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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、

１番 浜 田 康 子 議員

１０番 川 口 京 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

加藤市長の市政執行に関して外４件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会の大石健二でございます。

これより会派を代表して大項目５件について質問

を行います。

最初に、加藤市長の２８年度市政執行方針の市

政推進の基本的な考え方から、順次お聞きをして

まいります。この市政推進の基本的な考え方は、

加藤市政２期目の所信表明の中でも掲げられてい

ますが、ちょうど２期目の中間点に当たる２８年

度において、民間会社的発想での行財政運営によ

り市民の信頼の置ける市政運営が具体的にどのよ

うに結実しているのかお聞かせ願います。

次に、名寄市は来る３月２７日で風連町との合

併１０年の節目を迎えます。市のホームページに

は、この合併を祝う記念式典を初め、数多くの記

念冠事業が掲載されています。この合併による市

制施行１０年の歩みを顧みて、これから新市建設

にどう反映していくのかお考えをお伺いいたしま

す。

続いて、第２次総合計画の策定についてお聞き

いたします。同計画の策定に当たっては、昨年１

２月に総合計画策定審議会を設置、これまでに市

民ワークショップやタウンミーティング、関係団

体との意見懇談会など市民の計画策定への参画に

努めてきています。新たに策定される第２次総合

計画の構成、まちづくりの課題、基本理念、基本

目標など、その考え方についてお伺いをいたしま

す。

次に、２８年度当初予算と取り組みから、予算

案の概要と基本的な考え方についてお伺いをいた

します。国の平成２８年度予算案は、経済再生と

財政健全化の実現を掲げて、一般会計総額９６兆

２００億円で、過去最大を更新しますが、本市

においても一般会計で２３４億 ９００万円の過

去最高を更新しています。国が経済再生と財政健

全化の両立と実現を掲げた予算となっていますが、

本市における予算案の概要と基本的な考え方につ

いてお伺いをいたします。

同じく名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に関する事業についてお伺いをいたします。名寄

市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、昨年１０

月策定されましたが、当初予算として平成２８年

度が創生総合戦略を反映させた最初の予算となり

ます。この新年度予算の中で名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に関連した事業の概要等につ

いてお伺いをいたします。

同じく地方創生加速化交付金についてお伺いを

いたします。国は、平成２７年度補正予算事業と

して、人口減少対策の後押しと一億総活躍社会の

実現に向けた緊急対策として、地方創生加速化交

付金を創設いたしました。予算総額は ０００億

円としていましたが、地方戦略の取り組みについ

て先駆性を高め、レベルアップの加速化を図ると

するこの地方創生加速化交付金獲得に向けてどの

ような取り組みを行ってきたかお伺いをいたしま

す。

同じく地域経済活性化に関する予算についてお

伺いをいたします。国の経済財政再生計画が進む

中、景気の回復傾向が伝えられていましたが、こ
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こへきて政府金融機関の新たな金利政策などによ

り、景気の後退感が色濃いものとなってきていま

す。名寄市議会、市政クラブ・新緑風会では、市

内企業がさらに発展して地域経済がより活性化す

ることを重視した議会、議員活動を行っておりま

すが、新年度予算に地域経済活性化という点で着

目したときにどのような政策が盛り込まれている

のかお伺いをいたします。

同じく本市の健全財政の取り組みについてお伺

いをいたします。本市の平成２８年度予算は、人

口減少社会を見据えながら、持続可能なまちづく

りを進めていくために、総合計画及び総合戦略を

着実に取り組むことを基本に据えています。しか

しながら、一方で新年度からの地方交付税の合併

算定がえの段階的な縮減、今後予想される大規模

な普通建設事業や公共施設、公共インフラの老朽

化への対応、人口減少、少子長寿化による福祉関

係費や社会保障費の増加、市税収入の落ち込みな

どが懸念されています。健全財政を維持していく

ためには、歳出を抑制するか、あるいは新たな財

源により歳入確保を図っていかなければなりませ

ん。そこで、平成２８年度予算編成に際して、懸

念材料が山積する中で健全財政維持のためにどの

ような取り組みを行うのかお伺いをいたします。

次に、高齢者事業から、介護待機者急増の対策

についてお伺いをいたします。要介護の高齢者で

介護が必要にもかかわらず、介護職員の不足で介

護施設では新たに入所者や利用者を受け入れるこ

とができず、手厚い介護を受けることができない

介護待機者が名寄市内でも急増しています。この

介護職員の不足は、公的施設や民間施設を問わず

に慢性的に発生しており、いずれも入所者や利用

者の定員割れが生じており、早急な対応策が求め

られています。この介護職員不足の現状と市の取

り組みについてお伺いをいたします。

同じく高齢者の食育と健康管理についてお伺い

をいたします。近年下流老人や老後破産という衝

撃的な活字やタイトルが躍るテレビや雑誌の企画、

著作物を見聞する機会がふえてきています。端的

な例としては、配偶者との死別や入院加療などさ

まざまな事情により、収入減や突発的で大きな支

出増など、生活設計の歯車が大きく狂い始め、一

転して苦境に陥るというものです。こうした収入

減と支出増により、生活費のうち最も切り詰めら

れていくのは食費です。この食費の切り詰めによ

り、低栄養状態に陥り、生活習慣病を初め内臓疾

患や廃用症候群、虚弱化を招来し、ひいては認知

障害などの老化を早めることなどが懸念されてい

ます。高齢者の食育と低栄養に対する市の取り組

みと今後の対応についてお伺いをいたします。

次に、北海道縦貫自動車道士別多寄町―名寄間

の早期建設着工についてお伺いをいたします。平

成２６年８月８日に国交省において北海道縦貫自

動車道士別多寄間の建設工事の凍結が解除され、

事業再開を受けて開発局による未着工区間の調査、

測量に加え、用地費や工事費の予算計上も視野に

入れているとの報道に接していました。現在の進

捗状況と正式着工に向けたその後の取り組みにつ

いてお伺いをいたします。

次に、活力ある商工振興策から、商店街の活性

化への取り組みについてお伺いをいたします。２

０１３年４月のオープン以来、３年目を迎える駅

前交流プラザよろーなの利活用が高まる中で、長

く停滞、沈滞を余儀なくされている市街地の商業

集積地を核とした商店街活性化についてどのよう

な施策と構想を計画、準備されているのか、これ

までの経緯と今後の対応策についてお伺いをいた

します。

同じく環太平洋経済連携協定、ＴＰＰ対策から、

基幹産業等への影響とその対応についてお伺いを

いたします。２０１０年３月にアメリカなど８カ

国で始まったＴＰＰ交渉も５年越しで大筋合意に

達し、本年２月４日に１２カ国による協定書の署

名式が行われました。政府がＴＰＰの署名を前に

取りまとめた経済効果の試算によると、ＧＤＰを

約１４兆円押し上げる効果があるとする一方、農
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林水産物の生産額は最大で １００億円減少する

としています。名寄市においても平成２３年２月

にＪＡ試算で農業生産額が８０億円から３４億円

に減少すると試算をしていますが、名寄市の基幹

産業を守る今後のＴＰＰ対策への取り組みについ

てお伺いをいたします。

次に、観光振興計画についてお伺いをいたしま

す。２８年度で終息する第１次総合計画後期計画

の観光分野のアクションプランとして２４年度に

スタートした名寄市観光振興計画は、この２８年

度で５年目を迎えようとしています。３３年度の

目標年度の中間点を迎えるに当たり、今後５カ年

の後期計画の見直しに加えて、これまでの４カ年

にわたる事業整備期間、事業展開期間の成果と課

題、また成果の継承などについて、今後の事業展

開に向けた展望についてお伺いをいたします。

次に、教育施策の名寄市立大学の中長期の展望

から、新学長への期待についてお伺いいたします。

新年度より名寄市立大学、短期大学部それぞれに

新学長が就任されます。設置者として２００６年

に市立大学開学以来１０年が経過する中で、初の

２学長による大学運営について、設置者としての

期待感についてお伺いをいたします。

また、２８年度より社会保育学科の開設、次年

度開設予定の新図書館など、文字どおり１０年を

節目に大きく転機を迎えようとしている名寄市立

大学の中長期の目標及び展望についてもあわせて

お伺いをいたします。

教育行政執行方針から、教科書選定、採択の過

程についてお伺いをいたします。教科書選定、採

択方法は、義務教育である小学校、中学校、中等

教育学校の前期課程及び特別支援学校の小中学部

の教科書については義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律によって定められていま

す。名寄市内各小学校及び中学校等で授業に供さ

れる、採択されるまでの経緯について御答弁をお

願いいたします。

同じく教育行政から、早寝早起き朝御飯の生活

習慣についてお伺いをいたします。執行方針の家

庭教育の推進では、子供の基本的な生活習慣の定

着を支援するため、幼児と就学児の親を対象とし

た家庭教育支援講座の開設実施で、家庭教育支援

事業を進めていくとしています。新年度の学校教

育計画に基づく学習指導要領の理念、生きる力を

育てるためには、学校と家庭、地域が一体となっ

て行う教育活動の推進が望ましく、早寝早起き朝

御飯の生活習慣はまさにその根幹をなすものであ

り、学校と家庭、地域が一体となって行う家庭教

育支援事業の推進についてお伺いをいたします。

市民の声から、最初にことし冬の除排雪事業の

中間総括についてお伺いをいたします。ことしの

冬は、旭川気象台の観測データによりますと、３

月２日現在で累積降雪量は７１８センチ、平年値

１７３センチの平年比１０１％となっており、積

雪の深さは１２０センチで、平年比１３８％とな

っています。数値だけ見ますと意外な感じもいた

しますが、実態は例年にない寒波で雪が解けずに

圧縮されているため、実際の積雪深と計測深とは

異なるようでございます。昨年の冬から積み上げ

除雪が行われておりますけれども、交差点などで

は視界が遮られるため、車両の先端部が走行車線

まで突出し、接触事故の懸念や冷やりとするケー

スが相次いでいます。ことしの冬は、年明けから

２月中旬以降は連日のように降雪があり、きょう

以降も大雪に見舞われる可能性も高く、予断を許

さない状況が続いていますが、いまだシーズン中

とはいえ、ことしの冬の除排雪対策をどのように

総括をし、来シーズンの除排雪対策に反映してい

くのかお伺いをいたします。

また、ことしの冬は屋根の雪おろし作業や落雪

などにより、死傷事故がかつてないほど発生して

います。予断は許さないものの、寒さのピークは

過ぎたと見られ、今後は寒気が一気に緩んで起き

る屋根雪の落雪で歩行者も巻き込まれるなどの事

故も懸念されています。こうした雪おろし、落雪

による死傷事故を防止する未然の対策についてお
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伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。大

石議員から大項目５点にわたっての御質問をいた

だきました。大学を除く教育行政以外に係るとこ

ろをまず私から答弁をさせていただきます。

大項目１、市政執行に関して、小項目１、市政

推進の基本的な考え方から、初めに市政推進の基

本的な考え方の具現化について申し上げます。私

は、一昨年の５月に２期目の市政運営に当たって

の所信として３つの政治姿勢を申し述べさせてい

ただき、その第１に民間会社的発想での行財政運

営として、職員全体に市民は顧客、市民は主役と

いう意識を共有し、親切で丁寧な住民サービスを

行うとともに、コスト意識、現場重視の姿勢の徹

底を図ることを申し上げました。この間他の機関

への職員派遣や接遇、政策形成などに関する研修

を実施をし、職員の能力の向上を図るとともに、

人口減少社会が急速に進展をする中で持続可能な

自治体運営の確立を目指して、公共施設等総合管

理計画の策定を進めるほか、不断の行財政改革の

推進に努めてまいりました。また、市のホームペ

ージの刷新やフェイスブックの活用、タウンミー

ティング、ワークショップの開催などにより、市

民と行政との情報共有と市民参加の促進に努める

とともに、私自身がトップセールスマンとして精

力的に本市の魅力を発信をし、台湾など東アジア

の交流を初め、国内外との交流を拡大してまいり

ました。これらの取り組みにより、効率的で親切

丁寧な行政サービスの提供や本市の知名度の向上

が徐々に図られてきているものと考えております

が、まいた種が花を咲かせるにはいま少しの時間

を要するものもありますことから、任期中に実を

結ぶことができますように、引き続き全力で市政

を推進をしてまいります。

次に、合併からの１０年を顧みてについて申し

上げます。平成１８年３月２７日に新名寄市が誕

生してから本年で１０年目を迎えることとなり、

今月２７日には新市建設に係る功労者や交流自治

体、市民の皆様にも御参加をいただき、市制施行

１０周年記念式典をとり行うこととしております。

市民の皆様とともに、これまでの足跡を振り返り、

先人たちが築いてきたまちづくりや伝統、文化な

どの一層の発展に向けて気持ちを一つにしてまい

りたいと考えております。

さて、合併当時旧風連町、旧名寄市については、

国が進める構造改革により多くの小規模自治体と

同様、老朽化した公共施設の改修や新規事業への

取り組みも困難となるなど、非常に厳しい財政状

況にあったことから、合併による地方交付税の算

定がえや交付税算入率の高い地方債の活用、組織

のスリム化などによる市財政の健全化や新規事業

の推進による市民福祉の向上、また地方分権に対

応できる行政組織の確立を図るため、熟慮を重ね

た結果、大変重い決断をされたものと認識をして

おります。合併後におきましては、新名寄市総合

計画を市政運営の基軸として、それぞれのまちが

持っていた文化や伝統を守りながらも、新市とし

て市民生活の向上を図るための新たな基盤等の整

備や市民と行政との協働による市民主体のまちづ

くりを推進をしてまいりました。それぞれが１０

０年を超える歴史を持つ自治体同士の合併であっ

たことから、１０年の期間では解決されず、今後

に残された課題についても認識をしており、その

取り組みはいまだ道半ばであるものと受けとめて

おりますが、市民の皆様が新しいまちになってよ

かったと感じられるよう、今後におきましても明

るく元気なまちづくりに全力を傾けて取り組んで

まいります。

次に、第２次総合計画の策定に関しまして、第

１次総合計画の成果と課題について申し上げます。

平成１９年３月に合併後最初の総合計画として新

名寄市総合計画を策定をし、自治基本条例の制定

や北・北海道中央圏域定住自立圏の形成、精神科

病棟の改築や救命救急センターの設置など、市立
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の独自拡大やひまわりらんどの整備など子育て支

援の推進、モチ米など名寄産農産物や加工品のブ

ランド化にも取り組むとともに、駅前交流プラザ

よろーなや道の駅、市立天文台の整備、風連本町

地区の再開発、学校施設の計画的な整備に取り組

むほか、市立大学の図書館、講堂の整備、短期大

学部児童学科の４年制化と保健福祉学部の再編強

化、市民文化センター大ホールＥＮ―ＲＡＹを整

備するなど、「自然の恵みが人と地域を育み市民

みんなで創る心豊かな北のまち・名寄」の実現に

向けてさまざまな施策を推進をしてまいりました。

総合計画の実施計画全体では、計画登載事業の進

捗率が約９３％であり、計画の着実な推進が図ら

れるとともに、第１次総合計画の基本指標である

人口においても現時点で総合計画の推計人口を上

回る人口規模であり、計画策定時の想定と比べて

人口減少を抑制できていると考えております。一

方で、関係者となお一層の協議を要することや財

源の確保を要するなどの理由により、地域自治区

の創設や図書館の改修などについては未実施であ

るほか、市役所庁舎や消防署庁舎の整備のあり方、

公共施設やインフラ施設の維持更新などの課題に

ついて、第２次総合計画の策定に向けて検討を進

めていく必要があると考えております。

また、第２次総合計画の策定に向けた基本的な

考え方についてでありますが、計画の構成につき

ましては安定性と実効性をあわせ持つ総合計画と

するため、長期的な視点から、本市が目指す都市

像や目標等を明らかにする基本構想、社会経済情

勢の変化に柔軟に対応するため、中期的に具体的

施策を定める基本計画、基本計画の施策を具現化

するための事務事業を定め、短期間で必要な見直

しを行う実施計画、この３層構造とするほか、計

画期間につきましては行政課題への的確な対処と

選挙公約を反映した政策展開を図るため、前期２

年、中期、後期４年の１０年間といたします。

なお、御質問のありましたまちづくりの課題や

基本理念、将来像、基本目標などといった基本構

想については、現在総合計画策定審議会において

御議論いただいているところでありまして、今後

さらに議論を重ねていただきながら整理をしてい

ただくことになりますが、人口減少や少子高齢化

の進展、地域経済の低迷、地域コミュニティーの

あり方、地方分権や地方創生の推進など社会経済

情勢の変化を捉えて、これからの時代に対応でき

るものとしてまいりたいと考えております。

第２次総合計画の策定に当たりましては、これ

までも総合計画策定審議会はもとより関係団体と

の意見交換会、タウンミーティングの開催など積

極的に市民の計画づくりの場の確保に努めてきて

おり、今後も市民の皆様と市が一体となって計画

づくりを進めてまいります。

次に、小項目２の平成２８年度当初予算案と取

り組みから、まず予算案の概要、基本的な考え方

についてお答えをいたします。さきに公表されま

した２７国調人口の速報値においても本市の人口

は前回調査から ５３１人減の２万 ０６０人と

なり、この結果からも人口減少は避けられない課

題の一つであります。そうした中、平成２８年度

予算は、人口減少社会を見据えて策定をした人口

ビジョン及び名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略を推進し、名寄市に住んでいてよかったと言

えるまちづくりを進めていくためにも、総合戦略

５つの柱を着実に取り組むスタートの年と位置づ

け、予算編成をいたしました。とりわけ総合戦略

策定の際に大きな議論ともなりました人づくり、

子育て環境を含めた教育については、大学や義務

教育施設の整備、ファミリーサポートセンター事

業、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業などの子育

て支援に関する予算として計上をさせていただき

ました。基幹産業、農業については、新規事業と

して農業補助労働力確保事業などの事業を盛り込

みました。また、平成２７年度における地方創生

加速化の補正予算と相まって、冬季スポーツ拠点

化推進事業など今後の総合戦略の施策展開も考慮
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し、予算を計上させていただいているところであ

ります。いずれにいたしましても、平成２８年度

予算は地方創生への本格的な事業展開へ移る重要

な予算であり、地方創生の取り組みを進化をさせ

てまいりたいと考えております。

次に、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に関する事業についてでございます。本市におき

ましては、昨年１０月に産業振興、定住人口、交

流人口拡大、子ども・子育て、地域連携の拡大、

市立大学の機能強化、この５つの柱とする名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をし、人

口減少克服に向けた取り組みを推進をするとした

ところでございます。各分野の施策を推進するた

めに平成２８年度当初予算案において、産業振興

に関する分野では新たな農業労働力の発掘とミス

マッチの解消、名寄産農産物のブランドの確立、

原産地呼称管理制度の導入、農業の担い手確保を

図るための取り組みを推進をするとともに、定住

人口、交流人口の拡大に関する分野においては市

街地でのお試し移住住宅の提供、ノルディック種

目のＪＯＣジュニアオリンピックカップを開催を

するなど、交流人口の拡大を図ってまいります。

また、子ども・子育てに関する分野においてはフ

ァミリーサポートセンターの開設、おむつ処理に

要する有料ごみ袋を支給するなど子育て支援の充

実を図るほか、地域連携の拡大に関する分野にお

いてはポラリスネットワークの運用など連携事業

の推進、市立大学の機能強化に関する分野におい

ては市立大学保健福祉学部の再編に伴う施設改修

や大学図書館の建設を実施をするなど、市立大学

の教育研究機能の強化を図ってまいります。今後

におきましても総合戦略の着実な推進を図るため、

国の財政支援などを活用しながら事業を推進をし

てまいります。

次に、地方創生加速化交付金の獲得についてで

ございます。国においては、地方版総合戦略の取

り組みの先駆性を高めて、レベルアップの加速化

が図られることにより、地方における安定した雇

用創出、地方への新しい人の流れ、まちの活性化

など目に見える地方創生を実現するために、平成

２７年度補正予算において地方創生加速化交付金

を創設したものでございます。この交付金は、官

民連携、地域間連携、政策連携、この３つの連携

の要素を含む総合戦略に位置づけられた先駆的取

り組みが対象事業となっておりまして、他の自治

体のモデルとなる事業を採択をすることとしてお

ります。また、申請事業数は１市区町村２件まで

を目安としながら、複数の地方公共団体が広域に

わたり連携する地域間連携事業については別途申

請が認められていることになっております。本市

におきましては、３月下旬に予定をされている事

業採択を目指し、内閣府と繰り返し協議を行った

上で、官民が連携をして冬季スポーツ大会、合宿

の開催誘致を推進するとともに、リレハンメルオ

リンピック金メダリストであります阿部雅司氏を

招致をし、冬季スポーツの拠点化を図り、交流人

口の拡大を目指す冬季スポーツ拠点化推進事業と

名寄市立大学にコミュニティケア教育研究センタ

ーを設置をし、地域社会の課題解決に資する調査

研究を行うとともに、卒業生の地元定着化を促進

をする名寄市立大学の教育研究機能向上による地

方創生促進事業、この２事業を単独事業として申

請をしております。さらに、東京都杉並区と連携

をして、地方への新たな人の流れをつくる都市と

地方の連携による移住・交流促進事業と下川町、

美深町と連携をして台湾をターゲットに教育旅行

の受け入れなどを行い、インバウンドの促進を図

る北・北海道インバウンド促進事業の２事業を地

域間連携事業として申請をしているところでござ

います。

次に、地域経済活性化に関する予算について申

し上げます。日本銀行旭川事務所が２月２２日に

公表した道北地域の金融経済概況では、道北地域

の景気は個人消費等の回復におくれが見られるが、

基調的には持ち直しているとされ、また旭川財務

事務所が３月２日に公表した道北経済レポートで
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は、管内経済は一部弱さが見られるものの、持ち

直していると総括判断をされております。しかし、

市内企業においては個人消費の弱さなどからいま

一歩景気回復に足踏みが続いていると感じており

ます。そうした中、地域経済活性化に着目をした

政策予算から主な事業を申し上げますと、１つ目

の視点は地域おこし協力隊事業や移住促進事業、

さらには北・北海道インバウンド促進事業や観光

交流推進振興事業など市外から人の流れを呼び込

む事業の展開により、交流人口や移住、定住人口、

海外観光客の増加が見込まれ、その効果は地域経

済に対し、大きな影響があると考えております。

２つ目の視点は、本市の基幹産業である農業であ

ります。農業の活性化は、地域経済にも大きな影

響を与えることから、例えば薬用作物推進事業や

農産物ブランド確立事業などにより、収益性の高

い農業経営や地域の特色を生かした農業に対し支

援を行い、地域の産業を元気づけていきたいと考

えております。最後に、３つ目の視点として、商

店街等活性化関連補助金や商業指導育成対策事業

など、商業の振興に寄与し、魅力ある商店街づく

り、中小企業などの経営基盤の強化に支援をし、

市内経済の振興を図っていこうとする考えでおり

ます。今後におきましても総合戦略を着実に展開

をしていくことが地域経済の活性化につながるも

のと考えておりますので、制度が整った事業から

議会に御相談をさせていただき、実施化を目指し

てまいりたいと考えております。

最後に、財政健全化の取り組みでございます。

本市の平成２８年度一般会計予算案は、前年度比

９％増の２３４億 ９２７万 ０００円、過去

最高の予算規模であります。継続事業であります

大学図書館建設事業や名寄東小学校や風連中央小

学校といった義務教育施設の改修、改築事業など

の大型事業を初め、認定こども園施設整備など子

ども・子育てに関する事業や総合戦略の具現化に

向けた事業について予算を計上させていただいた

ことが大きな要因となっております。平成２８年

度予算編成の過程では、第１次後の計数整理の一

般会計の収支差額で約１９億 ０００万円でした。

その後財政課長、総務部長、副市長査定を経て、

一般会計の収支差額は約１６億 ０００万円とな

りましたが、例年にない歳入不足であったため、

非常に厳しい予算査定となりました。そのため、

公共施設の老朽化への対応では著しく老朽化が進

み、利用者等の安全、安心の面から早急な対応が

必要と思われるもの以外は優先順位をつけ、先送

りできるものは先送りさせていただきました。ま

た、物件費などについても過去の決算数値を確認

をしながら、より一層の歳出の抑制を図ったとこ

ろです。

歳入においては、平成２８年度より本市の重要

な財源であります地方交付税において、合併算定

がえの段階的な縮減が始まることから、今までの

ような伸びを見込むことはできませんので、各担

当部署において特定財源の掘り起こし、国、道支

出金の状況について繰り返し指示を行いまして、

誤りのない歳入の確保に努めたところであります。

結果、公共施設の老朽化対策として、公共施設整

備基金、財源対策として財政調整基金を繰り入れ

をさせていただき、加えて新年度は備荒資金組合

超過納付金を支消させていただくことで収支の調

整を図ったところであります。今後数年間は大学

の新棟や義務教育施設の改修など大規模な普通建

設事業が続くことが想定をされ、本市の今後の財

政運営はより厳しさを増すものと考えられます。

引き続き将来を見据えての歳入の確保や真に必要

な事業の厳選、公債費の適正な管理などを実施を

し、健全な財政運営を維持をしてまいります。

大項目２、市政運営に関して、小項目１、高齢

者対策事業からの①、介護待機者の背景とその対

応策についてでございます。厚生労働省は、団塊

の世代が７５歳以上になる平成３７年度に必要な

全国の介護職員は２５３万人の見通しで、現状の

増員ペースのままでは３８万人不足するおそれが

あると推計をされております。また、北海道にお
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いては需要見込みが約１０万 ９００人に対して

供給見込みが９万 ５８０人で、約１万 ３２０

人が不足をすると言われております。名寄市が指

定管理を行っております社会福祉法人名寄市社会

福祉事業団が運営をする特別養護老人ホームにつ

いて、その入所状況を申し上げますと、清峰園で

は入所定員１００名に対して９０名の入所、しら

かばハイツにおいては入所定員８０名に対し７０

名の入所となっており、合わせて２０名分のベッ

ドが介護職員が不足していることにより定員を充

足させられない状況であると報告を受けておりま

す。また、両施設の待機者の状況でありますが、

２施設合わせて２７５人となっておりますが、両

施設を重複で申し込んでいる方が８４人いらっし

ゃることから、実質待機者は１９１人、うち名寄

市民が１８２人となっております。市内の実待機

者の待機場所では、自宅の方が３６名で、施設や

病院でお待ちいただいている方が１４６名という

内訳でございます。

名寄市社会福祉事業団では、平成２１年度から

国の介護職員処遇改善交付金を受けて介護職員の

処遇改善を図っているところであります。また、

定員充足に向けた不足している介護職員の確保に

つきましては、随時ハローワークを通じて募集を

行っておりますが、応募がない状況でありまして、

平成２７年度につきましては介護職員の採用試験

も３回実施をしたと報告を受けております。介護

職員の不足につきましては、名寄市社会福祉事業

団だけの問題ではなくて、市内の事業所の共通の

課題でもありますので、今後市内の関係事業所と

の打ち合わせの場を設定をして、国や北海道の人

材確保に関する新規事業などの情報共有を図りな

がら、連携をした取り組みを進めてまいりたいと

考えております。

②の高齢者の食育と健康管理についてお答えい

たします。国の第２次食育推進基本計画では、６

５歳以上の高齢者について健康上の問題で日常生

活に影響のある者の割合がおおむね４分の１とな

っていること、日常生活において単身世帯や経済

的にゆとりが少ないほど欠食をしているというこ

と、流通や交通網の弱体化で食料品等の買い物が

困難な状況に置かれている買い物難民が６００万

人と推定をされていることなどから、高齢者の身

体機能や生活機能の維持ができるよう食育を推進

をするとともに、その支援、環境整備等を促進を

することとされております。高齢者の食育とは、

高齢者の食生活にかかわる行動をよりよいものに

変えていく推進活動でありまして、生活満足を向

上させ、ひいては健康で心の豊かな社会へ変える

ことにつながるものであります。

名寄市においては、健康の保持、増進を柱に市

民一人一人が生涯を通じて心身ともに健やかに生

活ができるように、若い世代からの継続した健康

づくりの働きかけを行っておりまして、高齢者に

対しても特定健診の受診勧奨や生活習慣の改善が

必要な方への健診事後における栄養相談、各地区

における栄養相談や老人クラブ、高齢者学級での

栄養、料理教室に保健センターの管理栄養士が出

向いて指導、支援を行っております。地域包括支

援センターにおいては、経済的な問題や病気、認

知症によって、これまでとは変化し、生活に支障

が見られる方の情報について地域包括支援センタ

ーで相談を受けた場合、訪問等により実情の確認

を行うとともに、適切な支援につなげております。

食生活や低栄養によって生活に支障があった場合

は、訪問介護員による自宅での調理や買い物の支

援、民間事業者が実施をしている配食サービスの

利用を活用する等のサービスや病院が起因してい

ることが考えられる場合には、医療と連携を図り、

受診につなげる等の支援を行っております。また、

高齢者の生活にかかわっている方に御参加をいた

だき、情報を共有し、課題解決ができるよう地域

ケア会議の開催や生活の変化に早期に気づくこと

ができるよう地域見守りネットワーク事業等の取

り組みを行っており、今後もネットワークの拡充

を図り、早期に対応ができるように努めてまいり
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ます。

次に、小項目２、北海道縦貫自動車道士別市多

寄町―名寄市間の早期着工に関してから、現況及

び課題と今後の対応について申し上げます。北海

道縦貫自動車道士別市多寄町―名寄市間１２キロ

について、平成２６年８月の事業再開の決定以後、

旭川開発建設部により地元住民に対する道路計画

説明会や事業説明会が開催されるとともに、測量

設計が行われております。また、平成２８年度に

おいても引き続き測量設計や用地買収、物件補償

などが予定されていると聞いておりまして、早期

着工に向けて着実に事業が進捗をしているものと

認識をしております。本市といたしましては、本

高規格幹線道路は観光の振興や産業、経済の活性

化のみならず、救急医療の高度化、安定化などに

必要不可欠なインフラでありますので、引き続き

士別市多寄町―名寄市間の一刻も早い着工及び完

成に向けて関係期成会や各種団体等の連携を密に

して、国会議員、関係省庁に対し強く要請をして

まいります。

大項目３、経済産業施策に関して、小項目１、

活力ある商工業振興施策等から、商店街等の活性

化の取り組みについてお答えを申し上げます。市

では、平成２２年度から本年度まで都市機能の強

化と市街地の整備によるにぎわいと活力あるまち

づくり、公共交通機関の充実などによるアクセス

しやすく利便性の高いまちづくりなどを目標に掲

げ、都市再生整備計画を定め、社会資本整備交付

金事業を活用をし、駅前交流プラザよろーなの設

置を初め、老朽化したアーケードの改修、市内循

環コミュニティバスの運行経路及び運行時間等の

改善による名寄地区商店街のアクセス改善など、

中心市街地の活性化に向けた利用しやすい環境整

備に取り組んでまいりました。また、各事業所に

対しては、中心市街地への商業集積を図るために、

都市計画区域の商業地域内で取り組む設備投資な

どへの取り組みに対して、市単独事業として中心

市街地近代化事業など大きなインセンティブを措

置する支援も行ってきたところです。平成２５年

にオープンをいたしました駅前交流プラザよろー

なは、今年度から管理運営を民間団体に指定管理

をされ、人が集まり、人がくつろぐという視点に

おいてはさまざまなサービスの提供に取り組んで

いただいておりまして、にぎわいづくりについて

は一定の成果が出ておりますが、もう一つの視点

である周辺商店街との連携によるにぎわいづくり

によるよろーなから商店街への人の流れをつくる

方策については、さらなるアイデアと取り組みが

必要でありますので、関係機関及び周辺商店街な

どと検討を進めてまいります。

中心市街地活性化については、全国的にさまざ

まな取り組みが行われておりますが、自治体が主

体的に整備をする計画や民間のノウハウを活用し、

公と民が連携をして公共サービスの提供を行うＰ

ＰＰなどの事例がございます。現在民間が先行し

て中心市街地活性化のあるべき姿についての勉強

会や先進地の視察などの取り組みが始められまし

たので、財政状況も勘案しながら、関係団体と連

携し、検討を進めてまいります。一方、中心市街

地を初めとする事業者数については大きく減少す

る中、店舗を減らさない取り組みが求められてお

ります。このことからも現在の店舗支援事業など

の既存の支援制度を利用しやすく見直しを図ると

ともに、新たに市外からの創業、起業するもの、

既存事業を次の世代へ事業継承を促すきっかけづ

くりに対する新たな支援を創設するなどの活性化

策に取り組んでまいります。

小項目２、環太平洋経済連携協定、ＴＰＰ対策

からを申し上げます。環太平洋経済連携協定につ

いては、昨年１０月の大筋合意を受け、国及び道

から農業分野における影響について公表されまし

た。国においては、国内の生産額計約６兆 ００

０億円のうち ３００億円から １００億円が減

少すると試算をしております。道では、道内農林

水産物の生産額は全体の３から４％に当たる４０

２億円から５９８億円程度目減りするとの試算を
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公表しておりまして、特に酪農、畜産での影響が

大きいものとしております。名寄市においては、

現在それらを参考に影響額において調査研究をし

ているところであります。影響を受ける主なもの

を申し上げますと、小麦についてはマークアップ、

輸入差益の引き下げにより外国産小麦の販売価格

が低下をすることに伴って、国内産価格の低下が

想定をされております。てん菜については、チョ

コレートなどの加糖調製品の関税引き下げに伴い、

国内精製糖の価格低下が想定をされております。

牛肉や牛乳については、関税引き下げによる輸入

牛肉の価格低下により競合する乳用種を中心に販

売価格の低下、チーズ等の乳製品における関税引

き下げ低下に伴い、競合する国内産のチーズ等の

価格低下、価格下落が想定をされております。今

後は、引き続き分析を行い、影響額等について算

出をしてまいりたいと考えております。

今後の取り組みについてですが、北海道におい

ては昨年１２月にＴＰＰ対応への基本的な考え方

が示されたところであります。この中では、１、

生産力、競争力の強化、具体的には酪農、畜産の

強化、産地収益力の強化、生産基盤の充実強化な

どが挙げられます。２つ目には、多様な担い手の

育成、こちらは新たな担い手の確保や農業労働力

の確保など、３つ目には国内外の食市場へのチャ

レンジ、道産牛肉の販売力の強化でありますとか、

輸出拡大に向けた試験運送、６次産業化等、これ

らが柱となっているところであります。市におい

ても農業者への情報提供として本年２月の農業セ

ミナーにおいてＴＰＰ協定大筋合意と今後の道北

農業を演題として、市立大学の清水池先生に講演

をいただいたほか、事業としては基盤整備事業、

畜産クラスター計画の充実、輸出拡大に向けた取

り組みや新規で労働力の確保に向けての調査研究

により施策の検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。今後も名寄市の地域産業が再生産可能と

なり、持続的発展をしていくことができるように、

国の施策を有効に活用していきながら、北海道を

初め関係市町村はもとより、生産団体と連携をし

ながら取り組みを進めてまいります。

大項目３、経済産業施策の小項目の（３）、観

光振興計画からについてお答えをいたします。名

寄市観光計画は、新名寄市総合計画後期計画の観

光分野におけるアクションプランとして向こう５

年間の具体的な戦略を定めていることから、平成

２９年度にスタートする名寄市総合計画第２次に

基づく見直しを次年度に行いますが、まずは今月

観光振興計画の戦略事業について行政と関係組織

による内部評価をスタートしたところであります。

内部評価を終えた後は、観光振興計画の見直しに

係る市民委員会を設ける予定でありまして、客観

性と透明性の確保からも外部評価を実施をしてい

ただくとともに、市民の視点での意見や助言をい

ただく中で見直しに向けた作業を進めてまいりた

いと考えております。

なお、名寄市観光振興計画がスタートをするこ

とに伴い、官民の枠を超えてオール名寄体制での

事業展開を図るために、平成２４年５月に名寄市

観光交流振興協議会を設立をいたしましたが、本

協議会は本市のほかなよろ観光まちづくり協会、

風連まちづくり観光、ＪＡ道北なよろ、名寄商工

会議所、風連商工会等で構成をされ、観光振興計

画に沿った広範囲な事業推進に力を注いでまいり

ました。これまでも本協議会の構成団体以外の方

々にもさまざまな観光事業に御協力をいただきな

がら取り組んでおりまして、キャラクター活用事

業では市民などに愛される観光キャラクターを目

指して名寄市立大学の学生の協力により、なよろ

うのラインスタンプを作成をいたしました。また、

ひまわり観光事業では、ＪＡ道北なよろ青年部が

育てた苗をひまわりボランティアが植栽をするほ

か、名寄産業高校の生徒が道北サンピラーパーク

のひまわり畑でひまわりカフェを開くなど、事業

の実施に当たりこれまで多くの市民、関係団体に

御協力をいただいております。次年度の見直しに

当たっては、より一層の協力関係を築くことによ
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り、成果の向上を図ることや訪日外国人旅行者数

が急増するなど現行計画策定後の状況変化を踏ま

えた戦略の見直しなどが課題になると認識をして

おります。

次に、大項目４点目の教育政策に関するうちの

小項目１、名寄市立大学の中長期の展望からにつ

いて申し上げます。名寄市立大学は、昭和３５年

に名寄女子短期大学として開学後５６年経過をし、

また平成１８年の４大開学後１０周年を迎えます。

５月２８日には、１０周年の記念式典を開催をす

る予定で現在準備を進めているところであります。

青木紀現学長の平成２７年度末の退任に伴う今回

の学長選挙により、大学保健福祉学部では佐古和

廣氏が、短期大学部では寺山和幸氏がそれぞれ新

学長に就任をすることとなりました。お尋ねの新

学長に期待をする大学運営については、名寄市立

大学が今後ますます発展をするように両学長が協

力をし合って学内運営に取り組んでいただくこと

を期待しているところであります。

次に、中長期の展望について申し上げます。市

立大学を取り巻く環境は、我が国の１８歳人口が

２０１８年ごろから減少する２０１８年問題、旭

川市の公立大学構想、新設のコミュニティケア教

育研究センターの充実、地域とのさらなる協働、

卒業生の地元定着化、新棟建設を含めた施設整備

など本学として多くの課題を抱えております。今

後は、これらの諸課題を解決をして、大学間競争

に勝ち残り、ケアの未来を開く名寄市立大学が１

０年先、２０年先も発展をしていけるように、平

成２８年度中に名寄市立大学の将来計画を策定を

し、計画策定の中で中長期の展望を示してまいり

たいと考えております。

大項目５、市民の声から、小項目１、今冬の雪

害と除排雪対策についてお答えをいたします。初

めに、除排雪事業の中間総括について申し上げま

す。今年度の初雪が１１月２１日に観測をされ、

１月１９日降った雪が３３センチと最大で、２月

２３日には最大積雪深１３６センチとなりました

が、年明けから雪が降り続けたことにより、累積

降雪量は３月６日現在で７２６センチとなってお

りますが、おおよそ平年値で推移をしているとこ

ろであります。

除雪に伴う除排雪作業につきましては、１２月

２４日から幹線道路の排雪を一般体制で開始をし、

積雪状況を確認をして３月５日で終了をいたしま

した。この間排雪ダンプの運搬台数も１万 ８０

０台の計画に対して１万 ７００台の実績となっ

ており、おおむね計画どおりでございました。ま

た、１月７日から生活道路の排雪を３班体制でス

タートし、全路線を３月３日に終了をいたしてお

ります。排雪作業に当たっては、現場に応じての

構成として、多少変わりますけれども、排雪機械

と一般の構成機械は大型ロータリーが１台、タイ

ヤショベルが２台、グレーダーが１台、排雪ダン

プが１１台から最大１６台と交通誘導員が５名、

これで１班として進めております。通常では、幹

線道路の排雪に１班、生活道路は２班として進め

て、幹線道路の排雪が完了してから生活道路を３

班体制ということで進めております。今冬は１２

月まで降雪が少なく、年明けから連日の降雪によ

り１月からの降雪量が平年並みとなった状況であ

りまして、近年の降雪状況の変化に対応した除排

雪体制として、除雪機械や作業員の増強は現時点

では難しいと判断をしているところであります。

今後は、本年度の降雪パターンや積雪状況に対応

できる除排雪の検証を行うとともに、次年度につ

いては除排雪に対する市民周知を継続して進め、

除雪業者を初めとする関係機関と協議を行い、快

適な冬の道路環境の整備を行ってまいります。

次に、屋根の雪おろし対策についてであります

が、今シーズンの降雪の状況につきましては、気

象庁の統計によりますと１２月は前年に比べて少

なかったものの、年明けて１月、２月の降雪量が

例年に比べて非常に多く、融雪期における事故に

注意を呼びかけているところであります。屋根の

雪おろし作業中や除雪作業中の事故発生状況につ
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きましては、名寄消防署が雪による被害で救急搬

送した方は本シーズン７名で、うち死者が１名、

重症が３名、軽症が３名となっております。屋根

からの落雪や除雪作業による事故防止対策につき

ましては、安全な服装で命綱をつけることや気温

が高くなる午後は屋根の雪が緩むために注意をす

ること、雪おろしは１人で行わず、２人以上もし

くは家族や隣近所に声をかけるなど、命を守るた

めに十分な備えをすることが必要となります。今

後におきましても広報や新聞紙面を活用しながら、

雪おろしや除雪作業中の注意点など適切な時期に

事故防止についての呼びかけを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目４、

教育政策に関して、小項目（２）の教育行政執行

方針から、まず教科書選定過程等についてお答え

いたします。

教科書の採択については、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律を初めとした関

連法令によりその方法、手続が定められ、採択権

者である市町村教育委員会等の判断と責任により

十分な調査研究に基づき、適正かつ公正に行われ

ることになっております。北海道の場合、２４の

採択地区となっておりまして、上川は旭川市を除

く２２市町村で構成する第６地区教科用図書採択

教育委員会協議会において共同採択をすると、そ

ういう手法をとっております。調査委員会は、採

択地区内から校長、教頭、教諭、学識経験者など

教科ごとに５名程度が選出され、調査員となり、

文部科学省から認定されましたいわゆる検定本を

調査研究し、それぞれの検定本の特徴などを含め、

その調査結果を採択教育委員会協議会に報告いた

します。調査に当たりましては、まず１つ目に学

習指導要領に基づいて正確、適切に取り扱われて

いるか、系統的な反復学習や繰り返し学習、他教

科との関連する内容などがどのように取り扱われ

ているかなど題材の取り扱いや程度にかかわるも

の、２つ目には生徒の学習意欲を高める工夫がな

されているかなど、使用上の配慮等にかかわるも

の、３つ目には地域の実態や学年の発達段階に応

じて系統的、発展的に組織されているかなど、内

容の構成や分量にかかわるものであります。以上

３つの観点に基づいて調査が行われ、協議会に答

申することとなっております。次に、採択教育委

員会協議会では、調査委員会委員長からの調査結

果の説明を受けて協議し、科目ごとに同一の教科

書を採択いたします。最後に、それぞれの市町村

教育委員会において採択教育委員会で採択された

教科書について教育委員会議に諮り採択する。以

上のような手順によって教科書は採択されること

になっております。

次に、家庭教育の推進から、早寝早起き朝御飯

の生活習慣についてお答えいたします。本市の児

童生徒におきましては、ゲームやインターネット

をする時間、朝食の摂取率などの生活習慣にはい

まだ課題が見られ、子供たちの確かな学力を育む

ために望ましい生活習慣の定着を図ることがます

ます重要になっております。このような現状を踏

まえまして、社会教育においては親子のコミュニ

ケーションや触れ合いを重視した家庭教育支援事

業を実施してきております。本事業においては、

子育て支援センターと連携し、未就学児を対象に

した早寝早起き朝ごはん体操などを行う親子ふれ

あい体操や家庭教育支援講座における子育てに関

する専門的な知識や経験を持った方の講演会の実

施、さらに市内の幼稚園内に開設していただいて

いる家庭教育学級事業の支援などを行っていると

ころでございます。このような事業を通して早寝

早起き朝御飯を含む生活習慣の重要性について啓

発に努めてきているところでございます。

本年度からは、子供の生活習慣づくりの推進事

業といたしまして、名寄子供朝活事業を既存の事

業と連携し、実施をしております。これは、子供

の生活習慣が乱れがちな長期休業期間に午前中の

時間を利用し、保護者と子供が一緒に体を動かし、
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食事をつくり、食べ、学習または体験活動を行う

といったプログラムを組み込んだ事業で、具体的

には夏期休業期間のへっちゃＬＡＮＤ２０１５で

実施いたしました。今月末の春休みには、春休み

英語クラブで実施する予定でございます。これは、

子供一人一人が社会で生きる実践的な力を育成す

るために、その基盤となる学習習慣、運動習慣を

含む望ましい生活習慣を身につけることが重要で

あるとの認識のもと、事業計画を実施しているも

のであります。このように社会教育におきまして

は、子供一人一人の社会で生きる実践的な力の育

成を目指し、その基盤となる望ましい生活習慣を

身につけることが重要であるとの認識のもと、家

庭教育支援事業の充実に努めております。

次に、学校教育における取り組みについてお答

えいたしたいと思います。まず、各学校において

は児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食

習慣などを身につけるために、例えば小学校２年

生の学級活動では朝御飯を食べると眠気を覚ます

ことができること、５年生家庭科では朝食を食べ

ることによって学習や活動のための体の準備がで

きることを学習するなど、児童生徒の発達段階に

応じた食に関する指導の充実に努めております。

また、平成２６年度に名寄市教育改善プロジェク

ト委員会において児童生徒のよりよい育ちのため

に従来の家庭で取り組む５つのポイントを見直し

まして、家庭で取り組む７つのポイントを作成い

たしました。これを受け、各学校においては学校

便りや参観日の懇談等で児童生徒が朝食をしっか

り食べることなどの基本的な生活習慣を身につけ

ることができるよう各家庭での取り組みをお願い

しているところであります。

さらに、本年度は学校教育と社会教育が連携し、

北海道学力向上推進事業、子供の生活習慣づくり

推進事業、北海道の子どもたちの学力について考

える会ｉｎなよろを開催いたしました。本事業に

は、市内社会教育関係者、ＰＴＡ、安心安全会議

の方々など１６５名に参加いただきまして、旭川

赤十字病院小児科部長の講演に加え、家庭で取り

組む７つのポイントの成果と課題について話し合

うワークショップにおいて、朝食摂取状況等の生

活習慣について意見交流を行い、児童生徒の望ま

しい生活習慣の定着や学力向上等に地域が一体と

なって取り組む機運を高めることができました。

教育委員会といたしましては、早寝早起き朝御飯

等の生活習慣を確立することは、本市の児童生徒

の継続的な課題であり、生きる力を育てるための

重要な視点と捉えております。今後も学校と家庭

の連携を深めながら、家庭で取り組む７つのポイ

ントの浸透や名寄子供朝活事業の充実を図るなど

しまして、社会教育と学校教育が一体となって児

童生徒の早寝早起き朝御飯等の望ましい生活習慣

が身につくよう取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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、

与えられた時間の中で再質問を行ってまいりたい

と思います。最初の質問どおり、順番が入り繰り

があろうかと思いますけれども、あらかじめ後先

になることを御承知願いたいと思います。

それではまず最初に、加藤市長の市政執行方針、

市政推進の基本的な考え方に対してお伺いをいた

します。先ほどの御答弁では、基本的な考え方の

うち民間会社的発想での行財政運営についてお答

えをいただきました。市政執行方針の中には、今

回これまでの市民の皆さんとの対話と連携という、

これに加えて新たに市民力という言葉が付加され

ていました。新たに付加された市民力という言葉

について、市民の皆さんにおわかりになるように

改めて御説明をいただければと思いますが、よろ

しいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この間市政を推進させて

いただく中で、これまでも市民の皆さんとの対話

と連携ということを、そのことによっての協働の
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まちづくりということを非常に念頭に置いて、ま

た意識して推進をさせていただいたつもりであり

ます。そんな中でここ近年では、いろんな芽が出

てきているなというふうに思っています。地域の

中においては、最北のこの地でワイナリーをつく

ってみようという若い方たちが出てきていたりだ

とか、さらにはスポーツの分野において特出する

成果を上げるような方たちが出てきていると。さ

らには、冬の寒い季節においても、また寒い季節

だからこそ、知恵を絞って新たな農業産品に取り

組みをし、全国的に知名度を上げている方等々、

この間本当に私は市民の皆さんの力には驚かされ、

その市民の力を改めてすばらしいなというふうに

感じているところであります。この市民の皆さん

の力をさらに我々は引き出していくことで、市民

一体となった、また力強いまちづくりの推進がで

きるのでないか、そんな昨今のそうした状況を受

けて、私なりに感銘を受け、またそのことにみん

なが自信を持って、誇りを持って、さらにみんな

でまちづくりを進めていきたい、そんな願いと思

いを込めまして、そうしたお話をさせていただい

たところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

した。これからも新たな潜在的な能力、スキルを

持った市民の皆さんが登場して、市長が期待され

る市民力というものが大いに発揮されることを願

ってやみませんが、次の合併１０年を顧みてとい

う、合併１０年についてお聞きをしてまいります。

平成の合併は、風連町と名寄市が間もなく１０

年目を迎えるということになるのですけれども、

少し趣旨をひもといて言いますと、昭和の合併と

いうのが出てきます。智恵文村と名寄町が合併し

たのは１９５４年だと。昭和２９年８月に合併し

て、その２年後に、１９５６年４月の市制施行と

いうふうになって初めて名寄市という、道内で２

１番目の市制施行というふうになりました。昭和

の合併の智恵文村と名寄町が合併からことしの８

月で６２年目、市制施行からちょうど６０年目と

いうことになります。この合併は今日の名寄市の

礎になるだろうなというふうに思うのですけれど

も、今回風連町と名寄市が合併から１０年目を迎

え、冠事業や式典がホームページに掲載されてい

ますけれども、昭和の合併で名寄市の礎を築いた

智恵文村との合併についても市制施行６０年とい

うまことに節目の年数にもなりますので、いろん

なパンフレットあるいはしおりなど発行されるの

だろうと思うのですけれども、智恵文村の市制施

行の６０年というのもあわせて風連町の合併１０

年というタイトルのところに併記することは可能

かどうか、ちょっとお伺いをしてみたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２０分

再開 午前１１時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回風連地区と名寄地区

が合併して新たな１０年ということでの市制施行

１０年ということでの式典ということでございま

す。議員の思いや、ちょっと今外しておりますけ

れども、山田議員等も初め、智恵文地域の皆さん

の思いは十分理解をしているつもりでありまして、

今後ともそれぞれの地域がお互いの地域性をしっ

かりと理解して、また尊重しつつ、それぞれが調

和した中で名寄市の発展に努めていきたいと、そ

んなみんなが思いを持てる式典にできればという

ふうに考えておりました。ぜひ御理解いただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、続いてい

ただいている資料だとかホームページを拝見する

と、合併１０年、祝う催しが非常に数多く企画も

されています。その中でプリントアウトすると、

風連町と名寄市の合併１０年の歩みを記録した年
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表は作成されているのですけれども、今回名寄市

と風連町の合併に至るまではかなり濃密な１０年

の足跡だなというふうに考えるのですけれども、

年表のみならず、１０年の足跡を記録するような

市史の編さんというのをお考えにあるかどうかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １０年の市史ということ

で改めてつくるという予定はございませんけれど

も、今まさに総合計画を策定をしていく中で、こ

れまでの１０年の歩みを振り返って、これからの

１０年を展望していくという中においてしっかり

とそれまでの経過を市民みんなで胸に刻みつつ、

新しいまちづくりに邁進をしていきたいものだと

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） わかりました。１０

年の歩みをある程度の期間の中で市史としてまと

めていくことがいつの日か、今の名寄市史という

ものはかなり年数を経ていますので、陳腐化して

きていることもあるのだろうと思いますので、い

ずれの機会に市史の編さんというのも事業として

起こってくるだろうと思うのです。その間資料が

散逸しないように、ある程度のタイムスパンでま

とめておくことも必要だろうと思ったので、あえ

てお聞きをしました。

それでは、第２次総合計画策定についてお伺い

をいたします。お話では、従来どおり基本構想、

基本計画、実施計画の３層構造というふうになっ

ていると。予定をしているというお話でございま

した。計画期間は約１０年というふうに予定をし

ていると。あとは、具体的な内容、中身について

は今後議会とも相談をしていきたいということで

すので、ぜひその機会を捉えて、また再度こうし

た場で御意見を伺っていきたいなというふうに考

えております。

あと次に、介護待機者についてお伺いをいたし

ます。先ほど市長のほうからもるる現状について

お話がございました。待機者数、あるいは重複し

ている、そういったことも含めて数字的な御説明

もございましたが、非常に根本的な御質問で恐縮

なのですけれども、なぜ介護職の人材が不足して

いるかという端的な理由というのはいかがでござ

いますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これは、名寄市だけでな

くて、先ほども申し上げたとおり北海道内あるい

は全国的な課題であろうということであります。

国も処遇改善の施策を打ち出しているということ

だとすると、やはり仕事に対しての見合いという

か、報酬というものに対してがなかなか理解をさ

れていない。あるいは、仕事そのものがもうちょ

っと魅力的なものだということを国民あるいは地

域の皆さんがまだまだ理解をされていないという

ところに要因があるのではないかなというふうに

思います。全体として今就業者数がどこの業種も

減少しているという中でありますので、全体とし

ての問題ではありますけれども、とりわけ介護職

に関してはそうした課題があるのかなというふう

に捉え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） おっしゃるとおりだ

ろうと思うのですけれども、確かに賃金が低い、

あるいは休みがとりにくい、仕事がきつい、社会

的評価が低い、今おっしゃったとおりだろうとい

うふうに考えるのです。ただ、国の介護職の対応

というのか、ちょっと私抜き書きしているのです

けれども、どうも即効性というか、特効薬にはな

りづらいなと。かなり多くの時間が必要だなとい

うふうに考えます。介護福祉士の上位資格となる

認定介護福祉士だとか、いろいろやっていくには

時間がかかり過ぎるなという感じがするのですけ

れども、今外国人というのでしょうか、わかりや

すい言葉で言うとＥＰＡ介護士という、経済連携

協定でそういった介護職を目指してくる外国人の

方、主にインドネシアやフィリピン、そういった
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ところから介護士として働きたいという要望を持

って入国されてくるという、こういうＥＰＡ介護

士の受け入れというのは名寄市でも可能なのでし

ょうか。現実的に可能なのかどうか、もしその辺

のお考えがあればお聞かせ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） ＥＰＡ介護士という言葉

なのですね。今外国人の介護士の参入障壁が大分

下がってきているというお話は聞いておりますし、

また東川町さんでしたか、いわゆる外国人を語学

学校やって、その後そうした職につきたいという

か、そうしたことに導いていきたいみたいな方向

性も考えているようなお話もお聞きをしたことが

あります。当然外国人の方であっても日本語をし

っかりとお話ができて、同じようなサービスが提

供できる方であれば、人材としては採用するとい

う可能性はあるのかもしれませんけれども、外国

人をいざ採用するに当たっていろんな障壁がある

のかもしれません。そこまでは、ちょっと私もま

だ承知しておりませんし、もし補足あったら説明

してほしいのですけれども、まだそうしたところ

まで検討はしていないという段階でありますので、

今議員からも御指摘をいただきましたので、そう

した可能性についてもぜひ研究はしてまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 名寄市で大体風連、

名寄で合わせて約２０人ぐらいの受け入れができ

ていないと。定員割れ、ユニットの閉鎖というこ

とですけれども、民間のほうでも約２０人ぐらい

の介護職の不足によって受け入れができない。約

４０人から５０人近い要介護者が入所できない、

あるいは利用できないということになっているよ

うです。また、私も新聞等でしかわかってはいな

いのですけれども、介護職の平均給与というのが

普通の全産業の賃金と比べると１０万円ぐらい低

いというような、そんな数字もございますので、

市長がおっしゃっているように処遇改善というの

はかなりある意味で即効性があるのかもしれませ

んし、特効薬になる可能性もあるのだなというふ

うに考えていますので、介護職あるいは人材の確

保、養成、そういった観点でぜひとも取り組んで

いただきたいというふうに考えています。

次に、経済産業施策から、商工振興等について

お伺いをいたします。御答弁の中に駅前交流プラ

ザよろーなについてお話がございました。この事

業は、お話しのとおり社会資本整備総合計画の中

の基幹事業である都市再生整備計画事業の中で取

り組まれた。期間がおっしゃっていたように２２

年度から２７年度までの６年間ということなので

すけれども、この計画期間が２７年度で切れると

いうことです。この計画期間中は、中心市街地の

活性化の中で目玉になっていた３・６地区の市街

地再開発というのがございましたけれども、ただ

ここでは都市再生整備計画の期間内での事業完結

が見込めないということで、平成２４年でしたか、

たしか見送られた。除外されたという経緯がござ

います。今回改めて３・６地区のほうを見て回っ

たのですけれども、建物がなくなっていたり、除

却されていたり、撤去されたりして、当時とはい

ささかさま変わりしてきているなということもご

ざいます。以前は、地権者と建物の持ち主の権利

の問題でかなり複雑なところがあったというよう

なお話もございましたけれども、今改めて３・６

地区について見回したときに、果たして再開発事

業としての復活、あるいは再開して協議を重ねる

ということが果たして可能かどうか、この点につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 前回の都市再生整備計画

の中での中心市街地活性化、さらには３・６地区

の再開発事業については、いろんな要素があって

断念せざるを得なかったということがあろうと思

います。その一つには、やはり地権者の皆様のそ

うした意思統一が図れないであろうというような
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こともあったかと思います。その中でそうした障

壁が前回のときに比べたら除外はされてきている

ということはそのとおりだというふうに思います。

一方で、やはり主役になるのは商業者さんであっ

て、その地域に住む商業事業者さんであり、地権

者さんであるというところが熱い思いで盛り上が

ってくるということがまずは第一になるのだろう

というふうに思います。その中でまた改めて今そ

うした機運が高まっているということは理解して

おりますし、当然名寄市も３・６地区の中に公用

地を所有しているということもありますので、先

ほども申し上げましたとおり、そこはそうした計

画が今先行的に進んでいるということも踏まえて

しっかりと連携をして、財政の状況もありますの

で、そうしたことも勘案しながら協議を進めてま

いりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

答弁の中に民間で主導的にまちづくりで成功し

ている自治体を見ていくと、民間が主導になって

役割、旗振りをやって活性化している自治体の例

についても触れておられたなと思うのですけれど

も、私も市長が民間の出身で、経営者として辣腕

も振るわれていたなという思いがあるのですけれ

ども、いろんな事業だとか、そういったものに取

り組むときには、経営資源である人、物、金、情

報というものを投入をして、ちょっとおくれてい

る事業や、あるいは新規に取り組む事業というの

にいろんなものを投入して取り組むという、そう

いう経営的な実態がございますけれども、民間的

な、民間のほうが主導的に、あるいは先導的に旗

振りをやっているという中で、これに呼応する形

でやはり自治体もそういった人材の投入があって

もいいのかなというふうに思うのです。決して今

の営戦だとか経済部がどうのこうのということで

はなしに、少し沈滞、停滞を余儀なくされている

名寄市の中心市街地活性化にとどまらず、商工業

の振興という観点から見て、ここはひとつ人、物、

金、情報も集中して投下していいかなというふう

に考えるのですが、民間会社的発想で市長はどの

ようにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市政を推進するに当たっ

て、外部有識者の皆さんからあらゆるところで、

そのポイント、ポイントで御指導をいただく、あ

るいは場合によっては招致をしていくだとかとい

うことは非常に大事な視点だというふうに思いま

す。今回の中心市街地、とりわけ３・６地区の再

開発ということになってくると、これがある程度

やりたい、こうしたことがやりたい、具現化して

きたときには、非常に専門性の高い分野になって

くると。そうしたところでは、専門性の高いコン

サルティングという言い方がいいのか、そうした

投入も相談をしながら進めていく、このことは検

討していかなければならないというふうに思いま

す。加えて、名寄市においても一昨年でしたか、

シティーマネージャーに準じるような、国から人

を招致するような事業に手を挙げて採択にはなら

なかった経過もありますけれども、引き続きそう

したことも国に対しては要請をしていき、いろん

な人材の力を幅広く活用して、今後とも市政の運

営を推進していくという考え方については議員の

おっしゃるとおりだというふうに思いますし、継

続してそうしたことを模索していきたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひお願いをしたい

というふうに考えております。

それでは次に、名寄大学についてお聞きをした

いというふうに考えております。市長、最初の立

起のときにたしか短大の児童学科の４年制という

のを公約に掲げておりました。２期目のちょうど

中間点で有言実行の偉業をなし遂げたのだなとい

うふうに改めて敬服する次第なのですけれども、

今回新たに市立大学と短期大学にそれぞれ学長が

誕生されたということでございます。今後中長期
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の目標について策定をされていくということでご

ざいますけれども、今の名寄大学というのは保健、

福祉、医療に特化をした大学となって、資格取得

系の大学だろうというふうに言っても差し支えな

いかなと思うのですけれども、今後の１８歳人口

の減少も含めて、今の現行の保健、医療、福祉に

特化した人材養成をさらに発展をさせて、例えば

医療技術系の分野、理学療法士、作業療法士、い

ろいろあろうかと思います。そういった分野にま

で学部、学科の構成、再構成というような、中長

期の中では出てこないかもしれませんが、計画と

して温めている余地があるのかどうか、ちょっと

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 理学療法士や作業療法士

といった医療技術職に関しての学科、カリキュラ

ムの拡大ということを設置者として考えていると

いうことは今のところございません。中長期の中

で、あるいは将来的に見てそうした人材養成とい

うことが名寄市立大学の理念として理にかなって

いるのか、地域性としてどうなのか、あらゆる角

度から、これはその中長期の計画の中で検討の議

題の一つには今議員からもお話しいただきました

ので、させていただくことはやぶさかでないとい

うふうに思いますけれども、それがどうなのかと

いうのはちょっと今のところ私も判断しかねると

ころでありますので、御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 新年度から新たに学

長が２人制になるということでございます。市民

の皆さんと近い距離の中で大学があるように願っ

てやまないのですけれども、ぜひとも佐古氏ある

いは寺山両学長と市長と３人による鼎談を、ある

いは定期的に市民との距離感を縮めていこうとい

う狙いからも、それぞれの学長がお持ちである所

信について表明をしていただいて、大学としてお

二人が目指す大学運営についてお話を聞く機会を

早期に、３人ですから鼎談という形でも何でも結

構ですから、ぜひ開催をしていただいて、身近な

大学として市民と距離を縮めていただきたいなと

いうふうに考えております。

次に、教科書の選定、採択について御質問させ

ていただきます。先ほど教育長のほうからるる御

丁寧な御答弁をいただきました。一回聞いた経緯

ではなかなか難しいなと思うのですけれども、た

だ単に教科書というのは未来を担う子供たちのさ

まざまな可能性を引き出して、行く行くは人間と

して育っていくための貴重な糧となっていくもの

だろうというふうに考えています。ただ、それゆ

えにどんな教材が子供たちにとって学ぶ教科書な

のかということは、親御さんにとっても非常に重

大な関心事だろうというふうに考えています。た

だ単に道教委のほうで、１月末であったなと思う

のですけれども、教科書会社が検定中の教科書を

教員に見せて意見を聞き、謝礼金を支払っていた

という、ちょっと初めて聞いたときにはよくわか

らないというのがございましたけれども、じっく

り読んでいきますとしてはいけないことだという

ことがわかりました。北海道では、４８９人の教

員の方が今回そういう謝礼もしくはそういったも

のをいただいていいたという、不確定な情報で大

変申しわけないのですけれども、都道府県別で北

海道が一番多かったというような記事も読んでご

ざいます。差し障りない程度で結構なのですけれ

ども、このうち名寄市ではどのような該当者数と

いうのがあるのかどうか、個人の情報にかかわら

ない程度で数字がわかればお教えいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘の件について

でございますけれども、平成２６年度の教科書発

行者によって、採択の公平性、透明性に疑念を生

じさせかねない行為が行われたという事案があっ

たことから、今御指摘のありましたように検定中

の教科書を閲覧させて謝金として現金を渡したと
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いう、そういう問題について、文部科学省が出版

会社からデータの提供を受けまして、各都道府県

に調査を指示したものでございます。今現在道教

委で道内関係分を調査中でございまして、そんな

経過から現時点での答弁はちょっと控えさせてい

ただきたいと。よろしく御理解願いたいと思いま

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。

かなりデリケートな部分もあるのかなというふ

うに考えますけれども、今教育長のほうからお話

があったように、文科省、道教委のほうから、今

回市教委にはどの程度の指示、依頼というのが来

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどからもお話しし

ていますように、調査の内容につきましては検定

中の教科書を閲覧させて、そして謝金として現金

を渡したと。その事実の確認をしているところで

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） わかりました。そう

いう調査を今市教委のほうでも行っているという

ニュアンスでお聞きをしました。

今回の教科書謝礼問題については、当然名寄市

の教育委員会の会議においてもこういう経緯があ

ったのだという、教育委員の皆さんにはお知らせ

をされているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 教育委員さんのほうに

もその概要についてはお知らせをしているところ

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） わかりました。

私教育委員会のほうの教育委員会議の会議録と

いうのを毎回見ているのですけれども、ただ２７

年度は２７年４月までしか掲載されていなくて、

残りは全くホームページのほうに登載されていな

いと。いつの時点で教育委員の皆さんに会議とし

て、議案として、題材としてお知らせをしたのか

というのが４月までしか載っていないものですか

ら、なかなか把握ができないというところでもご

ざいました。未登載の部分については、２７年度

も今月で終わりですので、会議録についてはぜひ

おくれないように掲載をしていただきたいなとい

うふうに考えています。

非常にデリケートな部分ですので、お答えでき

ないということもございましたけれども、続いて

早寝早起き朝御飯についてお聞きをしてまいりま

す。先ほど社会教育と学校教育の観点、両面から

お話をいただきました。学校教育のほうでは、い

ろんな父兄との連絡ツールも使って、学校便りだ

とか、そういった観点からも朝食をとるのだよと。

朝食をとることの重要性についても認識を深めて

もらっているというようなことでございました。

また、社会教育のほうは、親子の触れ合いだとか、

あるいはへっちゃＬＡＮＤ、いろんなイベントや

集いなどを通して朝食をとることの重要性につい

て認識を深めてもらっているというお話ではござ

いましたが、ただ数字捉まえているかどうかわか

りませんけれども、現実に朝の朝食をとらないで

登校している児童生徒というのはいるのです。た

だ、こういうふうに教育長もおっしゃっていたよ

うに、朝食をとらないで登校する生徒というのは、

学力・学習状況調査の中で拝見すると成績上位の

グループというのは朝食をとる子供が、ほぼ９０

％朝食をとっていると。成績の悪いグループとい

うふうに、これ私が言っているわけではないので、

教育長の所管するその学力・学習状況調査の中で

書いてあるのですけれども、そこは８割方朝食は

とっているけれども、残り２割は朝食をとってい

ないという数字が出ています。だから、朝食をと

らないという子供たちは学習力が落ちる、あるい

は集中力が足りない、いろんなことでそういうこ

とになるのだろうと思うのですけれども、現実と

して学校に朝食をとらないで登校される子供につ
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いてはどのような対策というのが考えられるでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 朝御飯を食べないで学

校に来ている子供たちの学校での取り組みの状況

ということでございますけれども、子供たちが各

家庭においてしっかり朝御飯を食べるということ

は、成長期に必要なエネルギーを摂取することだ

けではないと思っております。１日を元気に活動

するために必要な生活習慣の一つだと受けとめて

いるところでございます。今お話にもありました

けれども、各学校では全国学力・学習状況調査の

結果、これはもちろんですけれども、独自調査な

ども実は学校ごとに行っておりまして、朝御飯を

食べずに登校している子供たちの様子を捉えて声

かけをしたり、朝御飯を食べていない状況や原因

を把握しているところでございます。また、家庭

訪問をするなどいたしまして、保護者との連携を

図って、朝御飯を食べることの大切さというので

しょうか、そういうものを話し合ったり、あと朝

御飯を食べさせて登校させていただきたいという

ような働きかけなど、各学校できめ細かな対応に

努めているというところでございます。早寝早起

き朝御飯だけなくて、子供たちの望ましい生活習

慣を確立するためには、やっぱり家庭での取り組

みを充実させていくことが極めて大事だと考えて

おります。したがいまして、教育委員会といたし

ましては、学校が家庭と連携を図りながら、子供

たちが朝御飯をしっかりと食べる習慣を身につけ

るよう今後も努めていきたいなと思いますし、ま

た朝御飯を食べていない原因は保護者だけの力で

改善することが困難な場合もあろうかなと思いま

すので、そんな場合は学校だけで解決しようとす

るということではなくて、児童センターですとか、

健康福祉部のほうでも対応をやっていますので、

連携を図りながら対応するよう学校のほうに支援

してまいりたいと、そんなふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今小野教育長のほう

で後段のほうで述べられたとおり、確かに朝食を

食べないで登校する児童生徒はそれぞれなりの事

情を抱えているのだろうなというふうに思います。

ただ、今おっしゃっていたように学校教育で、あ

るいは家庭教育、社会教育の中で訴えていくとい

うことなのですけれども、そういったさまざまな

事情を抱えている方こそが意外と声が届きにくい、

手が届きにくいという。改善に時間がかかるよう

に私思うのですけれども、先日社会教育のほうで

講演会あるいは講座が開かれまして、私たまたま

参加をさせていただきました。そこで北海道家庭

教育サポート企業制度というのを短い時間でした

けれども、御説明をいただきまして、その後ちょ

っと御担当の方とお話をしたのですが、今名寄は

１６社締結をしているというお話です。見ていく

と、食品会社あるいはスーパーというのはないの

ですけれども、よそ様の自治体を見ていくとスー

パー、ホテル、食料品卸、いろんな業種、業態の

方がいらっしゃるのだなというふうに思ったので

すが、そこの御担当の方に例えば消費期限、賞味

期限を１週間なり１０日なり残して、その具材、

商品を持ち寄ってフードバンクみたいのを構成を

して、朝食をとらない欠食をしている児童生徒に

供するという、北海道サポート企業制度の中で取

り組んでいくことは可能ですかというふうにちょ

っと聞いてみたのです。そうすると、私どもとし

ては強制力を持ってお願いすることはできないに

しても、協定を結んだ企業同士の話し合いの中で、

商品、食品、資材を持ち寄ってさまざまな事情で

食品をとれない児童生徒に供することは可能だろ

うというようにお話をされていました。ただ、そ

れをやれとは言えないので、本州のほうでは子供

食堂というような取り組みもやっているところも

あるというふうにお話を聞いたものですから、ぜ

ひとも朝食をとらない児童生徒に効果的に食事を

とっていただいて、授業に集中力を増して、学力

を身につけていただくという一歩踏み込んだ取り
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組みもいいのかなというふうに考えるのですけれ

ども、ちょっと今突然申し上げてなかなかお考え

もまとまらないかなと思うのですけれども、こう

いった取り組みについてはいかがでございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 子供食堂というのは全

国的にぽつぽつ出始めてきているところではない

かなと思いますけれども、今御指摘のように突如

言われましたので、教育委員会でやることなのか、

他の部局でやることなのか、他の部局と連携して

やることなのか、ちょっと今の段階では判断しか

ねますので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、除排雪、

雪おろしについてお伺いをしてまいりたいと思い

ます。

ことしは、２月の中旬以降だなと思うのですけ

れども、連日のように雪が降りました。毎日のよ

うに雪かきに追われたなという、そういう思いで

ございます。雪の降り方によって除雪と排雪タイ

ミングが合わないで、排雪はいつ来るのだという、

こういうクレームも、多分担当原課のほう、ある

いは部局のほうにはそういう電話も鳴り響いてい

たのではないかなというふうに想像にかたくない

のですけれども、ただ本通といいましょうか、条

通というか、そういったところはまだしも、仲通

の東西南北というのがなかなか除排雪が行き届か

ないで、かなり道路の両サイドに雪がたまってい

ました。私もちょっと懸念するなというふうに思

ったものですから、消防署に問い合わせて、降雪

期の名寄市における火災状況をちょっと聞いてみ

ました。そうすると、雪が降り始めて発生した火

災というのは３件だということです。１つは、初

期消火ですぐ消しとめたという、大事には至らな

かったという家屋の火災です。残り２件は、建設

機器の車両火災ということで、まことに名寄市の

防火思想というのが行き届いているのだというふ

うにおっしゃっておりましたけれども、ただ名寄

の場合、たまたまですけれども、火災が出火して

いないのかどうかわかりません。消防署あるいは

そういったところの防火思想が徹底しているのか

どうか、その辺もちょっと確認するすべはないの

ですけれども、ただ名寄消防署には物すごく大き

な消防車があると。水嶺というのだそうですが、

全長７７５センチ、車幅が２４９センチで車高が

３メーター３２センチということで、水嶺という

消防自動車があるのだそうですけれども、万が一

のときの火災出火時に出動して、最小半径で降り

積もった峡谷になっているような、車が１台通る

のが可能なところの除排雪道路で、果たして出入

りできますかねと言うと黙ったままでございまし

たけれども、こういった雪の降り方によって消防

車の乗り入れや消火活動に支障が出るのではない

かという危惧する声をどのようにお考えになって

おられますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 除排雪の質問に関しては、

この後の一般質問でもたくさん出ると思うので、

中村部長も準備していると思いますが、基本的に

はいわゆる町中は排雪１回ということであります

けれども、しかし緊急車両が通れないということ

はやっぱりゆゆしき問題でありますので、そうし

たところはしっかりそれぞれ点検を重ねながら、

小型のロータリーとか一定の幅員を確保するとい

うようなことは点検をしながらやっているつもり

でありますし、また市民からそうした声があって

指摘をする場合には現場に出向いて確認をし、場

合によっては対応していくということをさせてい

ただいているつもりでありまして、今後ともそう

した対応で、できるだけというか、そういった緊

急車両の通行には支障のないような除排雪体制を

しっかりとやっていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 積み残した質問につ

いては、この後一般質問あるいは予算議会のほう

で、予算特別委員会のほうで同僚議員のほうから



－69－

お願いをしたいと思います。

以上で終わります。

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。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１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。

平成２８年度市政執行方針について外４件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 御指名をいただきま

したので、市民連合・凛風会を代表して質問を申

し上げたいと思います。

きょうは、あの３月１１日、東日本大震災発生

と東電福島第一原発事故から丸５年、改めて忘れ

てはならない地震、津波、自然災害と原発事故で

犠牲になった人たち、そして被災された皆さんに

哀悼の誠とお見舞いを申し上げるところでござい

ます。私たちは、いつまでも忘れてはならないこ

とを伝えていきたいというふうに思います。

私は、この５年間に３回福島県に訪問いたしま

したが、そのうち１回、一昨年８月に社民党の全

国議員団研修で視察に行ってきました。中１日は

国会議員団や現地双葉町、半澤副町長を先頭にバ

ス３台を連ね、荒廃したままの町を通り、東電福

島第一原発の５００メートルまで接近し、現地視

察を行いました。眼下に大型クレーンや原発が遠

望できる大熊町在宅介護支援センター前で下車を

して現状の報告を受ける予定でありましたが、毎

時１５マイクロシーベルトと線量が高く、急遽数

キロメートル戻り、無人の双葉町庁舎前で説明を

受けました。駅前にある傾いたアーケード型の看

板、原子力郷土の発展豊かなエネルギーを横目に、

半澤副町長から取り返すことができない原発事故

の悲惨さや苦悩を聞くとともに、いつまでも福島

を忘れないでほしいに胸が詰まる思いでした。

さて、加藤市長も２期目も後半に入ります。一

見順調のように見えますが、２万 ０００市民の

評価はどうなのか。今のところ私もデータは持ち

合わせてはおりません。多くの市民にとって、こ

れからも名寄に住み続けたいと思い、安心感、満

足感が高まり、結果として住民福祉向上の果実が

積み重なっていれば幸いでございます。新年度は、

通常の年とは違った１年となるのではないでしょ

うか。超少子高齢化社会、人口減少、合併１０年

後の地域文化の創造、ＴＰＰ大筋合意問題や消費

税増税と地域経済、農業への影響、農業を初め建

設、福祉、医療等広範囲にわたる人材や雇用確保

等の難題が待ち受けています。その鍵は声なき声

にどれだけ寄り添うことができるのか、そのため

にも執行者も議員、議会もそれぞれの役割と責任

を自覚をし、切磋琢磨しなければならないと思い

ます。以下５点について御質問を申し上げます。

平成２８年度市政執行方針と基本姿勢について。

１つに、安倍政権と名寄市政へのかかわりについ

てでありますが、安倍政権によるアベノミクスの

影響、ＴＰＰ大筋合意、原発再稼働、憲法違反の

安保法制等が地域経済や平和行政に与える影響に

ついて、名寄市長としての評価、見識をお伺いを

いたします。

２つ目には、市政執行方針の基本姿勢について、

市政推進の基本的な考え方で３点お示しされてお

りますが、それらを実行することで新年度はもと

より５年後、１０年後、市民に対し具体的な安心

感、満足感、信頼感を高めるための背骨となる基

本的な考えをお聞かせをいただきたいと思います。

３つ目には、今後の財政展望についてでありま

すが、執行方針にもあるとおり国、地方の長期債

務残高 ０６２兆円、対ＧＤＰ比２０５％、公債

費、公債依存度が３６％と極めて深刻な状況下に

おいて、平成２８年地方財政計画を踏まえた名寄

市の今後の中長期財政展望をお伺いをいたします。

大きな２つ目、市民が主役のまちづくりについ

て。１つ目は、合併１０年後の住民自治確立につ
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いてでありますが、合併１０年後の名寄地区、風

連地区、智恵文地区等自治区のあり方及び各地区

を母体とする名寄市全体の住民自治の青写真をど

のように描いているのか、またどのような制度を

具体化しようとしているのか、考え方をお聞きを

したいと思います。

２つ目には、市民力、職員力についてでありま

すが、いつの時代でも市民力、職員力の向上は必

須であります。市長中心の対話と連携だけでも限

界があるのではないでしょうか。どのように一体

感を持って市民力や職員力向上にアプローチをし

ていくのかをお伺いをいたします。

今後の負担とサービスのあり方について、新年

度は今後の名寄市を展望するときに市民に対しど

のようなサービスと負担のあり方等について指示、

提示をするのか、基本的な考えをお伺いをいたし

ます。

大きな３点目、保健、医療、福祉行政について

でありますが、１つに子ども・子育て支援につい

て、今後の子ども・子育て支援施策、例えば医療

や保育、保健衛生等の施策の拡充に向けた基本的

考えについてお伺いをいたします。

２つ目には、障害者、高齢者福祉及び介護保険

等についてお伺いいたします。障害者、高齢者福

祉施策の拡充に向けての基本的な考えと介護施設

の現状と課題についてお伺いをいたします。

３つ目には、信頼、安心の医療体制についてで

ありますが、名寄市立病院の年度末決算の見通し

と診療報酬改定の動向について、患者さん中心の

医療の現状と課題についてお伺いをしたいと思い

ます。

さらに、地域医療構想を踏まえた名寄市立病院

等の役割機能と策定中の新名寄市立病院事業改革

プランの論点についてお聞かせをいただきたいと

思います。

４つ目は、新たな国民健康保険制度についてで

ありますが、平成３０年から国保都道府県化につ

いて、北海道と名寄市の役割、市民の影響につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

大きな４つ目でありますが、経済、建設行政に

ついて。１つには、地域経済に必要な人材、雇用

確保と安定した公共工事確保について、地域経済

を支える人材、雇用確保の現状と安定した公共工

事及び有効な支援策についてお聞かせをいただき

たいと思います。

２つ目には、名寄の冬を楽しく暮らす条例と除

排雪体制の見直しについてでありますが、今冬の

市民の声及び条例の趣旨を踏まえた抜本的な除排

雪体制整備についての基本的な考えについてお伺

いをいたします。

３つ目には、ＴＰＰ大筋合意の影響と農業振興

についてでありますが、ＴＰＰ大筋合意による名

寄市農業への影響と今後の農業振興の課題につい

てお伺いをいたします。

４つ目には、にぎわいと商工業等の振興につい

て、中心街のにぎわいと中小企業振興条例改正に

向けた主要な論点についてお答えをいただきたい

と思います。

また、次代を担う若い人たちの起業、この現状

と課題及び支援施策についてお尋ねをしたいと思

います。

５つ目には、公契約条例制定に向けた今後の取

り組みについてお答えをいただきたいと思います。

大きな５番目、最後になりますが、教育行政に

ついて。１つに、教育行政執行方針の基本姿勢に

ついて、学校教育施策推進における建設投資を除

く教育予算の推移及び教職員の環境改善の取り組

みをお伺いをいたします。

さらに、特別支援教育の現状と課題についても

お伺いをするところであります。

２つ目、教科書採択の現状と課題については、

午前中のやりとりもございますので、この壇上に

おいて割愛をさせていただくことを御了解いただ

きたいと思います。

最後になりますが、名寄市立大学の当面の課題

について、今後の大学経営と交付税単価等の見通
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しについて、あるいは保健福祉学部再編議論当時

と取り巻く環境の変化があればお答えをいただき

たいと思います。

また、直近の学生応募、就職の入り口、出口の

関係でありますが、その傾向と地元定着に向けた

基本的考えや今後の施策展開についてお伺いをい

たします。

また、地域の知の拠点として位置づけられるコ

ミュニティケア教育研究センターの役割について、

市民にもわかりやすく説明をお願いをしたいと思

います。

最後、保健福祉学部完成後の大学自治と設置者

の基本的な役割についてお尋ねをして、壇上にお

ける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） 熊谷議員から大項目５点

にわたって御質問をいただきました。大学を除く

教育行政以外に係るところをまず私から答弁をさ

せていただきます。

大項目１、平成２８年度市政執行方針について、

小項目１、安倍政権と名寄市政のかかわりについ

てでございます。我が国の経済は、アベノミクス

の第１ステージの取り組みであります大胆な金融

政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略から成る３本の矢の経済財政政策により、

デフレ脱却、経済再生に向けて大きく前進をして

きておりますが、現状においては企業収益は過去

最高水準にあるものの、設備投資や賃金は十分に

は回復しておらず、地方においても経済の好循環

の影響が十分に行き渡ったとは言えない状況にあ

ると認識をしており、またＴＰＰ交渉の大筋合意

については、農業を基幹産業としている本市とし

ては農業の存続にかかわる重要な案件であると認

識をしております。国においては、アベノミクス

第２ステージとして希望を生み出す強い経済、夢

をつむぐ子育て支援、安心につながる社会保障と

いう新３本の矢を掲げ、強い経済を実現し、少子

高齢化に正面から取り組むとしており、平成２７

年度補正予算と２８年度予算案において一億総活

躍社会やＴＰＰ関連政策大綱の実現に向けた施策

が反映をされているところであります。私として

は、ローカルアベノミクスの推進を含め、こうし

た目標が着実に実施をされ、地域の活性化や暮ら

しの安心が確保されることが重要であると考えて

おりますし、消費税増税や原発再稼働、集団的自

衛権の行使につきましては我が国の社会保障やエ

ネルギー政策、安全保障上の極めて重要な問題で

ありますので、引き続き国における審議を始め、

国民の声を十分に聞きながら政策を推進をしてい

ただきたいと考えております。

次に、小項目２、市政執行方針の基本姿勢につ

いてでございます。人口の減少や少子高齢化の進

展、地域経済の低迷、地方分権や地方創生の推進

など、地域を取り巻く社会経済情勢が大きく変化

をする中で、本市においても厳しい市政運営が余

儀なくされると考えております。このような情勢

のもと、健全な財政運営を基調に基礎自治体とし

て調和のあるまちづくりを進めるにためには、よ

り計画的かつ効果的、効率的な市政運営に努める

とともに、民間の発想力とスピード感を持ちつつ、

地域の資源と特性を生かした取り組みが必要不可

欠であると考えており、そのため平成２８年度の

市政推進の基本的な考え方として、民間会社的発

想での行財政運営、さらなる市民参加とよりわか

りやすい行政運営、情報公開、地域の宝、財産、

特色に徹底的にこだわったスケールの大きなまち

づくりの３点を掲げさせていただきました。この

３つの考え方は、私の政治姿勢の基本であります

ので、今後もこの考え方を根底に据えるとともに、

現在策定を進めております第２次総合計画はまさ

に本市の１０年後の姿や基本理念を市民の皆様に

お示しするものでありますので、この計画を政策

の基本としながら、市民の皆様との協働のもと、

明るく元気なまちづくりに全力を傾注してまいり

ます。

小項目３、今後の財政展望についてお答えをい
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たします。国の財政事情は、平成２８年度末には

主要先進国中最悪の水準である対ＧＤＰ比２０５

％程度となる見込みで、極めて深刻な状況にござ

います。こうした厳しい財政事情のもと、平成３

２年度までに国、地方をあわせた基礎的財政収支

の黒字化に向けて昨年６月に閣議決定をした経済

財政運営と改革の基本方針２０１５、いわゆる骨

太の方針２０１５における地方行財政改革におい

ては、地方の一般財源の総額について平成３０年

度まで、平成２７年度地方財政計画の水準を下回

らないよう実質的に同水準を確保すると注記をさ

れ、地方財政に一定程度の配慮がなされました。

その結果、平成２８年度の地方財政対策は、地方

が地方創生などの重要な課題に取り組みつつ、安

定的な財政運営ができるように地方の一般財源総

額について前年度 １兆円上回る６１兆 ７９２

億円となりました。このうち地方交付税は前年度

と同程度の１６兆 ００３億円となりましたが、

別枠加算については地方税収の動向などを踏まえ

廃止となっております。こうした中、本市の平成

２８年度一般会計予算案は、前年度比 ９％増の

２３４億 ９２７万 ０００円となり、過去最高

の予算規模となりました。これは、大学図書館や

名寄東小学校や風連中央小学校といった義務教育

施設の改修、改築事業などの大型事業を初め、総

合戦略の具現化に向けた事業について予算を計上

させていただいたことが大きな要因でございます。

御質問いただきました本市の今後の中長期財政

展望ですが、歳出では社会保障関係費の増加が見

込まれることに加えて、今後数年間は大学の新棟

や義務教育施設の改修など大規模な普通建設事業

が続くことが想定をされるとともに、総合戦略の

進化を目指し、新たな財政需要も考えられるとこ

ろであります。一方、歳入では、人口減少や少子

高齢化に伴い市税収入の落ち込み、さらには本市

歳入の重要な財源である地方交付税の段階的な縮

減など、本市の今後の財政運営はより厳しさを増

すものと考えられます。市の貯金である基金につ

いては、平成２７年度末現在で約７５億円、備荒

資金超過納付金については約２７億円ではありま

すが、市の借金である市債の残高は平成２６年度

より増加をしている状況であります。こうしたこ

とから、今後は将来を見据えて真に必要な事業の

厳選を行い、また事業の実施に当たっては特定財

源の掘り起こしなど財源の確保を十分に検討をし

なければなりません。さらには、公共施設等総合

管理計画を策定をし、公共施設の適切な維持管理

を行っていく必要があります。さきにもお答えを

しましたとおり、骨太の方針２０１５では平成３

０年度までは地方の一般財源を確保すると注記は

されているものの、それ以降につきましては国の

財政事情により地方への厳しさが増すことも考え

られますので、国の動向には十分注視をしながら、

現在策定中の第２次総合計画や総合戦略の各施策

を着実に推進をしていくためにも、引き続き事業

の効率化を図り、基金や公債費について適正に管

理をし、将来世代に過大な負担を引き継がないよ

うに財政健全化に努めていかなければなりません。

大項目２、市民が主役のまちづくりについて、

小項目１、合併１０年後の住民自治確立について

を申し上げます。新市誕生以来、本年で１０年を

迎え、この間まちづくりの中心的な担い手である

町内会や単一町内会では解決ができない課題に連

携して対応する地域連絡協議会の活動などに対す

る支援を行い、市民と協働によるまちづくりを推

進をしてまいりました。今後の住民自治の確立に

つきましては、現在第２次総合計画策定に向けた

審議を行っているところですが、その審議に向け

多くの市民から多角的な意見をいただくため、市

民ワークショップのほか、町内会長からのアンケ

ート調査や聞き取りなどを実施をし、さまざまな

意見や課題を伺っているところです。今後の審議

の中でそれらの意見を参考としつつ、地域の特性

を踏まえながら、住民と行政が協働して地域を支

えていく仕組みづくりについて、地域と行政の役

割を明確にするとともに、地域が求める自治組織
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のあり方について検討をしてまいります。

小項目２、市民力、職員力について申し上げま

す。私は、かねてより市と民間との連携、市民と

の対話、さらには近隣市町村との連携により、地

域を挙げてのまちづくりを今後進めていかなけれ

ばならないと申し述べさせていただいております。

これは、市民や民間団体としっかりと膝を交えて

対話をし、連携した中での官民が一体となった施

策の推進、こうしたことが市に求められていると

いう考え方からでございます。そのためには、ま

ず職員力を上げることが重要であると考えており、

職員の資質を向上するために、他の機関への職員

の派遣や接遇、政策形成などに関する研修を実施

をしているところであります。また、議員御指摘

のとおり、私のみならず市の職員それぞれが市民

の皆様と対話をし、連携することは、市政の推進

に当たり最も基本的なことであると考えておりま

すことから、職員全体に市民は主役であるとの意

識と職員みずからが現場に足を運んで問題の解決

を図る、現場重視の姿勢の徹底を図っております。

一方、市民の皆様の郷土を愛する気持ちや豊か

な発想と行動力、共助の精神などは、本市にとっ

て非常に大きな力となるものであり、この力を結

集した市民力をまちづくりに生かしていきたいと

考えておりますことから、今後におきましてもよ

りわかりやすい情報発信に加え、外部人材の活用

による市民議論の活性化やワークショップ形式等

による対話型議論の場の提供など市民力の向上を

図るための取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。本市は、自治基本条例の理念に基づき、

市民と市の協働のもと市民主体のまちづくりの実

現を目指しており、市民力と職員力の向上に努め

ながら、オール名寄の体制で明るく元気なまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。

小項目３、今後の負担とサービスのあり方につ

いてでございます。負担とサービスのあり方につ

いては、この間施設使用料の見直しや補助金、負

担金等の見直しにおいて検討した経過がございま

す。特に施設使用料については、旧市町の考え方

を踏襲をしており、施設の有料、無料の統一と特

例的な扱いについては廃止をしてきたものの、新

市としての統一した基準の設定が課題であると認

識をしておりまして、現在国が予定をする消費税

の値上げもにらみながら、平成２９年４月の新基

準導入に向けて作業を進めているところでござい

ます。施設使用に関する市民負担については、厳

しい財政状況の中で多様化する市民ニーズに対応

し、施設を適切に維持するためには、利用者に応

分の負担をお願いをすることは不可欠であり、本

年度オープンをしたＥＮ―ＲＡＹホールにおける

使用料の検討がその先駆けになるものと考えてお

ります。基本的な考え方としては、施設のランニ

ングコストをベースに施設の性質と用途から区分

を設けて、利用者に負担をお願いをする割合を定

め、施設を振り分けて適用することで、旧市町間

の格差を解消した新市の統一基準になると考えて

おり、市民にとって公平、公正の確保につながる

ものと考えております。あわせて使用料の減免措

置や冷暖房料の基準の統一化を図るとともに、使

用料の値上げの程度によっては経過措置等の導入

も検討材料と考えております。

なお、現在データの整理及び検討の途中でござ

いますので、詳細については改めて議会に御相談、

お諮りをしながら、新たな基準を定めてまいりま

す。

大項目３、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、子ども・子育て支援についてお答えをい

たします。当市の子ども・子育て支援につきまし

ては、平成２７年第１回定例会におきまして御承

認をいただきました名寄市子ども・子育て支援事

業計画を柱に、この１年間実践をしてまいりまし

た。この計画は、子ども・子育て支援法が本格施

行されたことに伴い策定をしたものですが、この

中でも国の財政的支援が受けられる地域子ども・

子育て支援事業を中心に子育て環境のさらなる充

実、拡充を行ってまいりました。平成２７年度の
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成果といたしましては、名寄市地域子育て支援セ

ンターひまわりらんどを開設することができまし

た。このことは、子育て世代の市民には大変大き

な前進であったと思います。現在この施設をさら

に有効活用していただけるよう、施設の持つ機能

の充実を図るために、保健センターの保健師や名

寄市立大学と連携をするための調整を行っている

ところであります。

ひとり親支援といたしましては、名寄市ひとり

親支援に関する寡婦控除のみなし適用の運用を定

める要綱を策定をし、昨年９月１日から適用して

おり、名寄市特定教育、保育施設等に関する利用

者負担額、病後児保育事業、一時保育事業、延長

保育事業において支援体制の充実を図ったところ

であります。平成２８年２月２４日には、延べ９

回目の名寄市子ども・子育て会議を開催をし、各

事業の進捗状況を報告をさせていただき、了承い

ただいたところであります。現在は、さらに地域

子ども・子育て支援事業を拡充、実践をするため、

ファミリーサポートセンター事業の実施に向けて

準備を進めており、当市子育て環境はさらに充実

をしていくと考えております。

今後の当市における子ども・子育て支援の充実、

拡充についてですが、乳幼児については公設保育

所の老朽化が進んでおり、建てかえ、統合も視野

に検討していかなければならない時期になってお

ります。この件につきましては、地域総合計画で

も事業として掲載をする予定となっておりますの

で、市民の意見を聞きながら、また民間活力が最

大限導入できるよう支援も視野に入れ、一時保育

や子育て支援事業など公設保育所の役割や配置を

検討していかなければならないと考えております。

予防接種対策につきましては、予防接種法に基

づき伝染のおそれがある疾病の集団発生及び蔓延

を予防するため、またはかかった場合の病状の程

度が重篤になることを予防するために、子供の定

期予防接種を公衆衛生の見地から実施をしてきて

ございます。平成２８年４月からは、これまで北

海道は日本脳炎ウイルスを媒介をするコガタアカ

イエカが道内には生息をしていないことから、日

本脳炎の予防接種を行う必要がないと認められる

区域に指定されておりましたが、現在は道外や海

外に行き来をする機会がふえていることなどから、

日本脳炎に係る区域指定が解除されたことに伴い、

当市においても新たに日本脳炎予防接種を定期予

防接種として実施をしてまいります。また、現在

Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種化についても厚

生労働省の予防接種基本方針部会で承認をされ、

平成２８年１０月からの導入に向け、法令、通知

等の改正作業が進められてきております。安全な

ワクチンであってもごくまれに重篤な副反応が起

こる可能性も伴いますので、医療機関の協力を得

ながら有効かつ安全な予防接種が実施できるよう

に接種体制の構築や周知等に努め、予防接種施策

を円滑に進めてまいりたいと考えております。今

後も名寄市子ども・子育て支援事業計画の基本理

念でありますここで育って、ここで育ててよかっ

たと言えるまちづくりを目指して施策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

小項目２、障害者、高齢者福祉及び介護保険事

業等についてお答えをいたします。初めに、障害

者の福祉施策の拡充に向けての基本的考え方につ

いて申し上げます。本市の障害者の福祉施策につ

きましては、平成２７年３月に策定をした第４期

名寄市障害福祉実施計画に基づいて実施をしてい

るところであります。本市の現状といたしまして

は、社会資源や障害福祉サービスが充実してきて

いる状況がありますが、国が示している地域生活

支援拠点の整備を今後進めていく際には、緊急時

の短期入所の受け入れなどのまだ十分には整備が

されていない面の検討を行うようにし、障害のあ

る人が住みなれた地域で安心して暮らしていくこ

とができる地域づくりに引き続き取り組んでいき

たいと考えております。

次に、高齢者の福祉施策につきましては、高齢

者保健医療福祉計画、介護保険事業計画に登載さ
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れているものだけでも種類及び内容が多岐にわた

っております。従来から行っております認知症施

策につきましては、平成３０年から事業を開始す

る認知症初期集中支援推進事業の準備として、関

係職員の研修及び関係機関との体制構築に向けた

検討の開始、また従来実施をしておりました認知

症サポーター養成講座では小中学校での開催を予

定をするなど、認知症についての正しい知識と理

解を深めるための取り組みや早期診断、早期対応

に向けた支援体制の構築を推進してまいりたいと

考えております。今後も名寄市高齢者保健医療福

祉計画、介護保険事業計画の基本目標であるみん

なで助け合い、健康で安心して暮らせるまちづく

りに向けた高齢者施策を推進をし、高齢者が可能

な限り住みなれた地域においてその有する能力に

応じ、生きがいと尊厳を持って自立した日常生活

を営むことを支援をしてまいります。

介護施設の現状につきましては、名寄市が指定

管理を行っております社会福祉法人名寄市社会福

祉事業団の現在の入所状況を申し上げますと、清

峰園では入所定員１００名に対し９０名の入所、

しらかばハイツでは入所定員８０名に対し７０名

の入所となっており、合わせて２０名分のベッド

が介護職員が不足していることにより定員を充足

させられない状況との報告を受けているところで

あります。また、定員充足に向けた不足している

介護職員の確保につきましては、随時ハローワー

クを通じて募集を行っておりますが、応募がない

状況であり、平成２７年度につきましては介護職

員の採用試験も３回実施をしたと報告を受けてお

ります。介護職員の不足につきましては、市内の

事業所共通の課題と考えておりますので、今後市

内の関係事業所の打ち合わせの場を設定をして情

報の共有を図りながら、連携をした取り組みを進

めてまいります。

小項目３、信頼、安心の医療体制についてお答

えをいたします。市立総合病院の本年度の決算見

通しについては、ことし１月末実績からの推測に

なりますが、現在のところ約４億円の赤字を見込

んでおります。平成２６年度決算と比較をいたし

ますと、入院、外来収益を含む医業収益では３億

０００万円ほど増収となっておりますが、人件

費で２億円、診療材料費等で１億円ほど支出がふ

えており、昨年度の会計制度の改正や旧精神科病

棟の除却費等といった特殊要因を差し引いた実質

損失と変わらない決算となる見込みでございます。

主な要因の一つといたしましては、救命救急セン

ターの取得による収支が考えられます。救命救急

センター取得のため、年度当初から医師、看護師、

看護職員等の人員配置をふやしたり、医療機器の

整備を行うなどの費用をかけておりますが、本稼

働までには準備期間が必要であり、救命救急セン

ターの高い診療報酬を得られる施設基準の取得が

昨年１０月であったことから、支出に見合う収入

を得ることができなく、収益が伸び悩んだ要因と

なっております。

次に、平成２８年度の診療報酬改定についてで

ありますが、医師らの技術料に当たる本体部分は

４９％の引き上げ、医薬品や材料の価格である

薬価部分は ３％の引き下げとなり、診療報酬全

体での改定率は ８４％の引き下げとなりました。

今回の改定では、地域包括ケアシステムの推進と

医療機能の分化、強化、連携に関することや重点

的な対応が求められる医療分野を充実することな

どの４つの視点で改定が行われており、市立病院

の収益に最も関係する部分としては、７対１入院

基本料の算定基準の一つである患者の重症度、医

療、看護必要度の割合が現在の１５％から２５％

に引き上げられることであります。市立病院にと

っては非常に厳しい内容でございますが、他の改

定内容も十分に精査をし、この地域における市立

病院の役割も考えながら、収支バランスのとれた

病院経営となるように引き続き収益の確保と支出

の抑制に努めてまいります。

次に、患者さん中心の医療についてであります

が、これは市立病院ほか多くの医療機関が基本理
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念として掲げておりますが、長い医療の歴史の中

で医師の指示に従う時代から自分の治療に主体的

に参加をし、選ぶ時代に変化をしてきたことのあ

らわれでございます。病院の立場からは、さまざ

まな治療法のメリット、デメリットを説明をし、

科学的根拠に基づいた医療を提供し、患者さんの

立場からは自身でも情報を得て、できるだけの理

解の上で治療方法の選択をしていただくというこ

とでございます。市立病院においては、医師を初

め多くの医療スタッフがこうした理解のもとで日

々診療に当たっておりますが、地域の医療機関の

状況から多くの診療科が多忙をきわめる中で、個

別には十分な対応とならないケースもあり、定期

的に患者満足度調査などを行いながら、傾向の把

握に努めているところでございます。今後は、さ

らに役割の明確化も図られていくことになります

ので、市立病院を御利用いただく患者さんのほか、

圏域の住民の皆様に対しても御理解を深めていた

だけるよう関係機関と協力をしながら進んでまい

りたいと考えております。

次に、地域医療構想を踏まえた市立病院の役割

と現在策定中の新名寄市病院事業改革プランにつ

いてでありますが、北海道が策定作業を進めてい

る地域医療構想の中では、病床機能の分化及び連

携を推進をしていくことが必要とされているとこ

ろであるとともに、２０２５年における病床機能

区分ごとの必要量が示されてきており、上川北部

圏域における高度急性期の必要病床数は２９２床

となっております。これは、市立病院の稼働一般

病床数と同数であり、これからも引き続き道北に

おける地域医療の拠点施設としての役割が強く求

められることになると思われますので、救急医療

並びに高度急性期及び急性期医療を提供できる体

制の整備を目指してまいります。

また、現在策定中の新名寄市病院事業改革プラ

ンにおいても国が示したガイドラインに基づき、

地域医療構想を踏まえた役割の明確化を含む４つ

の視点に立った改革が求められております。医療

機能の面では、先ほど申し上げましたとおり今後

も高度救急医療体制のより一層の充実を図ってま

いりたいと考えておりますし、広域連携の面では

圏域内のプライマリーケアを担う診療所や開業医

と慢性期医療を担う病院等と役割を分担をし、医

師派遣事業や道北北部連携ネットワークシステム、

通称ポラリスネットワークを活用しながら、地域

連携の実現のために取り組んでまいりたいと考え

ております。

新ガイドラインの中では、経営の効率化などに

よりプラン策定期間の平成３２年度までの黒字化

も求められているところでございます。目標の達

成は容易ではないと考えておりますが、医師を初

めとする医療スタッフを適切に確保し、必要な医

療機能を備えた体制を整備をすることで、地域住

民が安心して生活ができる医療提供体制の整備と

持続可能な病院経営を目指してまいりたいと考え

ております。

大項目３、小項目４、新たな国民健康保険制度

についてです。昨年５月に国保の都道府県化が明

記をされた持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律が成

立をし、平成３０年度から国民健康保険の財政運

営の責任主体が市町村から都道府県に移行をし、

都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営

のための中心的役割を果たすこととなりました。

一方、市町村は被保険者の資格管理、保険料の賦

課、徴収、保険証の発行、医療費の適正化に向け

た保健事業など地域におけるきめ細やかな事業を

引き続き担ってまいります。これらの役割分担の

もと、都道府県は市町村ごとに年齢調整後の医療

費水準や所得水準を考慮して納付金の額を決定を

し、その納付金を納めるために必要な標準保険料

率を市町村に提示公表をいたします。市町村は、

これを参考に保険料の賦課、徴収を行うこととな

ります。

また、今回の改革では、財政支援の拡充による

国保の基盤強化が図られ、これに伴い国保加入者
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の保険料の負担軽減やその伸びの抑制が可能とさ

れており、平成２７年度には保険者支援として低

所得者対策に約 ７００億円の予算措置があり、

名寄市においても約 ６００万円の交付を受けま

した。さらに、平成３０年度からは財政調整交付

金の実質的増額、自治体の責めによらない要因に

対する財政支援、保険者努力支援制度など合わせ

て約 ４００億円の財政支援が予定をされており、

保険者努力支援制度につきましては特定健診や後

発医薬品の使用割合などが評価項目となっており

ます。平成２８年度から前倒しで実施をされる予

定であります。北海道から示される標準保険料率、

納付金の額、保険者努力支援制度などにつきまし

ては、一定程度考え方が示されてはおりますが、

具体的な仕様や数値はまだ示されていない状況で

ありまして、特に納付金につきましては国保加入

者の保険料への影響が懸念されることから、引き

続き情報収集に努めるとともに、加入者の負担が

過大なものとならないように注視をしてまいりま

す。

大項目４、経済、建設行政、小項目１、地域経

済に必要な人材確保と安定した公共工事確保につ

いてお答えをいたします。本年１月末のハローワ

ーク名寄管内の建設業に係る技術者の有効求人倍

率は ８３倍となり、求人数５３人に対し求職者

が６人という状況で、建設業に係る作業員につい

ては有効求人倍率 １７倍となり、求人数３８人

に対し求職者１２名という状況であり、建設業で

は技術者、作業員とも依然として人手不足の状況

が続いております。中小企業に対する支援制度見

直し議論の中でも、建設業関係者からは人材を募

集しても応募がない実態や採用しても一定期間で

離職をしてしまうなどの声をお聞きをいたしまし

た。このような状況を踏まえ、人材確保策として

これまでも新卒者を含む若年採用者に対する実践

的な教育訓練への支援を行ってきておりますが、

今後不足することが予測される各種技能者を確保

するための人材育成に対する支援の拡充、さらに

は雇用対策として市内のみでは賄い切れない労働

力を市外から確保するための対策が求められてい

ることから、これらを改善するための施策につい

て現在検討をしております。

また、安定した公共工事の確保について、全国

的には東日本大震災の復興や東京五輪などハード

事業による財政出動が日本経済を牽引する役割を

果たしており、北海道内でも公共事業量が増加傾

向にございます。名寄市が行う公共工事に関して

は、駅前交流プラザよろーなや市民文化センター

ＥＮ―ＲＡＹホールなど大型事業と並行して市民

生活に密着した道路整備等については国の社会資

本整備総合交付金等有利な財源を活用し、一定の

水準で発注規模の確保を行ってきております。ま

た、全国的に高度成長期以降に集中的に整備をさ

れた道路、橋梁、公営住宅などの長寿命化計画に

基づいた安心、安全な施設整備につきましても、

新たな事業として実施をしてきておりますが、国

からの補助金や交付金については名寄市の要望額

に対して満額の配分となっていないことから、計

画的な事業実施について難しい部分もございます。

引き続き今後も地元企業の発注機会を確保すると

ともに、国、道に対しても名寄市が実施をするイ

ンフラ整備に係る予算の割り当てと長寿命化対策

のさらなる支援について要望し、安定した公共工

事の確保に努めてまいります。

小項目２、名寄の冬を楽しく暮らす条例と除排

雪体制の見直しについてでございます。現在の除

排雪体制の見直しにつきましては、除排雪担当部

局はもとより市民の皆さんの意見も参考にしてい

ただき、分析、研究を行っているところでござい

ます。これまでも除排雪の手法については、平成

２２年度から交差点の拡幅排雪、平成２５年度か

らは雪の堆積が可能な場所での積み上げ除雪によ

る道路拡幅と幹線道路の排雪回数を増加しての幅

員整備によって、緊急車両やバス路線の確保など

新たに取り入れまして、一定の成果を上げており

ます。除排雪作業は、その年の降雪頻度や降雪量
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によっては早朝の新雪除雪の作業が最優先されま

す。今シーズンのように連日の除雪がある場合に

は、排雪や他の作業におくれが生じるなどの現状

を踏まえた中、市民から多い要望でありますシー

ズン１回の生活道路の排雪を複数回実施をしてほ

しい、また新設のかき分け除雪により発生をする

間口の置き雪の処理を行政で対応してほしいなど

の課題解消のために、今後もさらに新たな手法に

ついて試行策などを含めて実施をしてまいりたい

と思います。抜本的な体制の再整備等を早急に図

ることは難しいとは思いますが、冬期間の市民生

活の環境改善に向けて鋭意努力を重ねております

ことに御理解、御協力をお願いをいたします。

小項目３、ＴＰＰ大筋合意の影響と今後の農業

振興についてでございます。環太平洋経済連携協

定については、昨年１０月の大筋合意を受け、国

及び道から農業分野における影響について公表さ

れました。国においては、国内の生産額計約６兆

０００億円のうち ３００億円から １００億

円が減少すると試算をしております。道では、道

内農林水産物の生産額が全体の３から４％に当た

る４０２億円から５９８億円程度目減りをすると

の試算を公表しておりまして、特に酪農、畜産で

の影響が大きいとしてございます。名寄市におい

ては、現在それらを参考に影響額において調査研

究をしているところであります。影響を受ける主

なものを申し上げますと、小麦についてはマーク

アップの引き下げにより、国内産価格の定価が想

定をされております。てん菜については、チョコ

レート等の加糖調製品の関税引き下げに伴い、国

内精製糖の価格低下が想定をされております。牛

肉や牛乳についても関税引き下げにより影響を受

けることが想定をされております。引き続き分析

を行い、影響額等について算出をしてまいりたい

と考えております。この間市議会においても反対

決議や意見書が採択をされておりますので、その

内容を十分に考慮して、生産団体はもとより北海

道や関係市町村と連携をし、取り組んでまいりた

いと思います。御理解をいただければと思います。

次に、今後の農業振興上の課題につきましては、

策定中の総合計画や農業振興計画で明らかにすべ

く検討しておりますが、現在生産者へのアンケー

ト調査や地区別懇談会等で御意見をいただいてい

るところであります。また、昨年１０月に策定を

いたしました名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略において近々の課題を明らかにしたところで

あります。この中でも農繁期における労働力不足

が課題となっていることから、労働力確保に向け

ての調査研究に取り組み、労働力の確保に向けた

方策を検討してまいります。

また、市内農業者の高齢化により、担い手の確

保対策は重要な課題と認識をしており、新規就農

者や後継者対策の施策に向けては現在名寄市農業

担い手育成センターの中で検討し、第２次の農業

・農村振興計画に必要な施策を反映させていくべ

く取り組みを進めているところでございます。名

寄市においては、近隣に比べて一定の後継者は確

保されており、元気な若手農業者も多いことから、

市の単独事業はもとより国などの事業の有効活用

を含めて検討しながら、持続可能な農業の推進に

努めてまいります。御理解をお願いをいたします。

小項目４、にぎわいと商工業等の振興について

でございます。名寄地区中心街におきましても空

き店舗の減少に歯どめがかからず、名寄商工会議

所が実施をした商店街経営動向調査においても約

６７％の事業者において後継者がいない状況でご

ざいます。中心街ににぎわいを創出するための対

策の一つとして、商店街にさまざまな業種の店舗

があり、買い物やそこに行くことにより楽しみが

感じられる雰囲気を抱かす商店街づくりも中心街

のにぎわいを創出をするための取り組みの一つと

して重要であると考えております。そのためにも

中小企業者の自主的な努力を基調としつつ、空き

店舗を減らすため、行政側からのきっかけづくり

としての誘導策を実施をすることが必要であり、

その方向づけとして、まず既存店舗の経営を継続
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をしてもらうために、国が少額の設備投資に対し

ても支援をすることとなったことから、本市にお

いてもこれに連動して補助要件のハードルを国の

事業並みに下げて、さらに市内各業者については

国の事業を積極的に活用してもらって、事業が採

択された場合は上乗せの支援をするなどが必要で

あり、関係団体からも要望が来ております。また、

空き店舗を減らすために新たに中心街での営業を

始められるための誘導策として、既存支援策の対

象業種枠の拡充、さらには市内外から中心街での

創業を促すなどの取り組みが考えられますが、い

ずれにしても金銭的な支援だけでなくて、情報提

供、経営相談、国などの申請事業など関係機関が

連携した多岐にわたるサポート体制を確立するこ

とも側面的な支援として不可欠であると考えてお

ります。

今回の支援制度の見直しに伴う中小企業振興条

例の改正に係る主な考え方については、総合戦略

の主目的である人口減少に歯どめをかけるため、

取り組むべき具体的な施策の一つとして、市外か

ら本市において新たに創業する移住者などの既存

の対象であった市内で事業を営む中小企業者以外

の者にも施策的に対象とすること、また後継者が

不足をする中、事業継承についても相談業務を含

めて支援が必要あること、また技術者などの人材

の育成確保、不足をする雇用確保など行政が一定

の誘導をすることにより、それらの改善のきっか

けづくりを行うための具体的な施策について現在

検討を進めております。

起業及び創業の現状については、毎年四、五件

の起業、創業の実績がありますが、市内で事業を

営んでいる事業者以外は既存制度には支援メニュ

ーがなくて、本市において創業等を促すためにも

制度設計が必要となっております。一方、国の制

度では創業に係る助成がございますが、平成２７

年度から産業競争力強化法に基づく創業支援事業

計画を策定及び認定を受けなければ申請者が創業

を行う市町村において国の支援を受けることがで

きなくなりました。このことから、本市において

は既に創業支援事業計画を策定をしている旭川市

を含む１市３町の計画に名寄市を含めた道北５市

が加わる形で変更申請をし、昨年１０月２日に認

定を受けたところでございます。このことからも、

本市においては創業に係る市独自の支援制度が確

立をされた場合に、国の事業とあわせて支援を受

けることも制度設計によっては可能となることか

ら、インセンティブが高い本市独自の移住施策と

しても提供することができることになります。こ

のような状況も踏まえて、移住施策等も含めた複

合的な効果を生み出す創業支援についても検討し

ていきたいと考えております。

小項目５、公契約条例制定に向けた今後の取り

組みについてでありますが、本市においては平成

２５年１２月１６日に名寄市公契約に関する指針

を定めてございます。本指針では、市が締結をす

る公契約において公平、公正で透明性の高い入札

と契約を実施をし、品質の高い適正な履行を確保

した上で、地域経済の発展と安心して働ける労働

環境の確保を実現することを目標に具体的な措置

を明確化してございます。これらの内容について

は、毎年４月に開催をしております建設業者説明

会の場などを活用し、周知、指導を行っておりま

す。また、公共工事においては、施工現場におけ

る労働環境の改善に向けて平成２７年４月から全

ての工事に提出が義務づけられた施工体制台帳に

基づき、監督員による労務体系の内容確認と現場

管理の一層の徹底を行っており、その運用に当た

っては庁内連携のもと現場指導に当たっておりま

す。さらに、適正な賃金水準の確保につきまして

は、建設工事を初め各業務における予定価格の積

算や仕様書作成を適正に行うよう業務担当職員に

周知をし、発注担当者への意識づけと現場管理の

徹底をさらに進めているほか、入札参加資格基準

への社会保険の加入要件についても実現可能な方

策を調査研究中であり、引き続き進めてまいりま

す。
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なお、条例の制定については、道内自治体では

条例化に至っている例が現在までないことから、

条例化に対する課題の検証も必要と考えておりま

す。今後も指針に基づく取り組みを基本としなが

ら、庁内での情報共有と連携のもと、事業所を初

め関係機関との相互理解を深め、調査研究を重ね

てまいりたいと考えております。

大項目５、教育行政について、小項目３、名寄

市立大学の当面の課題について申し上げます。初

めに、保健福祉学部再編の議論当時、一昨年の名

寄市立大学再編構想調査特別委員会での審議当時

との環境の変化について、地方交付税の見通しを

含めて申し上げます。まず、地方交付税の平成２

７年度学生１人当たりに措置される単価について

は、保健福祉学部が１９７万 ０００円、短期大

学部が６０万 ０００円でした。当時の特別委員

会に提出をした今後の収支見通しでは、平成２６

年度の単価、これは学部１９９万 ０００円でし

た。これを基本に毎年２％の減少率で試算をして

おりましたが、減少率は１％となったということ

です。

なお、今後も収支見通しについては、毎年２％

程度の減少率で試算を行う予定であります。

次に、当時との取り巻く環境の変化については、

１点目として入学料の減額改定が挙げられます。

総務文教常任委員会の審議を経て、昨年の第３回

定例会で入学料減額の条例改正を議決をしていた

だきましたので、引き続き全国、全道から優秀な

受験生確保を目指してまいります。２点目として、

旭川市における公立大学設置構想が挙げられます。

新年度の旭川市予算に調査費が計上をされており

ますので、注意深く見守っていくとともに、より

一層魅力ある大学づくりに努めていく必要がある

と考えております。

次に、平成２８年度の入試志願状況について申

し上げます。昨年１１月に実施をした推薦入試は、

４学科合わせて７５名の募集に対して１８８名応

募がございました。うち４９名が新設となる社会

保育学科の志願者で、社会保育学科を除く３学科

計では前年比８名の減となりました。また、先月

２５日に実施をされました一般入試前期では、４

学科合わせて９６名の募集に対しまして３６０名

の応募がございました。うち６３名が社会保育学

科で、社会保育学科を除く３学科計では前年比５

９名の減となりました。

なお、社会保育学科の志願者の内訳については、

短期大学部児童学科では１割に満たなかった道外

の志願者が一般前期入試においては３割を超える

状況となっております。平成２７年度卒業生の就

職内定状況については、３月１日現在看護学科、

児童学科においては就職希望者の１００％、栄養

学科においては８ ８％、社会福祉学科において

は８ ６％、４学科合わせて９ ４％となってお

ります。なお、名寄市内への就職者は、合計で１

４名となっております。

次に、卒業生の地元定着に向けた取り組み、施

策展開などについて申し上げます。市立総合病院

の看護師確保を目的に平成２５年に大学と病院合

同の検討会議を設置をし、情報交換、指導者研修

会並びにナースカフェ等の取り組みを重ねており

まして、新年度は市立総合病院で６名を採用する

予定となっております。

また、新たな施策の展開といたしましては、１、

ハローワークなどとの連携を強化する人材定着化

推進会議の設置、２、市内に就職を希望する４年

生に対して助成をする地域定着促進修学資金助成

事業、３、市内の事業所等に就職をした学生に対

して家賃等を助成をする定住促進住宅助成金事業

などを総合戦略に登載をして実施を予定をしてお

ります。

次に、新年度に開設をするコミュニティケア教

育研究センターについては、これまで産業振興な

ど地域貢献の役割を担っていただいた道北地域研

究所と市民と大学との交流、連携などの役割を担

ってきた地域交流センターを組織統合して新たに

設置をするものでございます。新センターでは、
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教育、研究、地域貢献を３つの柱に据えて、名寄

市はもとより定住自立圏など道北地域の知の拠点

となるような取り組みを進めてまいります。

なお、市民の皆さんに対するセンターの役割や

事業内容については、４月以降に広報やホームペ

ージを通してわかりやすく説明をしてまいりたい

と考えております。

次に、学部再編後の設置者の基本的な役割など

について申し上げます。平成２８年度からの社会

保育学科設置による保健福祉学部の再編により、

子供から高齢者までケアのあり方を幅広く研究す

ることができる学科構成となりました。市立大学

を取り巻く環境は、我が国の１８歳人口が２０１

８年ごろから減少する２０１８年問題、旭川市の

公立大学構想、新設のコミュニティケア教育研究

センターの充実、地域とのさらなる協働、卒業生

の地元定着化、新棟建設を含めた施設整備など本

学として多くの課題を抱えております。今後は、

これらの諸課題を解決をしながら、将来の目指す

べき指針である名寄市立大学の将来計画を策定す

る必要があります。平成２８年度中に将来計画を

策定をいたしますので、設置者としての考え方に

ついては計画策定の中でお示しをするとともに、

今後は大学当局との懇談の場を定期的に設けるな

ど円滑な大学運営に努力をしてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私のほうからは、大項

目５、教育行政について、小項目（１）、教育行

政執行方針の基本姿勢についてお答えいたします。

まず初めに、学校教育施策の推進における教育

予算の推移についてでありますが、名寄南小学校

の改築事業など大型事業に取り組んできておりま

すので、支出全体に占める比率は大きくなってお

りますが、学校運営に必要な経費や各学校に配分

される予算、いわゆる学校配当予算については大

きな変動はありません。また、教職員が自費で教

材を購入し、授業で利用しているのではないかと

いう指摘もいただいていることから、学校への配

当予算の根拠となる例年実施している各学校から

の予算要求ヒアリングについては、それぞれの学

校の要望事項を管理職と事務職員だけで積算し、

要望するのではなくて、教職員全体の要望をまと

め、優先順位を示しながら予算要望するよう取り

扱いを変更し、その旨を各学校に指示し、学校配

当予算の積算をしてきているところであります。

次に、教職員の教育環境の改善についてであり

ますが、本年度の教育職員の時間外勤務等の縮減

に向けた重点取り組み事項等の取り組み状況調査

によると、道教委として時間外勤務等の縮減に向

けて取り組みを推進している修学旅行等の勤務時

間の割り振り変更など、変形労働時間制の導入や

定時退勤日、時間外勤務等縮減強調週間の設定、

また中学校における部活動休止日の設定などにつ

いては各学校において制度の趣旨について理解が

なされ、これらの制度の活用が徐々に広がってい

る状況にありますが、依然として日常的な業務に

おいては教職員の時間外が恒常的に行われている

現状にあります。４定でもお話ししましたように、

このような状況を踏まえ、教育委員会としても現

在教職員の勤務実態について独自の調査を実施し

ているところであります。この調査については、

各種制度についての認識度や取得することが可能

な状況にあるのか、また時間外勤務の縮減に向け

てどのような対応が必要なのかなどについても調

査をして対策を検討しながら、今後の時間外勤務

時間の縮減等の取り組みを積極的に進めていきた

いと考えております。

次に、本市における特別支援教育の現状と課題

についてであります。本市の特別支援教育の推進

は、平成１７年度文部科学省の特別支援教育体制

推進事業、推進地域の指定を受けたときに始まり

ます。その後今日まで関係機関の組織や体制が整

備され、本市の特別支援教育も徐々に充実してま

いりました。しかし、一方で教職員の入れかわり
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や活動のマンネリ化などさまざまな要因により、

例えば名寄市特別支援連携協議会などの活動や関

係機関相互の連携などが十分に機能されていない

など、本市の特別支援教育の推進状況にさまざま

な問題点が指摘されるようになりました。このよ

うなことから、昨年度より本市の特別支援教育の

問題点を洗い出しながら、一つ一つ改善に努めて

いるところであります。例えば今年度は、幼稚園、

保育所、小中学校、高校、就労支援機関、団体が

特別支援教育に係るそれぞれの課題を共有し、解

決を図るため、名寄市特別支援連携協議会の専門

委員会の組織を拡充し、情報交流の活性化を図り

ました。また、本市の特別支援教育の現状と課題、

今後の取り組みの方向性等について共通理解を図

るとともに、教職経験に応じた資質向上のため、

初任者や転入者、初めて特別支援教育に携わる教

職員を対象としたり、学校や関係機関の管理職な

どを対象とした研修会を実施いたしました。

一方、小中学校の特別支援学級の状況を見ます

と、昨年度と比べ全体では在籍する児童生徒は１

割程度ふえております。したがって、ますます一

人一人の児童生徒の障害の実態等に応じた指導内

容、指導方法を工夫することが求められており、

緊要な課題となっております。教育委員会といた

しましては、障害のある児童生徒への指導のあり

方について適切な助言を提供するため、各学校に

は道立特別支援学校によるパートナーティーチャ

ー派遣事業や道立特別支援教育センターによる巡

回教育相談、本市特有の名寄市特別支援教育専門

家チームによる巡回相談の積極的な活用を促して

まいります。また、通常の学級には学習進度が著

しく遅い児童生徒やある教科が極端に苦手であっ

たり、周囲とコミュニケーションがとれなかった

りするなど、特別な支援を必要とする児童生徒、

いわゆる困り感を抱えている児童生徒がおり、こ

れらの児童生徒への個別指導を一層充実すること

も課題であります。このため、道教委の児童生徒

支援加配教員や市教委の特別支援教育学習支援員、

名寄市立大学との協定に基づくティーチングアシ

スタント派遣事業による学生支援員を十分に活用

し、各学校において複数の指導者、支援員による

一層きめ細かな指導体制を整えることができるよ

うサポートしてまいります。

さらに、授業においては、例えば聞いてもすぐ

忘れるなど聴覚系の認知に困難を抱えている児童

生徒には大事なことは文字で書いて示す、また書

いた文字が重なるなど視覚系の認知に困難を抱え

ている児童生徒には桝のあるノートを使用させる

などの支援を取り入れることにより、その他の児

童生徒にもわかる、できる授業、つまりユニバー

サルデザインの視点を取り入れた授業へと改善を

図るよう進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁をいた

だきましてありがとうございます。

再質問に当たって、冒頭も申し上げましたけれ

ども、この１年も含む５年、１０年のこれからの

ことを考えるときに、私的には最も重要なテーマ、

課題はやっぱり超少子高齢化への対応でないかと

考えております。まさにこれに関する各施策を集

中をすることによって、市民の安心や信頼をどう

高めていくかということにつながるのではないか

と思いますが、これにかかわってまず１つは、午

前中もやりとりのあった社会福祉事業団の関係で

お聞きをしたいと思うのですが、現状の状況、人

材が足りない、職員が不足をしている、ベッドが

あいているという関係等について、課題について

は、私ども会派も現場で働いている人たちの皆さ

んの苦悩や状況を事前に聞いておりますから、数

字の違いはございません。ただ、市長であると同

時に事業団の理事長ですよね、加藤市長は。この

現状に至っている認識というのは、どのぐらいの

時点からこういう状態であるかということについ

て御理解をいただいているのか、まずお答えをい

ただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 介護職員が満たされない

ことによってベッド数が出ないというか、稼働率

が１００になっていないという状況は、これは一

気に出てきたわけではなくて、徐々に徐々にこう

なってきたというふうに承知をしていますけれど

も、ここ何年かというか、この一、二年ぐらいの

状況でこのことが拡大していったというふうに認

識をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も所管の常任委員

長をやっていますけれども、同様の認識ではいた

のです。昨年もちょっと常任委員会で現状につい

てもお尋ねをしたのですけれども、あの施設がで

きているスタートの時点からそういう兆候はもう

既にあったという現場の声なんかもあったりして、

私どもも市長、理事長でもありますから、そうい

う共通認識が現場とのずれがやっぱりあったなと

いう感じがしているのです。急に１年、２年でそ

うなるわけではなくて、やっぱり現場労働の過重、

あるいはもちろん介護士さんが極端に数字が落ち

ているというのは最近の傾向なのかもしれません

が、トータルとしてベッドを全部利用している段

階でも、それの兆候は既に出てきているという認

識でありましたから、市長も６年たって、理事長

ももちろん６年ですね。これまで理事会の中でそ

ういう議論をお聞きになったことないのか、改め

てお聞きしたいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 具体的に欠員が出る兆候

が設置時からあったということに関しての議論と

いうのは、理事会では承知はしておりますけれど

も、当然職場環境が現場は非常に厳しい状況の中

で日夜御苦労されているという状況については、

その現場の状況も踏まえて理事会の中でそうした

事案、事例やそうしたことに関する議論は定期的

に行われていたというふうに承知をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 発注側というか、委

託側の名寄市長、加藤剛士さん、受ける側の指定

管理者の理事長の加藤剛士、このことについての

是非論は別にいいのですけれども、発注する側も

しっかり監督指導は、指定管理者制度導入時点で

もいろいろ私ども議論をしましたけれども、受注

する側の指定管理者としても施設を有効に、しか

し市民サービスに応えるという観点からすれば、

それぞれの役割というのは大きなものがあるわけ

なのですが、もうそういう認識は共通認識として

やっぱり弱かったのではないかというふうに私は

思っているのです。早くに気がついていれば、確

かにきついということもありますけれども、賃金

も他の業種から比べれば相当、大石議員の言葉を

かりれば１０万円は少ないというような話も含め

て、あるいは預ける側の家族もその要求、要望は、

在宅にいるようなイメージを想定をしながら、過

重なものを当然求めてくるというようなことで、

やっぱり役割そのものが相当負荷がかかっている

なというふうに思っていますけれども、改めてあ

した、あさってということになりませんけれども、

理事会を緊急に招集してでも善後策、社会的な全

国的な問題だから遅々として進まなくてもやむを

得ないのかなという感じがあるのかもしれません

が、新たな決意としてお答えをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ここ一、二年というか、

直近の期間に関して非常に欠員が厳しい状況にな

ってきているということについては、理事会でも

議論をさせていただいているところでありまして、

昨年は１２月の理事会において一定の給与改善の

新規採用に関しての規定改正も行っているところ

であります。また、今後は例年１０月ごろに実施

をしている職員採用試験を９月に行い、新卒の確

保に努めていくだとか、平成２８年度に事業団の

ホームページを開設をして、職員採用情報の発信

をさらに強く行っていくなど努力をしていきたい
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というふうに考えております。いずれにいたしま

しても、議員お話しのとおり、３月に１度理事会

を開催をさせていただいて、この現状について改

めて共通認識を前回でもお話をしていますけれど

も、改めて図らせていただいて、さらなる対応の

改善、進化に努めていきたいと思います。

あと、大石議員のところでもお話しさせていた

だきました。これは、我々事業団だけの問題でな

くて、市全体の介護職にも影響してくる問題とい

うことでありますので、この辺に関しては我々事

業団だけでいいということではなくて、全体の事

業者さんとの連携もしっかりと密にとりながら、

改善策をこれからも検討していきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろん責める一方

では、そういう認識はございませんけれども、ま

ず事業団がその気になって、課題、原因がもう明

らかなわけでありますから、現場の声も拝聴しな

がら一歩でも二歩でも、せっかくあるユニットご

とのベッドがあくことがないよう、そして待機数

は実質約２００人近く、ダブった人を除いても百

九十何ぼというふうに数字が出ておりますので、

最大限の努力を、保健福祉部そのものも新たな国

の急に決めることが勝手にどんどんどんどん出て

きて、その対応に追いついていかないという職場

の現状もあるのでしょうけれども、しっかり市長

を先頭に重要課題としてまず取り組んでいただき

たいと思うのですが、希望する働き手の中には、

若い人も資格を持っておられたりしているのです

けれども、このことについてはこれ１つ聞いて終

わりますけれども、やっぱり子育て中の方も、ど

うしても２４時間勤務ですから、子供をどうする

かと、深夜。たまたま市立病院が１年おくれで夜

間保育の本格的な取り組みに入りますけれども、

企業会計との関係はございますけれども、本当に

そういう面では民間の事業所も含めて、子ども・

子育て支援法が変わっていますので、あらゆる保

育施設の可能性を探ることも、条件をつくるとい

うことも重要かなというふうに思いますが、突然

の質問ですけれども、どのようにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 事業団職員の中でも子供

がいて、夜勤だとかも含めて２４時間の対応を求

められると。そのときにそうした施設が市立病院

がこれから計画していくであろう院内保育所での

受け入れも含めて検討できないかというふうなこ

となのでしょうか。このことに関して、院内とい

うことでの縛りがあるのかどうなのか、ちょっと

技術的なところ調べないとわかりませんけれども、

いずれにしても市内にも民間の受け入れる保育所

もございますので、その辺のところはよく職員の

皆さんとそうした該当する方にそういう要望があ

れば、しっかりと現場の声をよく聞きながら、対

応できるものはしていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） このことについては、

私どもの会派にも浜田議員という専門家がいます

ので、改めてまた具体的なテーマを持って御質問

させていただきますので、誠意ある答弁をお待ち

をしているところでございます。

もう一つ、少子高齢化の関係では、子ども・子

育ての関係の、かねてからしつこいようですけれ

ども、現状の若い人たちの所得状況を見たときに、

まさに名寄においても２００万円以下、やっと共

働きでということですけれども、それにしても一

番気になるのはやっぱり子供の健康状態、病院に

かかる、あるいは保育所、幼稚園に預けるお金が

高額だという。それは、国や、あるいは名寄市独

自でも緩和策はやっているのですけれども、トー

タルとして働きやすい環境づくりの支援というの

は非常に重要かと思いますけれども、市長の答え

は大体いつも市立病院も２４時間でやっているし、

あれもこれもやっているけれども、トータルとし

て判断してくれということですけれども、なかな
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かやっぱりそういうことではスピード感ないので

ないかというふうに考えておりまして、予算との

関係はございますけれども、改めて医療費の完全

無料化、あるいは保育所、幼稚園等の支援につい

てのお考えを聞いておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 子供、小児の医療費の独

自削減といいましょうか、独自支援に関しては、

御案内のとおり平成２６年８月に名寄市において

は幼児については完全無償と、小学生については

入院無償ということで、かなり大きく踏み込んで

改善をさせていただいたということで、まだ１年

半ぐらいの経過ということでありますので、この

推移をよく見守っていきたいと思います。先ほど

もお話ししたとおり、その間２５年末から子ども

・子育て会議を実施をさせていただく中で、いろ

んな要望がありまして、我々としてはそれをかな

りきめ細かく詰めさせていただいたつもりであり

ます。２７年度、新年度から新たに子ども・子育

て支援制度が始まりまして、公定価格も設定をさ

せていただいて、その中においても相当所得の低

い層に対して、あるいは所得層が固まっていると

ころの階層に対しては、かなりきめ細かく料金設

定をさせていただいて、国の示している基準ある

いはほかの自治体と比べても非常にそうした世帯

に対して優しい設定をすることができたというふ

うに我々としては自負しているところであります。

引き続き子育て支援に関しては、力を入れてまい

りたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 加藤市長６年、私高

齢者問題や子ども・子育て支援の関係、後退して

いるというふうには思っておりません。前には向

いていただいているのでしょうけれども、今、国

会でも大変大きな話題になっています、ちょっと

言葉が過激ですけれども、保育園落ちた、日本死

ねという。保育所の関係は、名寄については公立

保育所あるいは官民そろって一定の受け皿として

確保されていますから、このようなことはないか

というふうに思いますけれども、それだけせっぱ

詰まっているということの裏返しではないかとい

うふうに思っています。安倍総理大臣もにわかに

またそれはもう何とかやるみたいな話しして、次

から次と新しいことは言うけれども、本当に地方、

全国的にそういう状況をすぐさま展開をされると

いう状況ではないことについては非常に残念です。

高齢者、子育て関係については一回おきまして、

総計とか執行方針関係で市長に、これも突然の話

で答えにくいかもしれませんけれども、市長は１

５年後、２０３０年、６０ぐらいになるのですか。

そうですね、１５年後というと。何をやっていま

すかということについてお答えをいただきたいの

ですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 健康で元気であり続けた

いというふうには思いますけれども、今名寄市の

ために粉骨砕身頑張っているところでありまして、

どのような立場にあってもこの私が生まれ育った

地域のために何かお役に立てることがあれば頑張

りたいというぐらいですか、そういうふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、そのころはも

う８０を超えていまして、今市長が言ったような

形で本当に健康寿命が少しでも延びて、趣味のい

ろんなこともやりながら、年金や教育や医療には

余り不安がなくて、ぜいたくはしなくてもいいけ

れどもという、そういう素直な気持ちでいるわけ

なのですけれども、今突拍子もないことを聞いた

のは、御存じですよね。これは、既に第１次総計、

第２次の総計のワークショップの関係でどなたが

聞いたかわかりませんけれども、６０人ぐらい集

まった皆さんにそういう問いかけをしているので

す。そのときに地域のコミュニティーのつながり

だとか、幸せでどんな楽しい生活を想像するかと

いうようなことのやりとりがいろいろあったもの
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を私もちょっといただきまして、お尋ねしたので

すけれども、１５年後、まさに今２万 ０００で

すから、想定では２万 ０００台ぐらいの、人口

も落ちるという状況なのですけれども、お互いに

そういう幸せ感を念頭に置きながら頑張らなけれ

ばならないのですが、市長も一生懸命やっていた

だいているのですけれども、ピラミッドに例えれ

ば上部構造の上のほう、いろいろ交流だとか、観

光交流だとか、さまざまな新しい事業、台湾だと

かということでやっておられまして、私も交流人

口の拡大に期待感を持ってもおりますけれども、

それと比較をして生活に直結するような、ピラミ

ッドでいえば下がどっしり裾野が広がって、生活

や医療や福祉や教育や年金だとか、そういう基盤

づくり、これ国の制度そのものにも非常に問題が

あることは原因はしているのですけれども、そう

いうことにもしっかりやってほしいと。市長のや

りたい、何をやりたいのだろうかと、加藤市長は。

加藤市長の市政の背骨はどこにあるのですかとい

う市民の声もいただくのですけれども、市長の感

想ございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一言で言えば、市民一人

一人が自分らしくこの地域で幸せに生きていく、

そうした地域を実現することに尽きるのではない

かというふうに思います。そのためにいろんなサ

ービスを提供するでしょうし、明るく元気な雰囲

気をつくるための施策も行うでしょうし、経済の

活力を出していかなければならない。その中でで

も、どこかでもお話をしましたけれども、今回の

総合計画や総合戦略の議論の中でもやっぱり最後、

とどのつまりはその地域に住む人がいかに輝くか

で、その人が生き生きとしていくか、そのことに

よって次代にもその地域をつないでくれる人が生

まれてくると、こういうことだというふうに思い

ますので、改めてそうした人が輝くまちづくりを

これからも進めていきたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろんあれもやり

たい、これもやりたいということで、財源を新た

につくるか、あるいは不要なものをやめるという

ことは余りたくさん見当たらないかもしれません

けれども、いずれにしても財源の枠が国の今の制

度にかなり拘束をされているというか、規制をさ

れているという状況ですから、一気にいかないこ

とについては理解をするものでありますけれども、

どうか地方がもっともっと使い勝手のいい生活に

密着した事業、制度化について、市長もまだ若い

ですから、全道市長会の先頭に立って、ぜひ国に

も物をしっかり言うと。頭を下げるばかりではな

くて、この地域でいけば今津さんにでも佐々木さ

んにでも要請をしていくことが、一般的な要請は

頻繁に会って、もう会いたくないくらい会ってい

るのでしょうけれども、新たなことをやっぱり求

めていく、転換をさせるということについての行

動をしっかりやっていただければなというふうに

思います。私流に憲法の理念をしっかり２４条や

ら２５条やら含めて、それはやっぱり地域の政治

に生かしてほしいなというふうに考えていますの

で、強く求めておきたいと思います。

ＴＰＰのほうにちょっと入りたいと思いますが、

これも午前中にやりとりあったところではあるの

ですけれども、何かしらもう大筋合意がこの国会

で５月末をめどに決まって、影響のある部分は対

策に走っているような雰囲気があるような気がし

て気になっているのですけれども、市長答弁いた

だいたとおり、３年前議会でも名寄ばかりではな

くて、オール北海道が党派に関係なく国会決議を

守れということで一致してきたわけであります。

今初めて情報が少ない中、国会審議が始まって、

私も非常に気になるというのは、当然基幹産業、

農業ですから、名寄は文字どおり。ここが崩れる

と、いわゆるまちづくりが壊れるということに匹

敵をするわけなのですが、国会決議について地方

から見た首長として、国会決議を守られたかどう

かという御認識はどうでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 国会決議を守られたかど

うかということについては、私がそこまで深く考

えを持ち合わせておりませんし、大事なことは大

筋合意を受けて、今地域の基幹産業は農業であり、

この地域の農業をどう守っていくかということに

尽きるのだろうというふうに思っています。その

中で改めて今地域の課題をしっかりと分析をして、

そこに足りない部分に関しては積極的に道や国に

働きかけをしていく。あるいはそれぞれの団体と

連携をして要請をしていくと。さらには、名寄市

独自の施策をしっかりと展開を進めていくという

ことが大事なのだろう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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 新聞報道で地元を代

表する道議会議員がＴＰＰ大筋合意を見たが、将

来的には市場規模が広がると考えるものの、特に

農産物、畜産物の関係なんかについて触れておら

れたのは聞いていると思いますけれども、あとは

対策をしっかり打つことだということなのですけ

れども、市場規模がというのは、農業の市場規模

がどう、それは輸出しやすくなるということの利

点はあえて挙げればあるやに聞こえてくるのです

けれども、そう簡単ではないのではないかという

ふうに。名寄、智恵文地区が畑作中心で、まだ風

連も名寄も畑作やっている方もおられますけれど

も、小麦一つとっても販売価格が下がるだけとい

う程度の認識かどうか、もう一度お聞かせいただ

きたいのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 安全性の問題であります

とか、いろんな課題はあるのかというふうに思い

ます。昨年ですか、イタリアでミラノ万博行って、

北海道の方やいろんな方も行っていて、その中で

名寄市の観光大使である星澤幸子先生がそこに行

って、改めて強く感じたことは、ヨーロッパでも

北海道という感じが通じると、こういうことであ

ります。ＴＰＰが起きることによって、逆に世界

が北海道の食料品を買いあさっていくのでないか

というような怖ささえ感じたというお話をしてお

りました。いろんな見方はあるかもしれません。

しかし、どう捉えていくかによっては、私はいろ

んなチャンスもあるというふうに思っていまして、

いかにこの地域の農業を守っていくか、あるいは

付加価値を高くして販売をしていくかということ

には、あらゆる角度から知恵を絞ってみんなでこ

こを乗り越えていきたいというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も勉強不足ですけ

れども、先般の道新、３月７日の十勝の農業者の

報道がございました。名寄ももちろん小麦をつく

っていますけれども、小麦は３種類か４種類の輪

作体系でジャガイモだとかビートとか構成をされ

ていますから、そういう面ではあらゆる農産物に

影響があったり、あるいは裏わざが何かたくさん

この協定書面には隠されていまして、協定発効後

は４年間はもう絶対秘密厳守だと。何出てくるか

まだわからない。あるいは、関税廃止の前倒しが

幾つかもうニュージーランドやオーストラリア含

めて、カナダですか、アメリカも含めてですけれ

ども、前倒しの場が事前に用意をされているとか、

やっぱり簡単ではないのではないかと。諸対策は

しなければ、もうそれは決まった段階では。しか

し、今やることは諸対策のことももちろん並行し

て考えなければならぬけれども、それは北海道や

全国的に自給率の問題やら、トータルで農業政策

を考えていかなければならぬけれども、並行して

やっぱり国会決議を守れということについて、私

は声を高らかに上げるのは今のこの時期しか、３

月、４月、５月しかないような気がするのです、

国会と並行して。それについての決意ございます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既にもう大筋合意を見て
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いるということでありますから、そこのところを

今高らかに声を上げていくということがいいのか

どうかというのは、そこはいろんな見方があると

いうふうに私は思います。大事なことは、やっぱ

りしっかりと情報を分析をして、今この農業をど

うやって守っていくのかということをみんなで考

えていくこと、このことに尽きるのではないかと

いうふうに私は考えておりまして、そこに向けて

ぜひ総力を結集していきたいというふうに考えて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私先ほど全道市長会

でトップを切ってでもぜひというのは、単なる使

い勝手の予算とかだけの話ししたわけではなくて、

やっぱり国に物をしっかり言うということについ

ても、加藤市長はこれだけ怒っているぞというこ

との変化は、それは国会議員も何年に１回ずつ選

挙があるわけですから、十分一定の効果があるの

ではないかというふうに思っています。単独で走

れとは言いませんけれども、改めて声の出せる時

期にしっかり戦っていただきながら、名寄の基幹

産業、農業をこれまで以上に、それは輸出でもさ

まざま６次産業の具体化でももちろん並行してや

ることはたくさんありますけれども、腰を入れて

やっていただきたいというふうに思いますけれど

も、求めておきたいと思います。この件は終わり

ますので。

それで、次は市民とともにまちづくりの関係、

市民が主役のまちづくりについて求めておきたい

と思うのですが……

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員、途中ですけ

れども。

熊谷議員の代表質問の途中ですが、ここで一旦

代表質問を中断いたします。表示板の時計をとめ

てください。

〇議長（黒井 徹議員） 去る平成２３年３月１

１日１４時４６分に発生いたしました東日本大震

災から５年を迎えることになります。ここで、犠

牲になられました方々に哀悼の意を表し、本議会

として震災発生の時刻に合わせて黙祷をささげた

いと思います。

時間が来ましたら、私の発声で御起立を願い、

黙祷を始めたいと思いますので、御協力のほどお

願い申し上げます。若干時間を待ちたいというふ

うに思います。

御起立願います。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 黙祷終わります。

御着席ください。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員の代表質

問を再開いたします。

熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 次に、市民力、職員

力、あるいは市民が中心のまちづくりの関係で市

長にお答えをいただきたいことがございます。

自治基本条例との関係ですが、市長、職員で大

学にいる渡部晃洋さんは御存じですね、もちろん。

自治基本条例をつくるということで、合併協議で

決まって、それ以降市役所の中にも検討会議つく

って、ちょうど市長の在任６年と、これ施行して

から６年、そしてそれ以前にもちろん作業されて、

「自治基本条例における「参画と協働」の意義」

という小論文が、自主論文が出ているのですが、

読まれたことありますか。読んでいませんか。後

からぜひ、いい内容だなというふうに思っていま

すので。こんな優秀な職員が市役所の中にたくさ

んおられるものですから、職員力、即戦力になる

方がたくさんおりますので、それをどう動かすか

というのはやっぱり市長自身の采配によるところ

でないかと思いますが、いわゆる自治区の話にま

た戻りますけれども、この基本条例に基づいて。

今現在小学校区単位で名寄、風連、智恵文、いろ

んな形でありますけれども、それぞれ熱心に取り
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組んでおられる協議会、本当にコミュニケーショ

ンを深めながら、いろんなイベントとか取り組み

をやられておりますけれども、この延長線、非常

に敬意と感謝も申し上げるところなのですが、こ

れをどんどん続けることではお互いにつながりが

しっかりしていくということはございますけれど

も、制度としてこの延長線に市長描いているよう

なことはございますか、自治区の関係について。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 第１次の総合計画におい

ても地域自治区を展望する旨の計画がうたわれて

おりましたけれども、なかなか思うようにはいっ

ておらない現状だということは先ほどの大石議員

のお答えでもさせていただいたというふうに思い

ます。先ほどワークショップのお話もしていただ

きましたけれども、その中でも、あるいは先般こ

の分析に対してコンサルティングでいろんな地域

の先ほどのアンケートも含めた分析をいただいた

ところでありますけれども、まだまだ地域連絡協

議会、やっぱりその協議会によって温度差がある

ということは現実だというふうに思います。一方

で、今のところまだそれぞれの町内会で順調に町

内会活動をしているという意見が結構多いと。し

かし、将来を展望してみると不安が多いというと

ころはかなり多いということだと思います。その

ことに加えて、この１０年間自治区を見据えてそ

れぞれの連絡協議会で試行錯誤しながらとはいい

ながらも活動を続けてきて、非常に活発な自治活

動をやっていただいている連絡協議会も出てきて

いるということは現実でありまして、この１０年

間は決して無駄ではなくて、そうした地域連絡協

議会がしっかりとある程度知名度も得てきたし、

将来的に町内会が担えない活動をそこで担ってい

ただける可能性のある自治組織に昇華してきてい

る段階ではないかというふうに思っています。ま

さに次の総計はここが大きなテーマとなるところ

であるというふうに思いまして、この辺はしっか

りと市民議論をしていく中で、新たな自治組織と

いうのがいかなるべきであるのかというのはぜひ

議論していただいて、２次計画の大きな柱の形に

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） この１０年間本当に

各地域の協議会、東地区だとか南地区だとか、風

連地区も含めて、それぞれの先頭に立っていただ

いている皆さんのいろんな努力について、当然こ

れからもそういう面では広げていただければとい

うふうに思っていますけれども、それとはまた別

にあえて、これまでも何回か言ったような気がい

たしますけれども、やっぱり市民力、例えば私の

うち、玄関の前の道路雪がどっとあっても、これ

は自分の道路だと思って、まずは自分の中に入れ

込んで、それから片づけるという、ほとんどの人

がそういう努力をされていると思うのです。これ

は、市の道路だから雪持っていけという人も、そ

れは中にいるかもしれません。それはそれぞれの

健康状態だとか、置かれた状況によって考え方が

変わるのですけれども、今名寄市の市民税、やや

３０億円ですよね、橋本副市長。２９億円から３

０億円ですね。１％、財源私もどのようにそれを

使われているかというのを全部調べたことないの

ですけれども、１％といったら ０００万円です

ね。今小学校区単位、豊西がなくなりますけれど

も、８地区とした場合に、単純平均で割ると、人

口だとか面積関係なく割ると３７５万円ぐらいで

す、 ０００万円割る８で。これを即実行できる

ということではないですけれども、やっぱり協議

会等で仮にこの地域に割り当てられた場合、もち

ろんいろんな条件がございますけれども、自分の

前のでこぼこだとか、あるいは除雪の助け合いだ

とか、災害であるとか、福祉だとか、さまざまな

ことを想定をしながら、自分のお金として地域の

中で考えながらどう使っていくかということを想

定をして、いろいろ演習をすることも一つの試み

かなというふうに考えていますけれども、どうお
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考えですか、市長。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれ今町内会やそれ

に準ずる地域においていろんな活動もお願いをし

たり、協働でまちづくりを進めている事例があり

ます、公園もその一つだし。例えば街路樹の問題

や道路の、庭の問題だとか、いろいろ多岐にわた

っていると思いますけれども、そうしたことがい

わゆる使い勝手が、任せる交付金みたいなことの

交付をして、そこの地域で工夫をしながら、みん

なで議論して何に使うかということを決めてやっ

ていくというのが自治区なのだろうと思います。

そうしたことになるのは望ましいことだし、すば

らしいことだというふうに思いますけれども、一

方でこれは地域が自発的にやはりそうしたことの

思いをぐっと高めていっていただく。地域のリー

ダー的な存在も含めて、そして地域で機運が高ま

らないとやはり難しいものだという、このことは

ずっと議論してきているというふうに思います。

まだまだ地域協議会の役割が見えないというよう

なアンケート結果が相当多い現実を考えると、ま

だそこに行くまでには途上なのかなというふうに

も思っていまして、ここはいま一度また地域の皆

さんと丁寧な議論の中で、新たな自治組織のあり

方というのは展望していきたいというふうに考え

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、今これをすぐ

やれということで言ったつもりはございませんけ

れども、文字どおり市民力、職員力を上げていく

こと、名寄市をどう愛して、自分たちが考えて、

自分たちでまちをおさめるという感覚、もちろん

市長がトップリーダーとしていろんな知恵や行動

も含めて、対応も含めてやっていただかなければ

ならぬことについては当然ですけれども、そうい

う機会は職員には新たな負荷をかけることになる

かもしれませんけれども、やっぱり地域担当制の

問題と、いわゆる地域の協議会とそのまま連携す

るかどうかというのはあれですけれども、しっか

り検討するプロジェクトみたいのを立ち上げて、

内部検討を始めたらどうかというふうに思います

けれども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域連絡協議会の活動を

さらに進化させていくとすると、当然地域担当制

という話も議論の中には出てくるかもしれません。

そのことも含めて、総合計画の中でしっかりと議

論をさせていただいて、やっぱり地域の皆さんと

丁寧な議論をすることがまずは大事だろうという

ふうに思います。その中でそうした展望が見えて

くれば、次にそうしたステップに行くことも検討、

あるいは可能性としても十分考えられるのではな

いかというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ少し歯車を回す

ような、そういう面ではいいリーダーシップを発

揮していただいて、問題の投げかけをまたしてみ

ることも大切ではないかというふうに考えていま

すので、１０年、１１年目に向けて一歩踏み出し

ていただきたい。あるいは、総合計画の策定と並

行するものもございますけれども、ぜひひとつ芽

を出していただければなというふうに思います。

もう時間がないので、一部省きますけれども、

除雪、排雪の関係も言えば切りないぐらい、いろ

いろ中村部長も目に見えるような改善もしていた

だいていますので、安心はしているのですけれど

も、これについては触れません。触れないという

のは、この後名寄の町中、当然議員になってから

も穴あくぐらい見ている佐久間議員が抜本的な改

善に向けてまたいろいろ提案、提言をすることに

なっていますので、ぜひ前向きな答弁を期待して

おきたいと思います。

それで、もうあと５分ですね。１８分かと思っ

たら、あれ１８人だものね。教育関係に一気に飛

びますけれども、私も今手元に３年前に職員団体

がやった自費でどのぐらい負担をしているのかと
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いう１年間調査をした結果の数字を持っています。

一番多いのは、ふだんの授業に絡んでいる教材だ

とか、パーセントもあえて言いませんけれども、

修学旅行だとか運動会だとか、それぞれパーセン

テージは変わるのですけれども、それから２年半

ぐらいたっていますので、教育長はほぼこれはも

う完全にそういうことはないという自覚でよろし

いですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） その話を伺ったとき、

率直な気持ちといたしましてはあり得ないという

ような認識でおりました。ただ、これではまずい

と思いますので、再度校長等を通してそのような

ことが今後起こることがないように、各学校を支

援してまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 教員個々によっても、

なかなか金がない、金がないと校長さんも教頭さ

んも言うのでしょう、職場では。何ぼでもあるよ

とはもちろん言い切れないでしょうから。ただ、

こんなものいいかなということもあるでしょうし、

言いづらいから私的な金使ったままにしておくと

か、そういうことは散見をされるでしょうけれど

も、ぜひそういうことは学校現場管理職、職員も

含めてお願いをしていきたいというふうに思って

いますし、時間外労働等の関係についても、仕事

が現実にあるのに、子供がいるのに、時間になっ

て帰りますという先生は誰もいないと思うのです。

だから、何ぼ見かけの時間外労働を減らすことを

やっても、これはどんな職種でもそうだと思うの

けれども、帰れるような状態をつくるということ

は、具体的な今の仕事のあり方について４定でも

教育長も自覚をされておりますので、徐々に徐々

にしっかりミーティングやらコミュニケーション

を図りながら、お互いにやっぱり少しずつ改善の

方向に行くことがまた子供たちの知力、体力、精

神状態も含めて、一番基盤になるところを大事に、

先生を優先ということではないですけれども、そ

こにしっかり土台を置いた子供の教育を展開して

いただくことでより効果はあらわれていくのでは

ないかというふうに思っていますので、現状認識

包み隠さず、改善に向けて御努力をお願いをした

いというふうに思います。

１分しかございませんけれども、市長、最後に

お聞きしますが、これは国の政治の関係になるの

ですけれども、地方に非常に関係が深いというこ

とで、安倍首相は一億総活躍社会の実現へ、ＧＤ

Ｐ５００兆円、これはちょっと私どもには想像つ

かないことですけれども、出生率 ８％、介護離

職者ゼロという新３本の矢、中野道議もそうは言

っているけれども、なかなか地方でこれを実現す

るというのは容易でないなということも新聞でも

見ましたけれども、加藤市長として、地方の首長

として、その方向は私も否定しません。本当に現

実離れしているのでないのかという感じがしてい

るのですけれども、評価をいただいて、終わりた

いと思います、あと５１秒で。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） アベノミクスの新アベノ

ミクスだとか、地方創生だとか、新成長戦略、い

ろんな話題がいろんなところで出ておりまして、

何となく政策の方向性が本当に一貫しているのか

という、私もちょっと疑問を感じざるを得ないと

ころが正直ございます。しかし、地方創生という

ことは、これはある意味ではいろんなことを改め

て気づかせてくれたこともあったし、やっぱりさ

らに地域というか、市民と一体となってこのまち

のことを考えて、このまちを何とか持続可能なも

のにしていく、まちづくりをみんなで考えていか

なければならないという大きなきっかけにしてい

きたいというふうに私は思いますし、またそうす

るように職員も一丸となり、あるいは市民の皆さ

んとも対話と連携をしっかりと密にしながら、新

しい総合計画の策定に向けて大事な１年となりま

すので、熊谷議員も含めて議員の皆さんにも御指

導いただいて、節目の大きな１年にしていきたい
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というふうに思っておりますので、ぜひよろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 会議規則第１０条の規

定により、明日３月１２日及び３月１３日の２日

間を休会といたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０４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 浜 田 康 子

署名議員 川 口 京 二
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