平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

平成３０年第１回名寄市議会定例会会議録
開議

平成３０年３月１３日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

書

記

開

発

恵

美

日程第１

会議録署名議員指名

書

記

長 正 路

日程第２

一般質問

長

加

藤

剛

士

君

慶

１．説明員
１．本日の会議に付した事件

市

日程第１

会議録署名議員指名

副

市

長

橋

本

正

道

君

日程第２

一般質問

副

市

長

久

保

和

幸

君

教

育

長

小

野

浩

一

君

長

中

村

勝

己

君

監

松

岡

将

君

１．出席議員（１７名）
議

総

務

部

長

１７番

黒

井

徹

議員

参

副議長

１４番

佐

藤

靖

議員

市

長

三

島

裕

二

君

２番

山

崎

真 由 美

議員

健康福祉部長

田

邊

俊

昭

君

３番

野

田

三 樹 也

議員

経

長

臼

田

進

君

４番

川

口

京

二

議員

建設水道部長

天

野

信

二

君

５番

川

村

幸

栄

議員

教

長

小

川

勇

人

君

６番

奥

村

英

俊

議員

岡

村

弘

重

君

７番

高

野

美 枝 子

議員

市立総合病院
事 務 部 長

８番

佐 久 間

誠

議員

市
事

学
長

松

島

佳 寿 夫

君

９番

東

川

孝

義

議員

１０番

塩

田

昌

彦

議員

こども・高齢者
支 援 室 長

廣

嶋

淳

一

君

１１番

山

田

典

幸

議員

営業戦略室長

水

間

剛

君

１２番

大

石

健

二

議員

上下水道室長

粕

谷

茂

君

１３番

熊

谷

吉

正

議員

会

計

室

長

常

本

史

之

君

１５番

高

橋

伸

典

議員

監

査

委

員

上

田

盛

一

君

１６番

佐 々 木

寿

議員

１８番

東

千

春

議員

康

子

議員

１．欠席議員（１名）
１番

浜

田

１．事務局出席職員
事
書

務

局

長

久

保

敏

記

倉

澤

富 美 子
－ 37－

事
民

済

育

立
務

部

部

部

大
局

平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

〇議長（黒井

徹議員）

本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

市民が快適な生活を送れるようにするための税金、
公衆衛生、保健福祉に関する業務に加えて、市民

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

の安全を守るための防災に関する業務や地域の情

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

報を共有するための広報活動の業務、そして上下

ます。

水道や道路のインフラ管理も大切な役割だと思い
ます。このように職員の方々の仕事内容はさまざ

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。

まですが、いずれも市民生活の維持向上になくて
はならない重要な仕事であると言えます。また、

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定
により、

具体的事業推進に向けては、継続事業に加えて新
規事業も推進されていく中にあっては業務量も増

３番

野

田

三樹也

議員

加し、個人のスキルアップはもとよりいかに効率

１５番

高

橋

伸

議員

よく仕事を進めるかが求められていると思います。

典

を指名いたします。

そこで、小項目の１番目、職員の採用実績と勤
続年数の推移についてお伺いをいたします。一般

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。

企業も同様ですが、市の職員も定期的な採用がで
きれば技術、技能の伝承も引き継がれると思いま

通告順に従い順次発言を許します。

すが、その時々の事情により定年退職者の補充や

職員の教育研修について外２件を、東川孝義議

業務の拡大に比例した採用には至っていないこと

員。
〇９番（東川孝義議員）

もあると思います。そこで、名寄市の病院、大学
おはようございます。

の先生、消防職員を除いた過去５年間の採用実績、

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

勤続年数の推移、平均年齢についてお伺いをいた

い順次質問してまいります。

します。

最初に、職員の教育研修についてお伺いをいた

次に、小項目の２番目、職員の研修実績につい

します。地域住民の方が快適に日々の生活が送れ

てお伺いをいたします。毎年の決算時において主

るようにサポートをする地方公務員、いわゆる市

要施策の成果報告書の中で一般派遣研修、集合研

役所職員の方々の業務は年々高まる市民ニーズに

修に分けての報告がなされております。初任者研

的確に応えていくためにその業務内容は多岐にわ

修の対象者は理解できますが、中級、上級研修者

たっていると思います。また、具体的な業務には

はどのような方々を対象に行っているのかお伺い

さまざまなものがあり、組織の内側に対する業務

をいたします。

と組織の外側に働きかける業務に分けられ、その

また、職員の派遣並びに受け入れについて、人

中にあって職種は技術職と事務職の大きく２つに

事交流の目的と実績についてお伺いをいたします。

分けられると思います。組織の内側に対する業務

次に、小項目の３番目、研修成果の具体的運用

としては、総務や経理、人事などがあり、これら

についてお伺いをいたします。先ほどの研修は、

は市町村に限らずどの企業においても共通してい

どちらかというとオフＪＴであり、庁内における

ることと思います。一方、組織の外側に働きかけ

ＯＪＴとして中級、上級、そして管理者研修後は

る業務は、市町村ならではのものが多くあると思

どのように対応されているのかお伺いをいたしま

います。例えばその地域の魅力を広げる業務や経

す。

済的に活性化させるための地域振興に関する業務、
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っているのかお伺いをいたします。

の中にあって平成２９年度のローリング調書では

次に、大項目の２番目、工事施行成績の評価に
ついてお伺いをいたします。当市で発注している

９本の新規事業、２７７の継続事業について個別
に評価をされております。

工事は、公共施設だけではなく、日常生活や産業

そこで、小項目の１番目、現状の評価方法につ

の基盤となっている道路や橋梁、上水道、下水道

いてお伺いをいたします。毎年実施されておりま

といったいわゆるインフラと呼ばれる施設につい

す行政評価、ローリング、次年度予算編成と進め

ても公共施設と同様に整備が進められております。

られておりますが、その中で単年度で一定の成果

そこで、小項目の１番目、工事施行後の現状の

が見えてくる事業、また中期的な取り組みが必要

認定評価方法についてお伺いをいたします。工事

な事業もあり、各作業工程における策定プロセス

施行後、項目別の具体的評定について評価項目を

と重点ポイントについてお伺いをいたします。

含めてどのように実施をされているのかお伺いを
いたします。

また、新規事業の取り組みに向けて目的達成の
効果的な企画として、特に部局間を横断する事業

また、土木、建築事業者の方は毎年経営規模評
価結果通知書の報告が義務づけられております。

の必要性や有効性の抽出方法についてお伺いをい
たします。

いわゆる経審の評価に加えて当市の認定評価が格

次に、小項目の２番目、ＰＤＣＡサイクルが回

付にどのように反映をされているのかお伺いをい

る体制づくりについてお伺いをいたします。総合

たします。

計画第２次実施計画ローリング、また中期計画な

次に、小項目の２番目、平成２９年度工事発注

どの説明資料にＰＤＣＡサイクル概念図が掲載を

状況についてお伺いをいたします。２９年度の年

されております。そこで、従来のローリング作業

度末を迎え、建築、土木事業をメーンとして今年

と現状の策定作業の変更点についてお伺いをいた

度発注された新期工事、改修、解体工事の件数に

します。

ついてお伺いをいたします。

また、事業推進の目的整理、数値目標の設定や

次に、小項目の３番目、改修、解体施工後の評

評価の問題解決のステップにＰＤＣＡサイクルを

価についてお伺いをいたします。公共施設の維持、

どのように意識した取り組みを進めているのかお

更新に向けては、名寄市公共施設等総合管理計画

伺いをいたします。

で検討を進められていると思いますが、厳しい財

次に、小項目の３番目、現状の課題と今後の取

政状況を踏まえると今後は長寿命化に伴う修繕、

り組みについてお伺いをいたします。先日ある資

改修、解体工事が多くなることが予測され、新規

料で、作業と仕事の違いについての記事を見る機

事業の発注が減少するのだと考えられます。そこ

会がありました。その中でマニュアルというのは、

で、名寄市の総合数値の反映に向けて今後改修、

いわゆる手順書のことでありますが、特に新人を

解体工事後の評価をどのように進めていこうとさ

採用したとき、または職場間の異動においては大

れているのかお伺いをいたします。

きな力を発揮をしてくれます。しかし、マニュア

次に、大項目の３番目、行財政運営の評価方法

ルどおりに従うだけの状態は作業ですが、マニュ

についてお伺いをいたします。昨年４月より名寄

アルをつくる側になると仕事になるとの内容でし

市総合計画第２次がスタートし、今年度は前期計

た。組織においてマニュアルが全てではなく、そ

画２年の折り返し時期であります。また、まち・

れをどのように活用するのかが重要であると言え

ひと・しごと創生総合戦略は平成２７年度から実

ます。そこで、企画力向上に向けて、いわゆる正

施され、平成３２年度が最終年度であります。そ

しい問題解決のステップとしてＰＤＣＡサイクル
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の教育研修についてどのように進められているの

うに全体的に職場が若返っていることから、管理

かお伺いをいたします。

職も含めた職員全体の能力向上が必要と考えてお

また、中期計画第２次において部署を横断する

り、この間職員研修の充実を図り、各種研修会の

重点プロジェクト計画が進められております。共

開催周知と参加促進に努めてきたところでござい

通テーマの具体的推進に向けて、ＰＤＣＡサイク

ます。

ルをどのように活用されているのかお伺いをいた
します。

申し上げます。毎年度の決算の主要施策成果報告

以上、この場からの質問といたします。
〇議長（黒井

続いて、小項目の２、職員の研修実績について

徹議員）

書にて報告をさせていただいておりますが、平成

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

２８年度実績では北海道市町村職員研修センター

おはようございます。

を初めとする一般派遣研修で２５種、延べ４１名、

ただいま東川議員から大項目で３点にわたり御質

年間を通じた外部機関派遣研修で３名、集合研修

問いただきました。大項目１については私から、

で３０種、５１９名、各職場が開催する特別研修

大項目２については建設水道部長から、大項目３

で１１種、３０８名と延べ８７１名が参加してき

については企画担当参事監からそれぞれ答弁とな

ております。このうち専門的な研修については、

りますので、よろしくお願いいたします。

一般派遣研修で８種、２７名、特別研修で４種、

それでは初めに、大項目１、職員の教育研修に

１１３名が参加してきておりますが、これ以外に

ついての小項目の１、職員の採用実績と勤続年数

も各職場で受講しているものや各自治体が集まっ

の推移について申し上げます。まず、職員の過去

て開催される実務担当者会議や研修会に参加し、

５年間の採用実績でございますが、病院の医療、

法令や制度の解釈を学ぶとともに、課題や事例を

看護、技術職、大学教員及び消防職員数を除きま

挙げながら事務処理能力及び知識の向上に努めて

してお答えをいたします。平成２５年度では１２

きているところでございます。

名、平成２６年度では２０名、平成２７年度では

また、研修の一環として実施している外部機関

２５名、平成２８年度では１６名、平成２９年度

への派遣や人事交流については、職員の資質向上

では２２名となっております。

はもとより上部機関や先進地において得た経験や

なお、採用人員のばらつきにつきましては、退

知識を職場で生かしていくほか、民間団体等との

職者の人数によるものが主な理由であるというふ

幅広いつながりを持つことで連携した事業展開が

うに考えてございます。

期待をでき、また互いの自治体に学び、きずなを

次に、勤続年数の推移についてでございます。

深め、さらなる交流活動の推進とともに互いの自

平均勤続年数で申し上げますと、平成２５年度で

治体の発展に資するものと考えております。平成

は２

２５年度以降の派遣実績としましては、東京都杉

３年、平成２６年度では１

７年度では１

９年、平成２

７年、平成２８年度では１７年、

平成２９年度では１

並区や一般財団法人地域活性化センター、北海道、

８年と年々短くなってきて

北海道経済産業局、そして本年度からの山形県鶴

おります。これは、ここ数年の急激な世代交代で

岡市との交流派遣があります。これまでの派遣に

若い職員がふえていることによるもので、平均年

より民間や各省庁とのつながりから、ジュニアオ

齢の推移を見ても平成２５年度で４

２歳、平成

リンピックなどの事業誘致のほか、杉並区との人

２６年度で４０歳、平成２７年度で３９歳、平成

事交流を通じて台湾交流事業に発展するなど研修

２８年度で３

の成果が上がっているものと考えております。

５歳、平成２９年度で３

５歳と

年々下がっているのが現状でございます。このよ
－ 40－
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ついて申し上げます。先ほど申し上げました研修

格審査や毎年度の格付等に活用して、土木工事及

実績のうち集合研修については、採用から３年目

び建築工事ごとに技術力について評価しているも

までの職員必須の初任者研修、係長職以下を対象

ので、具体的評価項目は８項目あり、施工体制、

とした中級研修、管理職を対象とした上級研修、

施工状況、出来形及びできばえ、工事特性、創意

各施設の安全管理者を対象とした管理者研修に区

工夫、社会性など法令遵守等など、その他から構

分して各種研修に取り組んでいます。特別研修も

成されていて請負工事完成後に監督員及び検査員

含めて受講者については年齢層や職名で指名する

が１００点中何点かを評価して請負業者に書面で

ものや特定の事務担当者を対象にしたもの、また

通知をしているところです。

広く参加者希望を募って開催しているものもござ

また、施工業者の格付については、市内業者及

います。特に管理職や係長職には組織の活性化を

び準市内業者として認定された建設業者のうち土

目的に職員の意欲を引き出し、導く指導方法や統

木及び建築に登録された建築業者を格付するもの

率力についての管理者マネジメント研修に力を入

で、毎年３月の資格審査委員会において部門別に

れているところであり、役職についてからの経験

Ａ、Ｂランクを決定していて、格付方法は客観的

年数が浅い管理監督者を対象に開催しております。

要素及び主観的要素の評定数値の合計が市の総合

また、中級研修の中でも若手職員を対象に政策形

数値となっております。客観的要素とは、経営事

成研修を開催し、グループワークにより互いの業

項審査のことであり、建設業法で定める審査とし

務や行政課題を共有化し、課題解決策の模索と提

て経営状況、経営規模、技術力などについて数値

案能力の向上を図ってきているところです。

化し、評価するもので、法では公共性のある施設

このように研修の種類や受講の機会の充実に取

または工作物に関する建設工事において政令で定

り組んできたところではありますが、職員の人材

めるものを発注者から直接請け負おうとする建設

育成は研修だけでは習得できないことも多々あり

業者は、国土交通省令で定めるところにより、そ

ます。各職場の実務や対応、仕事の仕方、また職

の経営に関する客観的事項について審査を受けな

場単位の目標については職員それぞれが共通認識

ければならないと規定されていて、経営事項審査

を持ちながら業務を遂行する必要があります。上

総合評価値のことを指し、評価は国交大臣または

司から部下への指導については、単なる指摘では

都道府県知事が行います。あわせて主観的要素と

なく導くことが大切であり、職場内で互いに教え

は、技術的要素として過去２年間の請負工事の評

合う中で知識や情報を共有化し、組織全体の認識

価の平均値と社会的要素として公共施設の愛護活

を高めていくことが本来の人材育成の姿と考えて

動や地域奉仕活動などを回数に応じて数値化した

おります。各職場において十分に理解してもらい、

ものの合計であり、客観的要素の経営事項審査総

互いに人材を育てる雰囲気づくりから組織の活性

合評価値と主観的要素の技術力などの数値の合計

化につなげていきたいと考えております。

を市の総合数値と位置づけて、名寄市建設工事請

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）

負業者の格付を決定しています。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君）

次に、小項目２、平成２９年度工事発注状況に

私からは、大項

ついてお答えします。初めに、土木工事について

目２、工事施行成績の評価について、小項目１、

は道路排水整備が３件、河川改修が３件、公園施

現状の評価方法についてお答えします。

設整備が７件、駐車場整備が２件、橋梁長寿命化

工事施行成績評価につきましては、平成２２年

修繕が１件、その他が１件で、計１７件となりま

度以降の請負工事から適用しており、入札参加資

す。次に、建築工事については、公営住宅関連整
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備が９件、小学校整備が３件、大学新棟外構整備

業の改善、見直しの議論を行うローリングの作業

が１件で、計１３件となり、土木工事及び建築工

を行い、次年度予算編成につなげることとしてお

事の合計は３０件となります。

ります。この際、改めて事業推進の目的の整理、

続いて、改修、解体工事発注件数についてお答

数値目標の設定評価を行うこととしておりますが、

えいたします。初めに、土木工事については、道

今年度より調書の様式を改め、よりこの点を重視

路改良が６件、道路改築が１件、河川改修が１件

したものとしております。また、新規事業の追加

で、計８件となっております。次に、建築工事に

や既存事業の拡充につきましては、社会情勢の変

ついては、公園関連改修が１件、大学関連改修が

化や市民ニーズの実現という観点から必要となっ

７件、その他が３件、解体工事が６件で、計１７

てくるものでありますが、厳しい行財政運営の中

件となり、土木工事及び建築工事の合計は２５件

でよりその必要性、有効性を明らかにすることが

となります。

求められると考えられるところ、国の行政事業レ

次に、小項目３、改修、解体等施工後の評価に
ついてお答えします。土木工事につきましては、

ビューシートの様式を参考に所管部局における事
前点検項目を設けたところであります。

改修工事件数８件全て評価を行っており、また建

各プロセスの連続性という観点から申し上げま

築改修工事につきましては１７件中６件について

すと、ローリングの際においては行政評価での指

評価を行い、設備改修等の一部５件及び解体工事

摘事項を踏まえた検討を行うこととしておりまし

６件の評価は行っておりません。

て、予算編成の際におきましてはローリングにお

続いて、修繕、改修、解体工事の評価の現状に

いて指摘があった事項など、まず企画課において

ついてお答えいたします。土木工事においては、

取りまとめまして各部局に対し予算編成までの検

道路に関する改良や排水整備、河川改修、駐車場

討事項として提示し、その結果を上部査定時まで

整備、公園整備などの評価を実施し、建築工事は

に提出させるということにすることでＰＤＣＡサ

新築工事及び改修工事の評価を実施をしておりま

イクルを回すこととしております。

す。

数値目標の設定につきましては、今後中期計画

また、本市の建設工事に係る競争入札参加資格

の策定プロセスにおいても庁内外で議論いただく

格付における総合数値への反映は客観的要素と主

ことを考えておりまして、引き続きこの枠組みの

観的要素の評定数値の合計となっており、主観的

中で各事業の改善、見直しに取り組むとともに、

要素として技術力を工事ごとに工事施行成績評価

枠組み自体につきましても不断に検証、改善を図

点として算出し、総合数値に反映させております。

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

次に、小項目の３番、現状の課題と今後の取り

徹議員）

松岡企画担当参事監。

組みについて申し上げます。現在ＰＤＣＡサイク

将君）

私からは、大項目の３

ルに特化した研修は行っておりませんが、まずは

番、行財政運営の評価方法について答弁いたしま

総合計画を中心とした業務体系においてＰＤＣＡ

す。

サイクルを位置づけ、職員が業務に取り組む中で

〇参事監（松岡

初めに、小項目の１、現状の評価方法について、

理解を深めていただきたいと考えております。ま

小項目の２、ＰＤＣＡサイクルが回る体制づくり

た、総合計画を中心とした行政評価体系や目標管

について申し上げます。総合計画の推進、進捗管

理型の自治体マネジメントなども含めまして地方

理を行うため、例年施策、事務事業の成果や目標

創生に重要な概念、制度、事例等に関する講座を

達成度の点検、評価を行う行政評価、実施計画事

Ｅラーニングにて提供している地方創生カレッジ
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につきまして庁議等会議や庁内掲示板などで紹介

今言ったように、メリットとしては通常の業務の

をさせていただいているところであります。

中で学べるので、研修とは違って実際の仕事のず

重点プロジェクトの推進につきましては、設定

れが小さいということで、非常に効率のよいトレ

した数値目標の達成に向けて各部局連携して取り

ーニングができるのかなと。一方、デメリットと

組んでおりますが、引き続き各プロセスにおいて

しては指導者の負担が非常に多くなる。あるいは

随時その進捗を確認しながら、検証しながら部局

業務の途中で習うので、体系的にずっと学ぶこと

間の連携を密にしまして取り組んでまいりたいと

ができないというふうなことがあるかというふう

考えております。

に思います。上司の担当者が単発的なアドバイス

〇議長（黒井

徹議員）

〇９番（東川孝義議員）

東川議員。

ではなくて、やっぱり業務マニュアル、あるいは

それぞれ御答弁をいた

評価軸を設定をしていくというのが非常に大切で

だきましてありがとうございます。答弁をいただ

はないのかなというふう思います。改めて庁内各

きました中で、改めて何点かお伺いをさせていた

部署での教育システムについてお伺いしたいとい

だきたいというふうに思います。

うふうに思います。

１番目の職員の研修について、先ほど職員の採

〇議長（黒井

徹議員）

中村総務部長。

用実績、基本的には退職者の補充であるというふ

〇総務部長（中村勝己君）

うなことでの御答弁をいただきました。また、勤

はなくて内部でということでお話がございまして、

続年数についても年々若くなってきて、世代交代

研修の主要施策の成果報告書の中でも報告をさせ

が進んできているというふうな御説明もいただい

ていただいておりますけれども、特に特別研修と

たところであります。私も事前にこの５年間資料

いう形で、例えば運転技術講習ですとか、あるい

をいただいて、ちょっと勉強させていただいたの

は情報セキュリティーの研修ですとか、ホームペ

ですけれども、勤続年数を見ますと比率で平成２

ージのシステム講習、こういった特別研修にかか

５年度、１年から５年までの勤務の方が１

わってそれぞれ担当のほうで、新しいホームペー

６％、

今特に外部の研修で

これは先ほど言った人員の構成ですけれども、そ

ジが開設をするので、それについて職員を集めて

れが平成２９年度は２６％、１０％増と。６年か

という説明会ですとか、そういったものを実は内

ら１０年までは平成２５年度が

１％、２９年度

部的にはやっています。また、通年通しては会計

７％と。１年から１０年までを合計すると

のほうで会計実務の研修ですとか、これは毎年や

が１

平成２５年度が全体の職員の２
が３

７％、２９年度

らさせていただいているということで、先ほど言

７％、約１５％１年から５年までの人の人

われましたように大変それぞれを担当する部署の

数の割合がふえているという実態にあります。

ほうで具体的な実務にかかわっての研修というこ

そこで、先ほどそれぞれの研修内容についての

とですので、どうしても日常の業務以外でそうい

御答弁もありました。オフＪＴの研修について細

う研修の準備も当然出てくるわけで、負担のほう

かくまたそれぞれの説明をいただきましたが、い

も出てくるかなというふうに思いますが、これに

ずれにしてもやっぱりＯＪＴの研修というのが非

つきましては特に新人の職員とかもおりますので、

常にある面では重要になっていくのだ。今もいろ

これからも毎年継続でやらさせていただきたいと

んな形で進められているという御答弁もいただき

いうふうに考えているところでございます。

ました。しかし、ＯＪＴというのは通常の業務を

また、各職場においては、私も全て把握はして

行いながらという中で、やはりメリットとデメリ

おりませんけれども、それぞれ受け付け業務ある

ット、これがあるのかなというふうに思います。

いは税務業務、どういう形で利用しているかは詳
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細には把握しておりませんけれども、それぞれの

り利用が少ないというのが確かに言われるとおり

部署においてはマニュアルを担当者の中で共有を

でございまして、詳細になかなか利用されない理

しながら、実務を進めているというふうに考えて

由について調査をしてございませんけれども、こ

いるところです。ちょっと足りない面もあるかと

れまで何度かアンケート等をとる中では、どうし

思いますけれども、答弁とさせていただきます。

ても道外に限定をされている、あるいは助成の割

〇議長（黒井

合として、当然研修に一定程度の支出、お金がか

徹議員）

東川議員。

〇９番（東川孝義議員）

十分にこれだけ年代層

かるわけですが、それに対する助成割合が低いで

が若返っているという背景の中ではそれぞれの部

すとか、対象となる調査研究内容や、あるいは帰

署で取り組みは強化をされているという、改めて

ってきてからの報告の内容が相当レベルが高いの

今お話のあった新人の方を含めた形の中で教育を

だというような、そんなような御意見がございま

推進をしていただきたいというふうに思います。

した。私どももせっかくある制度ですので、ぜひ

それで、先ほど研修成果の中で提案能力の向上

この制度を継続をしたいというふうに思ってござ

というふうなことのお話もいただきました。今職

いますけれども、いろいろと実際に研修行った、

員の自主研究グループというのが平成２６年度に

あるいはこれから行こうとする方も含めて先ほど

名寄市職員自主調査研究グループ道外視察研修助

言いましたような意見もございますので、交付要

成金交付要綱というのが定められておりまして、

綱の見直しなども検討をしてまいりたいというふ

平成２６年に定められたのですけれども、平成２

うに考えているところであります。もちろん制度

８年度までは３年間応募者がゼロで、平成２９年

自体の問題もあるのでしょうけれども、組織全体

度道外での利用が１件というふうなお話を聞いて

が先ほど言いましたように少し若返っているとい

おります。せっかくつくった制度なのですけれど

う中で、ある一方では業務量の増加ですとかがご

も、この制度を有効に活用していくためにどのよ

ざいますし、休日のイベント等も当然職場によっ

うに考えているのか、あるいは今の制度でいろん

てはあるということで、とりわけ若手の職員がそ

な課題があって、さらにこういうふうな検討を加

こに従事をするだとかということがあるのでしょ

えているというふうな内容があればお伺いをした

うし、またそれぞれ町内会における市職員がお手

いというふうに思います。

伝いをする、あるいは役員をする、あるいはＰＴ

〇議長（黒井

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

Ａ、あるいは社会教育、スポーツ振興等地域活動

今議員のほうからお

にもかかわって多くの職員が活動しているという

話がありましたように、自主研究グループの道外

ようなこともございまして、なかなか自主研修と

視察助成制度を２６年につくったわけですけれど

いうところまで考えが及んでいないのかなという

も、なかなか利用がないということで、２９年度

ふうには思っているところでございますが、今後

に中堅、若手の職員の仲間で構成をしたグループ

もこの制度ございますので、改めて制度の見直し

で道外研修ということで、行財政の関係で自主研

も含めて職員にしっかりと周知をしながら、活用

究ということで視察に行ったというのがございま

に向けて取り組みをしていきたいと思いますし、

す。この助成制度を使っての研修ということにつ

職員の意欲ですとか自主的な活動を促し、応援を

いては実績は１件ということでございますけれど

するような制度を検討してまいりたいというふう

も、そのほかにもいろいろと職場のつながりです

に考えているところでございます。

とか、その中で行っている研修もあるのかなと思
っていますが、この助成制度にかかわってはやは

以上でございます。
〇議長（黒井
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〇９番（東川孝義議員）

先ほど人事交流の目的

より充実していただきますことを要望して、次の

と実績の中で、職員の派遣受け入れというふうな

質問に移らせていただきたいというふうに思いま

答弁の中で先進地でのいろんな取り組み、自治体

す。

との連携というふうな御答弁もいただいておりま

時間が余りありませんので、工事施行成績の評

す。せっかくつくった制度ですので、今答弁をい

価について２点ほどお伺いをしたいというふうに

ただきましたけれども、できるだけ多くの方が利

思います。先ほど２９年度の工事発注の中で建築

用できるような体制の中で、内容の検討も含めて

１３件、土木１７件、新規工事。改修、解体、建

利用できるような体制にしていただくように改め

築が１７件、土木８件ということでお伺いをしま

て要望しておきたいというふうに思います。

した。それで、評価をされているのが土木８件、

この部門では最後、今定年退職者の再任用制度

これ全てを行っていると。建築のほうは１７件中

が行われていると思うのですけれども、現状の実

６件という評価を行っているというような答弁を

績についてどのようになっているのかお伺いをし

いただきました。それで、今工事施行の評価対象

たいというふうに思います。

工事、これ契約金額がたしか１３０万円以上とい

〇議長（黒井

うふうにお聞きをしているのですけれども、これ

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

定年退職の再任用制

の根拠についてお伺いをしたいというふうに思い

度の利用実績ということでございますけれども、

ます。

市の職員の再任用にかかわる条例については平成

〇議長（黒井

１８年３月に施行されてございますけれども、市

〇総務部長（中村勝己君）

役所の職場の再任用の実績につきましては平成２

いうことでございますけれども、名寄市の請負工

６年度で２１名の退職に対して４名、２７年度で

事の施行成績要綱の３条に基づきまして評定の対

は１１名退職に対して１名、２８年度は１０名退

象は１件の契約金額が１３０万円を超える請負工

職に対しまして２名、平成２９年度では５名退職

事としているところでございます。根拠といたし

に対しまして２名という実績になってございます。

ましては、入札に付する金額とする１３０万円を

実績ということで報告をさせていただきます。

超える請負工事評価対象ということでございます。

〇議長（黒井

徹議員）

〇９番（東川孝義議員）

東川議員。

徹議員）

中村総務部長。
１３０万円の根拠と

以上でございます。

１８年度から制度化さ

〇議長（黒井

徹議員）

東川議員。

れた形のものが平成２６年度から実際に運用が開

〇９番（東川孝義議員）

始をされているというふうな形の中で、冒頭にも

は、名寄市独自の金額であって、道とかというの

お話しさせていただいたように、答弁の中にもご

は金額はどのようになっているのか、もしわかれ

ざいました。職場が若返っているというふうな世

ばお聞きをしたいというふうに思います。

代交代も進んでいるという現状の中では、再任用

〇議長（黒井

制度をまた十分に利用されて、非常に答弁にもあ

〇建設水道部長（天野信二君）

ったように当然どこの部門においても重要な仕事

ょっと申し上げさせていただきます。

徹議員）

この契約金額というの

天野建設水道部長。
私のほうからち

でありますし、さまざまな仕事を今まで経験をさ

道とか他の自治体とかもありますけれども、基

れた方が若い人たちを成長させていくというため

本的に１３０万円というラインにつきましては国

にも必要な作業というか、業務の部分かなという

の地方自治法施行令の中で工事請負等については

ふうに思いますので、いろいろやりとりをさせて

１３０万円の線というのはございまして、名寄市

いただきましたけれども、やはり教育研修制度、

においてもそれを受けまして名寄市の契約規則で
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１３０万円という金額をうたってございまして、

〇議長（黒井

それにのっとってということでございますので、

〇参事監（松岡

御理解いただければと思います。よろしくお願い

当たってのＰＤＣＡという観点からの重要な点と

します。

いうことでありましたけれども、当然新規事業の

〇議長（黒井

徹議員）

〇９番（東川孝義議員）

東川議員。

徹議員）
将君）

松岡参事監。
新規事業に取り組むに

中でもその事業によって市側からの発案になるも

ありがとうございます。

のですとか、あるいは市民からの要望などを受け

今回の工事施行成績の評価ということで、改め

て取り組むことにしたものですとか、いろんなケ

て今回質問させていただいた背景、先ほどの中で

ースがあるかと思います。いずれにせよ、そうい

もちょっとお話をさせていただいたのですけれど

ったものを総合的に判断して、今回チェックシー

も、今後新規の工事というよりもやはり長寿命化

トを設けた項目を挙げますと必要性ですとか、効

という形の中では改修だとか解体、こういう形の

率性あるいは有効性、その他特定財源の使い方な

ものが多くなってくるのかなというふうに予測を

どありますけれども、そういったものをしっかり

されます。公平、公正という観点からすると、工

と事前に評価をしていただいて、その上で具体的

事を行う業者、新規であろうが、改修、解体であ

な事業について検討結果をローリングの場である

ろうが、やはり工事を同じ形で行うと。あるいは、

とか、予算編成の場に持ってきていただくという

担当者が評価をしやすいという体制づくりという

ことでこういう評価項目を設けさせていただいた

のは今後必要なのかなと。当然今改修、解体に関

ところであります。その後当然こういう総合計画

して評価がないというふうなもの、言っているも

の評価体系の中に入ってきますので、適切なタイ

のに関しては、評価がないというのは実際答弁も

ミングで事業評価、行政評価、あるいはその翌年

いただきましたけれども、今後のことを考えると

のローリングといったところ、そして予算編成に

やはりこの辺の整備というのも必要なのかなとい

おいても継続事業として上がってくるのか、そう

うふうに思いますので、ぜひ主体性を持った取り

いったところもあるかと思いますけれども、そう

組みを進めていただくように要望して、次の質問

いったところで随時改善すべきところがあれば改

に移らせていただきたいというふうに思います。

善していただいて、最初に設定した目的、効果な

行財政の運営の評価ということで先ほど答弁を

りが上がってこないのであればそれもやはりやり

いただきました。現状の評価方法について、今ま

方を考えるですとか、そういったところもしてい

でとは若干違う形の中で国のシートなり、あるい

くことが必要なのかなと考えております。

は社会情勢変化、市民ニーズをというふうなこと

〇議長（黒井

での御説明をいただきました。それで、今御説明

〇９番（東川孝義議員）

があった中でＰＤＣＡサイクルというふうなこと

テップで取り組むというのは、非常にそれぞれの

に重点を置きながら改めて質問させていただきた

部門での課題なり問題点が明確になって次のステ

いのですけれども、特に新規事業、これを取り組

ップに進むというふうなことでは有効な手段だと

むに当たってＰＤＣＡサイクルのどの部分、どれ

いうふうには思います。それで、よくＰＤＣＡサ

も必要な項目ではあるのですけれども、取り組み

イクルで目標と目的の違いというふうな、これを

の一番中心的なものになるのは何が、当然プラン

きちっと理解をして進まないと課題が解決できな

からだとは思うのですけれども、その辺の一番重

いですよというふうなことがよく言われておりま

要な点について改めてちょっとお伺いをしたいと

す。あくまでもＰＤＣＡサイクルで計画というの

いうふうに思います。

は目標を達成するために定めるものであって、目
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標は目的を達成するために定めるというふうに言

をされているというふうな形で質問させていただ

われております。いわゆる目的はゴールであって、

きました。それで、今よくＫＰＩ、重要業績評価

目標はたどり着くまでのルートというふうにも言

指標というふうなもので数値化されております。

われております。今松岡参事監のほうからＰＤＣ

これのいわゆるＫＰＩを評価を数値化できるもの

Ａの今のサイクルの中での取り組みのお話をいた

と、それからできないものというのも正直言って

だきました。それで、当然ＰＤＣＡサイクル、個

あるのかなというふうに思います。その辺実際に

人で取り組むのは非常にある面では課題に対して

戦術レベルできちっとＫＰＩ数値化してこの目標

も取り組みやすいというふうには思うのですけれ

に取り組んでいきますよというものと仮にできな

ども、やっぱりこれを組織に定着をさせていくと

いものの評価というのは、業績評価の中でどうい

いうための体制づくりのポイントはどこが重要か

うふうな取り組みをされていくのかお伺いをした

なというふうにお考えか、今の時点でちょっとお

いというふうに思います。

答えをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井

〇議長（黒井

〇参事監（松岡

徹議員）

〇参事監（松岡

将君）

松岡参事監。
ＫＰＩの設定について

ＰＤＣＡサイクルを組

ということですけれども、こうしたことを取り組

織の体系として位置づけるということでありまし

むに当たってよく言われるように、原則としては

たけれども、今初めに申し上げましたとおり名寄

やはり数値化していくと。数値化できるもので評

市においては総合計画を中心に施策ですとか事務

価していくというのが大原則となっております。

事業の評価の体系などしておりますので、総合計

ただ、従来の行政ですとよくこういうＫＰＩ、Ｐ

画を中心に行政を行うという意味において総合計

ＤＣＡの話、あるいはその前のパブリックマネジ

画に掲げる目標ですとか、あるいは個別の事業に

メントなどの話にもありますけれども、基本的に

今回目標などを設定していくわけですけれども、

は行政って数値化できないという前提で、例外的

それが各部ですとか、あるいは各施策分野ごとの

に数値化できるものを取り上げていったというの

各部連携して行うものもありますけれども、それ

が基本だったと思うのですけれども、近年では基

の目標ということになってくるのかと思います。

本的にもこの数値化、定量的な評価を行うという

また、その中で各部の中でも個人単位におきまし

のを原則としまして、どうしても数値化できない、

ても掲げられた目標に向けて自分が行う業務とい

あるいは数値化がふさわしくない分野につきまし

うものを位置づけられておりますので、そういっ

ては定性的な目標、それも客観的に状況がどう変

たところで明確に個人の目標として、あるいは組

わっているのか、好転しているのかというのがわ

織の目標として、市全体の目標として位置づけら

かるような設定の仕方をしなさいということが行

れているというふうに現在でもなっていると思い

政評価などの指導で入っておりますし、またそれ

ますし、それをより明確にわかりやすくしていっ

すらもできないという分野に関して言うと、それ

て、その体系をしていくということが大事だと考

は当然にやらなければいけないことですとか、法

えております。

令で定められているとか、そういったところにつ

〇議長（黒井

将君）

松岡参事監。

徹議員）

徹議員）

〇９番（東川孝義議員）

東川議員。

いてはある意味評価改善というところから離れて

先ほども質問の中でち

くるのかなと思います。いずれにせよ、そういっ

ょっとお話をさせていただいたのですけれども、

たものを基本的には評価になじまないというとこ

２９年度のローリング調書、９本の新規事業、そ

ろからスタートするのではなくて、原則としては

れから２７７の継続事業というふうなことで評価

数値化して評価すると、検証していくというとこ
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ろを大前提に置いて、そこから例外として数値化

〇参事監（松岡

将君）

行財政運営のよい面、

がふさわしくないものとか、できないものといっ

悪い面ということでありまして、必ずしも私もこ

たものについては違う扱いをするというふうに整

の地方行政あるいはほかの自治体の分野に精通し

理をしていくことが大事なのだと思います。

ているわけでもありませんので、この地方、ただ

また、先ほど目標、目的という話もありました

地方創生ということでいった場合に従来の地方振

けれども、どうしてもこういう数値の目標をつく

興策とか、そういった政策との大きな違いとして

るときには従来アウトプット、つまり事業による

はＫＰＩとかＰＤＣＡの概念を全面的に出して、

産出物の数値を用いることが多々多かったわけで

この重要性を訴えていることだというふうによく

すけれども、そうではなくてその事業の産出物に

地方創生の担当の政務などが説明をしているとこ

よって市であれば市全体の、あるいは市のある分

ろであると思います。その中で名寄市においては、

野のどういう成果が上がって、どういうふうにそ

総合戦略を策定するに当たって、あるいはそれを

の分野が好転しているのかというのを、それを指

策定後に新しく総合計画をつくっていたわけです

標にしなさいと。アウトカムの指標を設けなさい

けれども、こういった概念を十分理解して、包含

ということに、国ですとか道のほうでも徐々に徐

する形で重点プロジェクトなどを設定をしまして

々にそういう動きになってきておりますので、市

進めてきているところであると思います。そうい

としてもそういったところでしっかりと評価して

った面で地方創生という観点からもＫＰＩとかＰ

いくというのが行財政運営という観点でもそうで

ＤＣＡという概念徐々に浸透してきているところ

すし、また数値で端的にあらわすということはわ

と思いますので、今後とも引き続きこういった取

かりやすく見える化するということにもつながっ

り組みについて進めていっていただきたいと思い

てきますので、市が向かっている、あるいは市が

ますし、そうすることで市民生活が市民にとって

今やろうとしている方向性を市民にわかりやすく

よい行政になっていくと思いますので、引き続き

示すというのも有効であると思いますので、そう

よろしくお願いしたいと思います。

いった方法で進めていきたいというふうに考えて

〇議長（黒井

おります。

質問を終わります。

〇議長（黒井

徹議員）

〇９番（東川孝義議員）

東川議員。

徹議員）

以上で東川孝義議員の

住み続けられる名寄市を目指した取り組みにつ

ありがとうございまし

た。

いて外１件を、山崎真由美議員。
〇２番（山崎真由美議員）

時間ちょっとなくなって恐縮なのですけれども、
松岡参事監におかれましては一昨年の６月当市に

議長の御指名を受け

ましたので、通告順に従い順次質問をさせていた
だきます。

着任をされて１年９カ月、今いろんな形の中で御

３月の年度末を迎え、市内各学校においては卒

答弁もいただいた形の中で業務に携わっていただ

業式が挙行され、中には志を胸にふるさとを巣立

いております。そこで最後に、当市の行財政運営

つ方もおられることでしょう。名寄のまちで育ん

の方法についてよい面、またこの部分はもっとこ

だ力を基礎に大いに羽ばたかれんことを期待する

ういうふうな形でというふうなことが今の時点で

ものであります。その一方で、どの地にあっても

ございましたら、ちょっと時間なくて恐縮なので

名寄市を身近に感じ、つながりを持ち続けてほし

すけれども、一言お答えいただいて、私の質問を

いと願うものであります。

終わらせていただきたいというふうに思います。
〇議長（黒井

徹議員）

松岡参事監。

北海道の北に位置する名寄市の豊かな自然とそ
の恩恵は、常に言葉に上るところですが、反面冬
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の厳しさも話題になるところであります。住み続

お伺いいたします。

けた名寄市がどの世代にとっても住みやすい名寄

次に、小項目２、物流の拠点としての取り組み

市となることを願い、大項目１、住み続けられる

についてであります。昨年道北地方の物流システ

名寄市を目指した取り組みについてお伺いいたし

ムの構築を目的とする名寄地域連携物流システム

ます。

検討協議会が設立され、地域経済発展の可能性を

最初に、小項目１、除排雪への対応についてお

探るべく取り組みが進められています。人と物が

伺いいたします。昨年の１２月議会における一般

集まる道の駅を物流の拠点とする考え方について、

質問でも除排雪について取り上げられております

その可能性についての見解をお伺いいたします。

が、この冬も出口に近づいたことから改めて今シ

小項目３、観光資源としての取り組みについて

ーズンの除排雪の状況についてお伺いいたします。

お伺いいたします。道の駅に集まる人の流れを一

また、今回導入した直営班による成果、レンタ

過性のものから一定時間滞在する形にすることが

ル＆ゴー事業についての成果及び福祉サイドから

できれば、一層観光資源としての付加価値が高ま

見た高齢者世帯向けの除排雪に対する助成につい

るものと考えます。道の駅周辺には田畑が広がっ

てもその状況をお伺いいたします。

ていることから、農業者との連携の中で観光農園

次に、小項目２、子供の医療費助成拡充につい

を運営する、また公衆浴場を設置することで道の

てお伺いいたします。近隣自治体においては、子

駅に立ち寄る機会をふやすなどの方策も考えられ

供の医療費無償化が実施されていますが、名寄市

ます。将来士別剣淵から高規格道路が延伸された

においての医療費助成の考え方と現状、さらに今

後にももち米の里、道の駅なよろを選んで人が集

後の見通しについてお伺いいたします。

うよう手だてを講じる必要があると考えますが、

次に、小項目３、公共交通の確保についてお伺

見解をお伺いいたします。

いいたします。昨年１２月と本年１月の２カ月間、

最後に、小項目４、市民生活に密着した取り組

風連御料線におけるデマンドバスの実証実験運行

みについてお伺いいたします。道の駅は、旅行者

が実施され、地域の公共交通確保に向けた取り組

のみならず、地域住民も大いに利用しています。

みが進んでいます。しかし、名寄市全体を考えた

特に新鮮野菜や花の直売所においては、販売する

ときに公共交通の確保は今後も引き続き重大な地

側でも購入する側でも地域住民がかかわっていま

域課題であります。空白地域をつくらないための

す。また、コンサートなどの催し物も開催されて

方策についてお伺いいたします。

います。人々が集う道の駅をにぎわいの一つの拠

次に、大項目２、道の駅を活用したまちづくり

点と考えたときに、市民生活の面からも公衆浴場

についてお伺いいたします。最初に、小項目１、

の設置を望む声が上がっています。およそ２万

南の玄関口としての役割を意識した取り組みにつ

０００人の人口に対して公衆浴場が２カ所しかな

いてであります。一年を通して市内外の利用者で

い名寄市であります。風連地区においては、望湖

にぎわうもち米の里、道の駅なよろ。道の駅なよ

台自然公園センターハウスの取り壊しで公衆浴場

ろは、いわゆる名寄市の南の玄関であります。特

がなくなりました。サンピラー温泉の改修も課題

に夏期間においては、キャンピングカーが駐車場

に持つ名寄市ですが、その方策を検討する余地は

を埋めるなど多様な形での利用が見られます。そ

あると思いますが、お考えをお伺いいたします。

の来訪者に対し、名寄市の魅力を発信することは

以上、壇上からの質問といたします。

多岐にわたり有益な状況を生み出すものと考えま

〇議長（黒井

す。情報発信基地としての取り組み状況について

〇建設水道部長（天野信二君）
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大きな項目で２点御質問いただいております。大

として３町内会を公募して実施する予定でありま

項目１の小項目１については私から、小項目２に

したが、複数の町内会から関心を寄せられたもの

ついてはこども・高齢者支援室長から、小項目３

の、最終的には旭栄区町内会のみの実施となった

及び大項目２の小項目２については総務部長から、

ところです。生活道路の排雪時期と重複した関係

大項目２の小項目１と３については営業戦略室長

上２月の実施となったところですが、道路の拡幅

から、小項目４につきましては市民部長からそれ

や町内会会館周辺の開設を実施いただきました。

ぞれ答弁申し上げますので、よろしくお願いを申

町内会のタイミングで排雪ができるといった御意

し上げます。

見を寄せられた一方で、重機運転の免許は所有は

大項目１、住み続けられる名寄市を目指した取

しているものの運転にはふなれであるため、スム

り組みについて、小項目１、除排雪への対応につ

ーズな運用とならなかったことなど課題も挙げら

いてを申し上げます。本年度の除雪については、

れましたが、本年度の残り期間で再度実施する予

前年度より約２週間契約を早め、本格的な冬到来

定となっております。それらを踏まえ、今年度の

に備えてまいりました。１０月及び１１月には降

課題をしっかりと検証した上で、引き続き利用し

雪はあったものの、気温の上昇や天候に恵まれ、

やすい事業とするため、課題解決に努めてまいり

比較的穏やかな期間となりましたが、１２月に入

ます。

り急速に発達した低気圧や強い寒気の影響を受け、

高齢者を対象とした除雪の支援制度につきまし

平年値よりも多い積雪となったところです。１月

ては、名寄市高齢者自立支援事業条例に基づく名

から２月にかけましても雪は降りやむことなく降

寄市除雪サービス等助成事業を実施しております。

り続け、２月末現在で累積降雪量７０９センチで、

この事業の対象者につきましては、７０歳以上の

前年度同月では５９４センチと約２割増しの降雪

高齢者世帯、障がい者世帯を対象とし、収入基準

となっております。最大積雪深についても１４０

を設け、基準額以内の世帯を対象として実施して

センチ、前年度同月では９７センチと４割増しの

おり、その収入基準につきましては就学援助制度

積雪に、平年値の８６センチと比べても６割増し

を参考として生活保護費の

となっております。

ろです。助成の方法といたしましては、市が指定

本年度の除排雪事業の特徴的な手法といたしま

３倍としているとこ

した事業者と利用者が除雪のシーズン契約を結び、

しては、通常の除排雪の委託を初め本年度北海道

支払いの際に市が交付する除雪助成券を利用する

から購入した小型ロータリー車及び凍結防止剤散

こととなり、機械による除雪では１シーズン２万

布車、本市で新規で購入したダンプ車や除雪グレ

０００円、風連地区のみではございますが、手

ーダーの導入により機械力が向上したことに伴い、

作業による除雪は１シーズン

０００円として実

道路センター職員による直営班での機動力が増し、

施しているところです。また、生活保護世帯に対

交差点の見通し確保のためカット排雪や雪山崩し、

しましては市が除雪を委託しており、生活保護費

道路幅員の拡幅作業など前年よりも大幅に業務の

から支給される除雪費を除く額について除雪サー

量を拡張できたところです。これにより昨年と同

ビス費として支給しております。

様のペースでの排雪業務を実施することができ、

平成２８年度の除雪サービス等助成事業利用者

直営班導入の一定程度の成果を残せたのではない

の実績といたしましては、除雪助成券の利用が名

かと考えているところです。

寄地区で１５３世帯、風連地区で８６世帯、生活

本年度の新規施策としての町内会連携事業、レ

保護世帯に対する除雪サービスの利用件数が２２

ンタル＆ゴー事業につきましては、モデル町内会

世帯であり、合計で２６１世帯となっており、平
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成２９年度につきましても現在未確定ですが、前

子供の医療費無償化につきましては、対象となる

年度とほぼ同じ利用件数となっております。

子供の年齢や医療費の範囲、所得制限や一部負担

また、今年度の新規事業といたしまして、高齢

の有無など自治体間においてさまざまな制度とな

者等で福祉的支援が必要な方に対する屋根雪おろ

ってきていることからも、地方自治体のみが負う

し助成券交付事業を開始しており、除雪サービス

べき課題ではなく、国において制度化されるべき

等助成事業の対象者に加え、認知症の方に対する

ものであることから、これまでも市長会等を通じ

要件を追加し、屋根雪おろし中の転落等による事

国や北海道に対して要望の実施をしてきておりま

故を未然に防止するために屋根雪おろしに係る費

すので、御理解願います。

用の一部として１シーズン１万円を助成するとい

以上、私からの答弁といたします。

うものであります。２月末現在で１２６世帯の利

〇議長（黒井

用申請を受け付けており、今後の降雪、融雪状況

〇総務部長（中村勝己君）

によりさらに申請があるものと考えております。

の住み続けられる名寄市を目指した取り組みにつ

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。
私からは、大項目１

いての小項目３、公共交通の確保について申し上

廣嶋こども・高齢者支

げます。

援室長。
〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君）

徹議員）

名寄地区中心部と風連、日進地区を結ぶ風連御
私か

料線の一部において利用者が減少し、定時定路線

らは、大項目１、住み続けられる名寄市を目指し

のバス運行には適さない区間があることから、運

た取り組みについて、小項目２、子供の医療費助

行形態の見直しについての地域並びに名寄市地域

成の拡充についてお答えいたします。

公共交通活性化協議会における検討を行ってまい

現在の名寄市における子供の医療費支援につき

りました。それぞれの合意をいただきながら、効

ましては、平成２６年８月診療分から北海道医療

率性及び利便性に配慮し、必要なときに利用者の

給付事業を活用した乳幼児等医療費の助成に加え、

予約で運行する乗り合いバス、いわゆるデマンド

名寄市独自に就学前児童の入院、通院の全額助成

バスを見直しの手法として選択し、２カ月間の実

及び小学生の入院に係る医療費の全額助成を拡大

証運行を行ってきたところです。一部区間の見直

し、実施しているところでございます。これまで

しでもあることから、残されたバス路線を最大限

も本市は、市立総合病院において２４時間小児科

活用いただくこととし、風連地区中心部でデマン

医を配置し、近隣市町村にない子育て世代への安

ドバスから路線バスへ乗りかえることを想定した

心して暮らせる環境を維持してまいりましたが、

実証となりましたが、乗りかえの方法にも問題は

平成２６年４月の消費税増税に伴い、国は増収の

なく、全体的に良好な運行結果を得ることができ

一部について地方自治体へ社会保障制度への一定

たと考えているところです。今後正式運行に向け

の配慮をした財政措置を実施するとの説明を受け

た詳細を固めていくこととなりますが、利用者ア

まして、名寄市としてもその一部を子育て支援施

ンケートや運行事業者からの聞き取りなどを素材

策として乳幼児等医療費の助成の拡大に充てたも

とし、名寄市地域公共交通活性化協議会における

のでございます。

検討並びに地域との連携も図りながら利用しやす

子供の医療費助成の独自拡大につきましては、

い公共交通となるよう進めてまいります。

限られた予算の中、特に重篤化になりやすい就学

一方で、御質問で触れられていた名寄市内全体

前児童の入院及び通院と医療費負担が大きい小学

を考えた公共交通の確保については、地域の重要

生の入院に限らせていただいているところです。

な課題であると認識しているところです。本市の
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公共交通機関は、宗谷本線並びに名寄地区中心部

農畜産物等の流通において、道北地域の地理的条

を循環するバス路線３系統、自治体間及び市内地

件から当市の果たす役割が今後重要になると着目

域間を結ぶバス路線９系統が市内や地域間の移動

されており、この具体化に向けて引き続き研究が

手段として配置されているほか、バス路線以外の

行われていくものと考えております。以上のこと

交通手段としてデマンドバス、地域医療バスなど

から、生活を支えるインフラとして物流に注目が

も地域の実情に合わせて活用されている状況です。

集まっておりますが、地理的優位性を生かし、当

しかしながら、市内の一部には公共交通を活用す

市が道北地域の物流拠点となり得る可能性につい

ることが難しい地域も存在しており、この解消も

て今後も積極的に研究してまいります。

継続した課題であると受けとめているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

さらには、人口減少や自家用車の普及などによる

〇議長（黒井

徹議員）

水間営業戦略室長。

利用者の減少により、公共交通維持に対する市の

〇営業戦略室長（水間

財政負担も年々増加している状況となってござい

初めに大項目２の小項目１の玄関口としての役割

ます。これらの課題に対し、地域特性や利用者ニ

を意識した取り組みについて申し上げます。

剛君）

私からは、まず

ーズに応じた公共交通の確保を図るとともに、市

道の駅なよろは、平成２０年の開設、平成２１

内全体の交通手段を連携させ、効率性、利便性の

年度には年間入り込み者数４０万人、平成２８年

高い公共交通網を形成することが必要であること

度は過去最高の５２万人を超える大変多くの方々

から、名寄市地域公共交通活性化協議会と連携し、

にお越しいただいております。市内外より多くの

地域公共交通網形成計画の策定を検討していると

方が訪れる施設であり、特に本市を目的として来

ころです。計画策定の過程において地域にとって

訪した方以外の方も多く立ち寄られることから、

望ましい公共交通のあり方を明らかにするととも

指定管理者である株式会社もち米の里ふうれん特

に、地域全体を面的に捉え、地域の実情や既存バ

産館と連携し、道の駅本来の役割である道路を利

ス路線等の利用状況などに応じた多様な交通手段

用する方への道路情報や交通情報の発信はもとよ

の活用も含め、検討してまいります。

り市内で開催されるイベントポスターの掲示や近

次に、大項目２の小項目２、物流の拠点として

隣市町村観光パンフレットなど観光情報の提供に

の取り組みについてお答えいたします。昨年１２

努めているところであります。また、Ａｉｒてっ

月１３日に名寄商工会議所が中心となり、名寄地

しのサテライトスタジオも併設されておりますの

域連携物流システム検討協議会が発足しました。

で、旬な情報発信も行っており、さらには夏のひ

この協議会には、運送事業者、荷主となる事業者、

まわりの開花時期にはリアルタイムの開花情報を

行政も参画しての発足となりました。現在効率的

掲示する等の各種情報の発信に努めております。

な物流の構築が可能かを研究するため、実証試験

続いて、小項目３、観光資源としての取り組み

の実施が可能か検討しているところです。その中

について申し上げます。観光資源としての道の駅

継地点として道の駅も検討されることになると考

の取り組みとしては、来客が増加するゴールデン

えております。

ウイークやお盆時期に屋外売店、屋外遊具の設置

国においては、昨年１１月６日、本市におきま

や紅白餅の配布、ミチエキコンサートなど各種イ

して北海道開発局主催による名寄周辺モデル地域

ベントを実施することにより来場される方々の満

圏域検討会が周辺市町村長及び経済界などが出席

足度の向上に努めていただいております。また、

する中開催され、道北地域の生産空間を維持して

先ほども述べましたが、市内観光施設、観光地点

いくための取り組み、事例等の紹介がありました。

及びイベント情報等においては、道の駅よりパン
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フレット、ポスター、チラシ等により情報発信に

一ある公衆浴場施設に対して経営支援を行ってい

努めております。さらには、今年度新たな取り組

るところです。具体的には、浴場経営の安定化を

みとして、夏のひまわり畑でアンケートに答えて

図るための公衆浴場確保対策事業補助金、設備資

いただいた方に道の駅において大福割引券、なよ

金に要する借り入れ資金の利子を一部補填をする

ろ温泉サンピラーの入浴割引券を３７２枚配布し、

設備資金利子補給、設備改善に対する設備事業費

２２８枚御利用いただくという観光地点と施設ま

補助金がございます。

での動線を構築し、名寄市内での滞在時間を延ば
すことを目的に実施いたしました。

平成２９年度において市からの補助金交付実績
は２５６万円でございます。公衆浴場利用者数に

高規格道路の延伸後につきましては、道の駅利

おいては、１日平均入浴客数で比較をすると平成

用者へのアンケートを実施しており、アンケート

１９年度で６

結果は年度末に提出されることから、これらのデ

となっております。ここ１０年間で１日平均

ータを分析し、検討していくこととしております

人の減少となっております。年々減少傾向にござ

が、今後は市内観光施設等との連携した取り組み

いまして、このように安定した経営状況を維持を

を拡大させていくとともに、道の駅そのものの魅

していくことは厳しい状態となっていることから、

力を向上させていくために指定管理者、関係団体

今後におきましても市内で唯一ある公衆浴場施設

等とともに協議を行ってまいります。

の安定経営に向けた必要な支援を継続をしてまい

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）

５人
６

りたいと考えております。

三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君）

１人、平成２９年度では５

議員からは、風連地区に公衆浴場を設置するこ

続きまして、大項目

とについて検討する余地があるのではということ

２の小項目４、市民生活に密着した取り組みにつ

で質問をいただいておりますが、公衆浴場確保対

いて、私からは名寄市における公衆浴場の確保対

策補助金の交付を通じまして公衆浴場の極めて厳

策を担当する立場で申し上げます。

しい現状を認識をする立場からは、新たな公衆浴

初めに、公衆浴場の確保対策についての基本的
な考え方についてですが、本市においては過去に

場設置につきましては困難であると考えておりま
す。

市営住宅の整備において浴室の整備を行っていな

以上、私からの答弁とさせていただきます。

かったことから、市営住宅に入居をされている方

〇議長（黒井

に公衆浴場の確保が必要なため、市内の公衆浴場

〇２番（山崎真由美議員）

施設に対する経営支援を行ってきた経緯がありま

だきましたので、再度質問させていただきます。

す。今では公営住宅の建てかえが進んでおりまし

最初に、除排雪についてお伺いいたします。先

て、現在公営住宅で浴室を備えていない住宅は存

ほども今年度の実績等につきまして御報告いただ

在しておりません。こうしたことから、本来的な

きまして、本当に降雪の多い年でありましたので、

公衆浴場の使命はほぼ終了していると考えており

担当の方の御苦労を思いますと頭が下がる思いで

ます。ただ、一方では、公衆浴場には入浴をする

すし、その中で例えば経済建設常任委員会の取り

だけではなく、利用者同士の交流の場ですとか、

組みも含めて、行政側も議会側もやれることをし

自宅にお風呂があっても公衆浴場を利用すること

っかり取り組んできた冬であったという認識をし

によってエネルギー消費の削減にもつながるなど、

てはございます。しかし、これほど市民の方から

メリットもあると考えております。こうした観点

除排雪について御意見を頂戴した年もなかったと

から、公衆浴場の安定的経営のために、市内に唯

いうところが私の実感であります。
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まず、何よりも地域からの声は市道の除雪の後

ところでございます。その件数ですけれども、評

間口に置いていかれるかたい雪についてのもう本

価はいろいろあるかと思うのですけれども、前年

当に悲痛な声と言いたいほどの御相談がたくさん

度では幸い雪の少ないシーズンだったのでござい

ございました。「なよろの除雪」ということで、

ますので、９０件程度の件数だったというふうに

広報紙でも丁寧な状況の説明をしていただいてお

思っています。それ以前、二十六、七年ごろは大

ります。その「なよろの除雪」いつも見せていた

変大雪の年もございまして、その年は約二百五、

だいておりますが、そちらのほうも少しもう一度

六十件程度というような状況だったというふうに

見させていただきましたときに、平成２６年のも

思ってございまして、今冬の先ほど申し上げまし

のでありますけれども、ここに印刷して持ってき

た大雪の対策、私どもできる限りの手を尽くして

ましたけれども、平成２６年１月１日に出された

まいりまして、この１３０という数字がどのよう

「なよろの除雪」です。ここに除雪に関するＱア

に御評価いただけるかというのは今後分析も必要

ンドＡのところになぜ玄関や車庫の前に雪を置い

かと思っていますけれども、大雪の割には直接御

ていくのということに対してのお答えが書かれて

意見等々いただいたのはやや少な目なのかなとい

います。最後のところに、なお、高齢者や障がい

うふうに、ちょっとそういう実感を持っていると

のある方で玄関前の間口でお困りの方は下記連絡

ころもございます。内容等については、今後精査

先に御相談くださいというのがあります。苦情と

して次期のシーズンについて少しでも生かせるよ

捉えるのか、相談と捉えるのかは別ですけれども、

う努力してまいりたい、そのように考えていると

今年度かなりの件数の相談があったのではないか

ころです。

というふうに推察しますが、この点についての対

以上です。

応がどのようになされたのかについてお聞かせい

〇議長（黒井

ただきたいと思います。

〇２番（山崎真由美議員）

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）

徹議員）

山崎議員。
数の多い、少ないに

ついては個人の主観も入ってくるかと思いますけ

今市民の皆さん

れども、数はともかくとしまして、本当に困って

から御意見賜る、どのような状況かということで

いらっしゃる方が多くなっているというところで

ございますけれども、手元に細かい数字の資料ご

はお伝えしておきたいと思います。

ざいませんので、ちょっと私の記憶ということで、

そして、相談を電話でされたときに、確かに担

私ども承知しているのは２月末、この３月に入り

当課の方が来てくださったと。けれども、家の前

ました段階で、例年市民の皆様から御意見、ある

に残された雪の塊を見て、これは普通ですよとい

面苦情等も含めてというのは当然記録をとりまし

う言葉をかけられたと。普通かどうかということ

て件数等も積み重ねてきているところでございま

について、体力があるかどうかということについ

す。私が承知しているところでは、今冬について

ても個人の主観の入るところではありますけれど

は約１３０件程度だったというふうに思いますけ

も、本当に間口に置かれた雪に対してこの状況で

れども、御意見等々いただきまして、当然現場に

はもうここで暮らしていけないという声が多くな

駆けつけ対応するもの、また高齢者に対するお問

ってきていることは事実であります。間口除雪、

い合わせであれば先ほどございました福祉サイド

門口除雪について求めたいという気持ちがとても

への御案内だとかも含めてできるだけ丁寧な対応、

膨らんできてはいますけれども、当然そこには予

そして現場等での課題があれば駆けつけての説明

算が絡んできます。しかも、億単位のことになろ

なり対応というような形でさせていただいている

うと推察しますので、その部分についてすぐにと
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いうことにならないということも想像はできるの

方を支えることが難しい状況になっているのでは

ですが、であればもっと細かく福祉サイドでの高

ないかと思います。それは、町内会自体が高齢化

齢の方に対しての間口、門口に対する助成の手だ

しているからなのではないかと思います。その点

てというものについて考えていく必要があると思

についてやはりこれから国保の問題、それから介

っていますが、この点に関していかがでしょうか。

護保険の問題、相当市民生活に打撃を与えるであ

〇議長（黒井

ろうと思われる中で、来シーズンに向けての検討

徹議員）

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君）

議員のお気持ち

についてはぜひ求めたい思いますが、その点いか

含めて市民の方の、特に高齢者、障がい者の方の

がでしょうか。

お困りを重々存じ上げております。我々が行って

〇議長（黒井

おります事業につきましては、高齢者、障がい者

〇副市長（橋本正道君）

の方ということではなく、その中でも所得が一定

きましてありがとうございます。

徹議員）

橋本副市長。
今貴重な御提言いただ

程度の少ない方と申し上げますか、低所得の方を

全体の質問といたしまして、住み続けられる名

対象にやらせていただいている事業でありますの

寄市ということであります。その中で除雪の問題

で、本当の福祉的な施策としてやらせていただい

がクローズアップされているというふうに考えて

ているような状況でございます。今後その部分を

おります。議員御指摘のとおり、門口除雪という

拡大等する場合にはまた別途予算も必要となって

のは非常にこれ大きな課題でありまして、家の前

まいりますので、現状ではそこの部分を堅持させ

に雪が残っているということで、予算査定の中あ

ていただきたいというふうに思いますし、また今

るいはローリングの中でも門口除雪、家の前に残

現在は生活保護の扶助の

３倍ということにはな

っている雪どうにかならないのかという議論は何

っておりますけれども、その部分についても今年

回もさせていただきましたが、相当な金額がかか

度８月に生活保護の生活扶助が引き下げられると

ると。やり方はいろいろあろうかなと。例えば押

いうことも国では申しておりますので、その部分

していったものを後ろからロータリーで積むだと

については平成２５年の引き下げ前の数字をまた

か、あるいはほかのどこかの空き地に寄せるだと

引き続き使わさせていただきたいというふうに考

か、そういうようないろんな方法もあるけれども、

えております。そのような状況でございますので、

かなりお金がかかるし、人手もかかると。まず、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

人が足りないというのも１つ現状としてあると思

〇議長（黒井

っております。これ本当に大きな課題です。今福

徹議員）

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）

なかなか理解しがた

祉サイドのほう、それから除雪という観点でまち

いところでございます。これだけ名寄市の高齢化

づくりのほうの両方の側面から見なければならな

率が上がってきていまして、年齢７０歳以上の方

いと思います。限られた予算の中でどこにどうい

という、その大きなくくりの中で、今までの制度

うふうに行くのが一番いいのか。除雪、高齢者が

の中でやっていくということを市民の方が苦しい

住みやすいまちづくりを特に冬の期間どうするか

とこれだけおっしゃっているのに同じやり方を踏

というのは、いろんな方策を考えなければならな

襲していかなければいけない名寄市というものに

いかと思っています。除雪がいいのか、それとも

対して、やはり結果的にそういう状況をとらざる

レンタル＆ゴーというような事業もさせていただ

を得ないのであれば、そのことをきちっと市民の

きましたけれども、その検証も踏まえてどういう

方がわかるように説明いただいて、そして別な方

ような政策が一番いいのか、３０年度もう少し考

策を考える。町内会もなかなか全部の町内会員の

えさせていただきたいと思います。
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〇議長（黒井

徹議員）

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）

の医療費支援ということでやっているということ

考えさせてほしいと

で、それは私どもも承知しております。年々ふえ

言ってくださいましたので、その言葉を前向きに

ていっている状況にあります。この背景は何かと

捉えたいと思いますけれども、今までも大きなお

いうことをまず私ども考えておりますが、１つは

金がかかるということで、ずっとこの議論につい

定住政策というような側面もあるのかもしれない

てはありながら踏み込むことができていないとこ

なと思っております。ただ、そうしますとこれが

ろだと思います。でも、本当に名寄市がこのまま

本当に定住政策ということで有効なものかどうか

進んでいくときに１０年後にどれだけの人が残っ

というのは私ども十分検討しなければならない課

ているかということ、これは総合戦略でも、それ

題だと思っておりますし、前段御答弁させていた

から総合計画でも大きな課題になっての今がある

だきましたとおり医療費でありますから、やはり

わけですから、やはりそこについてはぜひとも具

国の責任においてやるべき部分も相当程度あるだ

体的な手だて、そして検討を加えていただきたい

ろうというふうに考えているところであります。

なというふうに思っています。

今名寄市立総合病院のほうで小児の救急医療、

そして、同じくちょっと時間が気になりますの

２４時間受け付けということで、そこのほうを十

で、次の再質問に移らせていただきますが、医療

分やっているということでありますので、それに

費の助成についてであります。これも名寄市にと

加えて小学生の部分で名寄市独自の医療費支援と

っては大きな問題になっていると思いますが、子

いうことでやっております。この両輪でもってほ

供たちの医療費の助成、それから先ほどの高齢者

かの市町村にも負けないような形でできないかと

の方たちに対する除雪の問題、あわせて名寄市を

いうことで今進んでいるところであります。今い

今後どんな形で定住を含めて維持していくかとい

ろんな点で御指摘いただきましたこの医療費につ

う大きな課題になっているというふうに思います

きましても、先ほどの除雪と同じように住み続け

が、名寄市の場合、先ほども部長から御答弁いた

られるまちということでありますし、御質問の中

だきましたように、小学校上がるまでの子供たち

で後で公共交通の部分も出ております。全体とし

については確かに入院、外来通院無料になってい

ては限られた財源の中でどこが一番住み続けられ

ますけれども、小学生に上がった場合はもう入院

るまちづくりに対して重点を置くべきか、これは

のみということになっています。調べましたとこ

本当に大事なことでありますし、この子供の医療

ろ、士別市も下川町も美深町もみんな小学生につ

費あるいは高齢者の除雪の関係、いろいろありま

いては入院、外来通院無料という形の中で対応さ

す。違う政策で違う目的が達成できるというもの

れています。確かに国のほうに求める部分という

もあるかもしれません。これは、名寄市の状況を

のは大きいと思いますけれども、同じ状況の中で

つぶさに分析して、しかも早急に解決しなければ

なぜに名寄市だけができないのか、そこのところ

ならない問題ということは私ども認識しておりま

についてはやはり市民は確固たる説明を求めたい

すので、今こういうような子供医療費の無償化、

と思っているところでございますので、これにつ

病院とあわせての政策というところで、また今後

きましても橋本副市長からその件について御説明

いろんな課題が出るかもしれません。それは、つ

求めたいと思います。

ぶさにまた検討してまいりたいと思います。よろ

〇議長（黒井

徹議員）

〇副市長（橋本正道君）

橋本副市長。

しくお願いいたします。

他の自治体におきまし

ても議員御指摘のとおり医療費独自の助成、子供

〇議長（黒井

徹議員）

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）
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小児科の体制については、本当にありがたいと思

ということをずっと慎重に考えながら、この２６

っていますけれども、若いお母さん方に聞きまし

年８月のときもやらせていただいた経過もあると

た。それと医療費無償化は別問題だというふうに

いうことをまずぜひ御理解いただきたいというふ

おっしゃいます。それは、私もそのとおりだなと

うに思います。その上で、しかしながら全体がそ

いうふうに思いますのは、みんながみんな名寄市

ういうような状況になっているということも理解

立総合病院に駆け込むということではなく、かか

をさせていただきます。一方で、先ほど高齢者の

りつけ医の中で子供たちが早目にひどい病気に進

話もありました。今回の話もこれ全て経常経費が

んでいかないようにする、そのことが大事だと思

数千万円、億とかかってくることの中で、今回の

うからです。そして、例えば名寄市の進めており

３０年度予算も経常収支比率も相当今上がってき

ます冬季スポーツの拠点化、スポーツジュニアア

ています。その中でやはりこれ精査を、厳選して

スリートの育成、そういうところにつきましても、

いかないと将来にわたって持続可能な自治体経営

元気な子供たちを名寄市から育てていかなければ、

ができないという側面もありますので、しっかり

外から来ていただく、その有能な人材だけを育て

と効果的な施策を厳選してやっていくということ

るということが名寄市の目的ではないと思ってい

が求められていくのかなというふうに思います。

ます。定住対策においてこのことはとても大きな

この小児の医療無償化に関しては、先ほど消費税

ことだと思ってございますので、小学生全体の６

８％のときに財源確保はできたということもあり

年間が難しいのであれば、せめて１０歳までです

ます。今度１０％になるというようなことになっ

とか細かいくくりであっても早急に進めていただ

てくると、そこでまたそうした特定財源が生まれ

きたいというふうに思っておりますが、その点に

てくる可能性もありますので、そうしたことも注

ついていかがでしょうか。

視しながら、あるいは今２次計画の中期実施計画

〇議長（黒井

徹議員）

〇市長（加藤剛士君）

加藤市長。

を策定するに当たってさまざまなアンケートを徴

子供の医療費無償化、貴

重な御提言ありがとうございます。

取することにしておりますので、そうした市民の
皆さんの御意見も改めて踏まえながら検討してい

今橋本副市長からもお話あったとおり、隣まち

きたいというふうに思いますので、ぜひ御理解い

の事例もありましたが、確かにかかりつけ医の存

ただきたいと思います。

在というのは重要な存在ですけれども、一方でや

〇議長（黒井

はり小児科医が基本的にずっと常駐をしている名

〇２番（山崎真由美議員）

寄市立総合病院を利用する患者さんが非常に多い

だきました。予算が限られた中でどこに重点を置

という現状があります。この体制をしっかりと維

くかというのは、もう本当に痛いほどわかってい

持しなければならないと。これは毎回言っている

るつもりでございます。先ほどのお言葉の中のコ

のですけれども、我々は小児科医を士別の病院に

ンビニ受診的なそういう思惑の心配もひょっとし

も派遣をさせていただいているということも含め

たらあるのかなというふうには思いますけれども、

て、この体制をしっかりと堅持しなければならな

やはり保護者の側の意識の啓発ということも大事

いと。これは、いたずらにと言うとあれですけれ

になってくると思います。家庭の中できちっとし

ども、無償化を拡大していくことがお医者さんの

た子育てをしていただく中で、していただいてい

働き方にどういう影響を与えるのか、あるいは病

ると思っていますが、病気にならない子育てをし

院に対して、病院というのは送っていただける医

ていただく。そして、病気が発症してしまっとき

育病院に対してどういうメッセージを与えるのか

にはしっかり自治体として責任を持って、名寄市
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の人材として、そこに一定程度の予算も繰り入れ

で検討をさせていただきたいというふうに考えて

ながら育て上げて、そして市の永久的な存続を進

ございまして、今具体的に申し上げるものはない

めていくというところについてはやはり具体的に

のですけれども、ぜひ交通網の計画の中、策定を

取り組みを進めていただきたいというふうに思っ

する中で、また当然検討協議の議題にもなるかと

ています。これは、もう私個人の意見ではなく、

思ってございますので、よろしくお願いいたしま

若いお母さん方が強く求めているところですので、

す。

それについてはぜひ伝えておきたいと思います。
よろしくお願いします。

以上でございます。
〇議長（黒井

時間が少なくなってきました。公共交通のほう

徹議員）

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）

引き続き別の場でも

について１点だけ確認させていただきます。先ほ

議論させていただきたいと思いますので、よろし

どデマンドバスのことについての御答弁いただき

くお願いしたいと思います。

ました。デマンドバス、これからいろいろな形で

それから、大項目２のほうに移らせていただき

検討していただいて実証運行から本運行のほうに

ます。道の駅を活用したまちづくりなのですけれ

切りかえていただくと思いますが、それだけでは

ども、やはり国道４０号線を走ってきまして一番

なく名寄市全体を見たときに、デマンドバス、そ

最初に名寄市に入ったところにある道の駅です。

れから今ある公共バス、そしてスクールバスが運

南の玄関という認識を持ったときに、やっていた

行されています。そのスクールバスをうまく利用

だいているとは思うのですけれども、さらなる名

する中での医療バスとしての運行ができないのか、

寄市の情報発信というものが欲しいなというふう

もう一つの公共交通機関をこのことを目的とした

に思ってございます。例えば16日からジュニアオ

という特化した形ではなく、相互乗り入れの形で

リンピック、子供たちのスキー大会が予定されて

何とか地域の公共の足を確保するということで連

いますが、そういうものも入ってきたときにこの

携をとることができないのかということについて

まちでこんなことがあるというふうにすぐさま見

少しお考えを伺いたいと思いますので、よろしく

て捉えて、そしてこんなふうに自分もかかわって

お願いします。

みたいというようなところまで啓発をしていける

〇議長（黒井

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

ような取り組みというものは少しまだ検討の余地

デマンドバス以外と

があるのかなというふうに思いますが、その点に

いうことでお話がございました。先ほども申しま

おいていかがでしょうか。

したけれども、なかなか地域的には公共交通が十

〇議長（黒井

分整っていない地域もあるということは認識をし

〇営業戦略室長（水間

てございまして、今議員からお話がございました、

員のほうから道の駅の南の玄関口としての情報発

スクールバスを利用してという提言であったかと

信の手法等についての御質問をいただきました。

思いますけれども、スクールバスも含めてという

確かに道の駅につきましては、多くの、先ほども

ことなのかもしれませんけれども、それにつきま

御答弁させていただきましたように昨年は５２万

しては今後先ほども少しお話ししましたけれども、

人の方々にお越しいただいているということで、

全体的なこの地域全体の公共交通網の計画をこれ

たまたま休憩されている方とか、名寄に来るとき

から策定をするということになってございますの

にちょうど立ち寄った方とか、いろんな方々にお

で、スクールバスあるいはほかの多様な交通機関

越しいただいておりますので、そういった方々に

も含めて、できるだけ空白地帯について、その中

名寄のさまざまな情報を目にしていただくという
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徹議員）

水間営業戦略室長。
剛君）

ただいま山崎議
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ことはいろんな可能性が高まるということで、名

うのが現実的にあると理解しております。ただ、

寄に興味ない方、興味ないというか、そういった

先ほども御質問ありましたように、そういった道

名寄市の情報を知らなかった方が目にすることに

の駅の部分については各種モニターで季節的なも

よって名寄に立ち寄ってみようかなとか、今山崎

のを流すということもいろんな取り組みできると

議員がおっしゃったようにジュニアオリンピック

思いますので、それらも含めて考えていきたいと

の方々とか、そういった方々が来て、実を言うと

思っております。

名寄でこういう試合の模様が昨年もあったとか、

〇議長（黒井

そういったさまざまな情報を目にする機会は貴重

〇２番（山崎真由美議員）

な場面だと思いますので、そういったことを含め

大変有効であると思っています。名寄の美しさが

て今後の検討課題とさせていただきたいと。まず

十分伝わってくると思っていますので、できれば

は、取り組めることから一つ一つクリアしていき

もう少し大きくなればいいなとは思いますが、そ

たいということで考えております。

れはまたお金との関係もありますので、このまま

〇議長（黒井

発信を続けていただきたいと思っています。

徹議員）

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）

徹議員）

山崎議員。
モニターについては、

取り組めることから

そして、名寄市のよさを発信する上では、農産

ということでしたので、ぜひ検討いただいて、具

物の直売所というのは大きな効果を上げていると

体的に動いていただければありがたいなというふ

いうふうに思っています。でも、かなり手狭なの

うに思っています。

ですけれども、小項目の４番にもかかわってはく

ちょっと細かいことで恐縮なのですが、国道、

るのですけれども、スペース的なものについて今

旭川のほうからずっと名寄に入ってきましたとこ

後どのようにお考えでしょうか。

ろ、道の駅を通り過ぎてカーブのところの右手、

〇議長（黒井

東側に名寄の看板がございます。あの看板はずっ

〇営業戦略室長（水間

とひまわりが背景にあるのです。確かにひまわり

については、いろんな多くの方々に御利用いただ

は名寄市を代表する花であると思いますし、ひま

いているということで、道の駅というか、指定管

わりイコール名寄市というふうに思っていらっし

理の特産館のほうからも手狭になっているという

ゃる方もいらっしゃるのですが、季節感というこ

ことの要望もお聞きしております。ただ、いろん

とからいうとなかなか厳しいものがあるやに思っ

な部分含めて用地の関係と、また効率的にどこの

ているのですが、道の駅も、それからその沿線も

部分をふやせばいいのかという部分を含めてもう

含めてということで、営業戦略のほうでは何か考

少し協議させていただきたいということで考えて

えていらっしゃることがありますでしょうか。

おります。

〇議長（黒井

〇議長（黒井

徹議員）

〇営業戦略室長（水間

水間営業戦略室長。
剛君）

今設置させてい

徹議員）

徹議員）

水間営業戦略室長。
剛君）

道の駅の直売所

山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員）

道の駅のことにつき

ただいています看板の部分について、当然それぞ

まして、物流システム等につきましても公衆浴場

れの季節ごとに目にする方々がいらっしゃいます

につきましても時間の配分がまずくて積み残して

ので、冬のときにそういった夏の状況を見るとい

しまいましたので、改めてまた議論させていただ

う部分については多少季節感がといいますか、名

きたいと思いますが、最後に１点だけお聞きした

寄の冬に来たときにそうやって名寄の冬というと

いと思います。

きにこういったものがあるということを目にする
機会が看板の部分についてはなかなか厳しいとい

道の駅全体の構想を名寄市としてはどのように
持たれていますでしょうか。
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〇議長（黒井

徹議員）

〇市長（加藤剛士君）

加藤市長。

を開きます。

平成２０年に名寄の道の

ピヤシリスキー場について外２件を、川口京二

駅はオープンをして、約１０年が経過をするとい

議員。

うことですけれども、いろんな雑誌等でも、ある

〇４番（川口京二議員）

いは利用者様からも非常に評価の高い道の駅にな

きましたので、通告順に従いまして、質問をさせ

っているというふうに認識をしておりまして、こ

ていただきます。

議長の御指名をいただ

れまで指定管理者として運営していただいている

さて、先月末に平昌冬季オリンピックが終了い

特産館さんの御努力も大変大きなものがあるとい

たしました。日本人選手団は大変な活躍をされ、

うふうに感謝をしていますし、立地要件等もそう

冬季オリンピック史上最多の１３個のメダルを獲

した意味ではいいところに設置をさせていただい

得し、国中多いに盛り上がったところです。また、

たのかなというふうに思っています。

３月９日からはパラリンピックも開催され、早く

一方で、先ほどからお話あるように高規格道路

も４個のメダルを獲得し、それぞれの種目で大変

が名寄まで延伸をするというのは、まだちょっと

な活躍をされているところであります。テレビで

時期は明示されておりませんけれども、恐らくは

観戦をしていて思うことは、改めてスポーツは夢

１０年、あるいはそれ以内ぐらいにできるのでは

と感動と希望と勇気を与えるものだと感じており

ないかと。そうなってくると、大きくまた車の流

ます。また、多くの選手の活躍により今後冬季ス

れが変わってしまう懸念があるというふうに思い

ポーツがブームになるような予感さえ感じていま

ます。このことを受けて、今さまざまな社会実験

す。

をしていくということになっておりますけれども、

しかしながら、国内のスキーリゾート地域を見

改めて一方で名寄が東西南北の物流あるいは流通、

てみますと、スキー人口が減少し、１９９８年

交通の拠点として大きくまた注目をされていると

８００万人だったのが最高で、２０１６年には５

いう現実もございます。こうしたことも鑑みなが

３０万人、ピーク時の２９％まで減少いたしまし

ら、社会的な実験あるいは検証を重ねていく中で

た。また、スキー場は１９９２年１１０カ所あっ

今後の道の駅のあり方というのを検討していくと

たものが２０１３年には９５カ所に減少していま

いうことになろうかというふうに思います。いず

す。名寄のスキー場は閉鎖などにはならないと思

れにしても、名寄は注目をされているという現状、

っていますが、大項目１点目はピヤシリスキー場

そして今道の駅が非常に大きく機能をしている。

について伺います。

この機能している状況をさらに地域効果が発現で

小項目１点目は、まだシーズン途中ではありま

きるような形で進化をさせていくためにどうして

すが、今冬の利用状況をお知らせください。また、

いかなければならないかということをしっかりと

近年と比較した推移についてもお願いします。

検討してまいりたいというふうに思います。
〇議長（黒井

徹議員）

２点目は、利用客増に向けてさまざまな取り組

以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

みを行っていると思いますが、その取り組みにつ
いてお知らせください。その効果についてもお願

１３時まで休憩をいたします。
休憩

午後

いいたします。
０時０５分

３点目は、今冬モーター故障により第４ロマン
スリフトが運行停止となりました。どのようにリ

再開
〇議長（黒井

徹議員）

午後

１時００分

フトの点検整備を行っているのか、その状況につ

休憩前に引き続き会議

いてお知らせください。
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大項目２点目は、名寄―士別剣淵間高規格道路

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

について伺います。士別剣淵―名寄間は、高速ネ

項目１につきましては私から、大項目２について

ットワークの拡充による道北圏と道央圏の連絡機

は総務部長から、大項目３については建設水道部

能強化を図り、地域間交流の活性化及び物流効率

長からそれぞれ答弁させていただきますので、よ

化等の支援を目的とした士別剣淵インターチェン

ろしくお願いいたします。

ジから名寄インターチェンジに至る延長約２４キ

まず初めに、大項目１、ピヤシリスキー場につ

ロの事業です。平成１５年１２月２５日の国土開

いて、小項目１、利用状況について申し上げます。

発幹線自動車道建設会議において、抜本的見直し

本市では、第２次名寄市総合計画において重点プ

が必要な区間とされ、平成１８年２月７日の国幹

ロジェクトとして冬季スポーツ拠点化プロジェク

会議への報告により士別市南町から士別市多寄町

トを掲げており、この施策を推進するためにも名

間の延長約１２キロが緊急に整備すべき区間とし

寄ピヤシリスキー場は重要な施設の一つとして位

て整備に着手し、平成２６年８月８日の整備計画

置づけられております。名寄ピヤシリスキー場は、

変更により士別市多寄町から名寄市間の延長約１

市民に親しまれるスキー場として学校における体

２キロで整備に着手しているようですが、小項目

育授業やスキー学校、アルペン少年団などの地域

１点目は進捗状況についてお知らせください。

の方々やスキー場の雪質や環境を求め市外からも

小項目２点目は、今後の計画についてお知らせ
ください。

多くの方々に利用いただいております。今シーズ
ンは１１月の降雪が少なく、昨シーズンと比べ５

小項目３点目は、完成時期についてお知らせく
ださい。

日遅い１２月９日にオープンいたしました。強風
などによるリフト運休が数回あったものの、子供

小項目４点目は、開通後の効果と影響について
お知らせください。

たちの冬休み期間を中心に利用いただいており、
リフト輸送人員数は２月末現在で３７万

大項目３点目は、市道の排水整備について伺い

人と平成２８年対比で９

１５２

８％と昨年とほぼ同数

ます。今冬の雪は、降雪量、積雪量ともに大分多

で推移しております。先月に開催されました平昌

いような気がしています。先週末の雨により融雪

オリンピックにおいても、スキー競技やスノーボ

も少し早まり、また今週は最高気温も上がり、よ

ード競技の日本選手の活躍が見られ、当地におい

うやく道北にも遅い春がやってきているように思

ても全国で活躍する選手を輩出していることから、

います。例年この時期の市内を見渡しますと、道

今後のスキー、スノーボード競技者の増加を期待

路の排水整備が余り進んでいないせいか、雪解け

しているところであります。

による水の影響で玄関先まで水がたまっている箇

続いて、小項目２、集客増に向けた取り組みに

所を見かけます。また、雨のときなども同じよう

つきましては、これまでもスキーこどもの日や市

な光景を見ることがあります。

民スキーの日を設定し、スキー人口拡大へ向けた

小項目１点目は、道路の排水整備をどのように

取り組みを行っております。今シーズンも既に４

行っているのか、道路排水整備の現状を伺います。

回のスキーこどもの日を開催し、多くの子供たち

小項目２点目は、今後どのような計画をしてい

に利用していただいております。今シーズンは、

るのかについて伺います。

第２ゲレンデにスノーボードの２つのキッカーを

以上で壇上からの質問を終わります。
〇議長（黒井

徹議員）

〇営業戦略室長（水間

整備したことにより、スノーボードスロープスタ

水間営業戦略室長。
剛君）

イルの全日本スノーボード選手権北海道地区大会

川口議員からは、

が２月２４、２５に新たに開催されました。また、
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さっぽろ雪まつり会場で行われているスノーボー

に影響されない風連別川の橋脚工事につきまして

ドの白い恋人パークエアのジュニアの予選会も新

は、既に着工されているところでございます。今

たに行われております。また、スキーなどをしな

後の計画につきましては、まずは用地取得の手続

い方でも楽しめるようそり、チューブ滑りなどが

を進め、その中で効率的な整備工事を実施してい

可能なキッズパークの整備やスノーモービルが楽

くことと伺っているところです。完成時期につき

しめるスノーランドを開設しております。また、

ましては、さまざまな状況の変化により予定より

利用促進策として、昨年４月から日進ピヤシリ線

ずれ込む可能性があることから、混乱を避けるた

バスの運行において日進地区での乗降者を対象に

め現時点での公表は控えさせていただきたいとの

無料としております。この結果、スキー場やなよ

ことです。よろしく御理解をいただきたいと思い

ろ温泉サンピラーの利用者に好評いただいており

ます。

まして、２月末現在で前年対比３６％増の

６８

続いて、小項目４、開通後の効果と影響につい

８人の増加となっております。このように新たな

てお答えいたします。開通後の効果につきまして

大会の誘致、全道規模大会の実施による市外から

は、高速ネットワークの拡充による道北圏と道央

の誘客、バス無料化の取り組みなどが利用者増に

圏の連携、連絡機能の強化が図られ、地域間交流

効果があったと考えております。

の活性化及び物流効率化なども図られるものと考

小項目３、リフト等の点検整備については、シ

えており、またこの地域で住民が安心して暮らし

ーズン前の整備点検により第４ロマンスリフトの

ていくために必要な医療サービスにおいて救急搬

主電動機、モーターに故障が見つかり、修理期間

送の安定性、向上が図られるものと考えておりま

がシーズンに間に合わないことから今シーズンの

す。旭川開発建設部の資料によりますと、上川北

運行を断念いたしました。これまでの点検整備に

部、宗谷管内から札幌、旭川方面への救急搬送件

つきましては、他のスキー場と同様に安全統括管

数の推移では増加傾向にあり、当市から旭川赤十

理者、索道技術管理者によりシーズン終了後とシ

字病院までの救急搬送時間につきましては冬期間

ーズン前にリフト機器にかかわる点検を実施し、

では７分の短縮が見込まれているところでござい

運輸局へ点検結果を提出しているところでありま

ます。

す。リフトの整備については、リフトごとに年次

以上、私からの答弁とさせていただきます。

的な整備計画を策定しておりますが、ゲレンデ整

〇議長（黒井

備、圧雪車などスキー場全体にかかわる整備の中

〇建設水道部長（天野信二君）

で優先順位を決めております。

目３、市道の排水整備について、小項目１、整備

以上、私からの答弁とさせていただきます。
〇議長（黒井

徹議員）

天野建設水道部長。
私からは、大項

の現状についてを申し上げます。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

徹議員）

市街地内における道路排水の整備につきまして

私からは、大項目２、

は、従来より交付金の活用による道路改良工事に

名寄―士別剣淵間高規格道路について、小項目１、

あわせた排水整備と単独費を活用した排水のみの

進捗状況について、小項目２、今後の計画につい

整備工事、維持補修費による部分的な排水の補修

て、小項目３、完成時期についてを一括してお答

を実施してきております。道路改良を終えている

えいたします。

路線については、道路両側に設置した雨水桝で集

高規格幹線道路の整備状況につきましては、北

水し、道路内に埋設している雨水管により雨水処

海道開発局によりますと本年度から随時用地取得

理を行っており、あわせて未整備の防じん道路に

の手続を進めていると伺っております。用地取得

ついては道路改良と同様に雨水管の埋設による整
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備や道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

できるよう努めてまいりますので、御理解願いた

た側溝あるいは素掘りの側溝を配置し、整備して

いと思います。

おります。しかし、未整備道路においては側溝の

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土砂堆積や宅地造成に伴い側溝自体が埋まってい

〇議長（黒井

徹議員）

川口議員。

ること、経年劣化における破損による閉塞などが

〇４番（川口京二議員）

原因となり、道路排水としての機能が失われてい

キー場から再質問をさせていただきます。

それでは、ピヤシリス

る箇所も多くあることから、春先の融雪水や降雨

無料バスの運行やさまざまな取り組みをされて

により水はけが悪くなり、市民の皆様に不便を来

集客に向けて努力をされていることはわかりまし

している現状であると認識しております。

た。今後もいろんな取り組みをされて、さらに集

また、平成１９年度に未整備道路における水た
まり等の排水のふぐあい箇所について現地調査を

客増に向けて頑張っていただきたいと考えていま
す。

行ってきました。その調査結果をもとに地域バラ

先ほど申しましたが、スキー人口は全体では大

ンスを考慮しながら排水処理において特に支障を

幅に減っています。しかし、外国人はふえている

来していると思われる路線から優先的に排水整備

ようです。オーストラリア、韓国、台湾、中国な

工事や部分的な排水処理、土砂さらいを実施して

ど大幅にふえています。私は、今後外国人をター

きたところです。これにより、最近では平成２８

ゲットにしてはどうかと思っています。特に近年

年度に２路線の排水整備工事と１町内会の雨水桝

名寄市は、台湾との交流が盛んに行われるように

設置工事を実施し、平成２９年度につきましては

なりました。私は、台湾人に向けた取り組みを行

３路線の排水整備工事と１路線の側溝土砂除去工

ってみてはどうかと思っていますが、いかがでし

事を実施しております。今後は、市民ニーズの高

ょうか。

い案件であることからも、引き続き少しずつでは

〇議長（黒井

ありますが、計画的に事業を進めていくよう努力

〇営業戦略室長（水間

してまいりますので、御理解をいただきたいと思

員のほうから御質問がありました外国人の利用に

います。

ついてなのですが、当ピヤシリスキー場につきま

徹議員）

水間営業戦略室長。
剛君）

ただいま川口議

次に、小項目２、今後の計画について申し上げ

しては少数ながらも外国人の利用については若干

ます。道路排水の整備について、調査結果をもと

増加傾向にあります。あくまでもスキーのリフト

に特に排水処理に支障を来している路線から優先

乗るときに目視で確認させていただいているので

的に工事を進めてまいりましたが、昨今大雨やゲ

すけれども、平成２７年度においては１０６人、

リラ豪雨等の異常気象の増加により市民からの道

平成２８年度につきましては１１４人、今年度に

路排水の解消に関する要望をいただく機会がふえ

つきましては現在の段階で１６０人ということで、

てきております。今後の計画については、要望い

先ほども申し上げましたけれども、若干なのです

ただいた路線を最優先として整備できるよう計画

けれども、増加傾向にあるということであります。

的に進めてまいりたいと考えておりますとともに、

御質問にありました台湾をターゲットにしては

住宅前の水たまり等の部分的な排水改修について

どうかということの内容でございますけれども、

は従来と同様になりますが、引き続き修繕費を活

御承知のように本市につきましては平成２５年度

用しながら補修を行ってまいりたいと考えており

に台湾との交流がスタートしまして、教育旅行の

ます。今後におきましても限られた予算の中での

誘致などを行っております。また、オリンピック

整備とはなりますが、市民の皆様が安心して生活

のホストタウンの相手国も台湾としているなど台
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湾との関係が深まりつつあるということでありま

そういうのだけでもすごく感動すると思うのです。

す。また、一昨年なのですけれども、観光庁によ

ぜひ検討していただきたいと思います。

る広域観光周遊ルートとして千歳から稚内、利尻、

今冬第４ロマンスリフトが運行を停止しました。

礼文までの広域的な北北海道全体を日本のてっぺ

利用状況に余り影響はなかったと聞いていますが、

ん。きた北海道ルート。ということで認定されて

その他に影響はなかったのでしょうか。例えばイ

おります。その対象国につきましても台湾と位置

ースタンコースとか、ジャイアントコースとかの

づけているところであります。これまでの取り組

利用状況が変わったとか、ほかに影響がなかった

みによりまして、台湾から名寄を訪れている方々

か伺います。

が増加することが期待されているところなのです

〇議長（黒井

けれども、台湾の方々にとっては雪がほとんど降

〇営業戦略室長（水間

らないということもありまして、雪が珍しく、今

リフトの運休に伴って具体的なコースということ

まで名寄を訪れた方も大変喜んでいただいている

で、イースタンコースやジャイアントコースの利

という光景を目にしているところであります。た

用の方々に影響はなかったのかという御質問であ

だ、台湾からの観光客につきましては、スキーや

りますけれども、第４ロマンスリフトの東側に位

スノーボードなどが初心者である人が大変多くと

置しているのがイースタンコースということで、

いうことで、これらの方々に教える講習プログラ

リフトが運休したことに伴って、第１、第２とい

ムなどの充実が今後課題になってくるのではない

うことで各リフトを乗り継がなければイースタン

かということで考えています。また、スキーだけ

コースに移動できないということで、利用者につ

ではなくてスキー場以外にもピヤシリ山やピヤシ

いては御不便をかけているということで認識して

リシャンツェなどを活用したスノーシューの山歩

おります。

き、雪遊びを体験できるプログラムなどもことし、

徹議員）

水間営業戦略室長。
剛君）

今第４ロマンス

また、今シーズンイースタンコースなのですけ

今シーズンチャレンジさせていただいて、外国人

れども、新たな取り組みといたしまして未圧雪の

ではないのですけれども、東京なよろ会の方々や

コースとして開放して、名寄の雪質日本一という

御利用いただいている方々に大変好評いただいて

か、雪質を生かしたコースとしてパウダースノー

おりますので、今後もスキー場の整備をするとと

を求めている方々に好評をいただいているという

もに、アジア圏の外国人を含め、雪になれていな

ことでお聞きしておりますけれども、昨年までイ

い地域の方々でも楽しんでいただけるプログラム

ースタンコースにつきましてはアルペンの練習コ

の開発に努めてＰＲしてまいりたいと考えており

ースとしても一部御利用いただいておりました。

ます。

今シーズンにつきましては、ジャイアントコース

〇議長（黒井

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

を中心に地元アルペン少年団やアルペンの合宿の

台湾のお話を伺いまし

方々に競技練習ということで御利用いただいてい

たけれども、スキー、スノーボードは初心者でと

るということになっております。現在のところ、

いうことなのですけれども、私はいきなりスキー、

宿泊を含めた合宿のキャンセルなどはなかったと

スノーボードではなくて、雪遊び程度でいいので

いうことで伺っているのですけれども、本来的に

はないかと思っているのです。それとあと、樹氷

は積極的に合宿の誘致ということを今後も進めて

とか、そういうのを見せるような取り組み、私は

いかないといけないという点では、第４ロマンス

余りスキー得意ではなくて皆様のように行かない

リフトが運休したということにつきましてはＰＲ

のですけれども、夜のライトピラーを見せるとか、

の部分につきましてはマイナスの要素になってい
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るということのお話もお聞きしております。これ

０年を経過しているということで、リフトとして

らのことを踏まえまして、今年度の実績を鑑みて、

の耐用年数を迎えているということで、場合によ

関係者などからさまざまな御意見をいただきなが

ってはリフトの新設など今後の検討が必要となっ

ら、今後検証していきたいということで考えてお

ていると考えております。

ります。
〇議長（黒井

また、第１、第２リフトにつきましても設置か
徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

ら２０年が経過しているということもありまして、

第４リフト大分古いと

モーターや制御盤など使用機器の更新が必要とな

聞いていますが、ほかのリフトも設置からかなり

ってきているということで考えています。今後は、

の年数が経過していると伺っていますが、どのく

リフト製造メーカーや索道協会などのアドバイス

らい経過しているのか、現状をお知らせください。

をいただきながら、計画的な整備を進めていきた

〇議長（黒井

いということで考えておりますので、御理解いた

徹議員）

〇営業戦略室長（水間

水間営業戦略室長。
剛君）

リフトの設置経

だきたいと思います。

過年数ということにつきましての御質問でありま

〇議長（黒井

したけれども、まず第１リフトが平成５年、第２

〇４番（川口京二議員）

リフトが平成６年、第３リフトが平成１５年、第

故障を発見し、修理に要する時間を考えると営業

４ロマンスリフトが昭和６１年ということで、第

時期に間に合わない。もっと早い時期に点検をす

４ロマンスリフトにつきましては３０年が経過し

れば間に合う可能性もあります。点検時期の見直

ているということで、その他のリフトにつきまし

しをする必要があるのではないかと思っています。

ても第３リフトを除きまして２０年が経過してい

今後の点検整備についてのお考えをお知らせくだ

るということであります。特に２０年を経過した

さい。

リフトにつきましては、使用機器の部品供給など

〇議長（黒井

も終了しているということもありまして、大がか

〇営業戦略室長（水間

りな故障となった場合についてはシーズン途中で

つきましては、先ほども申し上げましたようにこ

のリフト運休といったリスクも考えられますので、

れまでシーズン前とシーズン終了後に安全統括管

計画的にリフト機器の修繕計画を立てて整備して

理者や索道技術管理者などによる点検を実施して

いっているというところでございますので、御理

きたところであります。ただ、使用機器であるモ

解いただきたいと思います。

ーターや制御盤などにつきましては、リフト製造

〇議長（黒井

メーカーなどからお聞きしたところ、湿気による

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

徹議員）

徹議員）

川口議員。
現状の点検時期では、

水間営業戦略室長。
剛君）

リフトの点検に

年数はわかりました。

故障が最大の要因であるということも言われてお

それぞれ耐用年数があると思うのですが、耐用

りますので、今までは行われてはおりませんでし

年数が経過しているものというのはありますか。

たけれども、夏場の換気や点検など他のスキー場

もしあれば更新を考えたほうがいいと思っていま

の状況やリフト製造メーカー、索道協会などから

すし、また時期が近いものも更新を考えたほうが

アドバイスいただきながら点検方法の見直しを検

いいのではないのでしょうか。

討していきたいということで考えております。

〇議長（黒井

〇議長（黒井

徹議員）

〇営業戦略室長（水間

水間営業戦略室長。
剛君）

リフトの耐用年

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。
最後に、第４ロマンス

数ということでございますが、先ほど申し上げま

リフト運休により影響が心配されましたが、大き

したように第４ロマンスリフトにつきましては３

な混乱もなく営業ができたとのことで少し安心を
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しているところでございます。しかし、利用者に

ち出して以降、雪資源やスキー場を利用しようと

迷惑をかけたのは事実であり、改善をしなければ

いう市民の機運も若干高まっているという感をし

ならないと思います。これがシーズン中に故障し

ているところでありまして、昨今のスキー利用の

たのであればもっと混乱を招いていたと思ってい

動向を見ていきますとスノーボードだとか、ある

ます。年数のたったもの、あるいは老朽化したも

いは小さい子供を連れてスキー場にお越しになる

のは故障も発生しやすいでしょう。更新となれば

親子連れの皆さんがふえているだとか、あるいは

大変な費用もかかるわけですが、私は必要なこと

これまで実施しておりますスキー教室だとか、こ

だと思います。利用者の安全面などからも更新を

れはスキー学校の皆さんやっていらっしゃるので

含めた検討も行っていただきたいと思います。

すけれども、あるいはコンテストなどもあります

また、名寄市は冬季スポーツの拠点化を目指し

し、アルペンの合宿も一定程度確保できていると

ていますので、環境や設備にも万全を期していた

いうこともありますので、先ほど質問のあった外

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。振興

国人もわずかではありますが、増加しているとい

公社の社長でもある久保副市長にお願いいたしま

う動向をしっかり踏まえて、今後のスキー場のあ

す。

り方含めて検討していく時期に入っているという

〇議長（黒井

徹議員）

〇副市長（久保和幸君）

久保副市長。

ふうに考えているところであります。更新につき

川口議員から大変貴重

ましては、議員御指摘のとおり多額な費用を要す

な御提言をいただきました。ありがとうございま

るということもありますので、財源確保などの課

す。また、このたびの第４ロマンスリフトの運休

題等々ありますけれども、スキー連盟やスキー学

に際しましては、市民の皆様や利用者の皆さんに

校、さらにはアルペン競技やスノーボードの関係

大変御不便をおかけいたしました。心からおわび

者等々と協議を調えたり、あるいは教育委員会や

を申し上げたいと思います。

振興公社の内部でもいろいろと議論を深めながら、

スキー場施設につきましては、全般にわたって

第４ロマンスリフトのあり方も含めて将来を見据

設置からかなりの年数がたっているということで、

えての検討を今後加えていきたいと思っておりま

営業戦略室のほうからお答えをさせていただきま

すので、この点お答え申し上げまして、御理解を

したが、長寿命化を含めてメンテナンスや点検に

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

しっかり努めているところでありましたけれども、

〇議長（黒井

このような結果になったということであります。

〇４番（川口京二議員）

このたびの第４ロマンスリフトの稼働ができなか

弁で、ありがとうございました。

ったことを教訓にいたしまして、今後は安全及び

徹議員）

川口議員。
御丁寧で前向きな御答

続きまして、高規格道路の再質問をいたします。

スムーズな運行、運営に向けてしっかりと対応し

ＪＲ北海道の問題は、テレビや新聞などで報道さ

ていきたいというふうに思っているところであり

れています。また、一般質問でも何人かが伺って

ます。さらに、今回先ほども営業戦略室長からも

いますので、理解が深まってきているところです

お話ありましたが、点検整備の見直しと、それか

が、高規格道路については全く先がわかりません

ら点検時期については意を配してまいりたいとい

でした。私もあと１０年もすれば免許返納も考え

うふうに思っておりますので、改めて私のほうか

なければいけないと思いますし、それまでに開通

らもお答えを申し上げたいというふうに思います。

すれば利用してみたいなと思っています。何より

先ほど施設の更新を含めての検討ということで

も命の道です。一日でも早い完成を願っていると

御質問ございました。冬季スポーツの拠点化を打

ころですが、実は道の駅なよろの集客に大きな影
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響があると思っています。現在大きな観光バスが

名寄市全体が通過点になる可能性が高いと思って

とまり、毎年５０万人ぐらいの来客数のある道内

います。観光や買い物にも大変な影響を受けるの

でも大変人気の高い道の駅ですが、開通すること

ではないかと思っています。何か名寄市を通過さ

により美深から旭川までつながるわけであり、観

せない施策を考えなければならないのかなと思っ

光バスの経路が変更される可能性が高いと思って

ていますが、この点をどのようにお考えか伺いま

います。そうなれば集客に大変な影響を受けるこ

す。

とになると思います。それ以前、道の駅の誘導の

〇議長（黒井

ためのインターチェンジも要望されていましたが、

〇総務部長（中村勝己君）

それも含めてどのようにお考えか伺います。

が、高規格道路が開通をした場合の影響について

〇議長（黒井

はこれからデータ収集等ということでやらさせて

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

徹議員）

中村総務部長。
先ほども言いました

道の駅につきまして

いただきますけれども、議員御指摘のとおり高規

は、現在の国道４０号線を往来する皆様にとりま

格道路が開通をすれば美深まで高規格道路が続い

して大変喜ばれている施設かなというふうに思っ

て、道央圏とつながるということであります。現

ています。特に名寄の特産品、モチ米も含めてＰ

状名寄市の周辺、この圏域におきましては医療環

Ｒをする大切な施設というふうに考えております

境等名寄市が中心的な都市機能を有しているのか

し、また野菜も含めて旬な時期を生産者の方がし

なというふうに思っておりまして、今後もこの都

っかりと捉えて、直売所なども設けているという

市機能につきましてはしっかりと維持をしていく、

状況にあろうかというふうに思います。その直売

そういう必要があるというふうに認識をしている

所については、御承知のとおり多くの市民の皆さ

ところです。

んが御利用いただいているという大変魅力的な施

また、名寄市は物流の拠点として今後も発展を

設でもございまして、名寄の農産物をしっかりと

遂げることが必要かなと思っていまして、午前中

市民に知っていただく大切な場所かなというふう

にちょっとお話をさせていただきましたけれども、

に思ってございます。

名寄商工会議所の青年部が中心となって名寄市の

議員のほうから高規格道路が開通することによ

名寄インターチェンジの拠点化などの研究も進め

ってということでお話がございましたけれども、

ているということでございます。こういった動き

現在私どもで影響等についてしっかりとしたデー

を引き続きしっかりと情報を収集をしながら、ま

タ等というのは特に持ってございませんで、そう

た共有をしながら議論を進めてまいりたいという

いった開通後の影響等につきまして、実は本年度

ふうに考えているところでございます。

調査業務を委託をしているという状況でございま

以上でございます。

して、道の駅に関しましてのアンケートを実施を

〇議長（黒井

徹議員）

川口議員。

しているということで、今年度、年度末には一定

〇４番（川口京二議員）

の集約ができるのかなというふうに考えておりま

け早いうちに通過点とならないような対策をぜひ

す。その後分析等をしっかりと行い、研究をさせ

考えていただきたいと思います。

わかりました。なるだ

ていただきたいというふうに思っています。現在

次、道路排水整備の再質問をさせていただきま

のところは、そういう考え方でございます。よろ

す。排水が悪くて困っているような箇所や整備を

しくお願いいたします。

必要とする路線はどのくらいあるか把握をされて

〇議長（黒井

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

おりますか。

道の駅だけではなくて、

〇議長（黒井
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〇建設水道部長（天野信二君）

先ほど私の答弁

ら困っているだとか、詰まっているだとか、大変

で触れさせていただいておりますが、平成１９年

だといったお話は頂戴をしてございます。とりわ

度に未整備の防じん道路の水たまりのひどい箇所

け各町内会長さん、例年７月になるかと思うので

につきまして実は現地調査を行わせていただきま

すけれども、町内会連合会の集まりに私どももお

した。その結果として、数ですと９０路線を確認

招きをいただきまして、意見交換をさせていただ

してございまして、調査のほうからもう既に１０

く場だとか、あと当然例年１０月、１１月ですか、

年経過をしておりまして、この間排水の整備を整

まちづくり懇談会、そういったところでも直接情

えようということで、年数路線ずつ手をかけてま

報提供をいただく場合も数多くございます。また、

いりまして、現状では９０路線のうち３９路線ま

今年度、平成２９年度からの私どもの都市整備課

で工事等々を進めさせていただいてまいりました。

の取り組みといたしまして、年度当初に各町内会

特にただし、防じん道路につきましてはどうして

長さんにお願いをしまして、例えば道路の角が崩

も毎年のしばれだとかで、１０年たっていますの

れているよだとか、道路排水がちょっと詰まって

で、各路線相当状況も変わりつつあるのかなとい

いるよだとかといった、そういったところまでの

うふうに思っていまして、また改めてふぐあいが

含めての要望といいますか、情報提供をお願いを

あるかなというところも含めて再度把握する必要

しておりまして、できるだけ年度の早いうちに先

というのは当然あるかなというふうには認識して

ほど申し上げました手法で手をつけられるものは

ございますので、そういった作業も考えて取り組

早い段階からやっていきたいなというふうに考え

んでいきたいなというふうに思っていることでご

てございます。今年度初めての取り組みだったの

ざいます。

ですが、春の段階でそれぞれ町内会の会長さんか

また、先ほどちょっと繰り返しになりますけれ

らファクスや直接御連絡をいただきまして、道路

ども、宅地前の水たまりや何かについても私も日

排水関係では２０件のこういった状況があるよと

常的な幹線道路のパトロールだとか、そういった

いうことでの情報をいただきまして、今年度で対

地先の方々から情報提供をいただくなどをしてい

応できて修繕できたのは実は９件だったのですけ

まして、そういった中でできるだけ迅速な対応を

れども、なかなか大がかりなものについてはちょ

できればなというふうにいつも心がけているつも

っと時間がかかるなというような場合があるので

りでございますが、先ほど言った路線としての対

すけれども、そういった形で町内会を通して情報

応、そして本当の地先の細かい情報をいただいた

をいただいたり、時には直接お電話をいただくと

時点での対応といったようなことで運ばさせてい

いった場合での対応をさせていただいてございま

ただいていますので、御理解いただければと思い

すので、御理解いただければと思います。

ます。

〇議長（黒井

〇議長（黒井

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

町内会とか、まちづく

川口議員。
市全体として市道の排

水整備の現状をどう考えていますか。

り懇談会とか、あるいは個人からとか、道路排水

〇議長（黒井

整備についての要望というのはどのぐらいあるの

〇建設水道部長（天野信二君）

でしょうか。

先ほども答弁させていただきまして、数多くの市

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）

徹議員）

天野建設水道部長。
現状については、

民の皆様、町内会からも御要望などをいただいて、

数でいいますと

私ども担当する職員も含めて本当に一つでも何と

大変実は多く、いろんなそれぞれの立場の方々か

か解決をしていきたいなという気持ちはもう十分
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あるところなのですけれども、基本的には本来道

ような方々に今まで何十年も我慢をしていただい

路がしっかりとした道路整備、これがされれば、

ている。舗装が余り進まないのであれば、災害予

当然道路排水がしっかりと整備されるということ

防の観点からも道路排水整備にもう少し力を入れ

につながるわけでございますけれども、いろいろ

ていただきたいと思います。

な機会で答弁させていただいていることで、国の

以上で終わります。

交付金も含めて道路整備に対する交付金のつきぐ

〇議長（黒井

あいがちょっと厳しくて、なかなか歩みが予定ど

質問を終わります。

おり進まない、進捗率が上がらないというふうに

徹議員）

以上で川口京二議員の

公共施設等の整備に関して外２件を、佐久間誠

思っています。片方では、現状で少しでも、当然

議員。

これから春先、雪解けのシーズンを迎えてそれぞ

〇８番（佐久間

れの地先での方々がちょっと大変だなとか、大き

指名いただきましたので、通告順に従いまして、

な水たまりができてしまうなだとか、大変気にさ

大項目３点について質問いたします。

れている状況等々も十分私ども承知しているつも

誠議員）

ただいま議長から御

まず、大項目の１、公共施設等の整備に関して、

りでございます。ただ、先ほどできる中で、やっ

小項目（１）、長寿命化計画に基づく橋梁点検の

ぱり私どもは通報いただいた中でしっかり丁寧に

実施状況についてであります。名寄市内の２２４

対応していく。それがめぐりめぐって言えば安心

橋の望遠目視点検を終えて、平成２６年度から５

して住める地域づくりといったことにつながるも

年に１度の近接目視点検ということで実施されて

のだろうというふうに思いますし、昨今の大雨災

いると思いますが、点検を終えた橋梁の健全性の

害だとかゲリラ豪雨などのそういった冠水に対す

判断区分はどのような状況か、また損傷度はどの

る対策の一つの方策でもあろうというふうに考え

程度のものがあったかお知らせいただきたいと思

てございます。いただいた皆様からの情報につい

います。

ては、やっぱりしっかりと一つ一つ場所を含めて

小項目（２）、橋梁のかけかえ、修繕に関して

確認をさせていただきながらできるところから対

であります。橋梁点検では、北海道開発局が管理

応していくという基本の考えに変わりないという

する国道にかかる橋梁も同時に点検がされており

ことでございますので、鋭意努力していきたいと

ます。損傷度が明らかになった場合、市が管理す

思ってございますので、御理解いただければと思

る橋梁のかけかえ、修繕などの予算措置、予算要

います。

求と重複したとき、地方自治体管理のものは後回

〇議長（黒井

徹議員）

〇４番（川口京二議員）

川口議員。

しにされるのではないかとの心配があるわけです

最後になりますが、市

民の要望やアンケートによると、御承知のように

が、本市の修繕を必要とする橋梁に対する予算措
置の見通しについてお伺いいたします。

道路整備の要望が大変多いことがわかります。一

また、本市の通行規制となっている橋梁のかけ

刻も早く舗装道路にしていただきたいのですが、

かえ、修繕に関して産業振興、経済振興、風連方

現状は１０年で５％程度、距離にして約７キロぐ

面と名寄を結ぶ重要な幹線との観点から、早期の

らいしか改善されておりません。市全体の舗装率

対策が求められます。工事の見通しについてお伺

は７０％ぐらいだと思いますので、全部を直すの

いいたします。

に約６０年かかるわけでございます。舗装になれ

小項目（３）、公共施設１３％削減目標の考え

ば側溝もでき、排水も改善されるわけです。現状

方について。平成２８年３月、名寄市公共施設等

水はけが悪く困っている方もいらっしゃる。その

総合管理計画が策定されております。人口減少と
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超高齢社会の中で次世代にツケを回さないとの決

の現状と育成、課題などについてお知らせいただ

意を共有し、産業振興、経済振興に係るもの、あ

きたいと思います。

るいは日常生活に欠かせないインフラの維持整備

小項目（２）、買い物支援の取り組みについて。

など、必要なものには投資をし、コンパクトにで

高齢者の通いの場事業の一環として、本市におい

きるものはコンパクトに縮減していくことがこの

ても町内会で買い物支援を先進的に取り組んでい

管理計画の基本だと私は考えております。特に注

る事例があります。地域福祉のすぐれた実践例と

意すべき点として、十分に市民理解の中で進めて

して、より積極的に推奨し、市内の町内会に広め

いかなければならないと思うところであります。

ていくべきと考えますが、所見をお伺いいたしま

そこで、管理計画に基づいた公共施設１３％削減

す。

目標の今後の進め方についてどのように考えてい
るかお伺いいたします。

小項目（３）、高齢者の運転免許自主返納の促
進について、①、免許返納の環境整備について。

また、個別施設に話が及ぶと総論賛成、各論反

２０１７年３月１２日の改正道路交通法施行に伴

対となりがちだと思いますが、そのあたりの合意

い、大きな改正点の一つとして７５歳以上の運転

形成をどのように進めるか、さらに本市の１３％

者に対する臨時適性検査の見直しと臨時認知機能

という数値と将来の人口の流動化、増減に対する

検査、臨時高齢者講習制度が御承知のように新設

対応、市営住宅と学校施設で５０％になるという

となっております。また、７５歳以上の運転手が

本市の公共施設全体から見る構成、特に市営住宅

信号無視、一時停止違反などの違反行為があった

は低所得者のセーフティーネットでありますし、

場合に認知症のおそれがあると判定された方も臨

学校施設は教育基本法にのっとった施設でありま

時認知機能検査として医師の診断が義務づけられ、

す。そこら辺をどう考えるのかお尋ねいたします。

認知症であることが判明したとき、運転免許証の

大項目の２、持続可能な地域介護システムのあ

取り消し処分となります。道内の６５歳以上のド

り方について、小項目（１）、ふえる高齢者に対

ライバーが第１当事者となって起きた死亡事故は、

応するサポーター、ボランティアの現状と育成に

平成２７年度から２９年度までに１２２件発生し、

ついてお伺いいたします。本市では、社協、町内

全体の４分の１を占める状況になっております。

会、企業との連携、提携などで努力され、ボラン

超高齢社会の中にあってリスクを抱える高齢者が

ティアの運営委員会、各種研修会、児童生徒など

運転免許証を返納しても安心して暮らせる環境整

への普及、実践活動がなされているところであり

備が必要だと思います。移動手段を整え、生きが

ますが、２０２５年は団塊の世代が７５歳以上の

いを持って暮らせる制度設計が必要であります。

後期高齢者になる年でもあります。日本は急速な

地域交通のあり方については、陸運局も絡む事案

高齢社会となっていますが、２０２５年度以降は

であることから、別な機会に取り上げることとし

全国でおよそ

２００万人、４人ないし５人に１

て、ここではリスクを抱える高齢者の運転免許自

人が７５歳以上という超高齢社会が到来すること

主返納の促進のため、当面どのような制度を確立

が予測されております。こうしたことから、医療、

していくか伺いたいと思います。

介護、福祉サービスへの需要が高まり、社会保障

また、このことについては、平成２７年の第４

財源のバランスが崩れるとの指摘もあります。こ

回定例会でも取り上げましたが、その際は免許を

うした中、公的福祉制度とともに地域福祉のより

持たない方との不均衡が生じるとの回答でしたが、

一層の強化が求められているところであります。

平成２９年度の地方財政計画において高齢者の生

そこで、本市におけるサポーター、ボランティア

活支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくり５
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００億円について措置され、同措置が高齢者移動

け予算に向けて、伸び代は少ないようですが、こ

手段確保の取り組みも対象としていることから、

のあたりの考え方についてお聞かせください。

本市としても制度を検討すべきと考えますが、い
かがでしょうか。

また、本市の財政健全化判断比率について、道
内各自治体と比較したときどのあたりに位置する

②、自動運転など技術の進歩を取り入れた事故

かお尋ねいたします。

抑止策について。近年の車の自動運転など技術の

（２）、産業育成の視点からの予算編成の検証

研究、進歩は目覚ましく、こうした観点からも考

について。骨格予算の中で特に産業育成の視点か

えることも一方で必要なことだと認識しておりま

ら盛り込んだ事業、工夫した点についてお知らせ

す。経済産業省は、自動運転車と電気自動車の普

いただきたいと思います。

及を後押しするための対策について方針をまとめ、

以上、壇上からの質問といたします。

茨城県つくば市にある日本自動車研究所の専用テ

〇議長（黒井

ストコースで走行実験を始めたことが伝えられて

〇建設水道部長（天野信二君）

おります。また、北海道でも自動運転試験用のテ

は、大きな項目で３点御質問いただきました。大

ストコースとして自動車など製造業が多い苫小牧

項目１の小項目１及び２については私から、大項

市東部を候補地として挙げ誘致に動いております。

目１、小項目３及び大項目３については総務部長

豪雪寒冷地であり、ホワイトアウト現象も起きる

から、大項目２の小項目１と２についてはこども

本市も、例えば住友ゴム工業とともに自動運転試

・高齢者支援室長から、小項目３は市民部長から

験用のテストコースの新設を働きかけてみてはど

の答弁となりますので、よろしくお願い申し上げ

うかとも思いますが、いずれにしてもこうした事

ます。

故抑止策も注目するべきものがあると考えます。

徹議員）

天野建設水道部長。
佐久間議員から

初めに、大項目１、公共施設等の整備に関して、

こうした自動運転の研究が進められている中で、

小項目１、長寿命化計画に基づく橋梁点検の実施

日高管内浦河町では自動ブレーキとペダル踏み間

状況について申し上げます。名寄市橋梁長寿命化

違え時の加速抑制装置を搭載した安全運転サポー

計画については、高齢化した橋梁の修繕に伴う膨

ト車が現状可能な事故抑止策として、新車を購入

大な費用を軽減するために、従来の事後的な修繕

する際に新年度から５万円の補助実施を決めてお

から予防的な修繕へ転換し、橋梁の延命を図るこ

ります。事故抑止策の一手法として、また地域経

とを目的として、平成２１年度から平成２４年度

済の活性化対策としても有効ではないかと考えま

の４カ年で橋梁の遠望目視点検を実施し、その点

すが、本市の考え方をお聞かせいただきたいと思

検結果から平成２５年度に策定をいたしました。

います。

当初は、国より遠望目視点検による点検方法で認

大項目の３、新年度骨格予算の重点施策に関し

可されておりましたが、その後平成２６年度に５

て、（１）、重点施策と予算編成について。新年

年に１度の近接目視点検が法律化し、義務づけさ

度骨格予算の一般会計は、前年度比

４％減、２

れました。このことにより、同年度から当市にお

６００万円余り、特別会計を含む総額予

いても近接目視点検を実施する運びとなり、平成

２１億
算は

３％増の４４１億

８００万円ほどとなっ

２６、２７年度に開発局の支援を受け、７橋の点

ております。また、今年度は総合計画第２次の前

検を実施し、平成２８年度は５２橋、平成２９年

期の仕上げの年度に当たります。骨格予算ではあ

度は１６１橋の点検を終える予定となっており、

りますが、総額予算では前年度当初予算を上回る

残ります２４橋については平成３０年度に実施す

予算となっております。政策的な予算を組む肉づ

る予定です。
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なお、平成３０年度で２４４橋全ての点検を終

梁を優先とし、実施設計、長寿命化修繕工事を実

えることにより１巡目が完了し、平成３１年度か

施してきており、平成２７年度は中名寄の七線橋、

ら２巡目を開始する予定です。また、点検結果に

平成２８年度は曙、共和地区にかかる南大橋、平

ついては市のホームページに掲載し、公表してお

成２９年度につきましては智恵文の東恵橋の修繕

り、年度末に更新を行う予定です。

を完了し、残り２２橋の修繕を予定しているとこ

現在点検を終えている２２０橋のうち平成２９

ろであります。また、先ほど説明させていただき

年度末に結果が判明する１３１橋を除く８９橋の

ました近接目視点検についても平成２６年、２７

点検調査より、健全な状態であるⅠ判定は１９橋、

年度は開発局支援を受け、平成２８年度からは交

措置を講ずることが望ましいⅡ判定が６４橋、早

付金事業として実施してきております。

期に措置を講ずべき状態であるⅢ判定が６橋、緊

議員から御質問ありました通行規制となってい

急に措置を講ずべき状態であるⅣ判定の橋梁は該

る橋梁は、現在本市において唯一規制をかけてい

当がない状況となっております。ただし、Ⅲ判定

る１８線橋でございますが、豊栄地区から曙地区

の６橋については定期的な経過観察を行い、対応

をつなぐ路線であり、下川方面から上川ライスタ

していく考えであります。また、損傷度について

ーミナルへ抜ける最短のルートでもある産業経済

は、第三者に影響を及ぼす損傷のある橋梁はない

振興上において重要な路線であることや平成２３

結果となっております。

年度から通行規制をかけ、１８線近隣にお住まい

次に、小項目２、橋梁のかけかえ、修繕に関し

の方々に御迷惑をおかけしていることに関しても

て申し上げます。橋梁長寿命化事業は、点検、修

認識をしております。１８線橋を含む近接目視点

繕に限り社会資本整備総合交付金の活用により事

検業務が今年度３月末に完了し、より詳細な結果

業を行っていますが、国の重点政策と位置づけら

が判明することも踏まえ、再度方針立てをしてま

れていることから、地方自治体の予算要望額に対

いりたいと考えておりますが、橋梁長寿命化事業

しての配当率も高く、本市においては平成２９年

においては継続的な点検による修繕計画、予防的

度の要望額１億

６００万円に対し約９割の配当

な修繕工事を行うことによりかけかえまでの費用

となっており、事業の進捗のために優先的な配分

の縮減を図り、地域の道路網の安全性を確保する

をいただいている現状を踏まえると、適正な予算

ことを目的としています。しかし、当該橋梁が補

措置が今後においても継続されるものと認識をし

修ではなくかけかえとなった場合には多額な事業

ています。一方、社会資本整備総合交付金の活用

費を要することとなります。修繕により延命効果

により事業を実施しております道路事業や公園事

が発揮できる残り２２橋の工事はもちろん、全体

業については、予算要望額に対しての配当が低い

の近接目視点検結果とあわせて名寄市内の高速道

現状なことから、本市におけるインフラ整備全体

路を含めた将来的な道路交通網整備、老朽化が課

との予算バランスを考慮し、橋梁事業の予算措置

題である公共施設のインフラ整備の総体予算との

に努めてまいりたいと考えております。

バランスを総合的に鑑みて、事業の執行の判断を

現在平成２５年度に策定を終えました名寄市橋

しなければならないことから、工事実施の具体的

梁長寿命化修繕計画により、修繕工事が必要とな

な状況については現段階ではめどが立たないこと

った橋梁２４４橋のうち２５橋について、平成２

について御理解願いたいと思います。

７年度から平成３６年度にかけての１０カ年の計

以上、私からの答弁とさせていただきます。

画で、交通量の多い幹線道路にかかる橋梁や早急

〇議長（黒井

に修繕を行うことにより延命効果が発揮できる橋

〇総務部長（中村勝己君）
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の公共施設等の整備に関して、小項目３の公共施

で公共施設全体の５

３％と大きな割合を占めて

設１３％削減目標の考え方について申し上げます。

おりますが、他の自治体においても比較的同様の

名寄市公共施設等総合管理計画は、計画期間を

状況にあります。今後は、公営住宅等長寿命化計

２０年間とし、公共施設の総延べ床面積１３％縮

画や小中学校施設整備計画等を基本としながら、

減を目標値に掲げ、中長期的な視点から公共施設

本計画との整合性を図り進めていく必要があるも

やインフラの更新、統廃合、長寿命化などを計画

のと考えております。

的かつ効率的に実施するため、平成２７年度に策

次に、大項目３、新年度の重点施策に関して、

定いたしました。今後の財政展望を考えると、人

小項目１、重点施策と予算編成について申し上げ

口減少や高齢化の進展により公共施設のあり方や

ます。平成３０年度各会計予算案は骨格予算とな

維持管理等は非常に重要な事項として捉える必要

りますが、名寄市総合計画第２次の将来像の実現

があり、そのためには本計画の着実な推進が必要

に向け、継続事業を中心にハード事業では風連中

だと考えております。しかしながら、管理計画の

央小学校校舎・屋内運動場等改築事業、ソフト事

目標値に向けやみくもに施設を縮減したり、統廃

業では保育士等奨学金返還支援助成金などの待機

合するのではなく、必要な機能は維持していく必

児童解消事業やこれまでのまちづくりの方針を示

要がありますし、議員御指摘のとおり日常生活に

す名寄市都市計画マスタープラン見直し及び立地

欠かせないインフラ施設については維持、整備し

適正化計画策定業務などを盛り込みました。これ

ていかなければなりません。公共施設等総合管理

により一般会計予算案は前年度と比較して９億

計画は、平成３２年度までに個別施設計画の策定

３２３万

を実施しなければなりませんが、個別施設計画の

２万

策定に当たり今後の公共施設等の適正配置、統廃

総額では前年度比９億

合、複合化などの検討が必要であり、このことは

３％増の４４１億

庁内議論のみならず、市民や地域、施設を利用さ

した。ただし、名寄市立大学の予算が特別会計に

れる各団体や関係機関などともしっかりと議論を

移行することに伴う繰越金の影響を加味した普通

深めていかなければならないものと認識しており

会計では、前年度比３億

ます。新年度においては、名寄市のまちづくりの

０００円、

４％減の２１１億

６１

０００円、特別会計、企業会計を合わせた
６３０万

８３７万

５％減の２１８億

０００円、

０００円となりま

３８２万

５５３万

０００円で、

０００円、普通

方向性を示す名寄市都市計画マスタープランの見

会計、特別会計、企業会計を合わせた総額では３

直しとともに、立地適正化計画の策定を進めてい

億７５６万

く予定ですので、多くの議論と理解を得ながら名

１万

０００円、

７％減の４２９億４５

０００円となっております。

寄市全体の共通認識として共有化を図り、管理計

お尋ねの政策的予算、いわゆる肉づけ予算の規

画の目標値に向け、さらには個別計画の策定に向

模ですが、今後新市長による予算査定等の実施に

け進めてまいりますので、御理解願います。

より決定となりますが、現段階においては平成２

次に、目標値１３％と人口流動化への対応につ

９年度の決算状況も考慮しなければなりませんが、

いてですが、本計画のフォローアップの方針では、

事業費ベースで２億円から３億円程度と考えてい

計画内容について今後の財政状況や環境の変化に

るところです。

応じて適宜見直しを行うこととしており、必要に

次に、財政健全化判断比率についてお答えいた

応じて目標値についても見直しを考える必要があ

します。直近の値である平成２８年度決算に基づ

るものと認識しております。また、議員御指摘の

く数値では、本市の実質公債費比率は

とおり、本市の計画において市営住宅と学校施設

来負担比率が２
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の中では実質公債費比率が１３番目、将来負担比

ンティア活動に関心がある、参加してみたい、ボ

率が５番目となっております。道内他市と比べま

ランティア活動を必要としているなどボランティ

すと比較的良好な数値ではありますが、引き続き

アに関する身近な相談窓口として活動を支援し、

財政規律を遵守し、健全な財政運営に努めてまい

ボランティアを受けたい人とボランティアを提供

ります。

したい人のマッチングや啓発活動を中心に行われ

続きまして、小項目２、産業育成の視点からの

ております。主なものとしましては、ふれあい広

予算編成の検証について申し上げます。さきにも

場やふれあい家族交流会でのボランティアの皆さ

述べたとおり、平成３０年度予算は骨格予算編成

んの活動のほか、年末からは除雪のボランティア

となっておりますので、継続事業を基本に予算編

活動として名寄高校野球部の皆さんによる徳田区、

成しておりますが、お尋ねの産業育成の視点とし

豊栄区など名寄高校周辺の町内会の高齢者世帯な

て中小企業の育成に関しては経営基盤の強化を目

どへの除雪やそれ以外の地区の高齢者や障がい者

的に各種助成制度、融資制度についてこれまでど

世帯などへ名寄市技能振興推進協議会、連合名寄

おり予算化をしております。また、市民の消費喚

の皆さんにより除排雪に当たっていただいており

起を目的とした販売促進にかかわる事業につきま

ます。

しても当初予算で計上させていただきました。住

名寄市ボランティアセンターに対しましては、

宅改修等推進事業におきましても建設関連産業の

毎年講演会開催や講師謝礼等相当額をボランティ

振興も目的の一つとして実施しており、民間での

アセンター事業に対して助成を行っているところ

需要掘り起こしの観点からも今年度同様の当初予

であります。同じく名寄市社会福祉協議会が独自

算を計上させていただいたところです。また、こ

に運営しております住民参加型在宅福祉サービス

ちらも継続事業となりますが、各産業活動の基盤、

を行うほのぼの倶楽部では、要介護などの認定に

基礎となります人材育成に関しては、この地域に

なっていない高齢者、障がい者、子育て中の方な

おいて大きな役割を果たしている上川北部地域人

どがさまざまな理由により介護や日常的な生活援

材開発センター、また労働者の通年雇用化の促進

助などのサービス提供を受けるものですが、市民

を目的に名寄地区通年雇用促進協議会の運営を支

相互の助け合いが主であり、利用会員と提供会員

援をする中で多岐にわたる資格の取得を図り、人

の協力によって会員相互でサービスをし合い、家

材の育成や確保につなげていく施策を引き続き講

庭生活の安定が図れるものです。会員登録には年

じてまいります。

２００円、利用料金が１時間８００円となって

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）

おります。利用の可能性のある利用会員は３月１

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）

日現在２０人と利用会員は増加が見込まれており
ますが、提供会員が同じく３月１日現在で８人と

私か

いう状況で、応募される方が少なく、利用会員の

らは、大項目２、持続可能な地域介護システムの

人数に応えられる提供会員の確保が課題となって

あり方について、小項目１、ふえる高齢者に対応

おります。

するサポーター、ボランティアの現状と育成につ
いてお答えいたします。

議員御指摘のとおり、２０２５年には団塊の世
代が７５歳に、それ以降も高齢化が急速に進行し

本市におけるサポーター、ボランティア活動の

ていく中、高齢者福祉サービスの事業に各制度が

状況でございますが、名寄市社会福祉協議会が運

応え切れないことも予想され、地域支援事業にお

営します名寄市ボランティアセンターでは、ボラ

ける生活支援体制の整備が急務となっていること
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から、生活支援等サービスネットワーク会議にお

成２１年から独自の取り組みといたしまして運転

ける地域課題や地域資源の把握に努め、先進的に

免許証にかわる身分証明書として住民基本台帳カ

行っておりますほのぼの倶楽部の活動への支援や

ードを無料で交付をしておりましたが、平成２８

ボランティア等による生活支援の担い手の養成、

年からマイナンバーカードを当面の間無料で交付

発掘に努めてまいりたいと考えております。

を受けることができることから、この制度につい

次に、小項目２、買い物支援の取り組みについ

ては廃止をしてまいりました。これにかわる支援

てお答えいたします。本市における買い物支援に

といたしまして、平成２９年８月からの名寄市交

つきましては、介護保険法における地域支援事業

通安全運動推進委員会事業で、交通安全教育の推

の一つである介護予防・日常生活支援総合事業の

進を図る目的で、運転に自信がないなどの理由に

中の地域介護予防活動支援事業の一環として、昨

加え、平成２９年３月に高齢者講習制度が改正を

年６月に要綱を制定し、住民主体の通いの場に付

されたことにより、高齢者の運転免許証自主返納

随する形で事業を開始したところです。現在通い

者や免許取り消しとなる運転者がこれまでよりも

の場での買い物支援に取り組んでいただいている

ふえることが予想されたことから、名寄警察署と

団体は１団体であり、市広報への掲載や問い合わ

連携をして、運転免許返納者に対し歩行時の交通

せのあった団体や個人の方へ説明に伺うなど周知

安全を推進するために夜光反射材やライトなど交

に努めてまいりましたが、事業の拡大が見られて

通安全グッズの配付に取り組んできております。

いないのが現状です。介護保険法にのっとった事

今後におきましてもさまざまな啓発グッズや広報

業であり、補助金の支給要件として事業実施の回

等を活用しながら、運転免許証返納者を含めた全

数等に制限があることなど取り組みがしづらいこ

市民を対象に交通安全啓発を関係団体と連携して

とが要因の一つであろうと分析しているところで

推進していきたいと考えております。

あります。今後につきましては、住民主体の通い

続きまして、自動運転など技術の進歩を取り入

の場とそれに伴う買い物支援について、各町内会

れた事故抑止策についてですが、加齢に伴う高齢

やボランティアサークル、個人などに周知を進め

者の身体的特性として、加齢による動体視力の低

ていくとともに、現在事業を行っている団体の意

下、複数の情報を同時に処理することが苦痛にな

見等も取り入れながら、より使いやすい制度にす

る、瞬時に判断する力が低下するなど身体機能の

るよう努めてまいります。

変化により、ハンドルやブレーキ操作がおくれた

以上、私からの答弁といたします。
〇議長（黒井

徹議員）

り、アクセルペダルの見間違いなども見られます。

三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君）

また、加齢に伴う認知機能の低下も懸念をされて

私からは、大項目２

おり、高齢運転者による交通死亡事故が相次いで

の小項目３、高齢者の運転免許自主返納の促進に

発生をしていることから、国は平成２８年１１月

ついて申し上げます。

に高齢運転者による交通事故防止対策に関する関

初めに、免許返納の環境整備について、名寄市

係閣僚会議を開催をし、高齢運転者の交通事故防

の運転免許証返納の状況につきましては、名寄警

止対策に取り組んでおります。その取り組みの一

察署調べによりますと平成２７年には３９名、平

つとして、国土交通省、経済産業省、金融庁及び

成２８年には４１名と４０名前後でありました。

警察庁は高齢運転者の安全運転を支援する自動ブ

道路交通法改正に伴いまして、平成２９年には６

レーキなどの先進安全技術を搭載をした自動車の

４名と約

５倍となってございます。当市におけ

普及啓発を図ることとし、平成２９年１月に「安

る免許証返納者に対する支援につきましては、平

全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁
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副大臣等会議を設置をし、同年３月に今後の取り

海道内で運転免許の返納に対する支援というのが

組みについて中間取りまとめを行っております。

これだけで３０自治体あるのです。そして、道内

その中間取りまとめでは、安全運転サポート車の

の各自治体が全市民的ないわゆるサービスを取り

コンセプトを自動ブレーキ及びペダル踏み間違い

入れているから、特に運転免許返納したからとい

時加速抑制装置の搭載された自動車と定義をし、

ってこれを広める必要がないという自治体がまだ

愛称をセーフティ・サポートカーと定めました。

そのほかにたくさんあるわけです。私は、前回言

また、自動ブレーキ等の先進安全技術は高齢者全

われた免許持っている人と持っていない人との間

般に限らず、全ての運転者、交通事故防止、被害

に不均衡が生じる、そういうお答えに対していろ

軽減に資することから、今後自動ブレーキの新車

いろ考えたのですが、今全道的にこれだけの機運

乗用車搭載率を２０２０年までに９割以上とする

が盛り上がって、そして運転免許返納者に対する

との普及目標を設定をし、官民でさまざまな取り

さまざまな動機づけをしているわけです。動機づ

組みを進めているところであります。

けです。そのときに、車ですからこの名寄の方で

安全運転サポート車の購入助成につきまして質

リスクを持っている方がほかの市に行って事故起

問いただきましたが、これらの安全装置が目標年

こす可能性もこれまたあるわけです。そうすると、

度までに標準装備となるのか、自動運転などの新

全道的にいろいろ努力をしているところ、ここに

たな安全装備の開発が進むのかなど、その動向を

対して私はやっぱり一緒にこれはその啓発に力を

注視をするとともに、交通安全啓発において実用

入れるべきではないかというふうに思うのです。

化されている先進技術について交通安全関係機関

そして、確かに免許持っている人と持っていない

と連携をし、情報提供等に取り組んでまいります。

人の不均衡もあると思いますが、今ここまできた

以上、私からの答弁とさせていただきます。
〇議長（黒井

徹議員）

〇８番（佐久間

らこれは地域間の不均衡、これが発生するのでは

佐久間議員。

誠議員）

ないかというふうに思うのです。例えば倶知安町、

それぞれお答えいた

これは６５歳以上で運転の経歴証明書

０００円

だきました。余り時間ないようですので、今三島

を町が負担をし、７０歳以上で自動車のない世帯、

部長からお答えいただいた自動車運転免許返納者

介護段階に応じてですが、１万

に対する市の助成制度についての御質問をしたい

万

と。ここからしたいと思います。

をしていると。それから、東川町では６５歳以上、

それで、先ほどお答えいただいたのですが、市

０００円から１

５００円と。これのハイヤーチケットの助成

自動車のない世帯、免許を持っていない返納した

としては現状これは前回私が質問したときと全く

世帯１世帯当たり１万

変わらないマイナンバーカードの無料ということ

世帯は２万

で、実は私ども議会報告会でいろいろ質問いただ

も振りかえも可能だということで、いろいろやっ

きまして、やっぱり名寄市は高齢者の運転免許返

ています。一番すごいなと思うのは新篠津村です。

納に対する支援策を何も取り組んでいないのかと

ここは、６５歳以上で公共交通利用券６万円分を

いうことで聞かれたわけです。それで、残念なが

支給すると。この近くでいえば雨竜町、北竜町、

ら前回お答えいただいたマイナンバー制度関係の

ここもそれぞれ商品券３万円だとか、あるいは北

啓発も含めて、こういうカードが無料になります

竜町あたりはタクシー券５万円掛ける３年間とか、

と言ったのですが、少しがっかりされておりまし

いろいろやっているわけです。それで、私はぜひ

た。それで、近隣の各自治体の例ちょっと拾った

高齢者の方々の理解を得て運転免許の自主返納を

のですけれども、既に前回私が質問して以降、北

促すきっかけづくりということで、やっぱりタク
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シーチケットだとか、そういうものを一過性であ

の配付に取り組んでございました。この取り組み

っても考えるべきではないかと。それと、日常生

につきましては、交通事故により犠牲となられた

活を支える移動手段の確保として、この後もう少

方のうち、６５歳以上の高齢者がその半分以上を

し触れたいと思いますが、買い物支援だとか通院

占めていると。さらには、歩行中の事故で犠牲と

支援、こういったものにもやっぱりこれ広げてい

なられた方がおおむねまたその半数を占めている

く必要があるのではないかと。

ことから、自動車運転者から認知をされることが

それと、安全運転サポート車の話も先ほどあり

大切でありまして、夜光反射材あるいはライトな

ましたけれども、これは自然に広がっていくのを

ど交通安全グッズを身につけることで歩行中の事

待つという感じですよね。積極的に何かしようと

故に遭わないための対策ということであります。

いう感じではないですものね、お答えは。ですか

議員からは、改めて全市民的な、あるいは不均

ら、やっぱりそういうことをちゃんと取り組んだ

衡の生じることのない制度のあり方について質問

ほうがいいのでないかと。

をいただきました。議員からもありましたけれど

それと、ソフト面からの支援ということで聞き

も、北海道環境生活部からの提供資料を参考にさ

たいのですが、北海道は実はシルバーアドバイザ

せていただいた中では、今申し上げました交通安

ーの店という道が登録する店を推奨しているわけ

全グッズの配付にあわせる形で運転経歴証明書の

です。ここのシルバーアドバイザーの店になりま

交付手数料の助成制度、こちらのほうは名寄市交

すと、交通安全に対する声かけだとか、登録店に

通安全運動推進委員会の新たな事業として取り入

はステッカーを配付すると。そして、加入してく

れてまいりたいと考えておりますので、よろしく

れたところは北海道のホームページでお店の名前

お願いします。

を掲載するということで、全道で道内

〇議長（黒井

７９３店

徹議員）

佐久間議員。

が加入しているわけです。上川総合振興局の中を

〇８番（佐久間

誠議員）

前進的なお答えでは、

見たら、南富良野だったかな、そこがちょっと取

全然なかったような気もします。それで、これは

り組んでいるぐらいで、これまで全く名寄はこれ

ちょっと時間ないので、私も余り、事業そのもの

は聞いたこともない。調べてみてここに行き当た

を組み立てた場合に地方交付税としてどれだけ額

ったのですが、やっぱり何らかの努力もするべき

があるのか、これは少し制度を研究する必要があ

ではないかというふうに思っています。

ると思うのです。そして、やっぱり全道でやられ

そしてあと、地方財政の関係でもここら辺に対

ている、他の自治体、この運転経歴のものだけで

してさまざま支援なんかも、これは事業化した場

もう３０自治体はありますから、ここは少しさら

合にあるのではないかというふうに思っておりま

に引き続き研究を重ねていただきたいというふう

すが、今国土交通大臣なんかのコメントとして、

に思います。

安全運転サポート車の拡充に努力して、踏み間違

それで、公共施設等の整備に関してそれぞれお

い、事故をなくすということでやっていますので、

答えいただきました。それで、特に橋梁の関係、

ここら辺についてまずお聞きをしたいなと思いま

かけかえの関係でお答えもいただいたのですが、

す。

なかなかお金がかかることだということで、これ

〇議長（黒井

徹議員）

三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君）

は通行規制が平成２３年から続いているわけです

先ほど高齢者の運転

が、今後の推移、めどが立たないというような形

免許の自主返納者に対する支援制度につきまして

でお答えいただいたのですけれども、私は実は平

は、夜光反射材ですとかライト、交通安全グッズ

成２７年の第２回の定例会で質問させていただい
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たときに南大橋と１８線橋の両方の橋梁が通行ど

とで、曙地区から共和地区、そして風連地域へと

めになることは避けたいと。南大橋の修繕を先に

いうそのラインというか、交通網確保、そして１

工事着工して、しかる後、私は１８線橋の工事に

８線、仮に双方が交通を規制しなければならぬと

手をかけていくものだというふうに思ったのです。

いうことになりますと相当遠回りをしなければな

それで、確かにお金もかかります。しかし、今の

らぬということで、とりわけ南大橋につきまして

長寿命化計画の中で、これは手をかけていかない

は基礎部分というよりも橋の上部の部分での傷み

とずっとこのままの状態になってしまうのではな

がひどかったということでの急ぎでございました

いかなというふうに感じているところです。多額

ので、こういった形でその交通網を安全に南大橋

の事業費を必要とするというのは私は十分承知な

を通過できる形での確保が２５年度当時の長寿命

のですけれども、特に土地と土地をつなぐのがこ

化の中でも取り急ぎ大事な役割だったというふう

れ橋梁の役目でありまして、本来は風連との合併

に思ってございます。決して１８線橋後回しでい

後に有利な財源が担保されていた時期に早々にこ

いということではなくて、今現在の長寿命化計画

れは手がけるべき事業だったのではないかと、こ

の中では先ほど申し上げました点検の業務と、そ

のように思うわけであります。それで、合併特例

してそれに追いかける形で先ほど申し上げました

債が一回５年間延長ということで、合併後に一度

ように毎年のように橋の修繕の南大橋と同じよう

延びたのですが、さらに合併特例債の５年間再延

に取り組んでいくという業務をしております。た

長の動きも国のほうではある模様であります。ぜ

だし、かけかえになりますと、財源確保も含めて

ひここら辺も少し検討していただきたい。

極めて適当なと言うとちょっと誤解があるかもし

それとまた、定住自立圏の事業にのせられない

れませんけれども、なかなかめどが立たないとい

のかも含めて研究していただきたいというふうに

うのは、これは全国的にも同じような状況で通行

思っています。特に定住自立圏構想の中では、結

を規制する橋梁等々もあるというふうにお聞きを

びつきやネットワークの強化で道路等の交通イン

しておりますけれども、具体的な即効性のある手

フラの整備がうたわれているわけであります。そ

だてというか、現在見出せないという現状でござ

して、下川方面からの上川北部のモチ米専用の、

います。財源確保については、できるだけ国の動

これは上川ライスターミナル名寄工場を結ぶ貴重

向等々も含めて交付金を初めさまざまな起債やほ

な動線だというふうに私は思っていますから、産

かいろいろあるかもしれませんけれども、私ども

業振興の視点から、先ほどの答えと一緒になるの

は財源議論もありますけれども、名寄地域におけ

かもしれませんが、もし今後の動き等々について

る南、西と言ったらちょっと語弊あるかもしれま

何かのタイミングをつかんでということであれば

せんけれども、その交通網、できるだけ安全性を

もう一度天野部長のほうからお答えをいただけれ

中心に交通等々に支障のない形を確保していくと

ばと思います。

いうのが橋梁ではありますけれども、道路等々の

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）

一体的なものでもあるというふうに考えてござい

橋梁の関係で、

ます。先ほど答弁でなかなかめどが立たないとい

とりわけ１８線の橋のことに集中して御意見賜り

うことで、大変心苦しい点ございますけれども、

まして、基本的に１８線の重要性については議員

現状等々については改めて御理解等々賜ればと思

御指摘のとおり私どもも大変大事なところでござ

ってございます。

いますし、南大橋とのお話もございましたけれど
も、２８年度に南大橋をさせていただくというこ

以上でございます。
〇議長（黒井
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〇８番（佐久間

誠議員）

地域の人たちがやっ

れから協力者をこれは町内会とともに探す手助け

ぱり困らない程度に、直せるものだったら直して、

を行政も行う必要があるのではないかと、こうい

ある程度の重量のものは通せるような方策ができ

うふうに思っていますので、こういったことで地

れば一番いいと思っているのですが、ぜひこれは

域福祉を前進させることができるのではないかと

また何かのタイミングをめぐってやっていただき

いうふうに思っていますので、この辺について考

たいというふうに思います。

え方あったらお答えいただきたい。

それで次に、公共施設の１３％の関係なのです

〇議長（黒井

徹議員）

廣嶋こども・高齢者支

が、特に公共施設１３％削減に関する本年度の予

援室長。

算づけはされているのかどうか、本年度に考えて

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君）

いる計画についてもしありましたらお答えいただ

より貴重な御提言をいただきまして、まことにあ

きたいと思います。

りがとうございます。

〇議長（黒井

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

議員

通いの場に係る買い物支援につきましては、そ

公共施設の管理計画

れぞれ各町内会等への周知を行っておりますけれ

に基づくというよりも、これまで普通財産として

ども、今言われたように先進的に今年度実施しま

今後活用の見込みのない施設について解体の予算

した団体の協力を得ながら、ＤＶＤだとか映像を

ということで、例えば職員住宅の解体ですとか、

直接見てもらうことによってやってみたいけれど

それと済みません。活用が見込めないと言いまし

も、どう進めていいかわからないという方もそれ

たけれども、一部新北斗団地あるいは北斗団地の

を見ることによって事業の実施方法だとか概要に

解体をして改めて改修をする、あるいは新築をす

ついて細かくお伝えできるのではないのかという

るといったことによって施設の面積が減るという

ふうに考えておりますので、そういった資料の作

ようなこともございますし、風連のほうでは西町

成に努めながらＰＲしていきたいと思っておりま

団地の解体によりまして、あそこは現在のところ

す。

使用ということでは考えてございませんので、そ

また、新年度から生活支援コーディネーターを

の面積については減ってくるというようなことで、

配置を予定しておりまして、各町内会、それから

３０年度の予算についてはそのような計上を考え

老人クラブ等、その他団体を回っていただきなが

てございます。

ら、各地域のニーズを把握しながら事業の詳細を

以上でございます。
〇議長（黒井

徹議員）

〇８番（佐久間

伝え、それから支援を要する人、また支援する人
佐久間議員。

誠議員）

とのマッチングができるような体制づくりを開始

わかりました。暫時

することとしております。地域での互助が広がる

解体もお金かかりますが、少しずつ進めて将来の

ことで住みなれた地域での生活を続けることにつ

若い世代、次の世代が苦労しないような観点から、

ながることから、今後とも事業の拡大を図ってま

計画は進めていかなければならないというふうに

いりたいというふうに考えております。

思っています。

以上です。

それと次に、買い物支援の取り組みについてな
のですが、大変すぐれた取り組みをしている町内

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。

会の事例をやっぱり今後ぜひＤＶＤにおさめて知
ってもらうだとか、あるいは仕組みや概要の説明
をきちんとこういうふうにやっているだとか、そ
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１５時まで休憩をいたします。
休憩

午後

２時４８分

平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

再開
〇議長（黒井

徹議員）

午後

３時００分

方での仕事にチャレンジでき、安心して子供を産

休憩前に引き続き会議

を開きます。

まで切れ目のない支援を実現するとしています。

まち・ひと・しごと創生総合戦略について外３
件を、佐々木寿議員。
〇１６番（佐々木

み育てられるよう、結婚から妊娠、出産、子育て

寿議員）

本市として新しい人の流れの創生における、特に
市内外の優良な人材を積極的に確保、育成につい

ただいま議長より

て強化と今後の進め方について伺います。

御指名をいただきましたので、さきの通告順に従
いまして、質問してまいります。

次に、観光業を強化するＤＭＯの設立の考え方
について伺います。本市には、誇れる自然、施設、

まず、第１点目は、まち・ひと・しごと創生総

食、芸術、芸能、風習、風俗など観光資源がある

合戦略について伺います。人口減少を克服し、将

と思っております。これをいかに活用して人を呼

来にわたって成長力を確保するため、引き続き都

び込むかが課題となります。これまでも観光事業

会一極集中を是正、若い世代の就労、結婚、子育

は行政と観光協会あるいは観光業界が中心となっ

ての希望を実現、地域の特性に即して地域課題を

て行ってきておりますが、さらに踏み込んだＤＭ

解決するという基本的視点から、人口、経済、地

Ｏの設立についての考え方について見解を伺いま

域社会の課題に対して一体的に取り組むとして、

す。

国はまち・ひと・しごと創生総合戦略について昨

次に、公共交通の再構築について伺います。こ

年１２月に改定いたしました。本市としてもまち

れは、さきの山崎議員と重複しますけれども、改

・ひと・しごと創生総合戦略が策定されてから３

めて質問させていただきます。本市としても高齢

年目に入り、人口減少を抑制するために自然減対

化社会、免許返納、観光、生活援助、通院、通学

策、社会減対策に取り組んでいるところであり、

等に将来便利で安全な市民の足であるべき公共交

地方創生の取り組みの効果が少しずつ出てきてい

通機関が重宝されるように、公共交通網再構築を

ると思料しております。

初めとする周辺等の交通ネットワーク形成の推進、

そこで、次の４点について考え方を伺います。
初めに、仕事の創生について伺います。国は、地

広域的な機能連携についてしっかり議論を深め、
形成すべきと考えますが、見解を伺います。

域に根づいたサービス産業の活力、生産性の向上、

２点目は、自殺対策の推進について伺います。

雇用のミスマッチに対する経済の状況や変動に応

国内では、いまだに自殺が死亡原因の多くを占め

じた円滑な対応など、雇用の質の確保、向上に注

ており、最新の自殺対策白書によれば自殺者数は

力し、特に若い世代が地方で安心して働くことが

減少傾向にあるものの、１５から３９歳では最多

できるように、また将来に向けて安定的な雇用の

の死因となっております。そこで、平成２９年７

量の確保、拡大を実現するとしておりますが、本

月２５日、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い

市としてどのような状況で、将来どのように進め

込まれることのない社会の実現を目指して～」が

ていかれるのか、特に若い世代が安心して働ける

閣議決定されました。見直し後の大綱では、地域

仕事の創生における評価と今後の進め方について

レベルの実践的な取り組みのさらなる推進、若者

伺います。

の自殺対策、勤務問題による自殺対策のさらなる

次に、新しい人の流れの創生における現状と今

推進、自殺死亡率が先進諸国の現在の水準まで減

後について伺います。国は、地方への新しい人の

少することを目指し、平成３８年度までに平成２

流れをつくるため、仕事の創生を図りつつ、若者

７年度比３０％以上減少させることを目標とする

を初めとして暮らしの環境を心配することなく地

ことを掲げております。本市の対応について伺い
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ます。

は、大項目４点にわたり御質問をいただきました。

３点目は、子供の困難解決について伺います。

大項目１、小項目１と３につきましては私から、

子供の家庭を支援するソーシャルワーカーの実情

小項目２につきましては企画担当参事監から、小

と今後の考え方について伺います。福祉の専門家

項目４につきましては総務部長から、大項目２は

として教育現場を回り、学校や日常生活で困難を

健康福祉部長から、大項目３は教育部長から、大

抱える子供や家庭を支援するソーシャルワーカー

項目４はこども・高齢者支援室長からそれぞれ答

の導入が道内において進んでおり、状況に応じて

弁させていただきますので、よろしくお願いいた

児童相談所や警察などと連携して子供の問題行動

します。

や不登校、家庭内の虐待、貧困などの解決に当た

まず初めに、大項目１、まち・ひと・しごと創

り、一定の効果を上げているとの記事がありまし

生総合戦略について、小項目１、仕事の創生につ

た。本市の実情と今後の考え方について伺います。

いて申し上げます。名寄市まち・ひと・しごと創

次に、北海道いじめ防止基本方針の改定に伴う

生総合戦略において、地域の農産物や加工品のブ

本市の対応について伺います。改定の趣旨として

ランド化を図り、それらの販路拡大、それらを原

は、平成２９年３月、文科省の国のいじめの防止

料とした製造業の誘致、起業支援を行い、雇用の

等のための基本的な方針が改定されたのに伴い、

創出につなげていくことを目指しております。そ

道教委も改定いたしました。本市の対応について

れらを進める中で、雇用の質、また量がバランス

伺います。

よく整っていくことが理想であると考えておりま

４点目は、介護職員の援助について伺います。

す。本市では、起業、創業に対する助成や商工団

介護助手、介護補助の実態と今後の考えについて

体、金融機関と連携する中で事業承継支援、また

伺います。介護の現場が人手不足なのは周知の事

新規学卒者の就職希望者向けの地元企業見学会や

実であります。団塊の世代が全て７５歳以上にな

説明会の実施、市内に就職する市立大学の卒業生

る２０２５年には、約３８万人の介護人材が不足

に対する各種支援など若年層の地元定着への取り

すると見込まれております。このため厚生労働省

組みを行ってきております。若年者が地方で安心

も地域と二人三脚で介護人員確保に尽力していく

して暮らしていくためには、雇用の質を高めてい

としております。また、介護離職ゼロの実現を考

くこと、また職種の選択肢が潤沢であることが重

えても２０２０年当初に向けて約２５万人の介護

要となります。農業、商業、観光など各分野での

人材確保をする必要があると言われております。

新たな取り組みは個別に起きておりますが、現在

厚生労働省は、介護助手職の導入を積極的に進め

はそれぞれが点で、今後それらの熟度が高まり、

ております。国家資格を持つ介護福祉士などには、

点が線になることで新たな産業、雇用の場が生ま

より専門的な介護業務に専念してもらい、部屋の

れてくると考えております。仕事だけではなく、

整備などは介護助手、介護補助が担い、これによ

若い世代が安心して本市に住み続けていけるよう、

って介護現場で働く人の総数を確保し、介護サー

生活環境の整備につきましても総合戦略でも定め

ビスのレベルも上げようという考え方です。そこ

ております具体的施策の着実な推進を図ってまい

で、本市の介護助手、介護補助の実態と今後の考

ります。

え方について伺います。

続いて、小項目３、観光業を強化するＤＭＯ設

以上で壇上からの質問といたします。
〇議長（黒井

徹議員）

〇営業戦略室長（水間

立の考え方について申し上げます。人口減少、少

水間営業戦略室長。
剛君）

子高齢化に直面する日本にとって最重要課題であ

佐々木議員から

る地方創生において、観光は旺盛なインバウンド
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需要の取り込みによって交流人口を拡大させ、地

観光関係事業者などと今後の観光振興を検討する

域を活性化させる原動力となります。こうした取

上で設立の目的、必要性、効果などを協議してま

り組みを進めるため、地域の稼ぐ力を引き出すと

いります。

ともに、地域への誇りと愛着を醸成する観光地経

以上、私からの答弁とさせていただきます。

営の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役と

〇議長（黒井

して役割を果たす日本版ＤＭＯの設立を観光庁が

〇参事監（松岡

進めております。現在日本版ＤＭＯとして全国で

まち・ひと・しごと創生総合戦略について、小項

は４１法人、道内では４法人の登録がされており、

目の２番、新しい人の流れの創生における現状と

道北では旭川市、東川町、上川町などによる大雪

今後について答弁をいたします。

カムイミンタラＤＭＯがスキー場を活用した外国

徹議員）

松岡企画担当参事監。

将君）

私からは、大項目の１、

本市における市内外からの新しい人の流れの創

人の長期滞在観光に向けた事業を進めております。

生の観点からは、名寄市まち・ひと・しごと創生

観光庁が進めるＤＭＯの支援事業の一つとして、

総合戦略に基づく施策を推進する中で、冬季スポ

広域観光周遊ルート形成促進事業があります。新

ーツ拠点化の取り組みに伴いまして名寄産業高校

千歳空港から道北への誘客ルートとして、札幌市、

への進学者があったこと、同じく産業高校につき

千歳市、旭川市、稚内市や本市を含む日本のてっ

ましては道外からの進学者確保のため、市長、校

ぺん。きた北海道ルート。が平成２８年に認定さ

長による東京でのトップセールス、名寄市立大学

れ、平成３２年度までの５カ年にわたり外国人観

におきましては地元定着の取り組み、また農業支

光客を対象とした事業を進めております。本年度

援員としての地域おこし協力隊制度の活用や退職

は、日本のてっぺん。きた北海道ルート。におい

自衛官等の地元再雇用の促進など、少しずつその

て台湾をターゲットとした名寄、美深道北小型観

成果があらわれてきているものと考えております。

光周遊ルート事業として地域観光関係者を対象と

引き続きこれらの施策等推進する中で、人の流れ

したワークショップ、台湾の専門家によるルート

の好循環を生み出すことができるよう取り組んで

検証、旅行商品の造成、販売を実施しております。

いくとともに、現在国において検討されている地

旅行プランでは、本市の地域資源である雪を生か

方生活の魅力発信やＵＩＪターンの拡大、関係人

したスキー、スノーボード、スノーシュー、雪遊

口の創出等の施策の動向も注視しながら、必要に

び等が組み込まれております。そのほかにも開発

応じた総合戦略の見直し、改定も含め取り組んで

局による自転車観光ルートとして、本市を含む和

まいりたいと考えております。

寒町から宗谷岬までのサイクリング、きた北海道

私の答弁は以上となります。

ルートが認定され、標識なども整備するなど広域

〇議長（黒井

で連携し、外国人を誘客する取り組みを進めてお

〇総務部長（中村勝己君）

ります。

の小項目４、公共交通網の再構築について申し上

ＤＭＯの設立につきましては、法人化を行い、

徹議員）

中村総務部長。
私からは、大項目１

げます。

行政、文化、スポーツ、農業、交通など幅広い分

地域の生活基盤を守っていくための要素として、

野の関係団体が参画し、各種データに基づき、明

公共交通網の確立は重要な課題であると認識して

確なコンセプトに基づいたブランディングの策定、

います。公共交通に求められる役割は、高齢化へ

ＫＰＩの設定、プロモーションなどが必要となり

の対応も含め、通院、通学、買い物など市民生活

ます。設立へ向け解決しなければならない課題も

を維持するための身近な移動手段であることはも

多く、観光事業にかかわっている行政、観光協会、

ちろんですが、地域医療や観光、物流など広域的
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な観点において地域の生活や経済活動を支える上

因となる内容に応じて法的な問題は消費者協会や

でも重要なものとなってきています。この役割を

法テラス、ひきこもり、不登校、いじめの問題は

果たしていく上では、南北を縦断する宗谷本線、

教育委員会、生活困窮の課題を抱える方は生活相

市内の移動及び周辺自治体間を結ぶ路線バス、さ

談支援センター、精神疾患のある方は基幹相談支

らには都市間を結ぶ高速バス等、既存の交通機関

援センター事業ぽっけ、女性、妊婦等の健康上の

を効率的かつ利用しやすい公共交通として連携さ

相談は保健師が、高齢者の相談は地域包括支援セ

せていくことが必要であるとともに、地域事情や

ンターなどとの情報を共有して、密接に連携を図

利用者ニーズ、既存バス路線等の利用状況などに

ってきておりますが、引き続き関係機関との有機

応じた多様な交通手段の活用なども視野に効率性、

的な連携を強化して、生きることの包括的な支援

利便性の高い公共交通網を形成することが必要で

を進めてまいりたいと考えております。

あると認識しているところです。名寄市地域公共

平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、

交通活性化協議会と連携し、今後策定予定である

市町村に平成３０年度までの自殺対策計画の策定

地域公共交通網形成計画の検討過程において、地

が義務づけられ、平成２９年７月には国の新たな

域にとって望ましい公共交通のあり方を明らかに

自殺総合対策大綱が閣議決定されました。この大

するとともに、各公共交通機関との連携も含め、

綱では、誰もが自殺に追い込まれることのない社

市内全体を面的に捉えた交通ネットワークの形成、

会の実現を目指すことを自殺総合対策の基本理念

さらには路線の重複や利用者が減少している路線

とし、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめ

を見直すなど効率性向上の観点も含めた協議を進

や孤立などの生きることの阻害要因を減らし、自

めてまいります。

己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力な

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）

どの生きることの促進要因をふやすことを通じて、

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君）

社会全体の自殺リスクを低下させることを掲げて

私からは、大項

おります。大綱では、年間自殺者数は減少傾向に

目２の自殺対策の推進について、小項目１の自殺

あるが、非常事態はいまだ続いているとし、高齢

防止対策についてお答えします。

者の自殺死亡率については低下が顕著であるが、

自殺防止対策につきましては、これまでは北海

若年層では２０歳未満は自殺死亡率が横ばいであ

道が自殺対策行動計画を定め、名寄保健所管内和

るのに加え、２０代や３０代における死因の第１

寒以北中川の保健、医療、福祉、警察、消防、自

位が自殺であり、自殺死亡率も他の年代に比べピ

治体などの関係機関で構成する上川北部地域自殺

ーク時からの減少率が低いことと分析しておりま

対策連絡会議とその作業部会が両輪となり、効果

す。

的な自殺予防対策の検討や事業推進を図ってきて

地域自殺実態プロファイル２０１７による名寄

おり、各関係機関との情報交換、自殺予防週間に

市の平成２４年から平成２８年の５年間の自殺実

合わせ地元新聞に自殺予防コラムを掲載、なよろ

態は、人口規模が小さいことや自殺者数が少ない

健康まつり会場における啓発、自殺予防啓発、自

こと、年度によるばらつきがあるため一概には分

殺予防相談窓口の情報提供を行うなど、自殺防止

析できませんが、全体では男性が７

対策の推進を図ってきております。名寄市におけ

が２

る自殺対策につきましては、現在健康増進計画第

高いことが特徴となっています。年齢別では、６

２次の健康なよろ２１において、心の健康の課題

０歳以上の方が５

に対応する取り組みといたしまして、自殺等の原

の働き盛りの方が２
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お、２０歳未満から３０代については１

８％と

低い割合となっています。

市町村教育委員会やスクールソーシャルワーカー、
道立学校からの相談を受け、必要に応じて支援を

市町村が策定する自殺対策計画は、国から示さ

行う体制が構築されています。

れた自殺総合対策大綱、自殺実態プロファイル、

本市においては、スクールソーシャルワーカー

政策パッケージ、北海道の自殺対策行動計画など

を配置しておりませんが、いじめ、不登校の問題

を参酌し、地域の実情を勘案して計画を策定して

に対応するため、学校への定期的訪問、ケース検

いく必要があります。自殺対策は、さまざまな関

討会議のコーディネート、関係機関との情報の共

係機関に広くかかわるため、計画策定には町内外

有や連携等の業務を担う教育推進アドバイザーや

での自殺対策に関係する部局や関係団体、民間団

当該児童生徒やその保護者の相談等に対応する教

体と連携しながら、平成３０年度中の計画策定作

育専門相談員を名寄市教育相談センターに配置し

業を進めてまいりたいと考えております。

ています。これまで教育推進アドバイザーには、

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）

地域や学校の実情に精通し、豊富な経験と知識を

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君）

有する退職校長が職務につき、スクールソーシャ

私からは、大項目３、

子供の困難解決についてお答えいたします。

ルワーカーと同様の業務を推進しております。今
後教育委員会といたしましては、教育推進アドバ

初めに、小項目１、子供や家庭を支援するスク

イザーや教育専門相談員を中心に関係機関との連

ールソーシャルワーカーの実情と今後の考え方に

携も深め、情報の共有により児童生徒が抱える問

ついてですが、近年全国各地でいじめや不登校、

題の解決に向けた取り組みの充実を図ってまいり

暴力行為、児童虐待など学校だけでは解決が困難

ます。さらに、道教委と連携し、必要に応じてス

な事案が発生しているところであります。このよ

クールソーシャルワーカーの活用を推進していき

うな喫緊の問題に対応するため、心理カウンセリ

たいと考えております。

ングや精神医学的な助言をするスクールカウンセ

次に、小項目２、北海道いじめ防止基本方針の

ラーのほかに当該児童生徒や保護者の置かれた生

改定に伴う本市の対応についてですが、いじめの

活状況や経済状況、社会保障、友人関係等の環境

問題は心豊かで安心、安全な社会をいかにしてつ

の問題への働きかけや福祉等の関係機関と連携調

くるかという学校を含めた社会全体に関する国民

整して支援を行うスクールソーシャルワーカーの

的な課題であり、社会総がかりでいじめの問題に

役割が一層重要になっております。しかしながら、

対峙するため、平成２５年６月にいじめ防止対策

スクールソーシャルワーカーは社会福祉士や精神

推進法が成立いたしました。この法律の中には、

保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を持っ

国の基本方針、地方いじめ防止基本方針、学校い

ている者、福祉や教育の両面に関して専門的な知

じめ防止基本方針を策定することが規定されてい

識、技能や活動経験等がある者を任用することと

ます。これを受けて北海道においては、平成２６

しており、人材確保が難しい状況にあります。道

年４月に北海道いじめの防止等に関する条例が制

教委は、平成２０年度から文部科学省の委託を受

定され、いじめの防止に向けた取り組みを推進し

け、スクールソーシャルワーカー活用事業を実施

ており、いじめ防止等のための対策を総合的かつ

し、平成２８年度には道内の２８市町村に延べ４

効果的に推進するために平成２６年８月には北海

３名のスクールソーシャルワーカーを配置すると

道いじめ防止基本方針が策定されております。施

ともに、道教委も５名を任用しました。さらに、

行後３年目をめどとする条例の見直し、規定に基

７名のエリアスーパーバイザーを全道に配置し、

づく北海道いじめ問題審議会における審議を経て、
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この北海道いじめ防止基本方針は平成３０年２月

以上、私からの答弁とさせていただきます。

に改定され、名寄市教育委員会にも通知されてお

〇議長（黒井

ります。

援室長。

その改定の主な内容は、まずいじめ防止等の基

徹議員）

廣嶋こども・高齢者支

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君）

私か

本的な考え方として、けんかなど交友関係から生

らは、大項目４、介護職員の援助について、小項

じたトラブルを解決することなどを通して、子供

目１、介護助手、介護補助の実態と今後の考え方

に自立し、粘り強く、たくましく生きていくこと

についてお答え申し上げます。

ができる力を育むといったいじめ防止の基本理念

消費税増収分を財源とした地域医療介護総合確

やいじめの小さなサインを見逃さないためにいじ

保基金を活用し、いわゆるシニア世代を介護助手

めの定義を明確化すること、いじめの解消の判断

として養成するという事業につきましては、平成

基準を明確化することであります。次に、学校と

２７年度に三重県の老人保健施設協会において実

保護者の責務及び地域の役割として、学校の教職

施されており、その後北海道においても平成２９

員がいじめを抱え込まない組織的対応について、

年度から北海道老人保健施設協議会が地域人材を

また保護者自身が意識を一層高めていくことやい

活用した介護労働改善促進事業として帯広市や北

じめを受けている児童生徒へ適切な対応をとるこ

見市で実施しているとお聞きしております。三重

とであります。さらに、学校が実施すべき施策と

県での取り組みから、元気な高齢者を介護助手と

して、学校における取り組み目標の設定と学校評

して導入することで介護職が専門職として機能す

価への位置づけにより、取り組みの改善を図るこ

ること、新たな高齢者の就労先ができること、働

とや児童生徒の意見も取り入れ、学校いじめ防止

きながら介護の現場を知ることで介護につながる

基本方針をわかりやすく策定、見直しすること、

といった３つの狙いが報告されております。また、

保護者、関係機関等への説明により共通理解を図

介護助手となる地域の元気高齢者に社会参加、地

ることとなっております。

域貢献の機会を提供できるという役割も期待され

これら北海道いじめ防止基本方針改定の方針を

ているところです。北海道による地域医療介護総

受け、教育委員会としても平成２６年４月に定め

合確保基金を活用した当該事業につきましても一

た名寄市いじめ防止基本方針の点検、見直し作業

定の成果が報告されてきていることから、次年度

を進めたところであります。今後教育委員会とい

以降も事業継続の方向で検討しているとのことで

たしましては、改定した名寄市いじめ防止基本方

ありますが、現行の事業実施主体が介護事業所団

針の内容をまとめたリーフレットを作成し、新年

体となっておりますので、今後も国、道の動向を

度の初めに市内の小中学校の保護者へ配布し、周

注視し、介護保険事業所等への情報提供等を進め

知を図ります。また、市内の全小中学校で年度内

てまいります。

に改定名寄市いじめ防止基本方針に基づいて学校

一方、若い世代への対応といたしましては、平

いじめ防止基本方針の点検、見直し作業を行い、

成２８年度から行っております介護人材確保緊急

全ての教職員がその内容を理解し、自校の方針に

対策事業におきまして無資格で介護助手等として

基づいた具体的な取り組みを行うことができるよ

介護保険事業所で勤務されている方などに対し、

う校内体制を整備することや新年度の初めに方針

介護職員初任者研修受講費用の助成を行っており

を児童生徒や保護者、関係機関に説明するなど適

ます。この事業を活用し、介護職員初任者研修を

切な対応をお願いし、名寄市におけるいじめの防

受講され、介護職員として勤務されている方は平

止等の取り組みの一層の充実を図ってまいります。

成２８年度は７名、平成２９年度につきましては
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３月５日から３１日まで介護職員初任者研修が開

口減少が進んでいるために経済の環境が厳しい状

催されますが、３月５日現在受講費用助成の申請

況にあるということはこの名寄でも決して同じで

に来られた方が９名となっており、介護職員確保

ありまして、したがいまして今後ともやっぱり仕

の一助となっているものと考えております。

事が人を呼ぶ、そして人が仕事を呼ぶというよう

本市におきましても現在提案中の第７期高齢者
保健医療福祉計画・介護保険事業計画策定に係る

な環境になると思いますので、どうぞよろしくお
願いしたいと思います。

資料の一つとして、平成２９年１０月に市内介護

次に、再質問ですけれども、ＤＭＯについてち

保険事業所に対し人員状況に関するアンケート調

ょっと伺いたいと思いますけれども、先ほどの御

査を行ってきておりますが、介護職員が不足して

答弁によりますといろいろと北海道のルートの関

いると回答した事業所が半数以上あったことから、

係や、あるいはそれぞれの北海道の観光の基礎が

今後も介護人材確保に向けた施策を継続してまい

ある程度でき上がってきているなというふうに思

ります。

っております。そして、今後とも各業界といろい

以上、私からの答弁といたします。
〇議長（黒井

徹議員）

〇１６番（佐々木

ろと今までの課題を対策をしっかりとやって、協

佐々木議員。

寿議員）

議していきたいということでありました。そこで、

それぞれ御答弁を

名寄市でも名寄市の観光振興計画をつくっている

いただきましたので、何点か時間のある限り質問

わけなのですけれども、これを正確に進めるため

させていただきます。

には先ほどのＤＭＯはちょっと厳しいのかなとい

まず、１点目のまち・ひと・しごと創生総合戦

うふうな言葉があったのですけれども、この観光

略について伺いたいと思いますが、その中でいろ

振興計画を進めるためにもやっぱりＤＭＯを設定

いろと御説明がありまして、やっぱりこれからど

すべきではないかなというふうに思います。いず

んどん新しい施策を踏まえて進めていくというよ

れにしても、ＤＭＯは全体的な各国と国とか各県

うなことだったと思います。いずれにいたしまし

とかというレベルもありますけれども、市町村と

ても、地方創生というのは人が中心だと思ってお

市町村、あるいはその市内だけの、市だけのＤＭ

りまして、長期的にはやっぱり地方で人をつくっ

Ｏというのもあるのではないかと思うのですけれ

て、その人が仕事をつくる。今度はまちをつくる。

ども、これやっぱりそれに似たような感じで名寄

こういうような根本的なシステムになっていると

市もつくったらいいのではないのかなというふう

思いますので、まず基本的には人をつくるところ

に思います。やっぱりそれなりの核をつくってお

から始まるということになると思いますので、今

かないと、本当に今までせっかくいい、そういう

後ともしっかりと進めていただきたいなというふ

観光協会であれ、そういうちょうど、ある程度で

うに思います。特に経済の動向というのは、名寄

き上がってきているような感じもしますので、そ

は本当にほかの地域よりも人口減少が少ないわけ

れについて再度お伺いしたいと思います。

でありますけれども、今までいろんなことを国で

〇議長（黒井

もやってきているのですけれども、やっぱり大分

〇営業戦略室長（水間

回復してきている部分というのはかなりあります。

て御質問がありました。観光振興計画を策定させ

例えば失業者が減少したとか、あるいは有効求人

ていただいておりますけれども、具体的にはＤＭ

倍率が上がったとか、あるいは一時時間単位での

Ｏという記述については今のところ入れてはおり

割合の賃金が上がったとか、雇用と所得環境が変

ません。ただ、先ほども御答弁させていただきま

わってきているなという中で、これは高齢化と人

したように、今観光庁でもＤＭＯを推進しろとい
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うことで各地域でもＤＭＯが設立されている動き

のですけれども、２６年度は開花期、そして次に

があります。当然のことながら、今まで観光とい

収穫期を経て、２９年度から３３年度まで完成期

う部分についてはその地域によっては産業として

となっているのですけれども、これはどのように

成り立っているところもあります。また、そうい

評価して、この到達目標の現状をちょっと伺いた

ったところでなく、観光というところで市民向け

いと思います。

のイベントとか、市外から人を呼び込むためのそ

〇議長（黒井

ういった取り組みとか、いろんな取り組みをして

〇営業戦略室長（水間

いるところがあるのですけれども、観光振興計画

画の計画の目標値ということで御質問ありました。

の中でも定めておりますけれども、具体的な目標

観光振興計画につきましては、平成２３年に新た

の数値というものを達成するためには、やはり地

に観光振興計画を策定させていただいて、具体的

域の稼ぐ力というものを市内外のさまざまな人材

な目標ということで観光入り込み客数ということ

と連携しながら取り組んでいくということをしな

を目標に設定させていただいたところであります。

いと、なかなかそういった具体的な目標達成とい

当時の観光振興計画を策定したときは、風連町と

うのは難しいのかなということで考えております。

名寄市が合併してさまざまな観光的要素の施設、

先ほども答弁させていただきましたけれども、

道の駅とか、天文台のきたすばるとか、そういっ

昨年旭川市のほうで旭川市を中心として、旭川市

たものとか、あとソフト的な要素として映画「星

の場合についてはスキー場というキーワードの中

守る犬」の映画ロケとか、毎年毎年いろんな要素

で広域のＤＭＯというものを設立しました。名寄

がありまして、当時観光の入り込み客数の毎年度

の部分につきましては、観光協会等も含めてこの

の対前年比が約１０％ずつふえていっているとい

周辺については道北観光連盟という広域的な観光

う状況の中で、観光振興計画を策定させていただ

組織もあるのですけれども、先ほど佐々木議員が

いたときには当時の平成２２年度の入り込み客数

おっしゃったようにＤＭＯは広域的な取り組みの

をベースに毎年５％ということで目標を設定させ

ＤＭＯか、市町村単位のＤＭＯとか、いろんな形

ていただきました。ただ、実際はその映画の公開

式がありますので、今観光団体のほうもそういっ

効果とかがそれほど長く続かなかったこととか、

たＤＭＯの設立に向けてどういったハードルを越

ひまわりの天候不順などにより現実的な入り込み

えていけばいいのかということを具体的に検討す

客数の部分については目標が達成できなかったと

る動きもありますので、行政といたしましてもそ

いうことが現状であります。昨年５年たったとい

れらと連携してどういったものをハードルを乗り

うことで観光振興計画の見直しを図らせていただ

越えていけばＤＭＯというものができるかという

いて、そのときには観光振興計画の策定当時は外

部分を含めて連携して取り組んでいきたいという

国人のインバウンドということが現実的な名寄の

ことで考えております。

ところでは考えることがなかったのですけれども、

〇議長（黒井

徹議員）

〇１６番（佐々木

佐々木議員。

寿議員）

徹議員）

水間営業戦略室長。
剛君）

今の観光振興計

現状としては先ほども申し上げましたようにきた

前向きに検討して

北海道周遊ルートの認定等を受けて、この北北海

いただきたいと思います。名寄市にせっかくいい

道にもインバウンドが来る可能性が高くなってき

資源がありますので、やっぱり核となる人あるい

たということで、観光振興計画の見直しのときに

は団体をしっかりと取り上げてやっていただきた

外国人の宿泊延べ数の部分についても目標として

いというふうに思います。

設定させていただいていくということで、また改

そこで、今観光振興計画のことについてあった

めて目標を再設定させていただいて、今後も取り
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組んでいきたいということで考えておりますけれ

〇１６番（佐々木

ども、先ほど言いましたＤＭＯも含めて、その目

には、何でおくれているのかちょっとわからない

標を達成するためにはどうしたらいいのかも含め

のですけれども、やっぱり話し合いの場とか、地

て検討していきたいということで考えております。

域のモチベーションというのがしっかり反映され

〇議長（黒井

ていないのではないのかなというふうに思ってい

徹議員）

〇１６番（佐々木

佐々木議員。

寿議員）

寿議員）

設置されている割

こういう名寄だか

るのです。だから、今後これからのあれでしょう

らこそあるものがかなりあるので、観光について

けれども、やっぱりその辺をしっかり議論してい

はやっぱりしっかりと進めていってもらいたいな

ただいてやっていただきたいなというふうに思い

というふうに思います。それで、新たな到達目標

ます。ある程度名寄あたりだと広範囲なので、人

も考えられると思います。ぜひそれに向かって進

口密度が少ないところとか、あるいは過疎地帯と

めていただきたいというふうに思います。

か、そういうような部分というのは結構どういう

次に、公共交通の再構築について伺いたいと思

ふうに回っていくのか、それらやっぱり先ほど言

いますけれども、先ほど山崎議員のほうからも質

ったデマンドとかで活用して、いろんな交通機関

問があったようですけれども、この地区ではやっ

を活用してやるようなしっかりとした構築をしな

ぱりバス離れが多いと。これは何でかというと、

いとだめだと思うのですけれども、それについて

通院とか通学とかに時間帯が合わないとか、ある

は見解があれば伺いたいと思います。

いは買い物の、生活の条件にちゃんとなっていな

それと、計画についてですけれども、これはい

いとか、やっぱりマイカーがふえてきたとか、あ

ろいろと予算見積書によると結構工程が書いてあ

るいは乗務員が少なくなったとかと。会社の都合

るのですけれども、いつごろまでに大体この計画

もあるのですけれども、いろんな条件が重なって

をつくり上げるという計画でございますか。

離れているとは思うのですが、先ほど部長からの

〇議長（黒井

説明だと名寄市の地域公共交通活性化協議会、こ

〇総務部長（中村勝己君）

れで補助金をやって検討するというのが予算の説

ドも含めた、十分まだまだ協議会も含めて公共交

明書にも出ておりましたけれども、さらには地域

通についての議論が市民の皆さんも含めて目に見

交通網形成計画を策定するというふうなこともあ

えてこないというような御意見かというふうに思

りました。そこで、私が考えるのは、やっぱり名

いますが、それぞれ市民の皆さんから御意見をい

寄市地域の公共交通の活性化協議会、これは大体

ただく場合ですとか、課題も掲げながら取り組み

どういうことを考えて、あるいはどういうメンバ

をしているということで、今回は公共交通網の形

ーで取り組まれるのか、今の段階での構想をお知

成計画ということで、この活性化協議会のほうに

らせいただきたいなというふうに思います。

今年度補助金として委託をするという形で、計画

〇議長（黒井

につきましては３１年につくるという計画になっ

徹議員）

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君）

徹議員）

中村総務部長。
前段のほうのデマン

地域公共交通の活性

ているところでございます。活性化協議会の中で

化協議会については既に組織しておりまして、こ

は、それぞれ専門部会なども立ち上げながらやっ

れは市民代表の方ですとか、あるいは交通事業者、

ておりまして、市民の皆さんに活動状況を含めて

バスの事業者の方ですとか、国あるいは北海道、

お知らせをする機会が少し足りなかったのかなと

そして公安委員会などの関係の皆さんと組織を構

いうふうに反省もしているところでございます。

成をしてございます。
〇議長（黒井

徹議員）

以上でございます。
佐々木議員。

〇議長（黒井
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〇１６番（佐々木

寿議員）

いずれにしまして

ラインを利用して相談を受けているということで、

も、この公共交通網は非常に重要だと思っており

若者の皆さんにとってはかなり使い勝手がいい、

ます。したがって、やっぱり路線バスであれ、デ

なれた情報の収集の方策だと思います。名寄市と

マンドであれ、コミュニティバスであれ、あるい

いたしましてもこれまでの自殺予防対策とあわせ

はタクシー、あるいはＪＲも含めて、本当にここ

て、このような取り組みについても積極的に情報

に、ＪＲに来たらすぐ乗り合いバスに乗れるとい

提供を行って、若い方たちが相談しやすい体制を

うような、こういうふうなシステムがしっかりと

構築してまいりたいと考えております。

つながっていないと本当の交通の体系にならない

〇議長（黒井

のではないのかなというふうに思いますので、ぜ

〇１６番（佐々木

ひその辺を検討されて進めていただきたいと思い

ます。

徹議員）

佐々木議員。

寿議員）

よろしくお願いし

ます。公共交通というのは、やっぱり市民の皆さ

次に、子供の困難の解決について伺いたいと思

んがまちに出かけるという、そういう機会のため

いますけれども、先ほどの御答弁だとソーシャル

の投資だと思っていますので、ぜひしっかりと進

ワーカーは配置をされていないけれども、それに

めていただきたいというふうに思います。それが

相当するようなアドバイザーがあるということで、

ひいては地域づくりにもなるというふうに思って

国としても文科省はやっぱり１９年度で全国の約

いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと

１万の公立中学校区にソーシャルワーカーを配置

思います。

をするという計画を積んでおりまして、それで１

次に、時間がなくなりましたので、自殺につい

８年度は

５００人分を計上しているということ

ては質問は特にないのですけれども、神奈川県の

でございます。名寄にもそういうような部分が来

座間市でやって、ＳＮＳでなったのですけれども、

るのではないのかなというふうに思っております

今国はそれを考えて、先月の２７日に厚労省がＳ

が、今後とも非常に大事だと思うので、ソーシャ

ＮＳなどを使った相談事業の窓口を発表しており

ルワーカーというのはスクールカウンセラーとは

ます。それで、市民にこれをしっかりと広報して

ちょっと違う部分があって、スクールカウンセラ

いただきたいなというふうに思います。その辺に

ーはやっぱり心のケアだと思っているのです。ソ

ついて何か見解があれば短くお願いしたいと思い

ーシャルワーカーは、学校以外での部分で団体と

ます。

いろいろと相談したり、やっぱりそれで子供の困

〇議長（黒井

徹議員）

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君）

り事を一緒に解決するというような部分もあるの

若者の方は、自

だと思いますので、ぜひその辺を前向きに考えて

発的に相談だとか支援になかなかつながりにくい

いただきまして、よろしくお願いしたいと思いま

傾向があるということで、インターネット、ＳＮ

す。

Ｓ上で例えば自殺をほのめかしたり、また自殺の

それから、いじめ方針についても質問したかっ

手段を検索したりというような傾向もあると言わ

たのですけれども、一番学校と家庭、保護者の責

れております。そのようなため、支援を必要とし

務及び地域の役割という部分があるのですけれど

ている人が簡単に適切な支援策の情報を得ること

も、これは特に先生方とか教職員とか学校側とい

ができるようにするためにインターネットを活用

うのは大体学校で処理すればいいのですけれども、

した検索の仕組みづくりを国が、厚労省が３月の

保護者はやっぱり保護者自身の意識を一層高める

自殺予防強化月間に始めたということでございま

ことが必要なこと。必要に応じてみずから範を示

す。この相談事業の一環として、無料通信アプリ、

すなどをして、基本的な生活習慣、社会生活上の
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ルールやマナーを児童生徒に認識させる、こうい

質問を終わります。

うふうに言っているのですけれども、なかなか保
護者に対する対策、これは結構厳しいのかなとい

〇議長（黒井

徹議員）

うふうに思っているのですが、リーフレット等で

て終了いたしました。

以上で本日の日程は全

新年度から保護者等に配布するということなので

本日はこれをもちまして散会といたします。

すけれども、この辺の考え方について１点だけお

お疲れさまでした。

伺いしたいと思います。
〇議長（黒井

徹議員）

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君）

散会

午後

４時０１分

議員からありました

ように、いじめに限ったわけではありませんけれ

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

ども、家庭、保護者と学校との連携は大変重要な

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

位置づけであります。これまでも家庭で取り組む

る。

７つのポイント、教育改善プロジェクトでつくり
上げましたけれども、これ子供たちの生活習慣や
いじめの部分も入っております。家庭でしっかり

議

長

黒

井

徹

署名議員

野

田

三樹也

署名議員

高

橋

伸

子供に教えてもらうと。そういったことも常日ご
ろから学校から発信をしながら、保護者にお願い
をし、保護者とともに子供たちを育てようという、
そういった視点で取り組みを継続して進めている
ところであります。今回改めまして改定したいじ
め基本方針につきましては、保護者に説明をさせ
ていただきたいというふうに考えておりますし、
子供たちをいじめから守るといいますか、早期発
見、早期解消についてはやっぱり何にしても保護
者との連携が大事ですので、今後とも保護者から
の情報提供なり保護者の理解、意識を高めていく、
そういった取り組みを十分充実しながら対応して
まいりたいと考えております。
以上です。
〇議長（黒井

徹議員）

〇１６番（佐々木

佐々木議員。

寿議員）

ちょっと一言だけ。

これやっぱりいじめ……いいですか。からかいか、
いじめかちょっとわからない部分というのは、判
断が非常に難しいと思うのですけれども、やっぱ
りその辺をしっかりとやっていただきたいなとい
うふうに、その対応の仕方についてもよろしくお
願いしたいと思います。ありがとうございました。
〇議長（黒井

徹議員）

以上で佐々木寿議員の
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