、住民相互で情

報を発信、意見交換などが可能なインターネット

を利用した電子町内会の開設と導入支援について

御答弁をお願いいたします。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目で４

点にわたって御質問をいただきました。大項目１

については私から、大項目２及び４については総

務部長、大項目３、小項目１についてはこども・

高齢者支援室長、大項目３の小項目２については

営業戦略室長からの答弁となります。よろしくお

願いをいたします。

大項目１、加藤市政から、小項目１、来春４月

に執行される市長選挙に向けた加藤市長の姿勢に
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ついて、３期目となる市長選出馬についてお答え

をいたします。早いもので２期目を託されてから

最終年度を迎え、任期も残りわずかとなりました。

この間急速な人口減少、超高齢化社会に備えるた

め、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定をし、今年度からスタートをいたしました第２

次総合計画を策定してまいりました。現在の刻一

刻と変化をする情勢に対していかに対応できるか、

基礎自治体の果たす役割は今後一層重要になると

考えております。第２次総合計画では、新たな取

り組みとして重点プロジェクトを掲げ、成果指標

も導入をし、今何に力を入れているのか、入れて

いくのかをわかりやすく伝える努力も行いました。

成果指標では、事業の進捗状況が数値化をされる

ため、評価作業もより正確に行われることになる

と考えております。

基本姿勢の総括１点目、オール名寄で協働のま

ちづくりについては、市民ワークショップやタウ

ンミーティングの開催により市民との対話を深め

る努力や近年活発に活動している子育てサークル

等の支援などを行ってまいりました。

２点目、高齢者、障がい者が安心して住み続け

ることができるまちづくりについては、安心して

住み続けていただくため、名寄市立総合病院を核

とし、医療環境の充実に努めてまいりました。

３点目、子育てに優しいまちづくりについては、

ひまわりらんどのオープンや乳幼児等医療費助成

事業の独自拡大、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事

業の実施等に取り組んでまいりました。

４点目、足腰の強い活力にあふれたまちづくり

については、薬用作物の種苗の育成や栽培技術の

研究などの実施をし、農産物の出荷、作業効率化

を図るための施設整備の支援も行ってまいりまし

た。

５点目、人が生き生きと活性化するまちづくり

については、市民の長年の願いであった市民ホー

ルＥＮ―ＲＡＹのオープン、名寄市立大学の社会

保育学科の新設、大学新図書館の完成、義務教育

施設の整備も行い、順次計画的に整備をさせてい

ただいているところです。

６点目の自衛隊の体制維持強化と支援体制の堅

持については、駐屯地の存続が経済活力維持に大

きく影響することから、派遣隊員の留守家族支援

に関する協定書を締結し、強固な関係を築き上げ

るとともに、駐屯地施設環境改善のための要望も

継続して行ってまいりました。また、先月安倍首

相とお会いする機会をいただき、北海道の駐屯地

の重要性も訴えてまいりました。

３期目に向けた姿勢についてでありますが、名

寄市の市民がこのまちを誇りに思え、市民一人一

人が活力あるエネルギーを感じることができるま

ちにしていけるよう努力をしていきたいと考えて

おります。

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２、

４についてお答えいたします。

初めに、大項目２、新年度予算編成から、小項

目１、骨格予算となる平成３０年度予算について

申し上げます。平成３０年度予算の現在の進捗状

況と概算要求の規模についてでありますが、各部

からの要求につきましては平成２９年１１月２４

日を締め切りとして、その後第１次の整理、財政

調整などを経て１１月２８日から財政課長査定を

実施しているところであります。第１次の計数整

理後の一般会計では、歳入約２１４億 ０００万

円、歳出約２３０億 ０００万円となっておりま

す。今後予算査定の中で各事業の精査を行い、骨

格予算として計上するものについて総額を固める

作業となるほか、国の地方財政計画または今後の

国の補正予算の状況等を考慮しながら作業を進め

てまいりたいと考えております。

なお、平成３０年度は骨格予算となることから、

想定される予算規模については現状では申し上げ

る段階ではございませんので、御理解お願いしま

す。しかしながら、市税や普通交付税など一般財

源の減少が進む中、これまで同様の予算総額を計



－75－

平成２９年１２月１８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

上していくことは難しいものと考えております。

次に、３０年度予算の主要施策について申し上

げます。予算要求の段階では、継続中の普通建設

事業として風連中央小学校校舎・屋内運動場等改

築事業や北斗・新北斗公営住宅建設事業のほか、

橋梁長寿命化事業などが予算要求されています。

また、ソフト事業では第２次総合計画前期計画に

おける主要な取り組みである重点プロジェクトに

対する事業のほか、福祉や教育、防災など多岐に

わたる各分野から予算要求が上げられてきており

ます。今後これら施策や事業に対し精査を行い、

主要施策について決定していく運びとなりますが、

さきにも述べたとおり骨格予算となることから、

当初予算においては義務的経費や継続事業を中心

に計上していくものと考えております。

最後に、３０年度予算編成で懸念される課題等

について申し上げます。まず、１つとして、本市

歳入の約４０％を占める地方交付税の動向であり

ます。現時点では、平成３０年度地方財政対策は

明らかになっていないものの、本年８月に総務省

より公表された平成３０年度地方交付税の概算要

求や経済財政諮問会議での２０１８年度予算の基

本的な考え方などから、現状地方交付税の総額確

保は非常に厳しい状況にあること、加えて名寄市

においては合併算定がえのさらなる縮減などから

普通交付税の総額が減少するものと想定しており

ます。また、２つとして、自主財源の根幹である

市税についても人口減少などの影響から減少傾向

にあることから、今後はより一層歳入の確保が大

きな課題となり、当初予算編成においては基金に

依存しなければならないものと考えられます。こ

うした一般財源収入の減少などから、楽観視でき

ない財政状況であるため、予算編成においてはこ

れまでの成果や効果の検証を踏まえ、真に必要な

事業の選択が必要となります。

次に、大項目４、市民の声から、小項目１、イ

ンターネットを活用した町内会活動について、電

子町内会の開設と導入支援について申し上げます。

町内会加入率につきましては、風連地区が住民自

治組織を行政区から町内会へ移行した平成２２年

度より名寄市全体の町内会加入率を算出している

ところですが、平成２２年度時点では８ ８％で

あった加入率は平成２９年度現在では７８％とな

っており、減少傾向が続いている状況となってい

ます。その主な要因として、集合住宅の未加入者

が増加していることが挙げられておりますが、そ

れぞれの町内会の工夫により加入促進策として加

入案内チラシの配布や町内会報により活動内容や

行事の周知をするなど未加入者へのアプローチや

町内会からの情報発信が実践されているところで

す。また、平成２７年度に行った町内会組織の意

識アンケート調査結果においては、町内会活動が

順調であると答えた町内会の７１％が町内会活動

の情報発信を実践していることからも、町内会か

らの情報発信や地域内での情報共有が町内会活動

の活性化や未加入者への加入促進を行う上で重要

であることが示されています。

新たな情報発信の手段として、ＩＣＴ、いわゆ

る情報通信技術を活用した電子町内会の開設と導

入支援をとの御質問ですが、電子町内会はインタ

ーネット上に開設した町内会のホームページなど

を介し、町内会活動の発信や情報共有、意見交換

の場を共有することなどにより、住民相互の情報

発信と情報共有を促すとともに、地域コミュニテ

ィーの活性化や活動への参加を支援するための新

たなツールであると認識しています。現状として

は、名寄市町内会連合会や単位町内会からインタ

ーネットを活用した情報共有や電子町内会の導入

を求める声は出されていないことや導入方法や運

用に関する情報が乏しく、直接管理運営をする上

での問題点なども把握できていない状況でありま

すので、今後他自治体の事例や町内会組織のニー

ズの把握などを行い、電子町内会の必要性や導入

の可能性などメリット、デメリットなどを調査を

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。



－76－

平成２９年１２月１８日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目３、行政施策から、小項目１、ひと

り暮らしの高齢者対策について申し上げます。

６５歳以上のひとり暮らし高齢者は、男女とも

に増加傾向にあり、内閣府の平成２８年高齢者の

経済・生活環境に関する調査結果によると、昭和

５５年には男性が約１９万人、女性が約６９万人、

高齢者人口に占める割合は男性が ３％、女性が

１ ２％でしたが、平成２２年には男性が約１３

９万人、女性が約３４１万人、高齢者人口に占め

る割合は男性が１ １％、女性２ ３％という結

果となっています。さらに、国民の３人に１人が

６５歳以上となると言われている平成３７年には

男性が約２３０万人、女性が約４７０万人、高齢

者人口に占める割合は男性１ ６％、女性２ ６

％にまで増加する見込みです。この調査において

単身世帯は女性７５歳以上、死別者の比率が高い

という結果でした。主な設問では、経済的な暮ら

し向きで心配なしが５ ２％、高齢化に伴う財産

管理の不安への対処方法について子供のいない単

身世帯では親族に財産管理を委ねるが２ ３％と

なっております。現在の居住している持ち家を将

来的にどうするかでは、特に考えていないとわか

らないを合わせると５ ３％で、住宅の将来につ

いて見通しが持てない人の比率が高いという結果

となっております。さらに、社会貢献活動では、

特に活動はしていないがという回答が７ ７％と

高く、日常の買い物の仕方では自分でお店に買い

に行くが８ ４％で、単身者は同居人がいないた

め買い物の依頼がしにくい生活環境であることが

全国的な問題であると考えております。

名寄市の高齢化の状況につきましては、本年１

１月末現在高齢者人口は ８０４人、高齢化率は

３ ４９％、後期高齢者人口は ６４７人、１

６２％となっております。平成２５年３月に公表

されました国立社会保障・人口問題研究所による

名寄市の将来人口推計では、平成３２年に高齢者

人口は ９５３人、３ ５４％、現在より１５０

人程度増加し、平成３７年には後期高齢者人口は

３７１人、１ ７７％、現在よりも７００人程

度増加となります。

御質問のひとり暮らしの高齢者の実態把握につ

きましては、市全体としては実施しておりません

が、平成２７年度国勢調査結果における高齢独居

世帯数は ６５８世帯で、総世帯数に占める割合

は１ ７％となっており、施設に入っておられる

方や世帯分離で実際には単身ではない方など世帯

数は正確に把握することは難しい状況です。

現在高齢者の見守りにつきましては、民生委員

児童委員、社会福祉協議会との協調事業として町

内会が主体となって声かけ、見守りなどを行う町

内会ネットワーク事業、緊急通報システム設置事

業、命のカプセル交付事業、さらには配食サービ

ス事業により利用者の安否確認を行うなど見守り

活動を実施しております。さらに、地域全体で見

守り、支え合うことを目的に地域包括支援センタ

ーを窓口とした名寄市地域見守りネットワーク事

業や警察署、交通機関、町内会、ＦＭ放送局など

の関係機関との連携を図り、徘回高齢者の早期発

見、事故防止を目的とした徘徊高齢者ＳＯＳネッ

トワーク事業を実施し、高齢者の安全確保に努め

ているところです。今後も地区の民生委員児童委

員、町内会、生活関連事業者との連携を図り、協

力事業者の拡大も進めながら日常的な地域の見守

り活動の体制づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３の小項目２、松浦武四郎の生誕と北海道命名

にかかわる天塩川流域における関連振興事業につ

いて申し上げます。

平成３０年度に北海道の命名者である松浦武四

郎の生誕２００年を迎えます。松浦武四郎は、６
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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本市を含めた天

塩川流域各地に現在も残されております。天塩川

周辺地域の連携事業として、周辺１１自治体から

構成され、本市が事務局を担っておりますテッシ

・オ・ペッ賑わい創出協議会では、これまで松浦

武四郎に関するさまざまな事業を実施しており、

今年度においては平成３０年度の北海道命名１５

０年、松浦武四郎生誕２００年にかかわる記念事

業の開催に向けて準備作業を進めるとともに、地

域の機運醸成を図るための各種事業に取り組んで

おります。

具体的な事業といたしましては、天塩川周辺１

１市町村による松浦武四郎展の巡回展示、８月に

は松浦武四郎生誕の地である松浦武四郎記念館か

ら講師を招き、松浦武四郎フォーラムを開催いた

しました。今後は、例年２月に開催しております

天塩川フォーラムの開催、三重県松阪市で開催さ

れる武四郎まつりへの参加なども予定しており、

生誕２００年へ向けた準備の年と位置づけ、三重

県松阪市との連携を図るとともに、地域住民にも

松浦武四郎を知るきっかけづくりをしてまいりた

いと考えております。

また、記念事業に向けての準備作業としては、

本年６月から１０月にかけて構成自治体の担当者、

教育関係者、地域おこし協力隊、関係団体などに

よるワーキングチームを設置し、記念事業の詳細

について協議をしてまいりました。この会議の中

で次の４点の記念事業を予定することといたしま

した。１点目は、来年の７月から８月の時期に協

議会地域内での松浦武四郎生誕２００年、北海道

１５０年の記念式典、２点目は松浦武四郎生誕の

地である三重県松阪市へのツアー、３点目には幼

少期に地域の歴史を知る機会として児童を対象と

した絵本の作成、４点目には１１市町村に点在す

る松浦武四郎ゆかりの地や観光情報を掲載したテ

ッシ松浦武四郎カードの制作に取り組むこととし

ております。さらには、構成の各自治体や団体に

おきまして木碑の整備やカヌーのスペシャル大会

などの記念事業も企画しており、本協議会ではそ

れらの事業と連携し、地域全体で事業ＰＲ等を行

い、地域の歴史、魅力の再認識、交流人口の拡大

につながるような取り組みとなるよう進めてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた御答弁をもとに再質問を行ってまいり

ます。質問の順番が入れかわることもあろうかと

思いますが、あらかじめ御承知おき願いたいと思

います。

最初に、３０年度予算からお聞きをしてまいり

ます。質問に入る前にちょっと御確認をさせてい

ただきたいのですが、毎年１１月１日付で公表さ

れる市長の訓令、あるいは総務部長の事務連絡と

いうのがございますけれども、時を同じくして大

体名寄市のホームページにも財政の決算、予算と

いうコーナーにリンクされるのですけれども、こ

としはなぜか私の確認する限りですけれども、１

２月１４日ぐらいまでホームページに掲載されて

いないなと。翌１５日に閲覧できるようにはなっ

ていたのですけれども、ずっと時を同じくして間

髪入れずに掲載されていたように記憶をしている

のですが、私の記憶に間違いがなければです。今

回大幅におくれた理由があればお教えをいただき

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） 今御質問のホームペ

ージの関係ですけれども、職員それぞれには１１

月１日ということで文書を出すなり、あるいは会

議を行っていたところですけれども、ホームペー

ジの関係については私十分把握をしていなかった

ものですから、改めてどういった理由でおくれた

のかは確認させていただきたいというふうに思い

ます。
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以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それは、手続上のミ

スというものがあるのかもしれませんけれども、

あえてお聞きをしたいのですが、予算あるいは決

算に着手をする際の標準作業指示書みたいな、手

順書みたいなのはあるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 予算編成にかかわっ

ての統一的なマニュアルというのは、特にこちら

のほうからは指示をしておりません。この予算編

成に向けたという取り扱いの中で、例年具体的な

指示をさせていただいている状況であります。た

だ、担当の課なり係のほうでは、大体どういう形

で予算編成をしていくということについてはそれ

ぞれ担当のほうでは少し詳細なものはあるかなと

いうふうに思っています。詳細のというのは、歳

入は例年どういう形で見込んでいくのか、あるい

は歳出の部分については一定固定経費も含めてそ

れぞれありますので、そういった意味で担当のほ

うで持っているかなと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ担当のほう

ではあるということなのでしょうけれども、予算

実務に対するフローチャートのような形になった

そういう作業手順書があるかということでお尋ね

をしましたが、何か持ち合わせていないようなの

で、次に移りたいと思いますけれども、今３０年

度予算の概要、金額について今の時点での金額が

お話がございました。ちょっと手計算なので、間

違いがあるかもしれませんけれども、中期財政計

画との差額で見ていくと、歳入で約４億６００万

円ぐらい、歳出で約８億 ０００万円ぐらいです

か、今のところこういった差額が出ていると。今

後今財政課長の査定ということですから、次は副

市長の査定あるいは市長査定というような段階を

経て、足りない分については財政調整基金で繰り

入れを行っていくのだろうというような流れが見

えますけれども、今後の予算額の確定した数値の

発表までの工程についてちょっとお知らせをいた

だけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 工程ですけれども、ス

ケジュールですよね。まだ財政課長査定全て終わ

っていない状態です。予定では、ことしを越えて

年を明けて１月の上旬ぐらいまで査定続くように

なっております。当然予備日も入っていますので、

財政課長査定で全てし切れないものが１月の上旬

ぐらいまでで、その後計数整理を経まして総務部

長査定、副市長査定、市長査定というふうに流れ

ますが、今かなりスケジュールが混み混みですの

で、副市長査定、市長査定というような順序にし

ているところであります。恐らく副市長査定が１

月の中旬から下旬ぐらい、市長査定が１月の下旬

から２月上旬ぐらいまでで、２月の中旬ぐらいに

記者発表という形が標準的なスケジュールだと承

知しております。これに別の要素が加わるとする

と、地方財政対策、地方財政計画の出ぐあいによ

りますので、標準的なスケジュールとしては２月

の中ぐらいまでに記者発表というのが大体のスケ

ジュールになります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

少し時間が押してきましたので、質問を急いで

まいりたいなと思いますけれども、ことしの３月

には同僚議員のほうでトップランナー方式という

言葉を使って質問されていた記憶がございます。

私もトップランナー方式についてちょっと勉強さ

せていただいたところなのですけれども、既に２

８年度から始まって、２３業務のうち１６業務ぐ

らい、２８年度は各自治体で進んでいるようです。

名寄はトップランナー方式は採用していませんけ

れども、残る７業務について調べてみましたら、

極めて名寄の単位事業というのでしょうか、該当

する部分が随分多いなと思いました。例えば図書
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館、郷土博物館、あるいは独法化を念頭に置いた

公立大学の改革だとか、７事業の対象事業を見て

いくと名寄市で取り組んでもよろしいのではない

かなという。それによって先ほどの答弁でもあり

ましたけれども、地方交付税の入りがかなり厳し

い、狭きものになってきているというふうにはお

話がございましたから、少なくてもこういったと

ころで改革を行うことで入ってくる地方交付税が

ふえるのであれば、ぜひ取り組んでもいいのかな

というふうに考えるのですけれども、あえてもう

一度お聞きしたいのですが、名寄市のトップラン

ナー方式に対する考え方、もう一度お聞かせいた

だけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） トップランナー方式そ

のものは、国のほうで先ほど議員おっしゃるとお

りこういった事業はトップランナー方式だよとい

うことでまず設定しております。それが厳密に言

いますとトップランナー方式ですので、一定の行

政改革効果が生まれるとその分はお金が少なくて

済むでしょうと。それをもって地方交付税の計算

しますよという、大ざっぱに言うとそういう形で

すので、名寄市においてもトップランナー方式に

沿った形で行改のほうが進みますとそれなりの効

果が生まれるということは間違いなく言えるとは

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、もう一点ちょっと新年度から新たに

特別会計が加わるということですので、特別会計

は大学の特別会計がその中に入るのだろうと思う

のですけれども、過去に特別会計をやっていて、

一般会計に組み入れられたという経緯がございま

す。今回新たに特別会計をふやすということです

けれども、特別会計の継続あるいは廃止を含めた

見直しというのを３年から５年のタイムスパンで

行う考えはあるかどうか、ちょっとお聞きをした

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） 法令上、必ず特別会計

あるいは公営企業会計にしなければならないとい

う会計もございますので、それはそのとおりいか

なければならないなと思っておりますが、今検討

しなければならないのは、例えば下水道事業会計

あたりは限りなく公営企業会計に近いような形の

整理はどうかというお話が出ておりますので、そ

ういった点については今後見直しの対象になるの

ではないかなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、もう一点予算に絡めてお聞きをした

いと思います。予算の会計処理についてちょっと

お聞きをしたいのですけれども、今定例会で提案

された議案をケーススタディーでちょっとお聞き

をしてまいりたいなと思うのですが、今回財産処

分の件で議案が出ていました。名寄市の西２条北

１丁目１番地の１で、旧営林署の跡地でした。こ

こは、平成２７年２月に解散した土地開発公社が

平成１５年に ２０ ４０平米、取得原価が ０

００万円でした。今回２６年６月に公社解散時に

買い戻しをされています。金額は ２７０万円と

いうことです。今回の処分価格 ９２０万 ７９

２円と。この取得原価の対比と買い戻し価格の対

比で見ていくと、取得原価の対比では７９万 ２

０８円、買い戻し価格の対比では３４９万 ０２

８円、それぞれ売却益ではなくて売却差損が出て

いるということになります。ただ、今回こうした

差損の金額については一般会計の補正予算案の中

には反映されないと。したがって、追跡調査をし

ない限りはこの差損がわからないということにな

ります。こうした弊害をなくすためにも、国では

単式簿記から複式簿記、あるいは公会計から企業

会計への移行などについて特例が出ていると思う

のですけれども、こうした予算の透明化あるいは

見える化を図る意味で、現行の会計制度について

簡単で結構ですから、お話をいただきたいと思い
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ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） １つ言えますのは、当

然ながら公会計という形で、いわゆる単式簿記か

ら複式簿記への切りかえというのを進めるという

形にはなっておりますし、私どものほうでもいろ

んな会計についてその分析あるいは公会計化した

複式簿記の帳簿というものはつくらなければなり

ませんし、既にできているものもございますので、

そういったものを活用しながら、これは情報開示

も含めてですけれども、よりわかりやすい見える

化というものはこれから図っていかなければなり

ませんし、やり方もこれからの課題だというふう

に認識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、ひとり暮らしの高齢者対策について

お聞きをしてまいりたいと思います。名寄市では、

ひとり暮らしの高齢者、あるいは独居高齢者だけ

の実態調査を行っていないと。結論はそこにござ

いました。こうした６５歳以上のお一人住まいの

高齢者の実態を把握していないということは、そ

うした方々の生活実態も把握していないというこ

とで、イコールでよろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ど御答弁した内容につきましては、正確な世帯数

の把握ができていないということでの御答弁でご

ざいまして、全市的なアンケート調査を行ってい

ないのですけれども、ことし夏に第７期の計画の

策定の際にニーズ調査をさせていただきまして、

ただ調査客体は６００人ということで、そのうち

半分ぐらいの人数回答いただいたのですけれども、

その中では今現在の生活の状態だとか、そういっ

たことについては一定程度困っていることだとか、

今の生活の状況についてということでは設問を設

けさせていただいて、単身者に特定できるかどう

かわからないのですけれども、今の暮らしぶりの

部分については調査させていただいて、一定の回

答はいただいておりますので、全世帯ではないの

ですが、生活実態については一部把握をさせてい

ただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 先ほど御答弁をいた

だいたのですけれども、確かに男性よりも女性の

ほうが多いという名寄の実態が少し浮き彫りにな

ったなというのはあるのですけれども、私もちょ

っと調べてみましたところ、名寄市の生活保護世

帯を調べてみました。参考事例であれですけれど

も、世帯類型で見ていくと２８年度末では全体の

６ ２％の１４３世帯が高齢者世帯だという。さ

らに見ていくと、１２月１４日、つい先日のこと

なのですけれども、この最新値では夫婦世帯より

も単身者世帯が１２４世帯と圧倒的に多い。その

うち女性の単身者は９４世帯。この方々が生活保

護受給世帯となっているということになりました。

たまたま厚労省の生活基礎調査というのがあって、

それをもとに立命館大学の経済学の研究グループ

が発表した数字があるのですけれども、高齢者の

貧困率というのが２７％だと。２人に１人が生活

保護の水準を下回る収入で生活をしているという

ことでございました。こうして見ていくと、立命

館大学の高齢者の貧困率の２７％と、そして圧倒

的に女性の貧困率が高いということを見ていきま

すと、名寄市においては生活保護受給世帯の傾向

値を見ていく限りにおいては、高齢者世帯よりも、

男子の独居高齢者よりも女性の高齢者の単身世帯

が受給数が多いということがわかりました。

こうしていくと、女性のお一人暮らしの生活の

実態というのはかなり厳しいなというふうに、正

直言うと廣嶋さんあたりは十分身近に感じている

ことなのだろうと思うのですけれども、一番女子

の高齢者世帯が切り詰めるのは食料費なのです。

食料費、毎食は簡素で済ますと。非常に簡単な食

事で済ましてしまうということで、魚や肉をとら
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ないためにたんぱく質が不足することによるサル

コペニアという、十分御存じのことなのだろうけ

れども、これは筋肉量が減少して身体の活動量が

減るということなのですけれども、こうしたこと

によって体を支える筋肉がないものですから、あ

っという間に転倒して寝たきりになると。寝たき

りになると会話が少なくなるものですから、認知

症も進むと。極めて単純で、図式化して申しわけ

ないのですけれども、こうした方々をフレイルと

いうのだそうです。こうしたフレイルという状態

の単身の女性の高齢者世帯が少なくないと。名寄

市においても少なくないというふうに考えるので

すが、生活実態調査をやっていないから見えない

かもしれませんが、この点についてはどのように

捉まえておられるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員言われたように、フレイルという問題、食事を

簡略化することによってだんだん弱っていくとい

う状態が今厚生労働省の中でも、そういった問題

が一番顕著といいますか、目立ってきているとい

うことで言われております。先ほど言いましたけ

れども、夏に行ったニーズ調査の中でも具体的な

栄養実態の部分については実は設問がないもので

すから、そこまでは把握していないのですけれど

も、傾向としましてはそういった形で食事を簡単

に済ませるということは当然といいますか、日常

的にそういうふうな傾向になっているということ

は言われているということで、名寄市としまして

も高齢者の栄養の部分につきましては、一定の個

別での部分につきましては保健師ですとか包括の

ほうの担当者がそれぞれのケースの中で対応して

いる状況もありますけれども、ただ細かくそうい

った状況を把握し切れているかというところでは

なかなか難しいところで、今のところ議員がおっ

しゃられているように全体的なそういった対策に

つながっていないのかなというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今後もさまざまな事

情によって、あるいはお一人様でふえる高齢者の

世帯、孤立化する高齢者もふえてくるだろうと思

うのです。市長の２期目の姿勢の中には、障がい

者とお年寄りに優しいまちづくりを掲げている中

で、御本人の尊厳が保障される、あるいは保たれ

ると、そういった高齢者の終活も含めて、温かい

思いやり、あるいは支援の手を差し伸べていくと

いうことで、高齢者、ひとり暮らしのお年寄りの

生活実態、実態を把握することは今後始まるであ

ろう地域ケアシステムについても重要な位置を占

めていくだろうと思いますので、ぜひともひとり

住まいの高齢者の生活実態調査に取り組んでいた

だくようお願いを申し上げたいと思います。

それでは、３点目になりましたけれども、来春

４月に執行される市長選挙に３期目の出馬を表明

された加藤市長にお伺いをしたいと思います。ち

ょっと入る前に、私先日３０年間ぐらい使ってき

た給湯ボイラーを取りかえました。別に壊れたわ

けではないのですが、非常に給湯能力が落ちてし

まったと。そして、加えて不完全燃焼のにおいも

するようになったと。取り外したときに内部の機

械を見ると、基板が少しほこりをかぶっていたり、

あるいは中の配管にゲル状の汚泥が入っていたと。

水あか、湯あかが入っていたのだろうと思います

が、余りの汚れと金属疲労といいましょうか、機

器の疲労に唖然としたというのがあるのですけれ

ども、加藤市政の２期８年間における、振り返っ

てみられてこうした組織疲労といいましょうか、

あるいは制度疲労といいましょうか、あるいは執

行力の疲労といいましょうか、こういったものが

果たして見られるのかどうか、その点も含めてお

話をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市政の評価については、
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市民の皆さんに判断を委ねたいと思いますけれど

も、民間企業からこうした行政組織に転身をして、

それぞれの組織のあり方ということも非常に勉強

になりました。当然これだけ目まぐるしい時代背

景の中で、スピード感を持って政策に取り組まな

ければならない。一方で、行政組織でありますか

ら、当然一定のしっかりとした手続を踏みながら、

合意形成を市民の皆さんとともにしっかりと行っ

て前に進んでいくと、こういったことも行政組織

には大事なのだなということを改めて感じている

ところでもございます。

この間いわゆる団塊世代の大量の退職という問

題も私の任期中にございまして、そんなことで組

織も幹部職員を含めて大きく入れかわってきたと

ころで、本当に人数が減少あるいはふえない中で、

しかし業務はさらに多様化していくと。ニーズも

多様化していく中で、本当に職員の皆さんが頑張

って奮闘して、今現在もあるのかなというふうに

思います。まだまだ市民の皆さんにとって至らな

いところはあるのかもしれないですけれども、一

方でそれぞれの立場において職員の皆さんも非常

に奮闘して頑張っているというふうに感じており

まして、その中で組織がどうあるのかということ

は皆さんの判断に任せていきたいというふうに思

います。引き続き組織を活力あるものにしていく

ために、不断の努力と事後評価と、それと改善を

していくということは当然組織としてやっていか

なければならな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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 市長は、２期目にた

しか職員力というのも掲げておられたかなと思い

ますが、２点目お聞きをしていきたいと思うので

すが、ことしの１０月に行われた第４８回衆議院

選挙の結果を踏まえて、先日後援会の席上で政界

から今津寛前衆議院議員が引退を表明されました。

既に旭川で発行されている経済誌、あるいはミニ

コミ誌と言ってもいいのかもしれませんけれども、

そういう２つの雑誌がございますけれども、その

２つの雑誌に今津氏の後継リストに加藤市長のお

名前がございました。特段驚くことでも何でもな

いのですけれども、明春に執行される名寄市長の

任期は３４年４月までということになります。衆

議院の改選期は、順当にいけば３３年１０月にな

ります。これまでの事例から考えていけば、衆議

院選は任期満了前に行われるのが常ですから、早

ければ平成３２年ごろ解散、総選挙ということも

あり得るのかなというふうに思います。予見どお

り政局が推移をすれば、どなたがなるかわかりま

せんけれども、３期目の市長の任期の真っただ中

ということになるわけですけれども、今回初めて

お一人、加藤市長だけが３選に出馬で表明されて

いますけれども、こうした後継候補にリストアッ

プされているということと、また国政選挙に対す

る加藤市長のお考えがあれば、ぜひともお聞かせ

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先般後援会の会議でも要

請をいただき、また役員会でも改めて３選出馬と

いうことで、後援会の皆さんからも再度正式な要

請を文書でいただきまして、この議会の冒頭で名

寄市の来たるべき市長選挙に向けてもう一回挑戦

をさせていただきたいということを議会あるいは

市民の皆さんにも表明をさせていただいたところ

でございまして、市政を至りませんけれども、ま

たもう一回しっかりと、課題も多うございますの

で、その課題に向かって挑戦をしていきたい。そ

して、市民の皆さんとともに名寄市をさらに明る

く元気にしていきたいということの覚悟でいると

ころでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

これ以上深追いはしないようにして、それでは

インターネットを活用した電子町内会の開設と導

入支援についてお聞きをしたいと思います。答弁

の末尾のほうでちょっと聞き漏らしもあるかと思
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いますけれども、電子町内会の開設への需要があ

るかどうか調査を行っていきたい旨の答弁だった

かなと思うのですけれども、私はやっぱりこの答

弁はいただけないなと思っています。加藤市長が

１期、２期というふうにわたって民間企業的発想

で行政運営というふうになっていたと。需要があ

るかどうかを調査するというのではなくて、今ど

きの民間企業や先進自治体は需要があるかどうか

なんていう、待ってはいないのです。需要を創出

していくという、こういった観点から物事に取り

組んでいく企業や自治体がやはり先進的な飛躍を

しているのだろうというふうに思います。ぜひと

も加藤市長の民間企業的発想の行政運営に対極に

あるような答弁というのは勘弁願いたいなという

ふうに考えるのですけれども、電子町内会の設置

については、名寄市の町内会の８１町内会がいず

れも共通の悩みを持っている。あるいは担い手不

足、あるいは加入者不足、これは前段でも申し上

げましたけれども、いかんせん情報が足りないと。

今この町内会が何をやっているかわからないとい

う、紙ベースで読まないという方もいますし、た

だ壇上でも申し上げたとおりＩＣＴ機器を駆使し

て歩きながらでも見るような時代ですから、中に

は大変な交通事故を起こすような時代にまで発展

しているようなＩＣＴ機器を使った情報のとり方

をしている市民の皆さんが多いと。これは、年少

者から高齢者まで、今高齢者だってアイパッドで

写真を撮るというのは普通に見られる光景になっ

てきました。名寄市のホームページにある５回も

６回もマウスの操作をしてようやく出てくるよう

な、町内会という活動の内容が貧相で極めて短文

しか書いていないと。乏しい内容ではなくて、も

う少し町内会同士が情報交換ができたり、あるい

は伝言板を使って問い合わせができたり、そうい

った観点から、自分たちの町内会は何をやってい

るのだと。ぜひとも壮年、実年世代の男性を取り

込むような、そういった情報機器を使った電子町

内会のあり方についてもう一度腰を入れた答弁を

いただきたいと思いますが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 腰を入れた答弁にな

るかわかりませんけれども、町内会の活動につき

ましては行政のほうで確かに事務局持っています

けれども、あくまでもやはり町内会のほうで主体

的に活動いただくというのが基本になるかと思っ

ています。議員のほうから貴重な御提言いただき

ましたけれども、確かに町内会役員不足から始ま

って加入率の問題も含めてあるかというふうに思

ってございます。ただ、やはり使う側、あるいは

情報をホームページなり、届けていただく町内会

の皆さんのお考えをしっかりとお聞きをすること

がまず基本かなというふうに思ってございます。

行政のほうからある意味ではこういう形で進めた

いというやり方もあるのでしょうけれども、私ど

もは自主的な町内会活動をしっかりと支えていく

立場でございますので、その点については御理解

をいただきまして、町内会の連合会のほうとも議

会の場においてこういう提言がありましたという

ことでお話をさせていただきたいというふうに思

ってございますので、ぜひ御理解をいただきたい

と思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市長３期目に向けて外３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、通告順に質問をさせていただ

きたいと思います。

市長は、今定例会初日に３期目に向けた決意を

表明され、市政クラブとしても喜ばしく思うとこ
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ろですが、さらに基本的な考えについてお伺いを

してまいりたいというふうに思います。まず、名

寄市を北北海道の中核都市と位置づけて考えてこ

られました。特に近年はＪＲを初めとする人や物

の流れの重要性、さらに人口減少対策は各地域自

治体が協力し合う必要性が増すものと思いますけ

れども、今後の考え方についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

また、名寄市のまちづくりを長期展望に立って

進めてこられました。これらの考えは、現在の公

共施設等総合管理計画を先駆けるものであったの

ではないかと思いますけれども、将来を見据えた

考えについてお伺いをしたいなというふうに思い

ます。

市長が先頭に立ってさまざまな場面で名寄市を

ＰＲをされてこられました。町中ローラースキー

大会などの施策から全国にも名前を知ってもらえ

る機会がふえたと思いますが、名寄市からの情報

発信について、今後の取り組みについて考えをお

伺いしたいというふうに思います。

子育て支援や大学、市立病院の充実を図ってこ

られましたが、今後の住みよいまちに向けてどの

ようなことが必要とお考えかお伺いをしたいとい

うふうに思います。

小項目の２点目、新年度の予算編成が始まって

いると思います。基本は骨格予算ということにな

ると思いますけれども、必要と思われる政策的な

事業で早期に実施が望ましいものについては積極

的に予算化をするべきではないかと思いますけれ

ども、考えをお伺いしたいというふうに思います。

大項目の２点目、フィルムコミッションについ

てお伺いをいたします。映画「星守る犬」では、

多くの市民もエキストラや炊き出しなどで楽しく

かかわった中で映画が完成したのではないかと思

います。ロケハンの宿泊や聖地巡礼やひまわり観

光などの経済効果、名寄を広く知ってもらうイメ

ージアップやそれに伴う市民の誇りなどに効果が

あったのではないかと思いますが、状況について

お知らせをいただきたいと思います。

小項目２点目、市政クラブでは、フィルムコミ

ッション事業を進める茨城県石岡市を視察をいた

しましたが、茨城県と連携しながら継続的にロケ

誘致に取り組んでおりました。名寄やこの地方に

しかない歴史や景観や建物もあり、これらを生か

し、継続的に進めることが望ましいのではないか

と思いますけれども、名寄フィルムコミッション

協議会の発足も含めて今後の考え方をお伺いした

いというふうに思います。

大項目の３点目、移住、定住への対策について

お伺いをしたいというふうに思います。１１月１

５日に開催された北・北海道中央圏域定住自立圏

市町村長会議の基調講演で、増田寛也氏のお話を

伺い、地域から都市部へ若者は流出するものの、

Ｕターン希望者として２２歳がピークで、さらに

２５歳から３９歳までを対象とし、出身市町村に

戻りたいと希望する割合は戻りたい、やや戻りた

いを合わせると４ １％もいるとの説明を伺い、

驚きを感じました。定住促進は、これまでリタイ

ア後ののんびりとした生活や自然環境、新規就農

をメーンとして政策を考えてこられたのではない

かと思いますけれども、あわせて一般企業等への

就職を含めて若者世代をターゲットとした移住政

策を取り組みを進めるべきではないかと考えます

が、名寄市及び名寄市周辺からのＵターン、Ｊタ

ーンの状況及びＩターンの状況についてお伺いを

いたしたいというふうに思います。

２点目、増田氏の講演でも地元企業を知っても

らうことが大切だというお話を伺いましたが、そ

のような取り組みについて今後どのようにお考え

かお伺いをしたいと思います。

また、自治体では、他の自治体の例で見ますと

Ｕターンの際の助成制度等を設ける例もあるよう

ですが、今後若者層への対応についてお伺いをし

たいというふうに思います。

大項目の４点目、子育て支援員の資格取得につ

いてお伺いをいたします。近年の保育士不足は、
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重要な課題の一つでもございます。名寄市では、

保育士確保対策も進めておられますけれども、担

い手確保では子育て支援員の育成もあわせて重要

ではないかと思います。現在旭川市で研修を開催

しておりますけれども、名寄市及び近隣自治体の

状況を考えたときに名寄市で研修を行うことが望

ましいのではないかと思いますけれども、考え方

をお伺いしたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目４点に

わたっての御質問をいただきました。大項目１に

ついては私から、大項目２、３については営業戦

略室長、大項目４についてはこども・高齢者支援

室長から答弁となります。

大項目１、市長３期目に向けて、小項目１、３

期目への基本的な考え方についてお答えをいたし

ます。初めに、各地域自治体の協力についてでご

ざいますが、平成２３年３月に士別市とともに中

心市宣言を行い、圏域１１町村と中心市２市によ

る定住自立圏共生ビジョンを策定をいたしました。

これは、まさに圏域の中心的な役割を担う中心市

と圏域町村が相互に役割分担をして連携、協力を

していくことにより、地域資源を生かした魅力あ

る地域づくりと安心して暮らせる地域社会の形成

を目的とする自治体間連携の取り組みでございま

す。

本年３月に見直しを行った共生ビジョンでは、

新たに成果指標も設定をし、取り組みの成果の把

握、検証を行うことで着実に事業の推進を図ろう

とするものでございます。特に医療の面では、救

急医療や医師等派遣事業など名寄市が中心となり

圏域を支えていかなければならないと考えており

ます。名寄市立大学も社会保育学科新設を果たし、

人材育成の面からも期待をされているところであ

り、今後さらに力を発揮してくれることと考えて

おります。道北地域が力強く発展をしていくため

には、中心市の果たすべき役割は重要であり、都

市機能の維持、充実に努め、人口減少対策におい

ても圏域自治体と連携をさらに深めなければなら

ないと考えております。

次に、名寄市のまちづくりについてであります

が、昨年名寄市公共施設等総合管理計画を策定を

いたしました。これは、社会的ニーズに対応する

ために昭和４０年代から５０年代にかけて多くの

公共施設の整備を進めてまいりました。これらは、

市全体の公共施設の約半数となり、建築後既に３

０年以上を経過をしたことになります。また、イ

ンフラ施設も更新時期を迎えることになりますが、

人口減少、高齢化社会を迎えており、中長期的視

点から更新、統廃合、長寿命化など計画的かつ効

率的に実施をしていかなければなりません。今後

市民の声を聞きながら、効率的なまちづくりを行

い、住みよい環境整備を進めていかなければなら

ないと考えております。

次に、名寄市からの情報発信についてでござい

ますが、今まで国の機関など私自身も精いっぱい

情報収集、情報発信を行い、よりよい事業が名寄

市で実施できるように努めてまいりました。こう

いった活動の成果は、少しずつ芽を出してきてい

ると感じております。この名寄市が全国区の名寄

市となれるように引き続き市民の力もおかりをし

ながら、名寄市民が誇りに思えるまちになれるよ

う努力をしていかなければならないと考えており

ます。

次に、今後の住みよいまちに向けてでございま

すが、市民の声を聞き、ひまわりらんどの開設、

あるいは多くの若者が集まる大学の整備、安心し

て住んでいただける環境整備として市立総合病院

の充実も図ってまいりました。しかし、当市にお

いても高齢化が進んでおり、この世代の方々に御

活躍をいただく仕組みづくりも必要と考えている

ところであります。また、御指摘もいただいてお

りますが、地域コミュニティーの維持も大切なま

ちづくりであると考えており、いかに市民同士の

つながりをつくっていけるかが鍵になると思って
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おります。第２次総合計画でも基本構想の中で地

域コミュニティーの重要性を掲げており、協働の

まちづくりを進めていくために研究していかなけ

ればならないと考えているところでございます。

小項目２、新年度予算の考え方についてであり

ますが、平成３０年度予算は市長選挙が行われる

年度であることから、当初予算は義務的経費や継

続事業を中心に骨格予算として計上させていただ

き、政策的経費についてはいわゆる肉づけ予算と

して今後の補正予算にて提出をし、当初予算に追

加をさせていただくことになるものと考えており

ます。現在実施中の予算編成作業において、事業

実施の内容などから、年度当初から事業を開始を

しなければ事業執行に支障を来すものにつきまし

ては当初予算に計上していく必要があると考えて

いるところでございます。

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） 私からは、大項

目２と大項目３についてお答えさせていただきま

す。

まず初めに、大項目２、フィルムコミッション

について、小項目１、映画「星守る犬」での効果

について申し上げます。映画「星守る犬」は、平

成２２年に道立サンピラーパークやふうれん望湖

台がメーンロケ地となり、その他商店街など市内

各地で撮影が行われ、平成２３年に全国で公開さ

れました。撮影は、７０人近いキャスト、スタッ

フにより夏、冬と延べ２２日間行われ、滞在費と

して ６５５万円、ロケにかかわる制作費として

００５万円、合計で約 ６６０万円の経済効果

がありました。また、ロケ地支援としては、多く

の市民、団体に御参加いただき、スタッフのみな

らず出演者の方々とも交流していただきました。

本映画は、全国で約５０万人の観客動員数があり、

大いに名寄市の知名度向上効果がありました。結

果、ロケ地観光により全国から観光客が訪れ、平

成２３年度のひまわり畑観光入り込み数は前年比

１万人増の約２万 ０００人、平成２４年度は約

２万 ０００人となり、私どもが算出した経済波

及効果として宿泊などに関するアンケート調査を

実施し、宿泊数を算出し、２カ年で約 ２００万

円の効果があったと推計しております。

次に、小項目２、ロケ地誘致への基本的な考え

方について申し上げます。映画「星守る犬」のプ

ロデューサーで名寄観光大使の竹山昌利氏より、

映画による地域活性化の提案を受け、なよろ観光

まちづくり協会が主体となり、１０月２日に竹山

氏を招聘した映画制作にかかわる勉強会が開催さ

れました。その後１２月１日に映画を初めとする

各種メディア作品の誘致、支援を行い、作品を通

して名寄の魅力を発信し、イメージアップ、交流

人口の増加、地域資源の発掘、芸術文化の振興を

図るとともに、市民の郷土を愛する心を育んでい

ただくことを目的に継続して活動する組織として、

民間４団体による名寄フィルムコミッション協議

会が設立されました。本協議会は、当面の取り組

みとして竹山氏からの提案映画の誘致に向け賛同、

協力企業、団体の勧誘の活動を行っていくと伺っ

ております。本市といたしましてもフィルムコミ

ッション事業は地域活性化、ボランティアの育成、

ホスピタリティーの向上、文化、観光振興に大き

く寄与することから、名寄市観光振興計画におい

ても掲げており、名寄フィルムコミッション協議

会事業が推進できるよう支援していきたいと考え

ております。

続いて、大項目３、移住、定住への対応につい

て、小項目１、名寄市へのＵＩＪターンの現状に

ついて申し上げます。本市におけるＵＩＪターン

等の移住者の現状についてですが、大学への就学、

各事業所への転勤、名寄で新たに事業を行う企業

による移住など、さまざまな要因による転入があ

ることから、移住者数の正確な把握はしておりま

せんでした。このことから、平成２８年４月から

転入者への任意のアンケートを実施しており、そ

の結果として平成２８年度については１０世帯１

５名、平成２９年１１月までで７世帯１２人、そ
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のうち３人の方が過去に名寄に在住していたこと

のあるＵターン者であり、年齢はいずれも４０歳

以上の方であります。移住の理由としては、自然

が豊かである、災害が少ない、医療、福祉施設が

充実している、知り合いがいるなどとなっており、

本市が自然も豊かで医療機関などが充実している

など生活がしやすいコンパクトなまちづくりに魅

力を感じ、移住してきていると捉えております。

次に、小項目２、Ｕターン就職を考える若年層

への対応強化について申し上げます。幼少期から

故郷名寄市の魅力を感じてもらう取り組みの一つ

として、地元にはこんな働く場や企業があること

を知ってもらうことも大切であると考えておりま

す。これらの取り組みとして、市内青年団体の主

催による事業所の職場体験、さらには中高生を対

象としたインターンシップ制度などが実施されて

おります。また、本市の中小企業支援メニューで

は地元企業就職促進活動事業として、地元企業が

学生等に対し宣伝活動を行う取り組みに対する支

援を行っており、今後も活用いただけるようＰＲ

してまいります。

若年層のＵターンへ向けては、離れた地でも名

寄市の情報を感じ取れることも大切であり、地域

が活気がある姿を見て地元に帰ろうと思うような

取り組みが必要と考えております。このことから

も地元紙の電子版情報が毎日更新されており、市

の広報紙もホームページで閲覧することができる

ことを広く周知するとともに、本市ホームページ

内での移住動画サイトに同世代が活躍する姿など

を紹介するなどを検討してまいります。

また、名寄にゆかりのある方々で構成されるふ

るさと会等へは定期的に市広報のダイジェスト版

を送付して情報提供を行っておりますが、ふるさ

と会の会員の方々は地域愛への意識も高いことか

ら、帰省先としてだけではなく、移住先としても

検討いただけるよう、引き続き移住などのさまざ

まな情報提供を行っ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） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目４、子育て支援員の資格取得につい

て、小項目１、名寄市での講習会開催について申

し上げます。

全国的な待機児童問題と慢性的な保育士不足に

より、国は保育の担い手の裾野を広げ、保育士不

足の解消を図るとともに、保育士の勤務環境改善

につなげるため、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準の一部改正を施行し、保育士等の配置

基準の緩和を実施しました。これに伴い、北海道

においても平成２８年度から待機児童の受け皿の

拡大が一段落するまでの緊急的、時限的な対応と

して、限定的ではありますが、知事が保育士と同

等の知識及び経験を有すると認めた者を子育て支

援員として保育士の配置基準の弾力化運用を行う

こととしています。この子育て支援員とは、国家

資格ではありませんが、国が認定し、保育士のか

わりとして特例的に運用できる制度となっており、

待機児童並びに希望する保育所等にあきがないな

どの理由による潜在的な待機児童が発生している

市町村において平成３１年度をめどに運用できる

制度となっております。

御存じのとおり、名寄市においては現在待機児

童が発生していることから、運用できる市町村と

なるわけでございますが、年齢別で定める配置基

準により保育士が１人となる時間帯において早朝

や延長時間に限り保育士１人に加えて子育て支援

員の配置をしている場合や保育補助的な役割にお

いて配置基準を上回る加配として運用している状

況にあります。現在この子育て支援員の研修につ

いては、北海道や旭川市等が事業所等に委託し、

実施しているところですが、名寄市においては受

講人数及び委託経費等を勘案し、旭川市が実施し

ている子育て支援員研修の広域運用について協定

を締結し、受講しております。研修については、
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おおむね４日間、３０時間の講義の受講と２日間

の現場実習がございます。実習については、名寄

市民で受講している方については名寄市の公立保

育所において５日間の実習受け入れを実施してい

るところです。

平成２８年度の実績として、地域保育コースと

して主に保育事業に従事する子育て支援員研修に

５名、一般預かり事業コースとして一時預かり事

業に従事する子育て支援員研修に２名が受講して

おります。今年度においては１名が受講しており、

今後平成３０年１月の研修においては４名の受講

希望がございます。子育て支援員制度としては、

あくまでも緊急的、時限的な対応として保育士等

の配置要件を緩和していることになっており、今

年度の受講者以降は名寄市における支援員の配置

が一定程度完了することとなり、支援員の受講希

望が少なくなるものと考えております。また、近

隣自治体においても支援員の活用が未定であり、

受講予定がないとの状況になっており、現時点に

おいて大幅な受講希望者が見込めないことからも

今後も引き続き協定のもと旭川市で実施しており

ます子育て支援員研修において受講を実施してま

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） 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。まず、市長におかれても基本的な

考えについて述べていただきました。私も共感す

るところは、やはり名寄はこの地域の中核都市と

して、名寄市だけが単独で発展するというよりも、

この地域全体で発展するというふうな意識を持つ

ことが必要だなというふうにも感じておりますの

で、まちの中の施策とともに、この地域全体を考

え合わせてぜひそのような考え方で進んでいって

いただきたいなというふうにお願い申し上げたい

なというふうに思います。

それでは、質問をさせていただきたいと思いま

す。まず、フィルムコミッションについてお答え

をいただきました。経済効果として、撮影時には

６６０万円ほどの宿泊費等々、制作費合わせた

経済効果があったというふうに伺い、その後にお

いてもロケ地観光等々で全部で１万 ０００人ぐ

らいの効果があったということでしょうか。２年

目については、２万 ０００人名寄に来ていると

いうことであります。こういった宿泊の効果とし

て ２００万円の効果、これを少なく見るとする

か、多く見るかとすると、これだけのものをほか

のもので持ってこようと思ってもなかなかないの

かなというふうに思っております。こういったこ

と、やはり経済効果が１つあるということと、も

う一つは答弁の中にもあったと思うのですけれど

も、名寄を知ってもらう効果、そしてそれに伴う

市民の名寄市民としての誇りということもこれは

効果の一つとして考えてもいいのではないかなと

思いながら、少し質問をさせていただきたいと思

います。

今回協議会をつくられました。私たちが視察し

たところでは、県と市が連携をとりながらロケ地

の誘致をやっている例が多分ほとんどだと思いま

す。多分これは、県の関係があるのかなというふ

うに思います。特に行った茨城県では、東京から

通勤圏ということもあってロケに来やすいと。そ

ういうこともあってロケ地誘致に大変熱心に取り

組んでおられる。案外来てくれるのですけれども、

通勤圏であるということから、ロケが終わったら

その晩は帰るということで、宿泊効果はないのだ

というふうなお話を伺いました。名寄の場合は、

逆に泊まらないとどうしようもないですので、そ

ういった経済効果が間違いなくあるのかなという

ふうに思っておりますけれども、協議会をつくっ

て、協議会を通して支援をするという手法を今回

は決定をされましたけれども、私たちが見に行っ

た自治体が直接支援をするという方法とどのよう

な違いがあって、どちらにどういうふうなメリッ

トがあるのか、そこら辺のところについてちょっ

とお伺いをしたいなというふうに思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の映画の誘

致に対する部分の名寄フィルムコミッションにつ

きましては、先ほどお答えさせていただきました

ように民間が主で今回協議会ができたということ

であります。先ほど御質問もありましたけれども、

前回映画「星守る犬」のときには正直言いまして

映画の誘致という概念がイメージ的にはわかって

いたのですけれども、直接的、実際的にそういっ

た映画の撮影があるというところまでいっていな

かったということで、そのときの状況におきまし

てはこちらのほうから誘致したというよりは向こ

う側から映画の撮影を行いたいと。その部分につ

きましては、ロケ地の環境がすごく撮影の状況が

よかったということの部分がありまして、映画の

撮影に至ったわけなのですけれども、その際には

どちらかというと行政が主でそれぞれ撮影の支援

等を行わさせていただいたということであります。

今回フィルムコミッション協議会につきまして

は、今まで大なり小なりいろんなマスメディアが

名寄のほうに映画の撮影、またテレビの撮影等お

話が来ている中で、きちっとしたそういった検討

をする窓口がなかったということで、正直言いま

していろんなところに、問い合わせがあったとき

に観光協会に行ってみたりとか、市の行政のほう

に来ていたりとか、いろんな部分できちっとした

窓口がなかったということで、それらの部分と映

画といいますか、こういった撮影の効果というの

は非常に大きいということで、今回民間が主でフ

ィルムコミッション協議会というものをつくらさ

せていただくことで、より経済効果ということで、

民間の視点で経済効果を検討していただくほうが

より実践的な名寄の地域活性化につながっていく

のではないかということも含めて、両観光協会と

商工会議所、風連商工会の４団体が主となってフ

ィルムコミッション協議会が設立されまして、今

後継続的に行っていただくということが今のとこ

ろ私どものほうとしては先ほど言いましたように

経済効果も含めて、行政の部分についてはそちら

の部分についてサポートしていく体制がベストだ

ということの考え方も含めて整理させていただい

たところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） その点については、

理解をさせていただきました。

「星守る犬」の際に行政的には一回もう経験し

ているわけですよね。こういった４団体の皆さん

で集まってつくっていただいた協議会の皆さん、

まだ余り経験がないということで、これは一定程

度市からの経験上のアドバイスということも必要

になってくるのかなというふうに思っております。

今室長からも支援というふうなお言葉をいただき

ましたけれども、本当にそれが必要だろうなとい

うふうに思っております。そこの協議会に対する

市としてのスタンスともう一点は、例えば行政が

サポートするときに行政手続は行政がやってくれ

たほうがスムーズにいくのだよというふうな話を

伺いました。例えば道路を占用する許可をとると

きに映画会社がやるとなると大変なのだけれども、

行政さんがお願いすると結構なれているから上手

にいくのだよねみたいな話もありましたけれども、

そこら辺の市としてのスタンスをもう一度ちょっ

とお伺いをしたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今東議員のほう

からもお話がありましたように、支援はさまざま

な支援があるということで、やっぱり他のフィル

ムコミッション協議会の中でお聞きしますと、手

続的な支援という部分が非常に民間の部分と行政

が連携することによって、一つ一つそういった課

題が克服していって映画撮影がスムーズに行われ

るという例があるということで、私どものほうも

そういった行政手続的な支援のアドバイス的なも

のも含めて行っていきたいと考えています。

前回御承知のように、映画のロケのセットが道

立公園にあったということとその際にはいろんな
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行政的な課題があって、最終的にはロケセットを

取り壊さないといけないという部分がありました。

当時そこの映画撮影のときには、そこまで残すと

いうことよりもするということが、映画撮影を行

うということが優先的だったものですから、それ

らの経験を踏まえて、今後映画撮影が行えた場合、

それだけでは終われなくて、継続してＰＲ等も行

っていくということも含めたら、そういう手続的

なものも含めてアドバイスというか、協議会と一

緒に連携していきたいということで考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひその協議会の中

で、後々のことも考えた中で運営していただける

会になっていただきたいなというふうに思います。

礼文だったかと思いますけれども、吉永小百合さ

んがロケを行ったセットがありまして、そこはも

う観光地になっていました。こういったこともや

はりその後に対して必要になってくるのかなとい

うふうに思いますので、そのときにちょっとお金

かかるかもしれないですけれども、その後に残る

ものという、ひょっとしたら大きなものが残るか

もしれませんので、大局的に判断をされて、そう

いった場合は行政も一定程度の判断をしなくては

いけないのかもしれませんけれども、総合的に全

体がうまく回っていくように行政としての支援を

しっかりとお願いしたいなというふうに思います。

茨城県の場合は茨城県の支援というのがあった

のですけれども、ちょっと私北海道の支援という

のは余り耳にしたことがありません。何かこうい

ったことがあるのであれば、ちょっと情報として

教えていただけないでしょうか。

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） 北海道のほうか

らは、御承知だと思うのですけれども、道内各地

でそういったフィルムコミッション協議会的なも

のの組織が各自治体で、設置されている自治体も

多数ございます。北海道のほうとしては、まずは

最初に北海道のほうにそういった情報が入ってく

るということで、その中で映画の撮影のイメージ

に合う自治体を御紹介いただけるというのが今の

現状の道からの支援の内容になっておりまして、

具体的な金銭的な云々というよりは、まずは北海

道のほうにさまざまな情報が入ってくるというこ

とで、それらの部分の情報の一つの選択肢になる

という地域の取り組みというのも必要かなと思っ

ているのですけれども、今現状としてはそういっ

た情報の提供がある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） 受け入れの組織とし

ての状況については、おおむね理解をさせていた

だきました。

先日の説明会等もあったというふうに思います

けれども、新聞紙上でも一定程度の話は何となく

読ませていただくことがあるのですけれども、教

えていただける範囲の中で今度の映画というのは

どういうタイミングで、どういう中身のものをつ

くられようとされているのか、おっしゃれる範囲

の中でちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の御提案あ

った映画の内容につきましては、ロケとしては上

川北部の地域を春夏秋冬のよいところをＰＲした

いというようなロケ地の設定になっているという

こととスポーツを通じて人間のそういったストー

リー的なものを撮影するような映画の内容になっ

ておりまして、こちらのほうが現実に実現した部

分につきましては上川北部全体の地域資源のＰＲ

にもなるのかな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） ぜひこの事業を成功

に導いていただきたいなというふうに思っており

ます。ということで、次の質問に移らせていただ

きたいと思います。

移住、定住についてもお答えをいただきました。

増田寛也さんのお話を聞いて、本当に私びっくり
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しまして、４ １％の人が帰ってきてもいいなと

いうふうに思っているというのは、これを生かさ

ない手はないなというふうに思いました。何とか

こういった人たちの気持ちを形にする政策を打つ

必要があるのではないのかなというふうに思って

おりました。冒頭申し上げましたけれども、やは

り最初私たちはリタイア組の皆さんだとか、自然

を愛する、先ほど答弁いただいた中でもそういっ

た方が多いというふうにも伺っておりました。そ

れは、逆に言うとそういった方々をターゲットに

して名寄市が政策を打ってきたから、そういう結

果になったということかなと。これは、結果とし

ては悪くなかったのだろうなというふうに思うの

です。だけれども、やはりこれからもう一つター

ゲットをプラスしていく必要があるなというふう

に思いました。

そういった中で、名寄市の移住、定住のホーム

ページを見させていただくと、少し殺風景なのか

なというふうに思っております。そういった中で、

例えば若者層をターゲットとした就職の情報をそ

こに載せたらどうなのかなというふうに思いまし

た。これは、できればハローワークの情報をただ

載せるのではなくて、１件１件事業所に行って聞

いてみると、こういう条件の人ならうち欲しいの

ですよねという話ってやっぱりあると思います。

あるというふうに、欲しいのですよねという話も

伺いました。だから、営業戦略としてできればそ

ういう雇用をされるような実態、ちょっと足で回

ってもらって、こういう条件の人がいたら欲しい

と、そういう情報をゲットしてきてもらって、例

えばここに載せるとか、そうすると結構受け手側

もこれ自分該当するなとかというのがわかればチ

ャンス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、そういった考え方についてい

かがでしょうか。

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） 先ほど東議員の

ほうからも御質問あったときに、増田寛也さんの

定住自立圏の会議のときに講演された内容につき

ましては、労働政策研究・研修機構というところ

の若者の定着、ＵＩＪターンの促進のためという

ことの報告に基づいた内容について増田さんから

講演会の中で話題提供がありました。この中でも

Ｕターン希望者の一番行政に何を求めるかという

部分につきましては、仕事情報の提供というのが

２ ２％ということで、一番行政に求めたい内容

の部分でありました。先ほど貴重な御提言があっ

た内容については、市のほうで移住者が求めてい

る情報の提供という部分については当然私どもの

ほうも情報提供というのはやっていかないといけ

ない部分があるのですけれども、仕事の内容の部

分については行政の部分がありますので、全体的

に全部のものの情報ということの中でピックアッ

プするというのは課題の解決していけないような

課題も非常にあるということで、これらについて

は今現状としてそういった情報提供の部分につい

てはなかなか厳しい部分があるのかなと思う反面、

やはり私たちはそういった希望者が求めている情

報を提供するという役割も一方ではあるというこ

とです。

先ほどの答弁もありましたように、ビデオの移

住の動画の移住者の動画につきましても、今まで

はどちらかというと実際に市外から移住された方

の情報を提供していたということで、年配が、上

の方もいらっしゃるのですけれども、一方では地

元で同じ年代の人が俺はこういうことで頑張って

いるのだということの活躍の場を見せるというこ

とも若い人たちが地元ってこんなに活気があるの

だなということの情報提供の一つの手法でもある

のかなと思いますので、それらも含めて検討して

いきたいと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ホームページの動画

については、ぜひお願いしたいなというふうに思

います。今の動画もいいと思うのです。やっぱり

そういった今までの経過から来て自然と触れ合っ
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ている皆さんを紹介するというのは大変いいので

すけれども、やはりこれから少し若者ターゲット

という部分では、ぜひ動画配信についてはお願い

したいというふうに思います。

仕事を紹介することを希望しているというパー

センテージが２５％というのもやはりニーズが高

いなというふうに思っておりました。行政として

どの企業をピックアップするかというのが難しい

というお話もあるのかもしれないのですけれども、

この２５％の中から少しでも実際に結びつけるた

めには、私はそれぐらいの努力というのはやっぱ

り必要になってくるのかなというふうに思ってお

りますので、今々のお答えは要りませんけれども、

今後ぜひ内部協議を詰めていただければありがた

いなというふうに思います。私は、こういった需

要の掘り起こし、そういったことから始めるのが

一番いいのではないかなというふうに思っており

ますので、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。

情報発信として、私もう一つあるのではないか

なというふうに思うのが名寄市も毎日ホームペー

ジの更新をされているというふうにいって、それ

も本当にいいなと思うのですけれども、もう一つ

は地元新聞がインターネットで配信しているので

す。あれというのはどこにいても見られる。名寄

ってきのう何があったのかなというのがそこで見

られるのです。何かそこら辺と名寄市と上手に連

携をしながら、こういった知っていただきたい情

報をそこに載せていくと。多分アクセス数聞いて

いないのですけれども、そこそこはあるのではな

いのかなというふうに、地方にいる方が名寄が気

になるというと、名寄市のホームページかそちら

か、どちらかではないのかなというふうに思うの

ですけれども、ちょっとそこら辺の考え方につい

てもお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） そういった地方

といいますか、名寄以外に住まわれている方々へ

の重要な要素としての情報提供というのは本当に

重要だと思っています。私ごとにもなりますけれ

ども、私も地方に同級生なりが、会ったときに一

番皆さん求めているのは、今名寄でどんなことが

あるのということがやはり通常話聞かれます。そ

れが一つのお土産的な要素にもなっているのです

けれども、そういったことが直接会ったときだけ

の情報ではなくて、ふだんからそういった情報が

得られる環境にあるというのが今現状の名寄市の

情報の提供の現状でありますので、それらをどう

いう形で、先ほどの答弁もありましたけれども、

こういう状況があるのだということも含めて周知

できるような内容の部分について今後取り組んで

いきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 移住を考えるときに、

就職先ともう一つは生活環境が本当に大丈夫なの

かというのが気になるところなのではないかなと

いうふうに思います。Ｕターンの場合は、もとも

と住んでいたところですから雪の関係だとかとい

うのは大体わかるかなというふうに思うのですけ

れども、例えば子育て世代であれば名寄に帰った

ときにどういう子育てができるのかとか、そうい

うのって多分わからないのではないかなというふ

うに思います。出ていくときには多分１人で出て

いって、帰ってくるときには家族を連れて帰って

くるかもしれない。そういったときに名寄でお産

ができて、小児科がこれだけしっかり子供を診て

くれるというまちだよというのを知ることによっ

て、では子供を連れて帰ってきても大丈夫だなと

いう、そういった情報の提供というのも必要だな

というふうに思います。

もう一つは、地方から転勤された方によく言わ

れるのですけれども、名寄に行くと言われると大

体おどかされて来るというのです。冬大変だぞと

か、マイナス３０度になったらどこしばれるぞと

かといってすごくおどかされてびくびくしながら

来るのだけれども、実際来てみるとそんなに生活
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が厳しくなくて普通に生活ができるという方が、

そういうふうなおっしゃり方をする方がほとんど

なのです。だから、そういった情報提供もしてい

ただきたいなというふうに私は思うのですけれど

も、そこら辺に関して考え方をお伺いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今情報提供の部

分に関しての貴重な御提言ありがとうございます。

私どもも本当にそういった情報提供の部分は必

要だということで、逆の立場になってみれば当然

のことながら、どういった生活していくのによっ

て、どういうものが自分にとって必要かというの

は知っているのと知らないのとは動機づけも全然

違うと思いますので、やはりそういったことを鑑

みた部分についてはきちっとした情報提供や移住

というか、名寄に住んでいただく人の身になった

視点というのも今まで以上に持って情報提供に努

めていきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） １点目の仕事の情報

と生活環境の情報、こういったことをあわせ持っ

て、わかりやすく、できればホームページもう一

回考えてつくっていただければありがたいなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

もう一点増田寛也さんがおっしゃったのは、高

校なり大学に行くのに地方に行くわけですけれど

も、では名寄にどういう仕事があるのかというの

を知ってもらうというのが大切だというお話をさ

れました。こういったときに名寄青年会議所が行

っている子供の仕事体験だとか、商工会議所青年

部がこの間行ったパンづくりから始まって起業家

を目指すというふうな取り組みというのは、これ

とても有効なのだなというふうに改めて思わされ

たのですけれども、これはそういった団体が行わ

れていることでありまして、継続してやっていた

だけるかどうかはちょっとわからないものなので

す。だけれども、やっぱりこういったことを継続

して子供たちに教えていく必要があるのかなとい

うふうに思うのですけれども、そういった子供た

ち及び高校、高校を卒業して離れる人たち、ある

いはそういった人たちが成人式で帰ってきたとき

だとか、いろいろな場面があるかと思いますけれ

ども、そういったときに何かしらのアプローチも

必要かなというふうに思うのですけれども、そこ

ら辺についての考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほどお話しさ

せていただいた増田寛也さんからの情報提供があ

った労働政策研究・研修機構の報告書の中でも、

Ｕターンの動機づけで一番強いのは地元への強い

愛着心ということのアンケート結果が出ています。

その中の一つとしては、地元にどういった働き場

があるかとか、会社があるかということを意外と

知らない若者が多いというような中で、やはり他

の市町村の事例もありますように、名寄を離れる

までの間にいかに名寄ってこういう働き場がある

のだよとか、こういう産業があるのだよというこ

とを、私たちは今行政のほうにいますので、ある

程度の名寄に住んでもう長いので、わかっている

のですけれども、自分たちの生まれ育ったまちが

こういったものがあるということは意外と知らな

いという結果も出ております。先ほど青年団体が

行っていただいています働き体験というのは、私

としてもいろんな要素があるということだったの

ですけれども、そういったＵターンの部分につい

て有効的だというイメージはそんなになかったで

す。ただ、アンケート結果から見えますように、

そういったものがＵターンの強い動機づけの要素

としては高いということもアンケート結果出てい

ましたので、こういった体験の部分についても当

然のことながら、私どものほうもいろんな面で協

力していきたいということで考えておりますし、

子供のころも大切ですけれども、先ほど東議員が

おっしゃったように何かの関係で帰省していただ
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いた方とか、そういった方々にも情報が提供でき

るようなことになれば、少しでもそういった地元

への愛着心という部分が生まれてくる可能性なの

ですけれども、徐々にでも高くなっていくかなと

いう部分もありますので、これらの部分について

は今後どういった対策をとることによっていいの

かということの部分について、関係機関も含めて

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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

４ １％という数字がどうしてこういう数字に

なったのかなというふうに自分自身もちょっと考

えてみたのですけれども、やはり自分自身にも当

てはまるのですけれども、最近って余り子供が多

くない、兄弟が多くない、そういった中で将来自

分が親を見なくてはいけないという環境にある人

というのは結構いるのではないのかなというふう

に思います。一人っ子の人、２人兄弟の人、２人

兄弟だったらやっぱりどちらかが見たいなという

ふうに思ったりだとかすると思うのです。そうい

った方々の思いとふるさとへの思いというのが多

分４ １％という数字になったのかなというふう

にも思いますので、ひょっとしたらふるさとに帰

ってきたらわざわざ家を買ったり、建てなくても

親と一緒に同居して生活ができるだとか、そうい

った経済的なメリットもあったりするかもしれま

せん。ぜひそこら辺進めていただきたいなという

ふうに思います。

もう一つは、名寄市には移住促進協議会という

のがありますけれども、こういったところで若者

をターゲットにした議論というのが行われたこと

があるのか、あるいはこういった部分でこれから

ちょっとテーマとして議論をしてもらえたらあり

がたいなというふうに思うのですけれども、そこ

ら辺についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 移住政策につい

ては、今まではどちらかというと退職者というよ

り全般的な市外の方を対象とした取り組みという

ことで行っておりました。先ほど東議員からもお

っしゃったように、それぞれの世代にターゲット

を向けたという取り組みは、実際具体的な取り組

みというのはしていません。ただ、一つの事例と

して、子育て世代のお母さん方を対象とした調査

というものも行った中で、なかなか外出的な対応

では厳しいということも試験的に行った結果わか

りました。やはりそれぞれのターゲットの方々に

は、求めているものも違いますし、やり方も当然

違うと思いますので、行っていくに当たって、多

分先ほどもお話しさせていただいたので、自分が

その身に立って自分の年代のときに行こうと思っ

たら自分だったら何を求めるのかという視点がま

ずはちょっと足りなかった部分もあるのかなとい

う部分もありましたので、今後進めていく中でそ

れぞれの世代の人たちに自分がそういう立場にな

ったときにどういったものを求めているのかとい

うものも担当の中でも聞きながら進めていくとい

うのも一つの方策なのかなということだと思いま

すし、必要なことだなと思っておりますので、そ

れらについてよりよくやっていけるように研究し

ていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） これでこの質問は終

わろうと思います。室長のほうも前向きな答弁を

いただきまして、感謝をしたいなというふうに思

います。私も今までそういった世代がそういうタ

ーゲットになり得るということを気づかなかった

です。だけれども、この間の講演で気づいて、い

ろんなところ調べてみたのですけれども、たまに

いろんな取り組みをやっているところはあるので

すけれども、余り多くなさそうなのです。だから、

やっぱり早目にやったほうがいいのかなというふ

うにも思いますので、ぜひ大きな一歩を踏み出し

ていただければありがたいなというふうに思いま

す。ぜひ前向きに取り組んでいただくことを求め
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て、次の質問に移らさせていただきたいと思いま

す。

最後、子育て支援員の資格取得について御答弁

をいただきました。これは期間限定のもので、緊

急的なものだというふうなお話もいただいたので

すけれども、私もそのような認識でおりますけれ

ども、ではこの緊急的な状況がいつまで続くのか

というと、これ緊急的な状況は２年や３年では解

消しないのではないかなというふうに思っており

ます。そして、名寄大学としては２年間の間は卒

業生が出ない。そして、４年制の大学になったと

いうことで、名寄市に定着をしてくれる学生もひ

ょっとしたら少なくなるのかもしれない。全国に

活躍の場を求めていくのかもしれない。では、そ

ういったときに私たちは何を手だてとして名寄市

の保育の現場を確保していくのかというふうに考

えたときに、こういったことも小さいかもしれな

いのですけれども、一つの手法となるのかなと。

こういったところで２年間実務を積むと、勉強す

ると資格取得にも向かっていける、そういったと

ころも含めて、確かにニーズは少ないのかもしれ

ませんけれども、大学協力していただけないかな、

どうなのかなというふうにも思うのですけれども、

そうしたらある程度そんなに企業さんがやるみた

いに大きなお金をかけないでできる可能性もない

のかなと思いながら、ちょっと再度御答弁をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今東

議員のほうから再質問ということでいただきまし

たけれども、先ほどの答弁させていただいたとお

り限定的なものでございますけれども、実際には

もう既に名寄では複数の方が勤務していただいて

おりまして、またさらに１月には４名の方受講し

ていただくということで、今回研修の参加の意向

調査というのが北海道で今年度調査しまして、そ

の中で上川管内では１３名の方が受講申し込みす

るということで報告をいただいておりまして、宗

谷管内のほうは希望なしということで、実際に待

機児童が発生した場合に該当するということでし

たので、一応今年度については１３名ということ

になっているのですけれども、後段議員のほう言

われたように保育士不足は続いているということ

で、無資格者であってもこういった形での子育て

支援制度に乗って受講していただいて、補完する

というような形とったらどうかということで、国

の補助事業の中で保育士資格を持たない方、補助

をされる方を雇用して、もともといる保育士の業

務負担軽減と、それから今いる保育人材の確保の

ために事業者に対して保育補助者雇用強化という

事業がありまして、そういった国のほうの補助事

業もございまして、それを活用することによって

将来的に保育資格を取得する支援をするというよ

うな制度もございまして、そういう資格も取れる

というような内容を事業者のほうにもＰＲしなが

ら、こういう補助事業も活用しながら保育士の確

保をできればというふうに考えております。

実際に今旭川市のほうに委託している関係なの

ですけれども、一応５０名ぐらいの定員なのです

が、それぐらいの規模でかなりの金額かかるとい

うことで、名寄市的にはちょっと今後の人数も含

めてなかなか名寄市単独で開催するというのは難

しいということで御答弁をさせていただいたので

すが、研修制度の講師になっている方は大学の先

生だとかが中心になっているということで、地元

の名寄市立大学のほうでは先生いらっしゃいます

ので、それは実際に国が定めている研修内容の中

でそういった研修ができるかどうかについては大

学のほうとも協議させていただいて、検討させて

いただければというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

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
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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１６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 高 野 美枝子
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