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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

豊かな自然を生かしたまちづくりについて外３

件を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） おはようございます。

議長から指名を受けましたので、通告順に従いま

して、順次質問をいたします。

ことしも長い冬が終わりに近づき、ようやく春

の兆しが感じられる季節になりました。澄み切っ

た青い空、春を待つばかりの山々、豊かな大自然

の中に私たちの生活があります。

大項目１、豊かな自然を生かしたまちづくりに

ついて質問いたします。道北地域や名寄市には、

広大で豊かな森林が広がり、美しい景観を見せて

おりますとともに、重要な産業として植林を施し

た時期もあり、そのころ植林をした森林が伐採適

齢期を迎える時期となりました。市有林整備の今

後の考え方についてお聞きいたします。

また、近年森のようちえんや森の学校など、木

育に向けた取り組みが進んでいるところでござい

ます。特に健康の森ではたくさんの市民の方や親

子連れでにぎわい、市街からはもちろん道内外か

らも訪れる方が多く、名寄の観光地として有名に

なっている状況でございます。健康の森にあるも

りの学び舎などを活用とした健康の森における木

育教育についてお聞きいたします。

一方、全国的に林業の担い手不足により林業大

学校が開設されているところでございます。北海

道も２０２０年をめどに林業の担い手育成を目指

しているところでございます。それを受け、上川

北部に設置を働きかける北海道立林業大学校上川

北部地域誘致期成会が設立されました。道立林業

大学校誘致に向けた取り組みについてお聞きいた

します。

大項目２、高齢者が活動しやすい文化活動につ

いて質問いたします。高齢者が元気に生活する環

境づくりとともに、高齢者の社会参加により地域

の活性化が図られているなど高齢化時代を迎え、

高齢者の健康や活動範囲を広げ、人間関係や交友

関係の拡大など大学への期待は高まっているのは

御家族の方を初め皆様御承知のところでございま

す。そこで、多くの方の参加により高齢者大学が

さらに活性化するよう効果的な学生募集や活動を

進めていただきたいと考えます。学生の募集や活

動についてどのように進めていく考えをお持ちで

あるのかお聞かせください。

名寄地域にはピヤシリ大学、風連地域には風連

瑞生大学、智恵文地域には友朋学級と３地域に高

齢者大学が設置されております。また、東小学校

コミュニティースクールには、コミュニティカレ

ッジが設置されているところでございます。それ

ぞれの高齢者大学が独自性を発揮し、すばらしい

取り組みをしていますが、学級間の交流を行うこ

とでより高齢者の学ぶ意欲が向上し、さらに交友

関係の広がり、生きる喜びなどが期待できるもの

と考えますが、高齢者学級間の連携や交流をどの

ように進めていくのかお考えをお聞かせください。

名寄市文化センターＥＮ―ＲＡＹでは、市が実

施する事業だけではなく、市民企画による事業な

ど多くの催し物が開催され、市民の文化への関心
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が高まっているところでございます。一方、市街

地から離れた地域に居住する市民からは、ホール

に行きたくてもなかなか行くことができないとの

声や市街地に居住する市民からも夜の催し物に行

く際にはコミュニティバスを利用できるが、帰り

はバスの運行時間が終わっていることから利用で

きないとの声が寄せられているところでございま

す。市が主催する事業について、来場者が利用で

きる交通手段を用意することで市民がよりホール

を利用しやすく、また市民文化の向上が図られも

のと考えるところでございますが、市としてのお

考えをお聞かせください。

大項目３、労働者が働きやすい環境づくりにつ

いて質問いたします。国では、働き方改革の議論

が盛んですが、当市において職員の働き方、また

働かせ方についてはどのように考えて進められて

おられるのかお聞きいたします。

また、北海道では今年度女性の就業への参加を

支援する事業に取り組みます。これは、全国平均

に比べて低い道内の女性就業率を引き上げ、深刻

な人手不足の緩和を目指すことが目的でございま

す。総務省の労働力調査によると、２０１７年度

の道内の女性就業率は７ ４％と全国平均より低

く、女性が仕事と家庭を両立できる環境が整って

いないと指摘されているところでございますが、

当市での女性が働きやすい環境づくりについてど

のように取り組まれているのかお聞きいたします。

今年度もたくさんの臨時職員、嘱託職員、非常

勤職員、いわゆる非正規労働者が採用されました。

職員全体に占める非正規労働者の割合と仕事内容

についてお聞きいたします。

また、御承知のとおり２０１７年５月１１日、

地方公務員法及び地方自治法の一部改正が成立し、

新たな一般職非常勤職員である会計年度任用職員

は非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務

給の原則に基づき常勤職員との均等待遇を求めて

いるところでございます。２０２０年４月の法改

正に向けて任用実態の調査、把握、関係条例、規

則の制定、新たな予算の確保などを行う必要がご

ざいますが、当市のお考えと状況についてお聞き

いたします。

大項目４、地方自治体における健全な財政運営

について質問いたします。財政については、先輩

議員から毎回質問があり、また市民の関心が深い

ところでもございます。国では、地方財政対策関

係の記者会見の場で概算要求で地方交付税は ４

兆円の減で、大変厳しい状況からのスタートにな

ったこと、地方団体の基金の増加についても財政

制度等審議会や経済財政諮問会議等においてさま

ざまな議論もあったことにも触れています。今後

どうなるのか心配されるところでございます。市

として健全な財政運営について取り組まれている

ことについてお聞きいたします。

また、今後に向けた考え方についてもお聞きい

たします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目の１につきまし

ては私のほうから、大項目の２につきましては教

育部長から、大項目の３及び４につきましては総

務部長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、緑豊かな自然を生かし

たまちづくりについて、初めに小項目の１、市有

林整備の今後の考え方について申し上げます。本

市の総森林面積は３万 ４５５ヘクタールで、名

寄市の総面積５万 ５２０ヘクタールに占める割

合は６ ５％となっております。御質問のありま

した市有林の面積ですが、 ４８２ヘクタールで、

森林面積全体の ４％となっており、このうち市

では主に人工林であります約 ５００ヘクタール

を対象として整備を行う予定としてございます。

森林整備の進め方につきましては、市有林及び

私有林など森林整備方針となります名寄市森林整
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備計画を定めており、この計画に基づいて森林所

有者などが森林経営計画を作成することにより、

皆伐以外の施業が補助事業の対象となりますので、

この補助制度を有効に活用しながら森林施業に取

り組んでおります。主な施業内容といたしまして

は、補助対象となる施業では補助対象事業費の範

囲内を基本としながら、年平均で植林が約５ヘク

タール、間伐で約６０ヘクタール、下刈り、枝打

ちなどで約３０ヘクタール、合わせまして１４０

ヘクタール程度の施業を実施してございます。ま

た、皆伐につきましては補助対象となりませんの

で、市の単費により年間約５ヘクタール程度を実

施しているところでございます。戦後の復興事業

拡大を目的として植林された人工林につきまして

は、皆伐適齢期を迎える森林が平成２９年度時点

で９５ヘクタール程度ございまして、第２次総合

計画が終了します平成３８年度までの推移といた

しましては年間で１０から４０ヘクタール程度増

加しますので、３１５ヘクタールとなり、皆伐を

現状どおり年間約５ヘクタールといたしますと平

成３８年度には２６５ヘクタールの伐採適齢期森

林が残ることとなります。このため、平成３０年

度より現在の年間約５ヘクタールの皆伐を１０ヘ

クタールから２０ヘクタールまでふやし、平成３

８年度の伐採適齢期森林面積を約１５０ヘクター

ルとして管理してまいりたいと考えているところ

でございます。

なお、皆伐した森林につきましては２年以内の

植林が義務づけられておりますので、植林面積に

つきましても皆伐面積の増加に合わせて年間１０

から２０ヘクタール程度を予定しているところで

ございます。

次に、小項目の２、健康の森における木育の推

進について申し上げます。木育につきましては、

平成１６年から北海道で木育という言葉が使われ

始め、あわせて木育推進プロジェクトがスタート

をしてございます。国におきましても平成１８年

度に閣議決定をされた森林・林業基本計画の中で

市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への

理解を深めるため、多様な関係者が連携、協力し

ながら、材料としての木材のよさやその利用意義

を学ぶ木育というべき木材利用に関する教育活動

を推進すると明記がされたところです。

本市におきましては、平成１０年になよろ健康

の森が開園をされ、現在は北海道から移管を受け

たもりの学び舎を核とするトムテ文化の森も市の

施設として公園内に広がっております。なよろ健

康の森は、散策路や森林内を自由に御利用いただ

くことで自然に触れ、森林浴を楽しみながら木の

ぬくもりなどを感じていただく施設だと考えてお

りますし、もりの学び舎には昆虫やクルミ、カラ

マツの実など森の標本が展示されておりまして、

無料の休憩所としても御利用いただけることから、

小さなお子様連れなどにも御利用いただいている

ところでございます。健康の森におけるこのよう

な活動、体験などが市内外の御利用される皆さん

の木育につながりますことから、今後とも散策路

や遊具など含めて健康の森を安全、安心して御利

用いただける環境整備に努め、木育を推進してま

いりたいと考えております。

次に、小項目の３、道立林業大学校誘致に向け

た取り組みについて申し上げます。道内では、人

工林が利用期を迎え、伐採や植林などの林業生産

活動が活性する中、林業労働者の約３割が６０歳

以上と高齢者の割合が高く、次世代を担う人材確

保が急務でありますことから、平成２９年１１月

２７日に北海道の森づくりを担う人材育成機関の

あり方に関する基本的な考え方が北海道から公表

され、林業大学校など人材育成機関の設立などに

関する基本的な考え方が示されました。北海道が

開設を予定している林業大学校につきましては、

卒業後に道内の林業関係企業などに就職を希望す

る高卒または同等以上の学力を持つ４０歳以上を

要件に募集を行い、１学年の定員は４０人程度、

修学期間は２年となってございます。１年目は林

業の基礎知識や技能の講義、実習や資格の取得、
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２年目は１年目に習得した基礎的な知識や技能を

もとに全道各地での地域実習が行われ、林業事業

体の即戦力となる人材、さらには北海道における

森林づくりの中核を担う人材を育成することとし

ております。

この林業大学校の設立に当たっては、道内各地

で期成会が設立されるなど、誘致に向けた活動が

行われてございます。当上川北部地域におきまし

ては、昨年１１月に下川町から当市を初め美深町、

音威子府村、中川町の４市町村へ誘致に向けた広

域での取り組みについて意向が示され、当圏域に

おきましても林業の担い手不足は大きな課題であ

り、林業大学校が上川北部地域に設立されること

は担い手の確保や人口の増加につながるため、誘

致は圏域にとって有効との統一した認識のもと、

１２月２５日の準備会において上川北部５市町村

による期成会設立を確認し、本年２月５日には上

川北部５市町村及び森林組合、林産協同組合を構

成員とする北海道立林業大学校上川北部地域誘致

期成会を設立し、２月７日に北海道へ北海道林業

大学校誘致に関する要望書を提出したところでご

ざいます。要望書には、上川北部地域が国有林、

道有林、市長村有林などの豊かな森林資源を活用

した林業、林産業を中心に先駆的なバイオマスエ

ネルギー利用や森林環境教育などを実施している

ことから、北海道の森づくりを担う人材の拠点並

びに学習のフィールドとして適応していることな

どを盛り込み、この地域への設置を強く要請した

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

高齢者が活動しやすい文化活動についてお答えい

たします。

初めに、小項目１、高齢者大学の活動と連携に

ついてですが、市では高齢者大学として名寄地区

に名寄ピヤシリ大学、風連地区に風連瑞生大学、

智恵文地区に友朋学級を開設し、それぞれ独立し

たカリキュラムにより授業や行事、クラブ活動を

通して高齢者が自己の能力を開発し、長期的に幅

広く学習する中で生きがいのある人生観の確立と

地域ボランティアの育成を図っているところであ

ります。高齢者大学の募集については、各学級に

おいてポスター掲示やチラシの配布、町内会への

回覧に加え、インターネットや公共施設に設置さ

れている掲示モニターなどの活用により周知の工

夫を図っているところです。現在のところ各高齢

者大学ともに新入生の申し込みは多くない状況に

あります。今後も高齢者が充実した大学生活を送

れるよう魅力ある大学づくりに努めるとともに、

各会合での宣伝など効果的なＰＲを進めてまいり

ます。

高齢者大学同士の連携としましては、毎年開催

される上川管内高齢者学びのつどいにおいて名寄

ピヤシリ大学と風連瑞生大学が合同で芸能発表を

行うとともに、本番に向けた合同練習を通じた交

流を行っているところであります。今後において

もそれぞれの学級で開催している公開講座や大学

祭などの事業において相互ＰＲを強化するととも

に、人数や年齢層などの違いなど学級ごとの実情

も踏まえつつ、交流事業について検討を進めてま

いります。

次に、小項目２、文化施設への交通手段につい

てですが、名寄市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールはオープンしてから３年を迎え、これまでに

市が主催、共催する事業を含め、鑑賞型から市民

参加型まで幅広い事業が開催されるとともに、日

本最北のオーケストラ、名寄市少年少女オーケス

トラが誕生し、先月には第１回記念となる定期演

奏会が開催されるなど、市民文化の向上に大きな

役割を果たしているところであります。

文化センターへのアクセスについては、コミュ

ニティバスが施設敷地内への乗り入れも行いなが

ら運行しているところですが、最終便が午後６時

台の運行となっており、夜間に利用することはで

きないのが現状です。市主催事業への来訪者に対
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するアンケート調査結果では、ホールへの来訪時

にバスを利用している方は１講演平均 ６人、う

ち夜の講演では平均 ２人となっており、バスを

利用される方の昼と夜の講演への来訪に大きな影

響はないと考えております。

また、夜間の利用に対応するためには便数をふ

やすなどの見直しを行うことが必要となりますが、

夜間の講演時などを想定した公共交通を常設する

ことは講演の状況や費用負担の面からも難しい課

題であると考えているところであります。一方、

ホールにおいて事業を開催する際に専用バス等を

用意することは、費用の面やタクシーなど既存の

交通機関の活用などの面からも困難であると考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

４について申し上げます。

初めに、大項目の３、労働者が働きやすい環境

づくりについての小項目１の働き方改革を受けて

の市としての考え方について申し上げます。国は、

一億総活躍社会の実現に向け多様な働き方を選択

できる社会を実現し、働く方一人一人がよりよい

将来の展望を持てるようにすることを目指してい

ます。主な項目としては、正規、非正規労働者の

格差の是正、賃金引き上げと労働生産性の向上、

長時間労働の是正、子育てや介護をしながらも働

くことのできる環境の整備、女性や若者が活躍し

やすい環境の整備などが挙げられており、多くの

企業や団体などで取り組みが進められております。

当市職員の働き方については、平成２８年度に策

定をいたしました特定事業主行動計画の中で取り

組んでいるところでございます。具体的には、仕

事と子育ての両立、ワークライフバランス、女性

の職業生活における活躍を推進するため各職場に

業務改善を促しながら時間外勤務の縮減や休暇の

取得促進などの取り組みのほか、仕事と子育て、

または介護との両立を支援する各種制度を周知し、

弾力的な勤務がしやすい環境整備にも努めている

ところです。このため、所属長等の役割として制

度を十分に理解し、職員が制度を利用しやすい職

場の雰囲気づくりを初め、休暇等を取得する職員

とその周辺の職員両方への配慮が必要であること

などについて周知しております。また、これらは

管理者マネジメントの一つであり、管理監督者に

は研修やその他の機会を通じてさらに認識を深め

てもらうとともに、部下への教育指導においても

指摘だけで終わらすのではなく、正しく導くこと

や職場内においてお互いに教え合い、知識や情報

を共有化していくことが個々の能力を高め、同時

に組織の活性化につながっていくものと考えてお

り、改めて全体の周知を図っていこうと考えてお

ります。

続いて、小項目２の女性が働きやすい職場づく

りについて申し上げます。総務省の労働力調査に

よる道内の女性就業率が全国平均より低いという

結果は認識しているところですが、女性が仕事と

家庭を両立できる環境が整っていないと指摘され

る状況については官民において差があるものと考

えております。公務員職場においては、子供の出

産や育児を初め、親の介護などに対応した各種休

暇や弾力的な勤務ができる制度を設けており、当

市においても女性が働きやすく、男性が育児に参

加しやすい職場環境の整備に努めております。ま

た、女性が仕事を続け、能力を発揮するためには、

育児を含む家庭での男性の役割が大きいことから、

職場だけでなく、家庭における男女共同参画意識

の向上に向け今後も第２次名寄市男女共同参画推

進計画及び名寄市特定事業主行動計画の意義につ

いて研修やその他の機会を通じて周知を図ってい

こうと考えております。

続いて、小項目の３、非正規労働者の今後の考

え方について申し上げます。初めに、現在の職員

全体に占める非正規職員の割合と仕事内容につい

てでございますが、大学と消防職場を除いた数値

で報告をさせていただきます。今年度の一般行政
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職場における全職員数６４９名のうち非正規職員

数は３１９名と率にして４ ２％を非正規職員が

占めています。同じく市立総合病院職場において

は、全職員数７３１名のうち非正規職員数は２７

０名と３ ９％を非正規職員が占めている状況で

す。一般行政職場と病院職場を合計した数値では、

全職員数 ３８０名のうち非正規職員５８９名と

率にして４ ７％を非正規職員が占めている状況

でございます。

なお、勤務内容につきましては、職場により異

なるため一概には言えませんが、正規職員がフル

タイム勤務なのに対して臨時、非常勤職員につい

ては短時間勤務の職員も多いことから、常にこの

割合で勤務されているものではございません。

次に、２０２０年４月に施行されます会計年度

任用職員制度について申し上げます。法律の施行

に伴い本市においても平成３２年４月から施行さ

れることになりますが、総務省から導入に向けた

事務処理マニュアルの改定版の提供や必要な技術

的な情報提供があるとのことで、制度設計などに

ついては今後これらをもとに順次準備を進めてい

きたいと考えています。国から示されているスケ

ジュールとしましては、今年度から平成３０年度

にかけて臨時、非常勤職員の実態把握、その後任

用勤務条件等の検討を行い、職員団体等との協議

を経た上で関係条例を提出し、平成３２年度の任

用に間に合うよう募集手続をすることとされてい

ます。本市としましては、平成３１年第２回定例

会には関係条例の提案が必要と考えており、平成

３２年４月からの制度開始に向けて諸準備を進め

ていきたいと考えております。

なお、制度導入により現在の非常勤職員につい

ては会計年度任用職員として、また臨時職員につ

いては会計年度任用職員として採用される方と現

在と同じ臨時的任用職員として採用される方に分

類されることとなります。待遇面の詳細は今後検

討していくこととなりますが、会計年度任用職員

については期末手当の支給対象となるほか、休暇

等の勤務条件などの概要について総務省から示さ

れております。

次に、大項目の４、地方自治体における健全な

財政運営について、小項目１、健全な財政運営に

向けて取り組んでいることは、小項目２、今後に

向けた考え方について、一括して申し上げます。

本市の財政状況は、財政健全化の判断指標である

実質公債費比率、将来負担比率の数値では直近の

平成２８年度決算でそれぞれ早期健全化基準を下

回り、他自治体と比較して比較的良好な数値とな

っております。また、基金についてもこれまでの

良好な決算状況により財政調整基金を初め減債基

金や各特定目的基金に今後の財政運営を見据えて

一定程度の積み立ても実施してきたところでござ

います。

しかしながら、本市の歳入においては市税を中

心とする自主財源の割合が低く、地方交付税など

の依存財源への割合が高い状況にあります。御存

じのとおり、地方交付税、とりわけ普通交付税に

ついては合併算定がえの縮減が進行していること

から、普通交付税については今まで同様の交付額

の確保は難しいものと想定しているところです。

また、老朽化が進んでいる公共施設への対応、少

子高齢化を背景とし、社会保障施策に対する経費

の増加など本市には多くの財政課題が山積みして

おり、決して楽観視できる状況ではございません。

こうした状況から、本市が将来にわたって持続的

な財政運営ができるよう平成２８年１１月に３点

の財政規律を設定させていただきました。規律の

１点目は実質公債費比率、将来負担比率の目標値

の設定、２点目は市債残高を抑制し、後年度の公

債費負担の軽減に向けた市債発行額の設定、３点

目は財政調整基金と減債基金の残高の確保でござ

います。こうした財政規律をしっかりと遵守する

とともに、限られた財源の中、適切な事業の選択、

基金や公債費の適正な管理のもと、後年度に大き

な負担を残すことのないよう持続可能な健全な財

政運営に今後も努めてまいります。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 答弁いただきました

ので、順次再質問させていただきます。

一生懸命森林保護に努めているという回答でご

ざいますけれども、地域で地域材を使っていく、

そういう取り組みも全国各地で行われているとこ

ろでございまして、直近では当麻町が庁舎に町の

木材を使っているとか、今年度から中学校入学時

に自分の机をみずから組み立てて、３年間その机

で勉強するなど町の木材を積極的に活用し、また

木育にも取り組んでいるところでございますけれ

ども、このような取り組みについて名寄市として

どのようにお考えなのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今地域材の利用につ

いてということで再質問いただきました。それに

先立って、先ほどの答弁の中で林業大学校の学生

の募集要件のところで、高卒または同等以上の学

力を持つ４０歳以上を要件と申しましたけれども、

４０歳以下の誤りでございましたので、おわびを

申し上げ、訂正をさせていただきたいというふう

に思います。

地域材の関係についてです。ここについては、

各自治体でさまざまな取り組みやユニークな取り

組みが行われているということで私どもも認識を

しているところでありますけれども、市内を見渡

しますと名寄市におきましては林産関係ではチッ

プを製造する施設であったり、あるいはこん包材、

簡易な板材を製造する施設はございますけれども、

残念ながら建築用の製材または加工する業者が今

ないような状況にございまして、市有林から搬出

された木材については工場の関係等もあって主に

チップやこん包材などと利用されている状況であ

りまして、このため名寄産の材を製材として建築

材として使うというのには少し難しい状況にある

のかなというふうに考えてございます。しかしな

がら、これは広く考えると道産材の活用というと

ころがあるわけでありますので、ここは名寄市に

おきましても地域材利用方針というのを定めてお

りまして、公共施設等の整備に当たって道産材の

活用について可能な範囲で進めるというような方

針も定めておりますので、この中で努めていると

ころであります。特徴的な施設としますと、南児

童クラブなどでは木をふんだんに使わせていただ

きまして、利用いただいている方にも好評いただ

いている、そんな状況にあるということで御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今現在ハードルが高

いということなのだということは理解いたしまし

たけれども、こういう状況になっておりますので、

やはり名寄の木を名寄の庁舎で、名寄の施設で、

またこれから公共施設の建てかえもあると思いま

すので、十分に使っていただくことを希望いたし

ます。

それで、今森林大学校ということで出てきたの

ですけれども、非常に十勝地方とか根室管内では

早くから誘致協議会、期成会ができて、取り組ん

でいるところなのですが、名寄地域といいますか、

この地域は何か遅いように思うのですけれども、

その点についてお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 林業大学校の誘致に

ついては、昨年の２月でしたか、知事が林業大学

の設置に向けて前向きな答弁をしたという経過が

ありまして、ここから活動が急になったというふ

うに私ども認識しているところであります。しか

しながら、学校整備については３０年度からスタ

ートをさせるということでありまして、そのスケ

ジュールには私どもの要請についても十分間に合

っているものだというふうに認識をしているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 私がお聞きしたとこ

ろによりますと、下川町とか美深町のほうで市長
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に働きかけというか、情報提供があったというふ

うにお聞きしているのですけれども、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この林業大学校の誘

致の経過ということになるかと思います。先ほど

の答弁の中でも申し上げましたけれども、ここは

森林のまちづくりを進めている下川町さんのほう

から広域でぜひこの誘致を取り進めたいのだとい

う意向が示されたのが発端でございます。そこの

意向を示されたのは、先ほど申し上げた名寄市を

初め美深、中川、音威子府ということであります。

この中で協議をさせていただき、やはりこの圏域

の中に誘致ができるとするといろんな面で効果が

あるだろうという、そういった統一した見解のも

とにこの間期成会を設置し、さらには誘致の活動

をさせていただいたということであります。

さらに、今現在取り組み中でありますけれども、

この期成会の市町村あるいは森林組合、林産企業

だけではなくて、これ以外の上川の市町村ですと

か、あるいは森林組合にも賛同いただいて、後押

しをしてもらおうということで今活動を展開して

いるところでありますので、そういった部分も含

めてぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市長は、これでよろ

しいでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ森林については

貴重な名寄の財産でございますので、しっかり森

林大学校の誘致に向けても取り組んでいきたいと

いうふうに思っておりますけれども、今後誘致活

動についてはどのようになっていくのかお聞きい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の誘致活動とい

うことであります。北海道では、２月に仮称であ

りますけれども、北海道立林業大学校基本構想案

というのを策定してございまして、現在パブリッ

クコメント中ということであります。これらによ

りますと、今後講義や実習などの学校運営に係る

カリキュラム作成、講師の選定、施設整備などを

進め、３２年度の開校予定というふうになってお

りますので、私どもも期成会として前向きに検討

させていきながら、必要な要請活動を今後も行っ

ていきたいと、そのように考えているところであ

ります。

この誘致の方法については、学校そのものの誘

致というのもありますし、道の構想では道内を６

地域に分けて、２年目の研修のフィールドとして

の構想もありますので、校舎の誘致とあわせて研

修フィールドとして上川北部の地域を活用してい

ただけるところもあわせて要望してまいりたいと

思っておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 頑張っていただきた

いというふうに、誘致に向けてしっかりと取り組

んでいっていただきたいというふうに考えており

ます。

また、名寄市に北海道大学北方生物圏フィール

ド科学センター森林圏ステーション北管理部、ま

た北海道水産林務部林務局との連携ということも

これから木育の点とか考えていかなければならな

いと思いますし、大学校の件についても連携が大

切だというふうに思いますけれども、その点につ

いてどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 北海道もこの林業大

学校の設置に当たっては、林業大学校単独という

よりはそこの地域に存在するさまざまな教育資源

であるとか実習資源、これを有効に連携しながら

活用したいという考え方でありますので、当圏域

に設置がかなったとするならば、市内あるいは圏

域にあるさまざまな研究機関あるいは実習フィー
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ルドを活用しながら、即戦力になる人材の育成確

保に努めていきたい、そのような考え方をしてご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 私市民の方からお手

紙いただきましたので、ちょっと読ませていただ

きます。

私の望みです。多くの小学生、児童たちが健康

の森を活用してほしいのです。市内の学校や保育

園は、もっと子供たちにその機会を与えてほしい

のです。そして、子供たちに自然学習をさせてほ

しいのです。生き物たちやいろいろな自然に出会

ったとき、発見したとき、子供たちは心からの叫

びを上げ、仲間と抱き合い、体全身で大きな感動

として表現します。心の成長が育まれていること

を感じ、長い間多くの子供たちと自然観察を体験

するたびに心が洗われるような感動を受け、その

ときから子供たちにその機会をとの思いが強くな

りました。ここで、少し森の様子を、姿を、四季

を自分で感じて、短い命を生きる昆虫やリスやウ

サギ、野鳥たち、そして芽出しの春、花や緑の夏、

実りの秋、冬の準備、植物、樹木も、短い命を子

孫を残し生きる、これらの生き物たち、その不思

議な営みのすばらしさに、その姿を知ったときに

子供たちの心に尊厳な心が、優しい心が生まれる

のだと私は感じました。小学生、児童たちに森に

入り、自然を見て、触れて、その営み、姿を知る

機会があればと思います。この市民の方のお手紙

をどのように捉えるか、お考えをお聞きいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御意見を承りまし

た。名寄市は、本当に自然が豊かで、自然に恵ま

れた中で我々はその恵みを受けて生活をしている

と。このことが地に足ついた学びをしていくとい

うことで、地域愛にもつながっていくというふう

に思います。こうした自然を体験していく環境を

整え、またその機会を多様に提供していくという

ことは我々大人の責務なのかなというふうに思い

ます。小中学校あるいは幼稚園と今多様なプログ

ラムも提供していますけれども、一方で学校教育

もかなりカリキュラムがタイトになってきている

ということもありますので、学校教育だけでなく

て北国博物館やさまざまないろんなところでメニ

ューが提供されているというふうに思いますけれ

ども、今後ともさらにそうしたメニューを強化、

あるいはこういうことをやっているのだよという

ことをしっかりと発信を強くさせていただいて、

こういったことに皆さんが触れていただける機会

をよりたくさん提供できるように努力をしてまい

りたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民の方は期待をし

ておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、第２項目、高齢者が活動しやすい文化活

動についてですけれども、先ほどアンケートの結

果ということでおっしゃいましたけれども、アン

ケートの結果ということにつきましては、そこに

来ている方はバスや公共交通で来られない方たち

が書いているアンケートではないかというふうに

思いますが、その点についてどのようにお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） アンケートにつきま

しては、公共交通で来ていない方というよりも何

かの講演等へ来ている人に対するアンケートとい

うことです。議員おっしゃいますとおり、あそこ

で行っていますイベント、事業に実際に来ている

方のアンケートということで、何かで来れなかっ

たり、興味がなかったり、いろんな、来ていない

方に対してどうなのかということも含めての御質

問なのかなというふうに思っているところですけ

れども、これまでさまざまな場面で広く市民の方

から御意見をいただいていますけれども、例えば

地域的な部分で遠方だから行けないとか、そうい

ったことはちょっと耳に入っていないところはあ
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ります。個々の状況によって行けない、来られな

いという部分もあるのかもしれませんけれども、

行政として主催事業について、そういった大くく

りの地域的な部分での対応という部分であれば考

える必要があるのかもしれませんけれども、そう

いった個々の個別の対応についてはなかなか厳し

い状況があるのかなというふうに思っているとこ

ろであります。

ただ、これは美深とか、そういったところにつ

きましては地域連携の中で名寄からバスを出して、

市でバスを用意していくという、そういった手法

等もとりながら、多くの市民の方が文化活動、事

業を鑑賞できる、そういった機会もとれるように

対応してきていますし、今後においても広く多く

の市民の方がＥＮ―ＲＡＹホールなり、風連でい

けば地域交流センターのほう、風っ子ホールのほ

うの事業に参加できる、そういった仕組みという

のはどういうふうにできるかというのは今後の検

討課題だというふうに思っているところでありま

す。それが地域での連携なり、親しい人同士での

乗り合わせだったり、いろんな方で参加する体制

というのはとれるのかなというふうに思っていま

すので、広い意見をいただきながら、多くの方が

利用できる、参加できる、そういった仕組みにつ

いては今後もいろいろ御意見を賜りながら進めて

まいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今多くの方が参加で

きるというふうにおっしゃいました。文化は市民

に平等に届くように配慮してほしいと私は願って

いるところですが、その点についてどう思いまし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 当然全ての事業にお

きましては、市民全体に提供されたり、市民の皆

様ができる環境でなければならないというふうに

思っています。ただ、それぞれスポーツが好きだ

ったり、文化ですとか、いろんな人がいるかとい

うふうに思っていますので、そういったニーズに

応えながら対応を考えていきたいというふうに思

っていますし、進めるに当たって全ての市民の方

に対応できるかというとこれは難しい状況があり

ますので、そういった面でどういったやり方が効

果的なのか、効率的に市民の方にサービスが提供

できるのかを含めて、今後御意見をいただきなが

らいろいろ検証をしていきたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） せっかくＥＮ―ＲＡ

Ｙホールができた。合併して、名寄のＥＮ―ＲＡ

Ｙホールに行ってみたい。遠い。つつましく暮ら

している年金の方、野菜をつくりながら本当につ

つましい生活をしている方にとって、タクシー代

を払うということがどれだけ大きなものであるか、

やはりそこに思いをはせていただきたいというふ

うに思います。それでもＥＮ―ＲＡＹに行ってみ

たい、そんな思いを共有できるような、そんなこ

とを思って質問したのですけれども、そういう思

いは届かないということでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ＥＮ―ＲＡＹに特化

されて言われましたけれども、いろんな公共的な

部分での利用だったり、そういった部分について、

遠方で自家用車がなかったり、免許がなかったり、

行くのに交通機関がなかったり、行けないという

方が多くいられることは認識をしています。ただ、

それを全てにおいて対応できるかというと難しさ

があるというのも御理解をいただきたいところで

ありますし、公共交通もいろんな形で利用者のニ

ーズにおいてこれまで対応して利便性を図るよう

な取り組みをしてきている状況もありますので、

またタクシーのお金がないとかということであれ

ば福祉的な部分も絡んでくるかもしれません。市

全体としてどういった提供ができるかというのは

やっぱり考えていかなければならないし、そうい
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った思いがあるということは受けとめさせていた

だきながら、今後よりよい方法があれば考えてい

きたいと思いますし、そういった具体的な意見も

聞かせてもらえれば、別の機会にいただければ対

応の方法も検討できる余地もあるかもしれません

ので、今後ともよろしくお願いしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） では、別な機会によ

ろしくお願いいたします。

第３項目、男女平等社会が進んでいますが、名

寄市も男女共同参画推進条例、特定事業主行動計

画など条例、計画はつくられておりますが、まだ

まだ育児、介護、家事は女性が担うところが多く、

子供が熱を出すたびに預け先から電話があり、職

場の状況を考えると迎えに行くことも言い出しづ

らい。ましてや年休をとることも言い出しづらい。

子供看護休暇が整備されていても休暇をとりづら

い。こんなにもつらい思いをするなら、仕事をや

めてしまいたいという相談を現職のときにはたく

さん受けていました。当市においてはどのような

状況かお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員がおっしゃっ

たのは現職のときというようなことでございまし

たけれども、当市におきましては細かく各職場に

ついて状況の調査をしているということではござ

いませんけれども、先ほども言いましたけれども、

私たちの市役所の職場につきましては一定程度休

暇制度等は制度化されているという状況がござい

ます。今具体的に子供が熱を出したというような

事例も含めてお話がございましたけれども、制度

が整ってございますし、職場の皆さんに事情をお

話しすれば十分理解をいただけるのではないかと

いうふうに考えておりまして、休暇がとりづらい

ということについてはいろいろな職場の状況もあ

ろうかと思いますが、この点につきましてはぜひ

職場の管理者に対しての特定事業主の計画ですと

か、そういったものをしっかりと周知をさせてい

ただきたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 一般職の本庁舎と、

また大学とか病院とかとは違うと思うのですけれ

ども、病院の看護師さんはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 看護師

のそうした子看休暇ですとか、そういう育児休暇

ということでございますが、基本的に制度活用で

いきますと産前産後休暇、育児休暇、これにつき

ましての利用率は看護職場のほうが多いと。長期

間休暇を取得されているケースが多いというふう

には理解しております。その復帰後の短時間勤務

の状態における突然の子供の発熱等による休暇と

いう部分については、これは一般職よりは明らか

に取得はしづらいというふうには考えております。

やはり看護現場で患者さんを対応していたりです

とか、手術をしていたりですとか、そういうよう

なケースの中で離脱するというところについては

非常に厳しいものがあるかというふうに思ってお

りますが、必要に応じて皆さんそれぞれ御家族の

援助を得たりしながら休暇を取得されているケー

スもあるかというふうには認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 女性がやはり子供を

育てているということは命をかけて育てているわ

けでございますから、そこの期間、小学校４年生

ぐらいになればまあまあ何とかなるので、そこの

間はぜひやめないように努力していただきたいと

いうふうに思いますし、職場の方も配慮していた

だきたいというふうに考えております。今なかな

か地域に親御さんがいらっしゃらない、そういう

方も多く働いているところでございますので、貴

重な人材でございます。本当に職員は名寄の宝だ

というふうに私は思っておりますので、皆様の御

配慮、女性職員に対しても温かい目で、子供が熱
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を出したと、仕方ないね、帰っていいよという、

そういう雰囲気にしていただきたいというふうな

ことを要望しておきます。このことについては、

非常勤職員につきましても次回にまたしっかり議

論いたしたいと思っております。

大項目４の地方自治体における健全な財政運営

について再質問させていただきます。やはり基金

の先行きが心配ということなのです。せっかく涙

ぐましい努力で積み上げた基金が交付金削減の対

象になるのではないかと心配しているところでご

ざいますけれども、その点についてお考えをお聞

かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今基金にかかわって

御質問いただきましたけれども、平成３０年度の

地方財政対策に向けた議論の中で基金の取り扱い

についていろいろと議論があったというふうに記

憶をしてございまして、今回の３０年度に向けた

地方財政の対策における基金の増加の理由として、

交付税、基金が増加をしたのでということで地方

交付税を減額をするということは行われませんで

したけれども、今後また同じように引き続き継続

的な基金の議論がされるのではないかというふう

に思ってございまして、しっかりと国の動向を注

視をしてまいりたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 野田総務大臣は、基

金残高を理由とした地方財政余裕論の反論として、

地方での見せ方やプロモーションを考える必要が

あるとの認識を示しております。このことについ

て市の考え方をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基金につきましては、

これまでも基金の残高ですとか今後のあり方、動

向について広報ですとか、あるいは議会において

も御質問をいただいたり、お話をさせていただい

ております。今後も地方交付税の歳入の減少によ

りましてこれまで以上に基金に依存をするような

行政運営になるものと考えてございまして、基金

の活用ですとか今後の積み立ての目標など、目的

などしっかりと丁寧な説明を議会含めて市民の皆

さんにもしていかなければならないというふうに

認識をしているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今後ともしっかりと

財政運営に取り組んでいただきたい。そしてまた、

このことは継続して質問させていただくこと、今

回は時間がなくなりましたので、これで終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

名寄市の定住対策にかかわって外２件を、佐藤

靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

１点目は、名寄市の定住対策にかかわってであ

ります。私は、昨年１２月の平成２９年第４回定

例会一般質問において合併以降１１年間で６０歳

以上の転出者が総転出者数の ８９％に当たる

４７３人に達し、特に平成２５年度以降は年間１

５０人前後の転出となっている実態を指摘し、安

心して住み続けられるまちを目指した定住対策の

必要性を強調させていただきました。今回は、合

併後の名寄市統計資料から事業所数、商店数など

について調査したところ、統計調査時期の差異は

ありますが、事業所数は平成１８年１０月時点の

６２４事業所から２６年７月１日時点では ２

５４事業所、商店数は１９年６月１日時点で３９

５店から２６年７月１日時点では３６３店、商品

販売額は１９年６月１日時点の６０７億 ８００

万円が２６年７月１日時点では４７６億 ７００

万円、名寄市の基幹産業である農業を支える農家

数は１７年２月１日時点で専業３０９戸、兼業５
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３１戸の計８４０戸が１０年後の２７年２月１日

時点は専業４２１戸、兼業１７２戸の５９３戸と

なっています。

そこで、橋本副市長にお伺いします。名寄市は、

合併以降過疎債や合併特例債など、いわゆる有利

な起債を活用しながら大型社会資本整備に取り組

んできましたが、結果的には人口流出に歯どめが

かからない状況であるとともに、市内経済の活性

化にも至っていません。それが直接的ではないに

しろ、数字上は市民の定住になっていないと受け

とめられますが、統計上に見られる各種動向の受

けとめについてお伺いします。

過疎化防止、人口定着対策として、高度経済成

長時代以降常に地方自治体では企業誘致をその特

効薬として掲げてきました。名寄市にあっても精

密機械メーカーや縫製工場などの誘致に取り組ん

できましたが、結果的には多くが名寄から撤退し、

近年は時代の趨勢もあってか、議会の場でも企業

誘致の声が聞かれることも少なくなりました。行

政報告にもあったように、ハローワークなよろ管

内の１２月現在の月間有効求人倍率は ３２倍で、

２４カ月連続で前年同期を上回る高い水準を維持

しています。特に新規高卒者の状況は管内卒業予

定者６１３人中就職希望者は１５６人、うち管内

就職希望者は８１人である一方、求人数は管内２

８４人、道内１２５人の計４０９人で、不均衡が

大きくなっている実態が明らかになりました。

そこで、臼田経済部長にお伺いします。名寄市

は、合併以降店舗支援事業、創業支援事業、新規

開業資金支援、さらに経済産業省創業支援事業補

助金などによる新規創業企業の状況と雇用状況、

加えて名寄市における働く場の現状と課題につい

てお伺いします。

生活の場である居住地を変えること、一定の場

所に住居を構え、そこに住みつくこと、文献によ

れば前者が移住、後者が定住の定義となっており

ます。ところが、移住も３つに分類される。それ

は、今まで住んでいた地域を去って新しい居住地

を求め永久的な家庭をつくること、一時的に住居

を変えることでセカンドハウスをつくり、避暑に

出かけ、そこで一定期間生活すること、住居の変

化が不定期ないし気まぐれに行われ、定住地を持

たず転々と生活の場を変えることだそうです。

そこで、臼田経済部長に今回の行政報告もそう

ですが、名寄市が各種計画などに活用する移住及

び定住の定義と認識についてお伺いします。

次に、市は平成３０年度予算案に都市計画マス

タープランの見直し及び立地適正化計画策定業務

予算を盛り込みました。国土交通省のホームペー

ジによると「コンパクトシティ・プラス・ネット

ワークの推進」とサブタイトルのついた同計画は、

都市全体を見渡したマスタープラン、都市計画と

公共交通の一本化、都市計画と民間施設誘導の融

合、市町村の主体性と都道府県の広域調整、市街

地空洞化防止のための選択肢、時間軸を持ったア

クションプラン、まちづくりへの公的不動産の活

用の７つの要素が含まれていると定義されていま

す。

そこで、橋本副市長にお伺いします。名寄市で

は、徳田地区に大型店の出店計画が浮上し、市内

を二分する議論が行われた際、行政はコンパクト

なまちづくりを掲げ、出店措置にかじを切り、結

果的に出店に至りましたが、その後コンパクトな

まちづくりが具現化に至っていない今、立地適正

化計画やコンパクトシティーの目的、意義につい

ての認識をお伺いします。

また、中村総務部長には、立地適正化計画の策

定スケジュール、名寄市総合計画第２次、住宅マ

スタープラン、都市計画マスタープラン、公共施

設管理計画など、この間名寄市が将来のまちづく

りに向けて策定した各種計画との整合性について

お伺いします。

最後に、加藤市長が名寄市の財産と位置づける

名寄市立総合病院及び名寄市立大学の将来像にか

かわってお伺いします。行政報告によりますと、

今年度の病院事業については昨年４月から１２月
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までで患者取り扱い数は入院が前年比１９７人、

３％減の７万 ５６８人、外来も同 １４７人、

３％減の１６万 １２６人と述べられましたが、

収支については入院、外来とも収益のみの報告で、

同１億 ５６１万円、 ８％増の６０億 ３５５

万円とするだけで、支出については一言も触れて

おりません。また、平成２０年度の診療報酬改定

について厚生労働省は１月１８日に方針を示しま

した。

そこで、岡村病院事務部長にお伺いします。公

営企業法の全部適用、病院事業管理者移行前の重

要な年度収支見込み及び病院経営状況について、

さらに診療報酬改定の影響についてお伺いします。

自治体病院を初めとする公共的な立場に位置す

る地方病院にとって、地方の人口減少は病院経営

にもさまざまな影響を与え、このままでは共倒れ

を懸念する声もあります。改めて岡村事務部長に、

現在上川北部区域地域医療構想調整会議も継続的

に開催されていますが、上川北部地域における将

来の地域医療像についてお伺いします。

私たちは、北北海道で唯一の公立大学を持つま

ちとして、幼児教育から大学教育までの連携のも

と学校、家庭、地域が手をつなぎ合い、豊かな心

と知性を育み、生涯にわたって生き生きと学ぶた

め、ここに教育都市を宣言します。名寄市は、御

案内のとおり４つの都市宣言を行っています。新

規学卒者が減少時代を迎える今こそ、改めて教育

都市宣言の意義を実践する時期と考えます。

そこで、小野教育長、松島大学事務局長にお伺

いします。名寄市立大学において高大連携は実践

されていますが、国立大学法人秋田大学では小中

高大連携を掲げて実践しています。学部、学科構

成に差異はありますが、小学生対象の英語体験学

習事業、中学生対象の不登校、ひきこもり等の経

験者との懇談、化学教室、高校生対象の英語や介

護福祉事業などに取り組んでいますが、名寄市立

大学における小中高大連携の可能性についてお伺

いし、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐藤議員から大項目で

３点にわたって御質問をいただきました。大項目

１の小項目１及び大項目２の小項目１については

私のほうから、大項目１の小項目２及び小項目３

については経済部長から、大項目２の小項目２に

ついては総務部長から、大項目３の小項目１から

３については病院事務部長から、大項目３の小項

目４については教育長及び大学事務局長から答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目１、名寄市の定住対策にかか

わって、小項目１、各種動向の受けとめについて

お答えいたします。旧名寄市と旧風連町が合併し、

現在の名寄市が誕生した平成１８年以降、再開発

事業、公共施設の廃止や統合に伴う建てかえ、老

朽化した学校校舎など各種建設事業を実施してま

いりました。これら事業の多くは、御質問にあり

ましたとおり国や道の補助金と特例債などの起債

を財源にそれぞれの自治体の長年の課題であった

事業に市民生活における利便性の向上、将来の投

資など優先順位をつけながら計画的に事業を実施

してきております。

御質問の前段にありました商業分野での事業所

数、売上金額、また農家戸数など各種統計的には

大変厳しい現状と捉えておりますが、一方で商工

業においては新規創業者が２２件あるほか、農業

においても新規就農やトウキ栽培などのこれまで

にない取り組みなど新たな兆しもあらわれており

ます。しかしながら、総合戦略にもあるとおり人

口減少対策は喫緊の課題と認識しており、少子高

齢化による自然減や転入よりも転出のほうが多い、

いわゆる転出超過による社会減が相まっているこ

とが大きな要因となっております。社会減につい

ては、２０１７年中において上川管内でも転出超

過が旭川市に次いで２番目に多くなっており、本

市の産業構造にも要因はありますが、福祉、医療、

教育施策の充実を初め市内と都市部との雇用環境

の差を改善していかなければ根本的な解決にはな
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らないと考えております。これまでも経済はもと

より子育て支援施策を初め各担当部署においてハ

ード、ソフト両面からさまざまな施策を推進して

きましたが、人口流出に対し十分に効果が発揮さ

れていない現状があることから、今後におきまし

ても生涯安心して住み続けられるまちを目指し、

総合戦略の点検や見直しを含めて定住施策の取り

組みを進めてまいります。

次に、大項目２、立地適正化にかかわって、小

項目１、目的及び策定スケジュールについて申し

上げます。国は、平成２６年８月にコンパクトシ

ティー化や都市機能を初めとした都市再生特別措

置法の改正を行い、従来の都市計画マスタープラ

ンの高度化版として居住機能や都市機能の誘導に

よりコンパクトシティープラスネットワークの形

成に向けた取り組みをより推進するために立地適

正化計画制度を創設しました。本制度では、おお

むね２０年後のあるべき都市の姿を展望して、ま

ちづくりの理念や目標、目指すべき都市像を設定

し、一定の人口密度の維持や生活サービスの計画

的配置及び公共交通の充実を図ることとしており

ます。既に名寄市のまちづくりの方向性を示す都

市計画マスタープランの基本理念でも市街地の拡

大抑制、都市機能の集積、中心市街地の活性化な

どコンパクトなまちづくりを掲げており、風連本

町地区での市街地再開発事業や駅前交流プラザよ

ろーな、市民文化センター西館の整備による都市

機能の集約化やコミュニティバス運行による公共

交通の機能の充実を図ってまいりました。しかし、

近年急激に進む少子高齢化、人口減少、老朽化し

た都市施設の維持、修繕コストの増加などの危機

的状況に対して、１０年後、２０年後の将来を見

据えた持続的な都市経営を維持するためには、今

後もよりコンパクトシティー化への推進が必要で

あり、一定の人口密度を保ちながら都市経営のコ

ストを抑え、望ましい都市機能を維持するために

平成３０年度、３１年度の２カ年間で立地適正化

計画の策定に取り組むことが最善の策と考えてい

るところです。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

１のうち小項目の２、働く場の現状と課題につい

て申し上げます。

平成１８年の合併以降における本市の支援施策

による創業の実績につきましては、店舗支援事業

が１３件、昨年度新たに創設した創業支援事業は

１件で、現在も１件の交付決定を行い、開業に向

けた準備が進められております。また、本市の特

別融資制度のうち新規開業資金につきましては３

件の御利用となっております。さらに、平成２７

年度には本市並びに旭川市を含む道北６市が連携

をして、国から道北地域創業支援事業計画の認定

を受けたことに伴いまして、創業時における国の

支援施策の活用に向けて新たに創業相談窓口を設

けたところでございます。その結果、創業に係る

相談件数は延べで２７件、そのうち実際に創業さ

れた件数が９件で、創業予定者が２名と増加して

ございます。

雇用の状況につきましては、ハローワークなよ

ろ管内における平成１９年度の平均有効求人倍率

は ５３と非常に低い水準での推移でございまし

たが、平成２５年度より上昇傾向となりました。

平成２８年度平均で １４倍、平成２９年度も４

月から１月の平均で ２５倍と非常に高い水準で

推移をしており、仕事不足から人手不足へと逆転

した状況となっております。また、新規高卒者の

求人、求職者状況におきましても平成２４年卒業

生で管内求職者が７３名に対し求人数が１１９名

で、求人倍率 ６３倍、４６名の労働者不足に対

し平成２９年卒業生では求人倍率 ３１倍、１６

２人の労働者不足、平成３０年卒業生見込みでは

求人倍率 ５８倍、２０６名と若年労働者につい

ても人手不足が大きな課題となってございます。

職業別では、建築、土木、測量技術者及び作業員、

ホームヘルパー、ケースワーカーなど福祉関係、
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看護師、保健師などが特に不足している状況にご

ざいます。

また、一方で若年労働者の離職者数が増加して

おり、新規高卒就業者が３年以内に離職する割合

が全国で４ ９％、北海道では４ ７％となって

おり、事業所が小さいほど離職率が高い傾向にご

ざいます。本市におきましても平成２８年度に実

施をしました名寄市労働実態調査により、個人の

都合で離職をされた２０代、３０代の離職者数が

７４名と全離職者１７１名の約４５％を占めてい

る状況となっておりますことから、労働者不足に

係る対策の一つとして、新規学卒者などの職場定

着化を促す施策も重要となっており、来年度から

関係団体と連携し、これらの課題に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、小項目の３、移住、定住の認識について

申し上げます。本市の移住、定住施策につきまし

ては、第２次総合計画、市民と行政との協働によ

るまちづくりを基本目標とし、交流活動の基本事

業として移住の促進を掲載し、重点プロジェクト

として位置づけてございます。また、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略におきましても人の

流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らし

たいと思われるまちを基本目標に移住、定住を推

進しており、これら総合計画、総合戦略に基づき、

移住に係る事業を実施してございます。

御質問のありました移住及び定住の定義につい

てでございますが、一般的な定義に加えて移住に

つきましては完全移住、シーズンステイ、２地域

居住などの区分がございますが、私どもはその区

分を問わず包括的に名寄市へ移り住んでいただく

ことと捉えており、定住につきましては名寄市に

住まいを定めて住み続けていただくことと認識し、

取り組んでいるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２

の小項目２、各種計画との整合性について申し上

げます。

立地適正化計画策定に当たっては、本市の最上

位計画である第２次総合計画に即しながら策定す

ることはもちろん、居住機能や都市機能の立地、

公共交通の充実、公共施設の再編、医療、福祉、

空き家対策などさまざまな関係施策と連携を図る

ことが必要であることから、各部局において策定

されている各計画との関連性を総合的に検証する

ことが必要と認識しております。今後の計画策定

に当たって平成３０年度では、現状の課題整理、

分析、住民意向の把握、まちづくりビジョンや都

市構造の検討を図るとともに、市民議論を深める

ため策定委員会や庁内作業部会を設置し、課題へ

の分析調査を実施してまいります。また、平成３

１年度では、都市機能や居住誘導区域の方針決定

や分野別の方針実現に向け協議を進める中で各種

計画との整合性を図りながら計画策定を進めてま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、名寄市立総合病院及び名寄市立大

学の将来像にかかわってのうち小項目１から３ま

でについてお答えいたします。

初めに、小項目１、市立総合病院の平成２９年

度の収支見通しについてでありますが、本年度１

２月末の医業収支実績からの決算推計では平成２

８年度の決算額と比較しますと医業収益では入院、

外来ともに患者数は減少しておりますが、診療単

価の伸びなどにより前年比約２億 ０００万円の

収入増となっております。一方で、医業費用では

給与改定や定期昇給などから給与費で ０００万

円、循環器領域の検査や手術件数の大幅な伸びな

どから診療材料費で約１億 ０００万円の増加を

見ており、前年比約２億 ０００万円の支出増と

なっております。その他の項目を合わせた収益的

収支としては、全体で前年度と同程度の１億 ０

００万円程度の赤字決算を見込んでいるところで
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あります。

なお、今年度の収益には特別利益で約１億 ０

００万円の退職給付引当金の戻し入れを見ている

ことから、実質単年度収支では約３億 ０００万

円の赤字と推計しており、昨年度決算からは約１

億 ０００万円程度収支が悪化している状況であ

ります。その主な要因につきましては、さきに述

べた給与費や診療材料費等のほか、燃料費の単価

増などが影響していると見ております。当院とし

ましては、これまでもさまざまな増収対策に取り

組んでいるところでありますが、次年度以降も診

療報酬改定や消費税増税が控えており、厳しい経

営状況が数年間継続することになると予測してお

ります。

次に、小項目２、平成３０年度の診療報酬改定

についてお答えいたします。改定内容は、診療報

酬本体でプラス ５５％、薬価でマイナス ３６

％、材料価格でマイナス ０９％となっており、

改定率では ９％のマイナス改定と捉えることが

できます。また、薬価制度の抜本改革で薬価がマ

イナス ２９％、大型、門前薬局に対する評価の

適正化で調剤報酬がマイナス ０６％となるのを

合わせると全体で ２５％のマイナス改定となっ

ております。今回の改定では、地域包括ケアシス

テムの構築に向けて医療機能の分化、強化、連携

と医療と介護の役割分担や医療従事者の負担軽減、

働き方改革、医療の効率化の推進が求められ、全

体を見ても質の高い在宅、訪問看護、医療連携に

向けられている印象があります。

当院にかかわるポイントとしては、一般病棟入

院基本料が７対１と１０対１に分けられていたも

のが急性期一般入院基本料となり、入院料１から

７までに細分化されました。現在は７対１入院基

本料を届け出ていますが、改定後は急性期入院料

１を届け出る見込みで、現状と同額の入院料とな

り、伸びは見込めません。実績部分としては、重

症度、医療、看護必要度が判定の見直しも含めて

２５％から３０％に引き上げられましたが、過去

１年間のデータを用いたシミュレーションの結果

では平均３ ６％と基準値をクリアしております

ことから、この点は問題ないものと考えておりま

す。

次に、関連するＤＰＣ制度につきましては、２

月の当院への通知で機能評価係数Ⅰはまだ未定で

すが、機能評価係数Ⅱは １３６９となっており、

本年と比較して ０５３上昇しており、本年度と

同様のＤＰＣの総得点数から試算しますと ６０

０万円程度の増収が見込めます。また、平成２９

年度での機能評価係数Ⅱが高い病院のランキング

では、ＤＰＣ病院Ⅲ群の中で全国２９番目に位置

しております。この係数が高いほうが高度な医療

機能を有する病院とみなされており、道内では市

立函館病院、苫小牧市立病院に次いで３番目とな

っております。今回の診療報酬改定に係る全体の

施設基準の取得やそれによる影響額については、

関連する部署を中心に現在調査、分析を行ってい

るところでございます。

次に、小項目３、地方センター病院としての名

寄市立総合病院が目指す名寄地方の地域医療像に

ついてお答えいたします。まず、地域医療構想に

ついて概要を説明させていただきます。医療法で

は、各都道府県が厚生労働大臣の定める基本方針

に則して、かつ地域の実情に応じて医療提供体制

の確保を図るために医療計画を定めることとされ、

その量と質の評価を行い、地域完結型医療の推進

が図られております。地域医療構想は、医療計画

の一部とする位置づけで、平成２６年６月に公布

された医療介護総合確保推進法に基づき示された

地域医療構想策定のためのガイドラインにより北

海道では２１の２次医療圏ごとに作成されており

ます。構想の推進に当たって地域の実情を考慮し

ながら医療提供体制を確保していくために、自治

体の首長や医療系団体、主たる病院の代表者など

で構成される地域医療構想調整会議が設置され、

議論を進められているところであります。この会

議での結果を受けて、必要な施策には北海道にお
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ける基金からサポートがなされる構造となってお

ります。さきの調整会議においては、細部の方向

性を定める推進シートが示され、協議されたとこ

ろでありますが、市立総合病院が担う主な役割は

救命救急センターを中心とした急性期医療の機能

を維持していくこととしております。

次に、将来の地域医療像についてはとのことで

ありますが、市立総合病院として圏域の医療行政

全般に係る方向性を示すということはできません

が、調整会議で示された役割を担いつつ、中心的

な施設としての役割はより強化していく必要があ

ると考えております。さらに、圏域全体の人口が

減少していく将来においては、地域医療構想の枠

を超える当院の実質的医療圏内で医療機関や介護

施設等との連携による広域的な包括ケアシステム

を構築していくことが求められてくるものと感じ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目３、

小項目４の名寄市立大学を核とする小中高大連携

の可能性について、特別支援教育の観点からお答

えいたします。

本市におきましては、北北海道で唯一の公立大

学であります名寄市立大学を核といたしまして、

特別支援教育において幼保小中高大、地域が連携

した取り組みを推進しております。例えば名寄市

特別支援連携協議会及び専門委員会におきまして

は、幼稚園、保育所、認定こども園、小中学校、

高等学校、関係機関、団体等で組織しております

が、名寄市立大学の先生方におきましても委員と

して活動の中核を担っていただいているところで

ございます。名寄市特別支援連携協議会が主催し、

年２回行っております幼保小中高の先生方対象の

名寄市特別支援教育研修会におきましては、大学

の先生を講師として子供たち一人一人の困り感に

応じた支援のあり方や学校の体制づくりについて

多くの御示唆をいただいているところでございま

す。専門委員会では、幼保、認定こども部会、そ

れと小中部会、それと高校、就労部会の３つの部

会において発達段階に応じた支援のあり方や各部

会相互の連携のあり方について具体的なアドバイ

スをいただいております。

また、本市の特別支援教育専門家チームにおき

ましては、本年度小中学校、幼稚園、保育所、１

０の校園に７１回の巡回相談を実施していただき

ました。６名の大学の先生方には、相談内容に応

じてそれぞれの専門性を生かした指導、助言をい

ただいているところでございます。

さらに、名寄市におきましては現在文部科学省

の指定事業でありますインクルーシブ教育システ

ム事業を受けております。特別な支援を必要とす

る子供への就学前から学齢期、社会参加までの切

れ目のない支援体制を構築するために、名寄市特

別支援連携協議会の体制の整備、名寄版個別の支

援計画「すくらむ」を効果的に活用するための取

り組みなどを推進しているところでございます。

その際、大学の先生方に事業推進についての指導、

助言をいただくことはもとより、名寄市立大学コ

ミュニティケア教育研究センターの課題研究、上

川北部地域の子供の発達の支援の充実に関する研

究との連携を図りながら推進しているところでご

ざいます。

以上のように、本市におきましては幼保小中高

と名寄市立大学との連携により特別支援教育の組

織体制の整備、学習指導の充実等が図られ、多く

の成果を上げているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３の小項目の４、名寄市立大学を核とする

小中高大連携の可能性について、主に大学からの

取り組みについて申し上げます。

大学と高校との連携については、名寄高校生徒

の進路選択支援を目的とした大学授業体験を１年

生を対象に実施しておりますが、授業内容につい
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ては毎年度高校の担当教員と大学側で調整を図り

ながら進めておりまして、今後も内容充実に向け

て高校側と協議を進めながら継続して実施してま

いりたいと考えております。

次に、小中学校との連携に関しては、教育委員

会との連携により特別な教育的ニーズのある児童

生徒にきめ細やかな支援を行うため、学生支援員

を派遣しております。今年度は、５月から１２月

の間に市内７小学校、１中学校に延べ２０３人の

学生を派遣しており、この取り組みが学生にとっ

て教育の実践の場となり、資質の向上に寄与して

いるものと考えております。また、あわせて子供

の学習支援事業を市の依頼を受けて学生が主体と

なって実施をしております。今後も各学校からの

大学に対する要望に応える事業と地域社会をフィ

ールドとした学生教育の一環とする取り組みを進

めてまいりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ基本的なお

考えあるいは現状について御答弁をいただきまし

た。大学と市立病院の将来像については、予算委

員会で佐古学長や、あるいは和泉院長が出席され

るということでありますので、そのときに再び議

論をさせていただきたいと思いますけれども、１

点だけ小野教育長に、特別支援教育の観点からと

いうことの御発言がありましたけれども、小中学

校を管轄するのは教育委員会でありますので、松

島局長のほうからも御説明ありましたけれども、

やはりうちに名寄大学があるということを小中学

校ともっと緊密に連携をする必要性があるのでは

ないかということは思いますので、改めてその点

だけについてちょっとお伺いをしておきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘にありました

小中学校との連携のあり方についてでございます。

先ほど答弁申し上げましたように、名寄市におき

ましては特別支援の観点から連携を深めていると

いう、このことにつきましては上川北部地区の全

ての学校からも非常に注目を浴びている取り組み

でありまして、今後上川北部地区の特別支援教育

の拠点として名寄市の存在感を高めていくことが

できるのではないかと考えているところでござい

ます。

小中高との連携につきましては、進路指導の観

点から若干お話をさせていただきたいなと思いま

す。小中学校の義務教育の段階におきましては、

児童生徒がみずからの生き方を考えて主体的に進

路を選択できるような、学校教育活動全体を通じ

て計画的、組織的な進路指導を行うということが

求められているところでございます。とりわけ名

寄市立大学や名寄高校あるいは名寄産業高校を持

つ名寄市といたしましては、将来小中学校の児童

生徒にさまざまな生き方や進路の選択があること

を理解させたり、みずからの意思と責任で自己の

生き方、進路を選択できるようにするためにも進

路指導を通じて児童生徒に地域の高等学校や大学

の学科の内容や授業の様子などについて理解を深

めさせることは極めて重要なことかと、そんなふ

うに考えているところでございます。したがいま

して、例えばでございますけれども、小学校や中

学校の進路指導の時間に大学生を招聘して、大学

で行っている教育活動やサークル活動、これらを

紹介していただいたり、逆にもし大学が可能であ

れば小学生や中学生が大学での授業やサークル活

動などを参観したりするなどの啓発的な体験活動

を行うことは大変有効なことではないかと、そん

なふうに思っているところでございます。このよ

うに児童生徒が大学生とのつながりを深めること

によって大学生の姿に憧れを抱いたり、名寄市立

大学に親しみを持って将来進学への思いを高める

ことができれば、名寄市立大学の果たす役割はこ

れまで以上に大きなものになるのではないかなと

考えているところでございます。教育委員会とい

たしましては、ぜひ進路指導の観点から小中学校
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と大学との連携のあり方について、今後大学とと

もに考えていきたいなと考えているところでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今教育長からお話を

いただきましたけれども、私もまた全く同じ思い

でありますので、ぜひその同じ思いを佐古学長の

ほうに予算委員会でお伝えしたいというふうに思

いますので、松島局長、よろしくお願いします。

それでは、定住対策のほうに移らさせていただ

きますけれども、橋本副市長からそれぞれ御答弁

をいただきましたけれども、社会減という言葉だ

けでは片づけられないような状況に至っているの

ではないかと。私も久しぶりに民間の会社のほう

に行きましたけれども、何ともいかんともしがた

いぐらいの状況、人がいなくなるということはや

っぱり相当会社の経営あるいは運営についても厳

しい状況が生まれてきますので、そこでそれぞれ

お伺いをしたいと思います。３月５日の部・次長

会議で市長は３月定例会予算委員会については政

策に対する明確な根拠及び数字的裏づけをもって

議論し、政策を前へ進められるような議会となる

ような準備をお願いしたいということで、各部次

長の皆さんにお伝えしたと思いますので、まず定

住にかかわって、市民の経済動向を把握できる税

務課長、市民の動向を見守る市民部長、あるいは

市内の建設業界や住民生活環境向上に努める建設

水道部長を務めて現在はもう財政、総合計画を初

め名寄市の将来構想を把握する立場にある中村総

務部長は、定住対策にどういう認識を持ち、３０

年度予算案に反映されたのかをまずお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 定住対策に向けて総

務部としての考え方ということなのかもしれませ

ん。私ども総務におきましては、全体的な総合計

画を一歩でも推進をするという立場で３０年度予

算につきましても予算計上させていただいている

ということでございます。具体的にそれぞれの担

当におきまして予算化はされている部分がござい

まして、私どもでいえば農業の支援員の皆さんの

関係ですとか、そういった部分での予算化をさせ

ていただいているということで、なかなか定住対

策というのは、議員お話しのとおり人口が減って

いく中で何とか名寄市に定住をしていただきたい

という中の一つの施策として農業支援員さんをぜ

ひ名寄にということでの、そしてまたその農業支

援員さんが地域の中で、これは郊外もあるいは含

めた全体の地域の中で活躍をいただくというよう

なことでの移住対策の一つであるというふうに私

は考えてございまして、総務部の中では少し具体

的な施策としてはそういったことになるのかなと

いうふうに理解をしておりまして、今後もこの対

策につきましては推進をする考えでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民の動

向や空き家状況の把握に造詣が深い三島市民部長

はどういうふうに定住対策というのを押さえてい

らっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 定住対策ということ

で、改めて質問をいただきました。市民部として、

さらには税金を担当している立場で考えはあるの

かという質問だと思いますけれども、いずれにし

ましても自然の動向、こちらのほうは人口が減少

している中でも人口の減少率以上に減っていない

と。思ったよりは数字が落ちていないという傾向

にございます。総合的な定住対策含めて職場の関

係、これがなければ税収に結びつかないという実

情はあると思いますので、税の対策という観点で

いえば収納率をしっかり上げながら対応していか

なければならないという考えでおりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、市内の高齢化
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率が急速に高まっている中、福祉面、子育て面な

どを把握している田邊健康福祉部長は、この３月

で御退任ということになると思いますけれども、

定住対策についてどういうふうに押さえていらっ

しゃいますか。

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） 少子高齢化、そ

して生産年齢人口が毎年減っていて、そのスピー

ドを含めてとまらない状況でございます。その意

味において市外から確実に名寄市に定着していた

だけるような取り組みが必要だと考えております

が、まずもってそのためには市内において確実に

働ける場所が必要ではないかというふうに考えて

おります。名寄市には各種人材が不足している福

祉分野ほかさまざまな業態ございますけれども、

そういったところで必要な人材を確保するという

意味においても、そういった方の誘致と申します

か、そういったことが必要になってくるのではな

いかというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、除排雪を初め

として市民生活の環境維持に努められている天野

建設水道部長はどういうふうに認識をお持ちです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今定住というテ

ーマで御質問いただきまして、私ども建設水道、

基本的にはインフラの整備ということで、それに

私どもスタッフ含めて全力を傾注しているという

のが現状でございまして、私が考えますに道路で

あれ、橋梁であれ、さまざまな上下水道の施設も

含めて、もちろん名寄に長くお住まいの方々もそ

の提供できるものにはできる限り長期で、そして

変わらぬ形でしっかりと提供できるというのが基

本だというふうに思っています。また、さまざま

な条件で名寄のほうへ、例えば転勤でいらした方、

そういった転入された方々も、こう言うとなんで

すが、ほかの住まわれていた自治体と比較される

ことが多いかもしれませんけれども、決して遜色

のないと言ったら語弊があるかもしれませんけれ

ども、私どもでしっかり提供できるインフラ整備、

生活を守るための基盤となるものだというふうに

思ってございますので、そこに十分力を注いでい

くというのが安心してお住まいいただける、名寄

で暮らしをしていただける、お仕事に励んでいた

だける基本を支えるものになるのだろうというふ

うに思ってございます。人口減は、こういったイ

ンフラの施設を守っていく上で大変厳しい条件が

重なってきているのが現実でございますけれども、

その中でできる限りの努力をしていくというのが

基本だというふうに思ってございますので、御理

解賜ればと思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ部長に御答

弁いただきました。また、基本的な考えをお伺い

しましたので、予算委員会でさらに議論していき

たいと思いますけれども、松岡参事監はこの２年

間名寄にいらして、名寄市の総合計画、２次計画

の策定を含めて御尽力をいただきました。ある意

味で名寄市の現状をつぶさに見詰めていただいた

というふうに思いますけれども、この名寄市の定

住問題、あるいはこれからの姿、どうあるべきか

ということについて何か見識を持たれていると思

いますので、御発言あればお願いしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 名寄市の定住に関する

今後ということでありますけれども、もうすぐ２

年間になりますけれども、させていただいて、私

は大体この名寄市に来るまでで、暮らした市区町

村の数でいうと９か１０程度あります。それで、

いわゆる転勤族なわけでして、いろんな自治体で

暮らしながら、また今回こうして市役所の業務と

いうことで携わらせていただいているわけですけ

れども、名寄市、人口３万人弱という中にあって
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はいろいろと商業施設ですとか、あるいは文化的

な環境を含め資源がたくさんありまして、非常に

魅力的なまちであるという一方で、ただ人口減少

はずっと深刻に続いているという現状がこの間議

論があったとおりでありまして、名寄市に限った

話ではありませんけれども、地方創生という取り

組みにおいては従来の地方、先ほど企業立地の話

もありました。あるいは公共事業なんかの話もこ

の間ありますけれども、従来の手法だけではなか

なかこの事態を改善することはできないというこ

とで、まず地域において自分たちの地域の持つ資

源のよさですとか、強み、弱み、そういったもの

をしっかりと分析しながら、総合戦略というもの

を立てて、その強みを生かし、また弱みをどう補

っていくかというところを戦略的に取り組むとい

うことが大事なのだと思います。その中で、例え

ば除雪の話もありましたけれども、冬の寒さ、雪

というのは基本的にはマイナスにとられることが

多いと。私もここまで雪深い地域に暮らしたのは

初めてですので、驚いておりますけれども、一方

でただこの３月においてもまだこれからスキーの

ジュニアオリンピックなどありますけれども、こ

ういったものが開けるというのは名寄にしかない

強みであるというところを生かして、ではどうい

うことができるのかというようなところで戦略に

取り組んでいくだとか、そういったところが徐々

に徐々に評価されつつあるという現状であると思

います。引き続きこういう、結構名寄でいろいろ

話を聞くと、名寄市というのは観光の資源もない

まちであるとか、何か余り特徴がないまちとか言

う方も市内の方でおられるのですけれども、いろ

いろ見てきた中で、あるいは私この間北海道のい

ろんなところも見ておりますけれども、その中で

も特に暮らしの面あるいは魅力の面でそういうも

のがないまちとはとても思えませんので、そうい

った強みを引き続き生かしつつ、定住対策という

ことも魅力の発信というところも含めて、まず市

役所初め、行政あるいは議会で取り組むこともそ

うですけれども、市民の皆様方もこの名寄のよさ

というところを見詰め直していただくというのが

一番大切なのかなというように感じているところ

であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 御答弁いただきまし

た。時間の関係もありますので、また経済部営業

戦略室の予算の委員会の中でお伺いしたいのです

が、市長に１点だけ確認をさせていただきたいの

ですけれども、ことしの商工会議所の新年交礼会

の市長の挨拶、久保副市長も臼田経済部長も議員

も多く出ていましたけれども、その挨拶の中で、

これちょっと聞き間違いもあるかもしれない、メ

モをとっていたわけでもありませんので。定住、

転出防止よりも名寄をＰＲすることが大切だとい

うようなお話をされていましたけれども、その真

意をまずお伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 定住に対して名寄のＰＲ

が大事だというお話をされていたということで、

そのとおりだと思います。今松岡参事監からも名

寄のいろんな特色を言っていただいて、例えば雇

用は不足しているけれども、そこに人材がいない

と。ここは、地域の魅力だとかというのをもっと

体系的に、あるいは効果的に発信をしていくこと

で人を集めていく必要があるということも含めて、

名寄市そのもののブランディングというか、そう

いうものを高めていく必要があるのでないかとい

う意味でお話をしたのかなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ニュアンス的には定

住あるいは転出防止よりもという、そのよりもが

ちょっとひっかかったものですから、確かに市長

がおっしゃるように名寄をＰＲして、さらに名寄

をアピールして名寄の魅力を発信したいという思

いだったのだと思うのです。そのとおりの答弁だ

ったと思うのです。そのときのニュアンスはちょ

っと違ったものですから、聞き間違いかもしれま
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せんけれども、そういうふうに受け取ったので、

今確認をさせていただきました。

定住対策については、いずれにしても私どもの

任期はあと１年ということでありますので、何と

かどれが特効薬かわかりませんけれども、この１

年間私自身の自分のテーマにしてやっていきたい

と思いますし、また機会があれば御議論をさせて

いただきたいと思います。

立地適正化計画についてもこれから建設部の予

算審査もありますけれども、ちょっと確認をさせ

ていただきたいのですけれども、答弁の中にもあ

りましたけれども、この立地適正化計画にかかわ

っては公共施設総合管理計画についても出るので

すが、昨日中村総務部長は佐久間議員の答弁で必

要に応じ目標値を見直すという答弁をされていま

すけれども、これは１３％というのはどういう状

況の必要に応じた場合に目標値を見直すというこ

とになるのかお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） この計画につきまし

ては、平成２８年から２０年間ということで、４

７年までの長きにわたる計画なものですから、こ

の２０年間にわたって全くその計画自体を見直し

もしないということではないというふうに思って

いまして、今具体的にこういう基準で見直すとい

うようなところまでは考えてございませんけれど

も、基本的にはこれからの進捗状況、１３％の縮

減に対する進捗状況ですとか、そういったものを

勘案をしながら、適宜計画については見直しの必

要性があるということのお話をさせていただいた

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 必要に応じ目標値を

見直すというと、例えば人口が減ったら１３％が

公共施設が多いということで１５になるのか、２

０になるのか、そういう意味の必要に応じという

意味ではないということで、進捗状況を見据えて

この数字が変わるという見解なのですか。どうも

そこが理解ができないのですが、改めて橋本副市

長からお伺いをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） １３％削減については、

人口のほうから必要な床面積ということで出てお

りまして、それが１つであります。当然今後人口

の減少、それからもう一つあるのは建てかえに要

するライフサイクルコストの関係ありますね。そ

れは、複合化するなりなんなりするによってまた

変わってきますので、一定のパッケージができた

段階で改めてまた御議論させていただく、そうい

うような意味だと捉えていただいて結構だと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

小中学校での心肺蘇生教育の普及と危機管理体

制の整備について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をさ

せていただきます。

大きい項目第１、小中学校の心肺蘇生教育の普

及推進と危機管理体制の整備について質問いたし

ます。突然の心停止から救われる、命を救うには

心肺蘇生、ＡＥＤの知識と技能を体系的に普及す

る必要があり、学校での心肺蘇生教育はその柱と

なるものであります。我が国では、平成１６年に

市民によるＡＥＤの使用が認められて以降急速に

設置が進み、ＡＥＤの使用によって救命される事

例が数多く報告されております。しかしながら、

いまだなお毎年７万人に及ぶ方が心臓突然死で亡

くなっているとともに、学校でも毎年１００名近



－115－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

くの児童生徒の心停止が発生をしております。そ

の中には、平成２３年９月にさいたま市での小学

校６年生の女子児童の事故によってＡＥＤがある

のに活用されず、救命できなかった事例の報告も

されております。

そのような状況の中、既に学校において心肺蘇

生教育の重要性について認識は広がりつつありま

す。平成２９年３月に公示されました中学校新学

習指導要領保健体育科の保健分野では、応急手当

てを適切に行うことによって傷害の悪化を防止す

ることができること、また心肺蘇生法などを行う

ことと表示されているとともに、同解説では胸骨

圧迫、ＡＥＤ使用などの心肺蘇生法、包帯法や止

血法としての直接圧迫法などを取り上げ、実習を

通して応急手当てができるようにすると明記され

ております。しかしながら、全国における教育現

場での現状を見ると、全児童生徒を対象にＡＥＤ

の使用を含む心肺蘇生教育を行っている学校は平

成２２年度の時点では小学校で １％、中学校で

２ ０％、高校では現在昨日新聞に出ておりまし

た７ ７％と非常に低い状況にあります。小中学

校におけるＡＥＤの設置状況についてお伺いいた

します。

また、教職員へのＡＥＤの講習の実施状況など、

具体的な取り組みの状況についてお伺いをいたし

ます。

また、児童生徒と教職員に対する心肺蘇生法、

ＡＥＤに関する教育への普及推進の状況について

をお伺いいたします。

また、小中学校における児童生徒への心肺蘇生

教育の現状と今後の方向性についてをお伺いし、

理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、青少年のインターネット依

存の対策についてをお伺いをいたします。厚生労

働省は、中高生によるインターネット依存に関す

る調査を全国の中高生を対象に実施しております。

２０１２年１０月から２０１３年３月まで、中学

生３万 ０００人、高校生約６万 ０００人から

回答を得、８月に回答結果が発表されました。調

査では、問題や不安から逃げるためネットを使う

かなど８問中５問以上に当てはまると依存の疑い

が強いという調査であります。それを分類される

そうです。その割合は、中学生６％、高校生９％、

中高生全体で８％となり、全国の中高生全体の計

算にすると約５２万人と推計されると言われてお

ります。男女別では女性が１０％、男性が６％で、

女子の高い理由はチャットやメールを多く使うた

めと言われております。

また、先日朝日新聞の内閣府調査では２０１７

年度青少年インターネット利用実態調査で青少年

のインターネット利用時間、増加傾向にあると記

され、平日約５時間以上ネットを利用する高校生

２ １％、また小中高生の児童生徒全体で１日当

たり平均利用時間、２０１７年は１５ ３分で、

前年より５分増加、小学生は９ ３分、中学生は

１４ ７分、高校生は２１ ８分で、利用目的は

小学生がゲーム７８％、中学生は動画視聴８０、

高校生がＳＮＳなどコミュニケーションに９０％

と最も多かったそうです。日常生活や健康への影

響は、睡眠の質が悪い５９％、依存がない人の２

倍近く、午前中に勉強だとか何かの調子が悪い２

４％、依存のない人の３倍近く、ネット依存の問

題は昼夜逆転などによって不登校、欠勤、成績低

下、ひきこもりなどばかりではなく、睡眠障がい

や鬱病等々、また精神面でトラブルを引き起こす

ほか、視力の低下、長時間動かないことによる筋

力の低下、また骨粗鬆症といった身体症状の悪化

のおそれもあると言われております。ネット依存

の本市の実態についてをお伺いをいたします。

また、保護者や教職員へのネット依存の啓発に

ついてお伺いをいたします。

また、ネット依存への児童向け安全対策につい

て理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３点目、生活困窮者への支援につい

てをお伺いいたします。平成２７年４月からさま

ざまな困難の中で生活に困窮している人を包括的
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に支援していくための生活困窮者支援制度が始ま

り、働きたくても仕事がない、家族の介護のため

に仕事ができない、再就職に失敗して雇用保険が

切れた、あるいは社会に出るのが怖くなった方々、

自立相談支援事業の住宅確保給付等々があり、一

人一人に合わせた、状況に合わせた支援プランを

作成し、解決に向けて行っていると思われており

ます。これまで福祉制度は、高齢者、障がい者ま

たはひとり親で子供がいる、働けない状況の特定

の対象に分野ごとに展開をされてきましたけれど

も、近年は暮らしに困っている人々の抱える課題、

または経済的な課題、またはいじめ等で孤立して

働けない等々、社会的孤立など複雑に絡み合って

いる状況にあります。名寄市での生活困窮者自立

支援制度の現状について理事者の御見解をお願い

をいたします。

現在生活保護を受給していないが、生活保護に

至るおそれのある人で、高齢で体の弱った親がい

るため２人暮らしを続けるうち地域から孤立をし

てしまった、また家族の介護のために時間はある

が、時間のとれる仕事につけなく収入がない、ま

たは離職後求職が望めない、また子供が幼いため

就職が難しい、いじめなどの中退があり、引きこ

もって社会に出ることが怖い等々の方が家計管理

がうまくいかないだとか、借金の連鎖がとまらな

い方々、このような方々を自立が見込まれるまで

救済していくこの生活困窮者自立支援制度の今の

名寄市の課題、または今後の対策について理事者

の御見解をお願いをいたします。

最後に、大きい項目４点目、災害支援協定につ

いてをお伺いをいたします。平成７年、阪神・淡

路大震災、平成２３年の東日本大震災、関東、東

北、北海道豪雨など我が国ではこれまで地震、津

波、台風による風水害、さらには爆弾低気圧に伴

う暴風雪等によって風水害、暴風雪など多くの災

害を発生してきております。このような経験から、

国を初め各自治体では防災、減災に対する意識が

高まり、各地でもその対策、防災訓練などを講じ

られてきております。

このような中、被災時にはその初期段階及び避

難所において飲料水を確保することが最も重要で

あると言われております。近年飲料自動販売機の

中には、災害時に被災者に対して無料で飲料を提

供する災害支援型自動販売機があり、各地の自治

体において災害時に被災者に飲料水を提供するこ

とを目的に飲料メーカーとの災害支援協定が進め

られている自治体が多くあります。本市の災害支

援協定の現状について理事者の御見解をお願いい

たします。

中でも東日本大震災の経験から生まれた災害型

紙コップ式自動販売機は、災害時においてお湯、

水等々、特にお湯が無料で提供できるため、赤ち

ゃんの粉ミルク調乳、アルファ米の調理などにお

いて大きなメリットがあると言われております。

主な実績として、常総市での鬼怒川決壊におきま

して避難所では約１カ月間、 ０００杯のお湯が

提供されたそうです。熊本地震では、１日最大５

００杯の提供をされているそうです。現在では、

各地で派遣されているＤＭＡＴ隊にはこのお湯の

提供は大変助かるというふうに現地で言われてい

たそうです。本市においてもこのような災害時に、

まだ災害は少ないですけれども、避難所や病院に

おいてお湯、飲料水の提供のできる災害型自動販

売機の設置及び災害協定の締結の検討を進めるべ

きと思いますが、理事者の御見解をお願い申し上

げ、この場での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１及び大項目２は私から、大項目３

は健康福祉部長から、大項目４は総務部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、小中学校での心肺蘇生教育の普及と

危機管理体制の整備についてお答えいたします。

初めに、小項目１、小中学校におけるＡＥＤの設

置状況についてですが、文部科学省が行っている
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学校安全の推進に関する計画に係る取り組み状況

調査によると、平成２７年度実績で全国の９ ９

％の学校がＡＥＤを設置しております。本市にお

きましても１２校全ての小中学校に設置しており

ます。その設置場所は、職員室や体育館前廊下、

玄関など多くの人が不測の事態に接した場合に利

用しやすいところになっております。

次に、小項目２、教職員へのＡＥＤ講習等の具

体的な取り組み状況についてですが、文部科学省

は学校安全推進事業として教職員等を対象とした

ＡＥＤの取り扱いを含む心肺蘇生法実技講習会の

実施を支援しています。加えて教職員の研修用の

ＤＶＤの活用により、ＡＥＤの使用を含む心肺蘇

生法に関する正しい理解を深めるとともに、技能

の向上に努める取り組みを推進しております。こ

れらの取り組みにより、平成２８年度に教職員を

対象としたＡＥＤの使用を含む応急手当て講習を

行っている学校は全国で９ ４％に上り、本市に

おいても全ての小中学校で消防署等との連携によ

る研修が実施され、多くの教職員が講習を受けて

おります。また、今年度上川北部消防事務組合に

よる応急手当普及員養成講習を受講し、学校で教

職員を対象とした普通救命講習の指導や小学校高

学年以上に応急手当ての導入講習としての救命入

門コースを指導できる応急手当普及員の認定を受

けている養護教員も在籍しております。

次に、小項目３、ＡＥＤに関する教育の普及推

進についてですが、日本学校保健会の平成２９年

度保健学習推進委員会報告書においては、ＡＥＤ

は誰でも使うことができることを問うアンケート

調査の結果、正答の割合が小学校５年生で約３０

％、中学校１年生で約５０％、高校１年生で８０

％と学年が進むに従って高くなっております。こ

れは、現行学習指導要領では中学校保健体育の保

健分野において応急手当ての中で心肺停止に陥っ

た人に遭遇したときの応急手当てとしては、気道

確保、人工呼吸、胸部圧迫などの心肺蘇生法を取

り上げ、実習を通して理解できるようにする、必

要に応じてＡＥＤに触れるようにするとしている

ことから、中学校で取り組みが行われた成果のあ

らわれと考えております。実際児童生徒を対象と

したＡＥＤの使用を含む応急手当ての実習につい

ては、平成２７年度に全国の４ ５％、特に中学

校では７ ２％で行われています。本市において

は、既に全ての中学校で主に２年生において救命

講習が行われ、心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法など

の学習を行っております。また、名寄小学校や名

寄東小学校でも高学年でＡＥＤの使用法や人工呼

吸蘇生法の実習を消防署と連携して行っておりま

す。

次に、小項目４、小中学校における心肺蘇生教

育の現状と今後の方向性についてですが、本市の

小中学校におきましては現行の学習指導要領の内

容に基づき積極的に心肺蘇生にかかわる学習が行

われ、理解が進んでおります。平成３２年度から

完全実施される中学校学習指導要領の保健体育解

説では、胸部圧迫、ＡＥＤ使用などの心肺蘇生法、

包帯法や止血法としての直接圧迫法などを取り上

げ、実習を通して応急手当てができるようにする

ことが２年生に位置づけられており、手当てがで

きることが求められております。また、小学校学

習指導要領の体育の解説では、心肺蘇生法につい

ては直接触れてはいけませんが、保健のけがの防

止の中でけがの手当てとしてけがの種類や程度な

どの状況を速やかに把握し、処置すること、近く

の大人に知らせることが大切であることを理解さ

せると示されております。このように学校におけ

る救命講習を実施することや学習を通して児童生

徒が応急手当ての正しい知識、技能を持つことは

これら社会に出て応急手当てをみずから行う場合

に居合わせる可能性が高くなる児童生徒の迅速な

対応につながるものと考えております。教育委員

会といたしましては、適切なＡＥＤの使用や心肺

蘇生法の活用で命を守ることができるよう消防署

など関係機関と連携を図りながら、各学校に対し

て教職員と児童生徒に対して積極的な救命講習の
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実施をお願いしてまいります。また、学校がＡＥ

Ｄ機器の設置場所や動作確認などの点検、見直し

を行い、不測の事態が生じたときに子供たち等の

大切な命を守ることができるよう努めてまいりま

す。

次に、大項目２、青少年のインターネット依存

対策についてお答えいたします。初めに、小項目

１のネット依存の本市の実態についてですが、近

年スマートフォン等の急速な普及に伴い、多くの

児童生徒がＳＮＳ、ソーシャルネットワーキング

サービスや通信可能なゲーム等を手軽に利用でき

る環境となり、インターネットは子供たちの生活

に欠かせないものになっております。一方、ネッ

トの長時間利用による生活習慣の乱れから、実生

活に悪影響が出る、いわゆるネット依存やスマホ

中毒と呼ばれる問題が指摘され、携帯、スマホが

手元にないと不安な気持ちになり、片時も手放す

ことができないといった状態や日常生活や健康へ

の悪影響など青少年への被害が懸念されていると

ころであります。

本市におきましては、名寄市小中学校生徒指導

連絡協議会が平成２８年６月に小学５、６年生と

中学生を対象に行った携帯、ネットに関するアン

ケート調査結果から、自分専用の携帯電話やスマ

ートフォンなどの端末機器を所有している割合が

小学生で２８％、中学生で５４％という現状にあ

ります。インターネット利用に関する家庭のルー

ルがあるかの回答では、小学校５、６年生が５

５％、中学生が３ １％と年齢が上がるにつれて

家庭のルールや約束事が低下する傾向が見られま

した。また、平成２９年度に実施した全国学力・

学習状況調査の児童生徒質問紙の１日当たりどの

ぐらいの時間携帯電話やスマートフォンで通話や

メール、インターネットをしますかの問いの回答

状況では、２時間以内と回答した小学校６年生が

６ ７％、中学校３年生が８ ８％と全国に比べ

て少ない状況です。平成２６年度の調査結果と比

較しますと、メールやインターネットに触れる時

間が２時間以内の中学生は１０％程度ふえ、改善

の傾向にありますが、小学校児童は逆に１０％減

少するなど情報モラルを身につけることや望まし

い生活習慣を確立することが強く求められており

ます。

一方で、道教委においては道内の中高生のイン

ターネット利用に関する実態や依存傾向について

把握するため、平成２６年に中学生、高校生のイ

ンターネット利用実態調査を実施しました。その

結果、ネット依存傾向については中学生の１ ６

％、高校生の２ ７％の生徒が自分はネット依存

だと思うと回答しています。

なお、インターネットを利用するするために睡

眠時間や勉強の時間を犠牲にしている生徒が中学

生で３０％、高校生で４０％程度いることから、

健康面、学習面への影響が心配されています。さ

らに、インターネットの利用が原因で友達や家族

と関係が悪化したり、健康を損ねて病院に行った

りするなど日常生活への影響がある生徒がいるこ

とも明らかになっております。

次に、小項目２、保護者や教職員へのネット依

存の啓発についてですが、青少年のネット依存を

防ぐためには保護者や周囲の大人がモラルやマナ

ー、危険を回避するための情報や知識を持ち、安

全に安心してインターネットが利用できる環境を

つくる必要があります。各学校においては、道教

委が保護者、教職員向けの啓発資料として毎月発

行しているリーフレットを活用してネットトラブ

ル等の危険性や情報モラルについての授業におけ

る指導はもとより、家庭、地域と連携した指導の

充実に努めています。また、青少年センターにお

いては、子供たちのインターネット利用が家庭生

活の中にあることから、ネットトラブルに巻き込

まれないためのポイントなどを掲載した注意啓発

用チラシを全戸配布し、親子で守るべきルールや

大人の見守りの重要性を広く周知しております。

今後は、青少年を有害情報やアクセストラブルか

ら守るためのフィルタリング制度についてパンフ
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レットを作成し、保護者や地域で開催される安心

会議、各種協議会に情報提供してまいります。

次に、小項目３、ネット依存に対する児童向け

安全対策についてですが、ネット依存を防ぐため

にはインターネットやゲーム等の使用時間を制限

するなど家庭における親と子のルールづくりや友

達同士のルールづくりが重要となっています。ま

た、日常において生活習慣の乱れにつながらない

ように、大人がスマホやネット利用の様子をしっ

かりと把握し、子供たちの安全対策に努めなけれ

ばなりません。このため、学校においては情報機

器の正しい使い方や情報モラル教育の充実が求め

られており、市内全ての小中学校で授業の指導や

保護者、関係機関と連携し、携帯電話やスマート

フォンについての研修会等を実施しております。

具体的に小学校では、総合的な学習の時間におい

てインターネットや携帯電話の使い方を指導した

り、学級活動の時間においてネットトラブル等の

危険について指導しております。中学校では、こ

れらに加えて技術・家庭科の技術分野において著

作権や発信した情報に対する責任を知り、情報モ

ラルについて考えさせる指導をしております。ま

た、名寄警察署や名寄市消費生活センター、携帯

電話キャリア会社等との連携を図り、児童生徒や

保護者を対象としたネットトラブルの怖さやイン

ターネット上のルールなどを学ぶ研修会等を実施

しております。教育委員会といたしましては、今

後も青少年が情報機器についての正しい利活用と

的確な判断力を習得できるよう学校や地域、家庭

と連携を図りながらネット利用を含めた望ましい

生活習慣の定着に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の生活困窮者への支援について、初めに小項

目１の生活困窮者自立支援制度の現状について申

し上げます。

生活困窮者自立支援制度は、平成２７年４月よ

り必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付金

事業を実施、平成２８年４月からは任意事業の家

計相談支援事業、平成２９年４月からは同じく任

意事業の子供の学習支援事業を実施しております。

自立相談支援事業の新規相談件数は、平成２７年

度は７７件、平成２８年度では５９件、平成２９

年度についても平成２８年度とほぼ同数の相談件

数があるものと見込んでおります。相談内容は、

各年度にかかわらず、収入、債務などの金銭に関

する相談が多く、相談件数の約半数を占めており、

具体的には生活資金の貸し付けや債務の整理など

でありますが、相談を受ける中で生活が窮迫して

いるため生活保護が必要な場合には確実に生活保

護につないでおります。自立相談支援事業は、相

談を受け、課題を分析し、ニーズを把握して、ニ

ーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われる

よう自立支援計画を策定しますが、支援計画に基

づく支援については平成２７年度は３件、平成２

８年度は１０件、現在は１２件となっております。

また、相談者本人が自立支援制度に消極的である

場合などでも見守りが必要と判断された場合は、

支援計画策定前であっても支援を行っており、そ

れぞれ平成２７年度は４件、平成２８年度は７件、

現時点では９件となっております。このうち平成

２９年度で支援が終了する件数については、就労

による自立が２件、生活保護受給が１件、そのほ

か３件となっております。

計画相談支援事業は、自立相談支援事業と重複

するものも含み、平成２８年度では８件、平成３

０年２月末現在で１１件、このうち支援によって

収支のバランスを把握することができるようにな

り、平成３０年度に自立が見込まれている方が１

名おります。

子供の学習支援事業は、名寄市立大学と連携し、

学生ボランティアの確保や支援内容を協議しなが

ら進めております。対象者を生活保護世帯、就学

援助や児童扶養手当などの受給世帯の困り感を抱

える児童生徒とし、平成２９年７月に教育委員会
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の協力を得て市内の小中学校生がいる全世帯を対

象に学習支援事業の参加意志の有無を含むアンケ

ートを実施しました。また、その後もプライバシ

ーに配慮しながら、就学援助や児童扶養手当の通

知の際に学習支援事業の案内を同封し、対象世帯

への広報に努めているところですが、８月から２

月にかけて計１４回実施しましたが、４人、延べ

１５人の子供たちの参加となりました。今後は、

実施時期や時間、実施場所に考慮しながら、より

参加しやすい環境を提供していきたいと考えてお

ります。

次に、小項目２の生活困窮者への課題と対策に

ついて申し上げます。相談があっても本人に困り

感が少なく、支援を必要と感じていないことも多

く、特に相談が本人からではない場合は相談支援

事業の利用や自立支援計画の策定の同意を得るの

が困難なことがあります。将来的に生活が窮迫す

ることが見込まれると判断できる場合は、支援計

画策定前においてもつながりはとても重要である

ため、定期的な見守りが必要であると考えており

ます。また、生活相談支援センター以外の関係機

関から相談へつながった件数は平成２７年度から

現在まで５９件あり、３分の１が関係機関の連携

により支援につながっている状況がありますので、

今後とも支援が必要な潜在的対象者の方全てに制

度の情報を届けるためにも、定期的な広報活動の

ほかに市役所の各窓口や相談部署、民生委員児童

委員を初めとする関係機関との連携の強化が必要

と考えております。今後につきましても多くの市

民の皆様にこの制度を理解していただき、支援を

必要とする方を早期に支援できる体制を構築して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目４、

災害支援協定について申し上げます。

初めに、小項目１、災害協定の現状についてお

答え申し上げます。御質問の災害支援協定の現状

についてでございますが、当市において北海道及

び各市町村と災害時における北海道及び市町村相

互の応援に関する協定のほか、各機関、事業者等

と２４本の協定を締結しており、全体で計４９の

組織及び団体と協定を締結している状況となって

おります。協定の内容としましては、災害等の発

生時に必要な応急対応や復旧活動から被災者や避

難者に対する物資の調達や供給、燃料供給、救援

輸送、非常事態等における緊急放送、自治体相互

の援助協定などさまざまな内容の協定を締結して

おります。また、名寄市災害時における相互支援

に関する条例に基づく支援では、東京都杉並区ほ

か９自治体で構成する自治体スクラム支援会議が

あり、杉並区、南相馬との協定のほか、同会議を

構成する基礎自治体が被災した場合を想定して、

被災自治体の受援及び基礎自治体の支援が相互に

円滑に行われるよう連絡体制の訓練なども行って

きているところです。災害時における対応につき

ましては、応急対応や復旧対応、被災者や避難者

への対応などさまざまな観点で迅速な判断と対応

が求められますので、平常時から協定している団

体との連携を確認し、防災、減災に向けて取り組

みを進めてまいりたいと考えております。また、

今後も新たな団体との災害協定のお話などがあれ

ば、地域におけるリスクを考慮した連携に取り組

んでまいります。

続きまして、小項目２、避難所、医療機関との

災害支援協定についてお答え申し上げます。避難

所と医療機関での自動販売機による飲料の供給に

ついてでございますが、議員も御承知のとおり飲

料水の提供等に係る協定につきましては、通常の

物資供給のほかに民間事業者による災害対応型自

動販売機の設置協定を締結しており、この自動販

売機については平常時には自動販売機の電光掲示

板を活用したＰＲを行えるほか、災害時には自動

販売機の中の飲料を無料で提供いただくことが可

能となっております。現在名寄庁舎、風連庁舎の

ほか市内３カ所に設置され、設置場所につきまし
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ては協定当時に市と相手先で協議して決めている

ものであります。

御質問の各避難所への設置につきましては、協

定先での設置となり、事業者の負担なども生じる

こととなりますので、新設することは難しいと考

えていますが、現在設置している自動販売機の災

害対応型への入れかえにつきましては協議によっ

ては可能性があると考えております。いずれにし

ましても、事業者での負担を伴うものでございま

すので、難しいかもしれませんが、議員のおっし

ゃるとおり各避難所など多くの場所に設置ができ

れば万が一被災した場合にも飲料の供給体制が強

化されますので、今後災害型対応への入れかえに

ついて協議を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

まず、小学校の心肺蘇生またはＡＥＤの普及と

いうことで、名寄としては全小中学校に設置をさ

れているというふうに答弁をいただきまして、大

分安心しております。先生のほうもある程度講習

を受けて、ＡＥＤ等々心肺蘇生はできるような状

況になっているということでよろしいのでしょう

か。その中で、小学校５年生が３０％、そして中

１で５０、高１で８０％ぐらい。全国ですか、こ

れは。進められているという部分みたいですけれ

ども、名寄は２７年で４ ５％、小学校ですか。

中学校で７ ５％だった……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 全国で。名寄自体は

……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 小中学校で行われて

いるのですね。それで、行われているのはいいと

思うのですけれども、私も救急救命の講習、何回

も受けて心肺蘇生、そしてＡＥＤ操作はある程度

もうできます、２年に１度やっていますので。し

かし、ＤＶＤで見たり、ただやっている人のを見

たってきっと緊急時にはできないと思います。先

ほど小学校には大人を呼べというふうに言ってい

ましたけれども、私は本当に２６年に小学校の女

の子が亡くなったときを考えると、先生もＡＥＤ

できなかった。そして、心肺蘇生もできなかった

という中においたら、やはりそれではちょっと厳

しいのではないかなと思うのです。先生だけでき

ればいいのだよというのなら、それで先生呼んで

くるのに１０分かかったらその人はアウトなので

す、脳にまで酸素が行かなくて。そこまでの状態

になってしまう中で、もうちょっと具体的に、先

生はできます。小学校５年生からこれ進められて

いるのですよね。５年生も今やられているという

形、名寄小学校で言われたのですけれども、これ

全校、小学校、ほかの市町村では亡くなられたこ

とによって教育委員会、そして各学校も含めて連

携して、小学校５年生になって、中学校２年生に

なったときに、その学校で必ずＡＥＤの訓練と、

そして心肺蘇生ができる講習を受けているそうな

のです。それは、学校だけではなく、もし自分が

家に帰って母親が、お父さんがそうなったときに

すぐお父さん、お母さんも助けられるようにとい

うふうに進められているみたいなのです、その市

では。私はそこまでやることはないと思うのだけ

れども、小学校の５年生なって、中学校１年生に

なったら、この心肺蘇生、ＡＥＤ、先ほど言った

ように学習指導要領では来年ぐらいから入れなけ

ればなと書いてあるのですけれども、しっかりと

それを推進していくというのが大事かなと思うの

ですけれども、その点いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、ＡＥＤ講習を受けていても不測の事態に

なった場合、いかに受けていてもなかなか大人で

も対応するのは難しいというのは現実のことだと

思います。ただ、講習を継続してやっていくこと

が大事だと思っていますので、今後も引き続き対
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応していきたいと思っております。

先ほどちょっと述べました３２年からの実施さ

れる学習指導要領の体育の解説の中では、小学生、

心肺蘇生法については直接触れてはいけませんが

ということになっていて、ただけがの状態なんか

を見きわめて、すぐ近くの、学校でいえば先生、

大人に知らせて処置をしてもらうような、そうい

った迅速な対応をしなさいという指導をしている

わけです。小学校５、６年、高学年の方がＡＥＤ

を実際に使ってやるのかどうかという、すごく危

険性もありますし、もしそのことによって倒れた

方に何かあった場合に子供に精神的な影響もいろ

いろ想定されることから、やっぱり速やかに大人

の方を呼んで対応するのが一番望ましいのかなと

いうふうに思っています。先ほど申し上げました

とおり、学校においては職員室であったり、体育

館の廊下とか、すぐ持ち運び、出せるような場所

に置いてあるという状況がありますので、そうい

った指導を徹底していきたいというふうに今考え

ているので、御理解をお願いしたいというふうに

思っています。

中学校においては、そういった学校でのそうい

う中でも触れることになっていますので、きちん

と認識、それは当然大人に向かって、社会にあっ

てもそういった教育を受けることによって対応で

きるようになっていくようになりますので、しっ

かりした学習をしていきながら、将来にわたって

そういった対応をできる、応急処置、手当ても含

めてできるような大人に育っていくように今後と

も教育を進めていきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） お願いいたします。

本当に学校の中で２時間の講習を入れるというの

は大変厳しいというのはわかります。非常にわか

るのですけれども、突発的な部分が出たときにど

う対応できるかというのは、私はその子たちが大

人になったときに、そういう人たちを見たときに

どう対応しているかという人間教育にもかかわっ

てくるのかなというふうに思いますし、もしそう

いう部分がとれるのであればぜひ進めていただき

たいというふうに思います。

小学校では、安全教育副読本という中で「命を

守る心肺蘇生・ＡＥＤ」というのが出ているとい

うふうな部分で見たのですけれども、名寄のほう

にはこういうもの、副読本というのは来ているの

でしょうか、小学校。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 大変申しわけありま

せん。ちょっと今把握できておりませんので、ま

た調べてみたいというふうに思います。申しわけ

ありません。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いいた

します。

次、小学校５年生または中学校１年生になりま

したら、この心肺蘇生法をしっかり子供たちがで

きる体制つくり上げていただくことをお願いいた

します。

次に、青少年のインターネット依存についてを

お聞きしたいというふうに思います。先ほど名寄

は全国よりも低く、約２８％、小学校で。中学校

で５４％で、全国よりも若干低いという状況です

けれども、低くてもこの部分というのは大変厳し

いかなという部分があると思います。私はもうガ

ラケーの携帯しか持っていませんので、やれない

のですけれども、うちの孫の話しして悪いのです

けれども、５歳の孫が母親のスマートフォンをと

って、こうやって開いてゲームする姿を見ると、

どこの子供もそうなのです。お母さんの携帯をと

って、こうやってもうやってしまうのです。すご

いなと。すごくはないのですけれども、高校生、

小学生、中学生も皆さんやっぱりどこに座ってい

てもスマートフォンをこうやってずっと見ている

状況があるのです。そして、先ほど言ったように

５時間以上やられている方が２６％、全国でです



－123－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

よ、最新の内閣府の調査のもので。４分の１がも

う５時間以上、きっと８時から４時ぐらいまで学

校に行って、クラブ１時間か２時間やって、家に

帰って５時間といったら１２時ぐらいまでもうス

マートフォンをやっているのかなという状況の中

で暮らしていて、やはり一番重要なのが先ほどル

ールをつくったり、親がある程度見てあげるとい

うのも大事なのですけれども、もうちょっと学校

のＰＴＡ総会だとか、クラスの参観日だとか、そ

んな中で具体的な方策というのはできないのでし

ょうか。今ある程度やられているというのは、紙

を配布しているというのはお聞きしましたけれど

も、具体的にもう少し踏み込んだ部分というのは、

それとあと今小学校のほうで教室である程度の指

導をしていると言ったのですけれども、具体的に

どのような指導をされているのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁もいたし

ましたけれども、使用時間が２時間以内、少ない

ほうがいいということで、２時間以内でいきます

と中学生は減少傾向にあるけれども、小学生が逆

に増加しているという状況はちょっと報告させて

いただきました。やっぱり一定の家庭のルールを

つくって、保護者がきちんと子供との話し合いの

中で時間をきちんと設定して使うというのが大事

だと思っていますので、今議員からおっしゃられ

たとおり、保護者にどう理解してもらうかという

のが重要な課題だというふうに思っております。

この間もこれに限ったわけではありませんけれど

も、やっぱり家庭での生活習慣をしっかり身につ

ける。それは御飯の部分も含めて、いろんな面で

そういったことはリーフを使いながらお話をして

いますけれども、また携帯電話ではこれまではネ

ットトラブルの関係については随分お知らせをし

てきて、ある面依存の関係についてはちょっと弱

かった部分がありますので、今後新年度から保護

者会とかいろいろありますので、その中でしっか

りルールづくりで、やっぱり適正な時間での使用

をして、そのことが体にどういう影響を与えて、

どんな影響が出るということをきちんと認識して

もらいながらしていきたいというふうに思ってお

ります。

子供の指導につきましてもやっぱりそういった

体に対する影響であったり、使い方を間違うと危

険なことに遭うとか、そういったことをいろんな

時間をとれる範囲の中で指導しているという状況

にあります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

名寄の小学校だとか中学校の生徒は、いじめに

遭ったりだとか世間の嫌なことがあってインター

ネットに走ったのではなくて、きっとゲームだと

か友達とのコミュニケーション含めた部分ですか

ら、ある程度いいと思うのですけれども、５時間

やられている人だとかという部分を見ると、大変

な治療をしなければいけないという部分があると。

インターネット依存症は、ことし２０１８年に国

際疾病分類のＩＣＤに入るのです。がんだとか、

いろんな部分の病気の種類に入ってしまう部分に

なるそうなのです。それで、やはりその対策とい

うのは一応必要かなと思いますし、先ほど言った

生活習慣病または学習の環境の悪影響があったり

するというのを懸念する中であり、親、そして教

師で、それを生徒も含めての指導をしっかりお願

い申し上げ、このインターネットの部分はほかの

野田議員、川村議員にお任せをしたいというふう

に思います。

次に、生活困窮への支援についてなのですけれ

ども、先ほどいろんな御支援答弁をいただきまし

た。２７年に７７件、そして２８年が５９、こと

しも５９でないかというふうに言われております。

減ってはいますけれども、そんなに数は減ってい

ないかなというふうに、まだまだ生活困窮されて

困っている方がおられると思うのです。私なぜこ
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れきょうこの質問を出させていただいたのかとい

うと、何週間前かにあることを女の方に言われま

した。相手は私のこと知っているのですけれども、

私は全然全く知らない人でした。１月に、私介護

の仕事をしておりますと。そして、インフルエン

ザにかかってしまいましたと。私が治ったら、次

子供がインフルエンザになってしまって、１カ月

働けませんでしたと。私介護職なのですけれども、

月給でなくて日勤で、１月給料ゼロでしたという

お話をされました。そして、ゼロで２月、もうき

つきつやっているのですと。そして、本当こんな

生活をしなければいけないのかという思いで私に

言うのです。何とかそういう方でも名寄市はこう

いう政策があってこういう生活できるのだよとい

うのをつくってくださいと。そして、ずっと悩ん

だのです。市役所も頑張って、広報や何かに年２

回ぐらい出ていますし、こういうチラシも配布し

ていただいていますし、社協でもカラフルなもの

が出ています。ただ、宣伝はやっているのですけ

れども、なかなかやっぱり市民の皆さんがわかっ

ていないなということで、私きょうこれをやらせ

ていただいて、市民の方がわかってもう行ける状

況にしてあげたいということで質問させていただ

いています。そして、本当にもう電話がわかって

名前がわかればすぐ生活支援金ですか、名寄市で

出せる３万円。そして、北海道では１０万円ぐら

い、その世帯によっては変わって出せるのですけ

れども、それがありますよと教えてあげたのに、

本当私ってばかだな、頭悪いなと思って今いるの

です。私たちもそうですし、市もそうですし、や

はりこういう自立支援があって、いつでも市民の

方が困っていて行ける体制があれば一番いいなと

いうことで、きょうは質問させていただいていま

す。

そして、先ほど田邊部長、５９名の方が自立支

援の相談に来られたのです。ここの中で生活保護

まで行かれた方というのは何名。１２名と言いま

したか。２名なのですか。１２名なのですか。そ

して、生活保護に行かれた方はどういう内容の部

分でそちらまでに行ったのか、ちょっと教えてい

ただきたいというふうに、金銭面が多いというふ

うな判断なのですけれども。

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） 自立相談支援事

業から生活保護へつながった件数でございますけ

れども、平成２７年度はこれが事業始まった当初

でございますが、７名、それから２８年度が４名、

それから平成２９年度はことしの２月までで２名

ということで、いずれも相談を受けた中で生活が

窮迫しているということで、生活保護のほうにつ

なげさせていただきました。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

この生活保護、生活困窮者支援制度があって、

私も今なかなか、その今回相談された方も私は親

に生活保護なんて絶対受けるなよと言われて自分

は生活しています、だから行けなかった、そうい

う思いで生きていますという人なのです。だから、

私は生活保護でなくこっちの社協のほうの生活困

窮者自立支援で相談してみてくださいと言いまし

た。でも、市民の方々はなかなかそういう思いさ

れている方がいるので、生活保護のほうに来たら

あの人生活保護のところで何か相談していたよな

んて言われたら、何かあったのかなという心配も、

心配というか、変に見られたら嫌だという人もい

ますし、私はそこら辺の部分ではないかなという

ふうにその方のことを思ったのです。だから、や

はりいつでも、この生活困窮者支援ので見たらど

んなときでも来てくださいと書いてあるのです。

来れない場合は私が行きますと、そして自立に向

けた相談をさせていただきますよというのがこの

生活困窮者支援制度だと思いますので、もうちょ

っと、努力はすごくしていただいていると思いま

す。もう一歩先に足を進めていただいて、市民の

方々全員にこういう部分があるのだよというのを

ＰＲをぜひお願い申し上げます。以上です。
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最後に、災害支援協定の部分であります。本当

そのところ、ところがやはり負担しなければいけ

ない部分の自動販売機の設置でありますから、な

かなか難しい部分はありますけれども、ぜひ中村

総務部長の力でこの災害が起きたときに市民の皆

さんが安心できる避難施設をつくっていただきた

いなと思います。総務省消防庁から第２２回防災

まちづくり大賞、これすごいことです。これ市長

が受けたのでなくて中村総務部長が受けたと同じ

なのです、総務省ですから。そこをやっぱり考え

ていただいて、避難所にしっかりと中村総務部長

の思いを設置をしていただきたいことをお願いし

て、何か意見があればお答えを聞いて、終わりた

いというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

除排雪のあり方について外２件を、野田三樹也

議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問させて

いただきます。

初めに、大項目１の除排雪のあり方について２

点質問いたします。１点目に、今シーズンにおけ

る除排雪の実施状況についてです。今シーズンの

降雪量は去年よりも多いものの、平年比ではほぼ

平年並みと見ておりましたが、１２月と１月が多

くなっていたのに伴い除雪出動回数は昨年度より

も多くなっており、特に交差点排雪の箇所がふえ

ている状況になっておりますが、ことしの除排雪

の実施状況についてお知らせください。

２点目にレンタル＆ゴー事業についてです。こ

の事業は、各町内会が行う除排雪に対して名寄市

が重機を無償で貸し出す新事業で、ことしの２月

に１つの町内会が作業を実施されましたが、実施

成果についてお知らせください。

次に、大項目２の教育行政について２点質問い

たします。１点目に、２０２０年度の英語教育導

入についてです。２０年度から本格的に導入され

る新学習指導要領では、英語が小学校高学年の正

式教科になり、一方では外国語活動は３、４年生

に導入されることになっておりますが、小学校の

現職教員の多くは教職課程で英語の指導方法を学

んでいないなど、教員の多くは不安を抱えており、

道教委では２０１４年度から道内全ての小学校で

英語指導を中心的に担う教員の育成を５カ年計画

で進めておりますが、それと同時に導入に当たっ

て保護者に対しても理解をしてもらうことが必要

だと考えておりますが、本市としての考えをお聞

かせください。

２点目に、児童生徒に対する情報モラル教育に

ついてです。現在においては、インターネットが

普及しており、多くの児童生徒が携帯電話を持ち、

利用している状況になっておりますが、近年では

インターネットトラブルが多発し、犯罪に巻き込

まれるなどの事案が発生しており、特にインター

ネット上でのいじめも多発しておりますが、児童

生徒をインターネット上でのトラブルから守るた

めにも本市としての取り組みについてお知らせく

ださい。

次に、大項目３の名寄市における定住促進につ

いて３点質問します。１点目に、人口流出の現状

と今後の取り組みについてです。現在においても

就職や転勤、そのほかにも高齢になりひとり暮ら

しも大変なので、地方に住んでいる子供のところ

に行くなどの理由により人口流出が続いておりま

すが、本市における人口流出の現状と流出を防ぐ

ための取り組みについてお知らせください。

２点目に、若者に対する定住についてです。現

在においても地元で自分のやりたい職種がない、

都会に行き自分の夢をかなえたいなどを理由に地

元を離れる傾向が続いておりますが、少しでも多

くの若者に定住をしてもらうためにも若者に対し

ての就職支援や魅力のあるまちづくりは必要不可

欠だと考えておりますが、本市としての考え方に

ついてお知らせください。



－126－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

３点目に、名寄市立大学との連携についてです。

本市には大学があり、人口流出を防ぐためにも学

生の卒業後の地元就職の支援や地元住民とのかか

わりを持ち、本市の魅力を感じてもらい定住につ

なげていくことも必要不可欠だと考えております

が、大学との連携についての本市の考えをお聞か

せください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 野田議員からは、

大きな項目で３点御質問いただきました。大項目

１については私から、大項目２については教育部

長から、大項目の３、小項目１については企画担

当参事監から、小項目２については営業戦略室長

から、小項目３については大学事務局長からそれ

ぞれ答弁を申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、除排雪のあり方について、

小項目１、今シーズンにおける除排雪の実施状況

について及び小項目２、レンタル＆ゴー事業につ

いてを関連がございますので、一括で申し上げさ

せていただきます。本年度の除排雪事業につきま

しては、いかなる状況にも即座に対応できるよう

約２週間契約を早め、１０月１７日から事業を開

始したところです。前年度は、１１月に降雪量が

２００センチを超えましたが、３月までの累積降

雪量では６５４センチと近年の中では大変雪の少

ない年でありました。本年度は、１０月から１１

月にかけては降雪はあったものの、穏やかな天候

に恵まれた期間となりましたが、１２月から２月

にかけては急速に発達した低気圧や強い寒気の影

響を受け、２月末の累積降雪量は前年度同月の５

９４センチを大きく上回り、既に７０９センチと

なっており、比較では２割ふえている状況でござ

います。最大積雪深では１４０センチ、前年度同

月比９７センチでございまして、４割増しの積雪

に、平年値の８６センチと比較いたしましても６

割増の深さとなってございます。生活道路排雪に

おきましては、名寄地区では昨年より２日早め、

１月４日からスタートをし、２月１０日に終了し

ています。また、風連地区では６日早め、１月１

２日からスタートし、１月２９日に終了したとこ

ろであり、前年度同様の日程で無事終了していま

す。幹線道路排雪では、委託業者により３回程度

排雪を行うなど雪の多い年ではございますが、計

画的に排雪作業を行ってきたところです。しかし、

前年度と比較しますと名寄、風連両地区での除雪

出動回数は約１０日ほどと多くなっており、市民

にとっては毎朝の雪はねが続き、不安が募る年で

あったと感じているところです。

今シーズンについては、通常の除排雪委託業務

のほかに道路センター職員による直営班の作業に

より、本年度導入しました排雪ダンプや除雪グレ

ーダー、北海道から購入しました小型ロータリー

車などにより機動力と機械力が上昇したことに伴

い、前年度２１０カ所だった交差点のカット排雪

箇所が本年度では委託業者で３３１カ所、直営班

では１４４カ所と降雪、積雪が多かった割には数

多く実施できたところです。また、委託による排

雪の作業完了後も直営班により生活道路の積み込

み排雪を進めてまいりましたし、狭い場所につい

ては小型ロータリー車で道路幅員の拡幅作業を行

い、市民の安全、安心な道路空間の確保や生活空

間の快適度向上に努めてまいりました。引き続き

残る期間しっかりと除排雪事業の推進を図ってま

いります。

また、本年度新規施策であるレンタル＆ゴー事

業につきましては、複数の町内会から興味、関心

を寄せられたところですが、本年度は旭栄区町内

会での実施となり、報道等にもありましたとおり

２月に１回目を終了したところです。成果といた

しましては、町内会のタイミングで実施できるこ

とや間口や道路拡幅など町内会の希望に沿うこと

ができるといったメリットはあるものの、運転手

の確保や作業運転にふなれで運用に支障が出るな
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ど課題も見えてきております。３年間のモデル事

業として本年度は初年度となるため、今後におき

ましては実施町内会から総括的な御意見を賜り、

しっかりと検証した上で次年度の事業へ生かし、

利用しやすい事業としてまいりたいと考えている

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えいたします。

初めに、小項目１、２０２０年度の英語教育の

導入についてですが、平成２０年に改正された現

行の学習指導要領では小学校において外国語活動

を新設したり、中学校の外国語の授業時数や指導

する語数をふやすなどして外国語を通じて言語や

文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケー

ションをとろうとする態度の育成に努めてきまし

た。しかし、学習指導要領改訂に向けた中央教育

審議会教育課程企画特別部会などにおいて小学校

５、６年生外国語活動については外国語を使った

音声中心の活動が中学校進学後の外国語の学習に

生かされていない状況があること、また中学校に

おいては国語と英語の音声の違いや英語の発音と

つづりの関係を理解することが不十分であること

などの課題が指摘されました。このようなことか

ら、平成３２年度から実施されます新学習指導要

領におきましては、小学校３、４年生から聞く、

話すを中心とした外国語になれ親しむ外国語活動

を年３５時間、５、６年生は聞く、話す、書く、

読むの４技能を総合的、系統的に扱う教科、外国

語を年７０時間行うこと、中学校においてはより

具体的で身近な話題についての表現や簡単な情報

交換ができるコミュニケーション能力を養うため

の学習活動を重視することなどの改善が図られま

した。その後文部科学省においては、平成２９年

７月通知「小学校及び中学校の学習指導要領等に

関する移行措置並びに移行期間中における学習指

導等について」において、移行期間であります平

成３０年度、３１年度について最低限小学校３、

４年生の外国語活動を１５時間、５、６年生の外

国語を５０時間確保することが示されました。

本市においては、文部科学省が示した移行期間

における時数を踏まえつつ、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会の教育研究の充実に関す

る研究グループが中心となって、移行期間におけ

る授業時数や時間割りの編成などについて検討し

てきました。その結果、本市の小学校においては

中学校や高学年との接続に十分配慮することが重

要と考え、日課を見直したり、朝や放課後の時間

を有効に活用するなどして平成３０年度から３５

時間の３、４年生の外国語活動、７０時間の５、

６年生の外国語の授業時数を確保し、先行実施す

ることにいたしました。

このような学習指導要領の改訂に伴う外国語活

動、外国語の改善については、保護者、地域の方

にも理解を深めていただくことが重要なことから、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の

充実に関する研究グループが中心となって保護者

向けのリーフレット「次期学習指導要領の改訂に

伴う外国語活動及び外国語科（英語）について」

を作成し、配布しました。リーフレットには、学

習内容やテストの有無、通知表の評価の仕方など

についてＱアンドＡ形式で記載されています。新

年度においても参観日の懇談や家庭訪問で説明す

るなどして保護者の理解が得られるよう活用して

まいります。今後教育委員会といたしましては、

各学校における英語教育の充実を図るため外国語

活動や外国語に関する児童用冊子や教師用指導書、

デジタル教材などが効果的に活用されるよう名寄

市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充実

に関する研究グループが中心となって、年間指導

計画や時間割り編成の改善、アクティビティーの

研究等を推進してまいります。

次に、小項目２、児童生徒に対する情報モラル

教育についてですが、近年のスマートフォン等の

急速な普及は高い利便性をもたらす一方、児童生
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徒がネット詐欺や不正請求、出会い系サイト等に

起因した犯罪被害に遭うことなどインターネット

上のさまざまなサービスに係る問題を生み出して

おります。本市におきましては、名寄市小中学校

生徒指導連絡協議会が平成２８年６月に小学５、

６年生以上の児童生徒を対象に行った携帯、ネッ

トに関するアンケート調査結果から、自分専用の

携帯電話やスマートフォンなどの端末を所有して

いる割合が小学生で２８％、中学生で５４％とい

う現状にあります。また、携帯電話などでトラブ

ルや困ったこと、心配なことがあるとの回答が小

学生で９％、中学生で２％報告されました。その

内容は、ワンクリック詐欺に遭いそうになった、

無言電話、悪口を書かれたなどでした。

このような現状を踏まえると、児童生徒一人一

人に発達段階に応じた情報モラルを身につけさせ

るとともに、子供たちがネットトラブルに巻き込

まれないように保護者や周囲の大人が正しい情報

を持ち、守るべきルールについて親子で話し合う

ことも必要であります。このため学校においては、

授業における指導はもとより、関係機関や家庭、

地域と連携し、発達段階に応じた情報モラルを取

り扱った指導を行っております。小学校では、総

合的な学習の時間においてインターネットや携帯

電話の使い方を指導したり、学級活動の時間にお

いてネットトラブル等の危険について指導してお

ります。中学校では、これらに加えて技術・家庭

科の技術分野において著作権や発信した情報に対

する責任を知り、情報モラルについて考えさせる

指導をしております。また、名寄警察署や名寄市

消費生活センター、携帯電話キャリア会社等と連

携を図り、児童生徒や保護者を対象としたネット

トラブルの怖さやインターネット使用上のルール

などを学ぶ講演会を実施しております。

一方、青少年センターでは、地域で開催される

安心会議や各種協議会において市内におけるフィ

ルタリングサービスの現状等の情報を提供し、課

題意識の共有化を図っております。さらに、家庭

での話し合いを促すために、児童生徒がネットト

ラブルに巻き込まれないためのポイントなどを掲

載した啓発用のリーフレットを全市全戸に配布し

ております。教育委員会といたしましては、今後

とも学校や地域、家庭と連携を図りながら児童生

徒が情報機器の正しい利活用と情報に対する的確

な判断力を身につけ、安心、安全な環境のもと成

長できるよう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の３

番、名寄市における定住促進について、小項目の

１、人口流出の現状と今後の取り組みについて答

弁いたします。

本市における人口流出の現状としましては、平

成１９年度から２８年度までの１０年間の転出数

の平均としまして１年当たり約 ７００人程度の

転出となっており、転入者数との差し引きであり

ます社会減の平均としましては毎年２００人強の

転出超過となっております。転出の理由といたし

ましては、若年層においては進学や就職、現役世

代の転職、転勤、また高齢者においては施設の入

所や親族を頼っての転出などさまざまな原因とな

っております。こういった状況に対応するため、

平成２７年１０月に名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定し、産業振興や雇用の場の創出、

観光施策やスポーツ合宿、大会の誘致を通じた交

流人口の拡大、子育て家庭への支援、高齢者が活

躍できる環境づくり、自治体間の連携、大学を生

かしたまちづくりと大学生の地元定着に向けた取

り組みなど施策を推進することで、将来にわたっ

て自律的で持続的な地域社会を創生していくこと

としております。

以上、私からの答弁となります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、小項目２の若者に対する定住について申し

上げます。
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先日市内の高等学校におきましても卒業式が行

われましたが、ハローワークなよろ管内のことし

の春の新規学校卒業者は６１３人で、そのうち就

職を希望していた者は１月末現在でありますが、

１５７人となっており、就職希望者以外の多くは

進学等でこの地域を離れていきます。また、就職

希望の１５７人においても管内での就職希望者は

８０人で、半数近くはこの地域を離れることを希

望している状況があります。同じく１月末現在の

名寄市を就業地とした内定状況につきましては２

８人となっており、本市での求人数が１００人あ

る中では希望職種や労働環境のミスマッチが生ま

れている状況がうかがえるところであります。

本市では、就職支援として就職への心構えと地

元の企業を知ってもらうための高等学校卒業者向

けの企業説明会や企業見学会を士別市、ハローワ

ーク、上川教育局、上川総合振興局等と連携し、

実施しております。今年度も企業説明会は参加企

業４５社のもと学生が１０２名の参加、企業見学

会は地域企業３社を２６名の学生がそれぞれ７月

と８月に実施してきております。今後もこのよう

な支援を実施するとともに、都市部との労働環境

の差を縮めていけるよう事業所に対しましても協

力をお願いしていきながら、若年層の定着に向け

た取り組みを進めてまいります。

また、進学等で地域を離れた方にも就職活動の

選択肢として地元企業の紹介ができるよう市内商

工団体と連携しながらシステムづくりを行ってま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３、名寄市における定住促進についてのう

ちの小項目の３、名寄市立大学との連携について

申し上げます。

大学としての取り組みは、名寄公共職業安定所、

経済部営業戦略室と大学キャリア支援センターの

３者で名寄市立大学人材定着推進会議を設置し、

名寄市立大学の学生に対し市内への就業及び定着

に向けた取り組みを進めております。あわせて卒

業生が本市に定着することを推進するため、名寄

市立大学地元定着化推進事業を平成２８年度から

実施をしており、平成２８年度の卒業生は地元就

業支度金助成事業、奨学金返還支援事業に延べ２

９人が該当し、２４人が本市に就業しております。

なお、今年度の卒業生は現在のところ８名が市

内の事業所等に就職する見込みです。

人材定着推進会議では、市内事業所の企業説明

会を大学内で開催し、学生の進路選択肢として市

内事業所に目を向けさせる機会を提供しており、

今後も事業所の協力を得ながら継続をしていくこ

ととしておりますので、御理解をお願いしたいと

思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ御答弁いた

だきまして、ありがとうございました。それでは、

再質問に入らさせていただきたいと思います。

まず初めに、今シーズンにおける除排雪の実施

状況についてですけれども、今シーズンの排雪は

昨年より雪が多く、特に交差点の雪山が高くなり、

市民からは交差点排雪の基準はどのように判断を

して行っているのかなどの声を聞かせていただき

ました。先ほどの答弁の中にも今回委託による交

差点排雪、直営班による交差点排雪がかなり今シ

ーズンはふえているということで、その分だけ市

民も非常に不安なところもあるのかなと思って聞

かさせていただいたところなのですけれども、そ

の判断基準というのはどのような形になっている

のか、どのように実施しているのか、改めてちょ

っとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） ただいま交差点

のカット排雪の関係で再質問いただきました。こ

こで、大変申しわけないのですが、先ほどの私答

弁させていただいた中で１カ所数値の間違いがご
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ざいましたので、ちょっとこの場で訂正お願い申

し上げたいと思います。

先ほど野田議員より交差点カット排雪の箇所数

の御質問をいただきました。私直営班での排雪箇

所１４４カ所と申し上げましたけれども、１１４

カ所ということでございますので、御訂正よろし

くお願いをします。多く申し上げてしまいました。

大変申しわけございません。

それでは、再質問いただきました件で、交差点

における排雪の基準のお尋ねを頂戴いたしました。

除排雪の中で、御承知のように早朝まで約１０セ

ンチ程度の降雪があった場合、除雪作業かかると

いうのはこれもう既に皆様御承知のとおりの体制

をとって、市内一斉に作業にかかれるという体制

をとってございます。そういった同じような基準

といいますか、数値化したものということになる

かというふうに思いますけれども、なかなか交差

点におきましてはそれぞれの交差点の状況、幅員、

またその交差点、道路等の交通量、また学校が近

ければ通学路とその年の降雪によりまして、また

幹線道路の排雪時期などによりまして状況につい

ては本当にまちまちの事態がございまして、全体

的な機械も含めて一斉に交差点対策というのはで

きないというのが現状でございまして、私どもパ

トロール体制の中や地域の皆様からあそこの交差

点ちょっと危なくなりそうだなといった情報など

も頂戴した中から、当然現地等の確認を重ねなが

ら適宜判断をさせていただきながら対応をさせて

いただいているところでございます。繰り返しに

なるのですけれども、数多い交差点の対応でござ

いますので、できるだけ効率よく、順序よくとい

いますか、いった中での努力をしながらさせてい

ただきたいというふうに考えてございますので、

とりわけ委託をしながら業者の方々の委託業務、

そしてお話ございました直営班の作業で相当努力

をさせていただいているつもりでございますけれ

ども、決していかなるシーズンであっても十分な

ものというのはなかなか難しいかと思いますけれ

ども、常にそのことは肝に銘じながら作業に当た

りたいなというふうに思ってございますので、そ

の旨御理解いただければと思ってございます。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。数値的に何センチとか、そういった基準は

ないということで、車の通り、歩行者の通りが多

い場所だとか、通学路だとか、あと市民から情報

を得たり、パトロールを経たりして、排雪する関

係なども通じてそういった判断で行っているとい

うことなので、その点については私も理解をした

いと思います。今後もそういった判断基準が非常

に大切になってくると思うのですけれども、何せ

かんせ自然相手の作業となると思いますので、市

民が安心して冬期間を過ごせるように今後も取り

組んでいただくことをお願いしたいと思います。

そのほかにもことしという言い方は変なのです

けれども、以前からもやられていたと思うのです

けれども、直営班ですか、特に今シーズンにおき

ましては砂まきの散布車導入に伴い４トンダンプ

トラックがあいたのと、あと小型ロータリー車を

導入したということで機動力が非常に上がったと

思うのですけれども、私もその機動力を目の当た

りにしてすごく成果が出ているのではないのかな

と感じ取ったところなのですけれども、今シーズ

ンは特に。直営班による除排雪の成果について、

ちょっと改めてお知らせいただきたいなと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 改めて道路セン

ターの直営班、直営班という名称正式なものでは

ないのですが、私ども業務の中で通常そのような

言い方をさせていただいてございます。職員体制

５名で現在作業に係ってございまして、夏冬問わ

ずということなのですが、夏であれば道路の維持

管理や補修作業などに当たってございまして、と

りわけ即時にといいますか、緊急性の高い作業等
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について常に対応する作業をさせていただいてい

るところでございます。とりわけ今シーズンの冬

の作業につきましては、今野田議員からお話ござ

いましたとおり大変小型ロータリー車を中心とい

たしまして機械力アップして、複数班の体制を組

むことができました。そういった中で、これ私ど

もも改めて認識したのですが、小型ロータリーと

いうとどうしても歩道の除雪ということがいつも

もう頭にあったのですが、それぞれ職場の中で知

恵を出していただいて、時には道路の幅員の確保

のためのカット排雪に走るだとか、そういった臨

機応変な対応というか、活用方法、そして天候に

応じて通常の委託業務でなかなか手の回らないと

いうか、作業の後のフォローといいますか、そう

いったところも含めて、何とかこれまでも私ども

も努力をしてきたつもりだったのですが、今シー

ズンさらに手をかけることができたというところ

で、今回今年度取り組んだ中でしっかりと今シー

ズンの成果もあるでしょうし、課題もあるかとい

うふうに思ってございますので、通常の委託業務

との間での臨機応変な作業の内容、そしてさらに

どういったところに重点を置くべきか、さらにそ

ういったどういったところに改良を加えるべきか

ということは今後しっかりと考えていきたいとい

うふうに思っていますし、市民の皆様からも時に

はもう緊急で頼むといったような事態もあったと

きも少なからず対応できた部分もあったかなとい

うふうに思ってございますので、さらに努めてま

いりたいなと思ってございますので、御理解いた

だきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。本当に私自身も直営班の機動力というのは

非常に重要だなと実感しましたので、これからも

直営班による緊急対応が最大限に発揮できるよう

に取り組んでいただくことをお願いしたいと思い

ます。

そして、次に移らせていただきたいと思うので

すけれども、レンタル＆ゴー事業についてなので

すけれども、ことしから３年間のモデル事業とし

て取り組んでいかれると思うのですけれども、こ

としが初年度ということもあり、今回１回目実施

されたわけなのですけれども、実施された中で町

内会の意見を参考にして、町内会で利用しやすい

事業として進めていく事業だとは考えているので

すけれども、改めて今後の進め方についてお知ら

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今野田議員から

御指摘ございましたとおり、今シーズンモデル事

業としての初年度ということで、１町内会が２月

に取り組みをしていただいて、できればこの３月

にももう一回というようなお話がございまして、

しっかりとした総括的なものというのはこの後に

なるのかなというふうには思ってございますけれ

ども、後日今回取り組んでいただいた町内会から

の御意見、御指摘などもしっかりいただいて、次

年度につなげていけるよう、よりよいものにして

いきたいなというふうに考えてございます。

今時点で町内会の方々の声としては、手なれた

運転手の確保、この部分がやっぱり課題だなとい

うふうに言われておりますので、しっかり検証し

てまいりたいと思いますし、私ども担当が町内会

の方々からいろいろお伺いしている中では、まさ

に運転はなれていないのだけれども、協力します

よといった方が１０名ほど名乗りを上げていただ

いただとか、その町内会の近くに民間の除排雪を

お仕事にされている業者からうちの堆積場に雪入

れていいよといったお話があったりだとか、町内

会の役員の方が独居老人の方々に排雪作業をどう

だいといった声かけだったりだとか、そしてまた

来年取り組んでみたいという町内会の代表の方が

そういった作業を視察というか、ごらんいただい

たりだとか、そういった面なども成果の一つにな

っていくのではないかなという期待をしています
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ので、今後私どものほうしっかりと町内会の御意

見を踏まえてまいりたいと思っていますので、御

理解いただければと思います。よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。私自身もこのレンタル＆ゴー事業というの

は今後非常に重要なものになってくるのではない

のかなと思っておりますので、これは各町内会が

本当に注目して今後を見ていくのではないのかな

と思いますので、各町内会が利用しやすいように

取り組んでいただくことをぜひお願いしたいと思

います。

そして次に、２０２０年度の英語教育導入につ

いてなのですけれども、２０年度導入に伴い現在

において時数を確保することも問題視されている

とお話をお聞きしているところなのですけれども、

今後どのように確保していくのか、ちょっと改め

てお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

とおり、時数確保というのは大変課題であります。

時数を確保するために、時間割りの編成の工夫等

についてでありますけれども、文部科学省では５、

６年生の外国語の教科に伴い小学校高学年におい

て年間３５時間増加となる時数を確保するために

弾力的な授業時間の設定や時間割り編成をする必

要があるとの考え方を示しております。具体的に

は、各学校において地域や各学校の実情に応じて、

例えば夏季、冬季の長期休業中や土曜日に授業を

行うなどして外国語の指導時数を確保することが

求められているところであります。

本市の各小学校におきましては、外国語の授業

時数を確保するために校長会や教育改善プロジェ

クト委員会の教育研究の充実に関する研究グルー

プが中心となって検討し、夏季、冬季の長期休業

期間や土曜日に授業を行うのではなく、朝学習の

時間を活用したり、清掃の時間を短縮して週に７

時間授業とするなどして年７０時間の外国語の指

導時数を確保することとしているところでありま

す。今後教育委員会といたしましては、各小学校

に児童の生活や学習のリズムを維持しつつ、学校

の規模や実態に応じて指導時数を確実に確保する

よう指導、助言するとともに、名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会の教育研究の充実に関する研究

グループが中心となって教員の外国語に関する指

導力や英語力が高まるよう取り組んでまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今後将来的には、本当に英語というのは必

要不可欠なものになってくると私自身確信してい

るところであります。そこで、児童が将来に向け

てせっかく習った教育、英語力が発揮できるよう

に今後も取り組んでいただくことをぜひお願いし

たいと思います。

次に、児童生徒に対する情報モラル教育につい

てなのですけれども、皆さんも御存じだと思うの

ですけれども、ことしの２月から１８歳未満の子

供たちを守るために、改正青少年インターネット

環境整備法が施行されました。このことについて

本市としてどのように認識をされているのかお知

らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま質問ありま

した青少年インターネット環境整備法の施行につ

いての本市の認識ということであります。平成２

１年に青少年が安全に安心してインターネットを

利用できる環境をつくるため青少年インターネッ

ト環境整備法が施行されました。その後制定時に

主に流通していた従来型の携帯電話を想定した措

置では対応困難なスマートフォン、携帯電話回線

を利用するタブレット等の機器やアプリケーショ

ン、公衆無線ＬＡＮ経由のインターネットの利用

が急速に拡大し、青少年をめぐるインターネット

環境が大きく変化したことから、本年２月に一部
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改正がされたところであります。

主な改正といたしましては、１８歳未満の子供

がスマートフォンなどを購入する際、有害サイト

などのアクセストラブルから子供たちを守るため、

フィルタリング機能を設定し、販売することが携

帯電話会社や契約代理店に義務づけられたところ

であります。青少年センターでは、毎年北海道青

少年健全育成条例に基づきながら北海道より立入

調査員の委嘱を受け、名寄市内の携帯電話やスマ

ートフォンの販売店に立入調査を実施して、契約

時における年齢確認やフィルタリングの利用状況

と周知の徹底について確認を行っているところで

あります。今後におきましてもフィルタリング機

能の設定について引き続き調査を実施してまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

す。

今回改正された法律は、あくまでも設定の義務

化であり、保護者が拒否しない限り店側がフィル

タリングを設定した上での販売を義務づけている

という形になっております。私も子供を育てる家

庭の一人としてなのですけれども、先月２月に実

際に経験したのですけれども、仕事が終わって家

に帰って、当然私も子供が携帯を持つことに関し

ては親がしっかり管理責任があると思っています

ので、条件つきで携帯を持たせているところなの

ですけれども、うちの奥さんと私が２人で携帯を

子供の目の前でちゃんとチェックをしているわけ

なのですけれども、ある日、先月、２月に私がチ

ェックしたときに設定したはずのフィルタリング

が解除されていたのです。なぜ、どうしたのだい

と聞いたのです。そうしたら、うちの奥さんが子

供にせがまれて、気をつけるからということでお

店屋さんに持っていって設定を解除してしまった

と。そうしたら、案の定やっぱり有害サイトのメ

ールだとか、そういったものが大量に来ていたの

で、下の子も中学校に上がるので、やはり携帯を

持ちたいというので、改めて家で家族で話し合い

をして、上の子供に対してはまた改めてフィルタ

リングをかけに行ったという経験もさせていただ

きました。その中において私感じたことは、やっ

ぱり保護者が手の届く状況で管理してあげなけれ

ばいけないと思いますので、これは保護者に対し

てもフィルタリングについての重要性を知っても

らうことが重要だなと思ったところなのですけれ

ども、何か保護者に向けての取り組みは行ってい

るのか、ちょっと改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、保護者の対応、先ほどの高橋議員からも

ありましたとおりそこは大変重要というふうに考

えているところであります。そこで、保護者に向

けての取り組みについてでありますけれども、児

童生徒がネットトラブルに巻き込まれないために

は、保護者や周囲の大人がモラルやマナー、危険

を回避するための情報や知識を持って、フィルタ

リング機能の重要性をしっかりと認識して、児童

生徒の安全を守っていかなければならないという

ふうに考えているところであります。そのため青

少年センターでは、関係機関と連携しながら、１

月にネットトラブル注意啓発用チラシを全戸配布

し、広く周知しているところであります。また、

青少年インターネット環境整備法改正についての

パンフレットも作成し、保護者や地域で開催され

る安心会議、各種協議会において情報提供をする

予定となっているところであります。今後におき

ましても児童生徒がインターネットを介して犯罪

などのトラブルに巻き込まれたりしないよう、学

校、教育委員会、地域、保護者が一体となって連

携を図りながら、子供たちが犯罪に遭わない、起

こさないよう安全確保に努めてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま
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した。フィルタリングについては、やはり子供の

感覚というのは全てにおいて使えなくなるという

認識が多いところなのですけれども、設定によっ

てはラインだけを使えるようにしたりだとか、そ

ういった細かい設定ができるということなので、

やはり保護者もそういった重要性をしっかり知っ

ていただくことが重要なのかなと思います。やは

り子供たちを守り育てていくのには、保護者と学

校で、そして行政との連携が重要だと考えており

ますので、これからも情報モラル教育について取

り組んでいただくことをぜひお願いしたいと思い

ます。

そして次に、最後になりますが、名寄市におけ

る定住促進についてなのですけれども、今後の定

住促進を進めていくためにも若者や高齢者に対し

ての住みやすく魅力のあるまちづくりは私自身も

重要な課題だと考えております。そこで、以前に

私在学中の大学生から直接お話聞くことができた

のですけれども、今回市内に就職される方は数名

いるということなのですけれども、そういった就

職を目的として頑張っている生徒たくさんいると

思うのですけれども、逆に私自身というか、学生

自身の生まれ故郷がすぐ名寄市のそばにあると。

だから、車だろうが、ＪＲを使おうが、もうすぐ

行き来ができるので、名寄に定住してもいいと。

この名寄市というまちが非常に大好きだと、定住

したいとお話聞きました。でも、在学中に取った

資格を生かした就職先がないというのです。やは

り定住するためには当然仕事をしなければいけな

い、生活していくのに。そのことに関して就職先

が非常に困っているというお話を聞かせていただ

きました。これも人口流出を防ぐためにも在学中

の生徒が卒業後は定住するきっかけとなるように、

このような悩みを抱えている学生に対しても何ら

かの支援が必要なのではないのかなと考えている

ところなのですけれども、改めてこの点について

の本市のお考えをお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 卒業生が

一人でも多く名寄に残っていただくことを念頭に、

人材定着化推進会議、あるいは地元定着化の促進

事業をつくったところであります。一連の取り組

みの中で市内の企業ですとか事業所を紹介する名

寄の仕事というようなものを実施しておりまして、

そこに多くの学生が参加をして市内の就業につな

がるように制度の普及に努めているところです。

この制度はまだ２年目ですので、これからより発

展させるといいますか、積極的にＰＲをして進め

ていきたいなと思っております。

また、学生への支援、主にサポート支援ですけ

れども、学内にキャリア支援センターというのを

つくっておりまして、そこに学科からの教員、あ

るいは専門の相談員２名を配置をしておりまして、

主にそこと連携を図りながら学生と相談、指導な

んかをしておりまして、いずれにしましても定住

していただくにはやっぱり雇用の場と魅力あるま

ちづくりというのですか、そういうもの一体が必

要になってきますので、それらの市の総合施策と

連携をしながら大学としての取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

実際にそのように就職目的ではなくて、逆に名

寄のまちが非常に大好きだと。これはすごくうれ

しいことであって、今の現在の人口流出に歯どめ

をかけるきっかけにもなってくるので、非常にう

れしいことだと私自身強く思っているところなの

ですけれども、実際にこのような逆に定住を目的

とした悩みを抱えている学生がいるということは、

実際にいるのですけれども、そういった状況を大

学側として把握しているのか、ちょっと改めてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今回の通

告を受けまして、先ほど申しました支援センター
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に所属している専任の相談員、あるいは社会福祉

なり栄養の先生に相談をして聞いてみましたとこ

ろ、全部の学生とコンタクトがとれているわけで

はないのですけれども、現在のところ議員がおっ

しゃられたそのような話というのは聞いていない

ということでしたので、もしそういう例があるな

らば後ほどお教えいただいて、支援センターと連

携をとりながらサポートしていきたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。また時間がありましたら、ぜひゆっくりと

お話を、そして情報交換したいなと思います。

今後もそういった悩みを抱えている学生がいる

というのは事実でありますので、定住促進につな

がっていくように、非常に全学生からいろいろと

聞き取りなど、そういったこと、状況は難しいと

思うのですけれども、できるだけの努力をして、

いろいろな角度から見て、状況を把握して取り組

んでいただくことをこれはもう強くぜひお願いを

いたしまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

小中学生のスポーツ振興とスポーツ意識の醸成

について外２件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問をして

まいります。

大項目の１、小中学生のスポーツ振興とスポー

ツ意識の醸成について、小項目の１、２０２０東

京五輪、パラリンピックマスコット投票の参加状

況及び小学生のスポーツ意識の変化についてお伺

いをいたします。先月冬季オリンピック平昌大会

が開催され、日本選手団は長野オリンピックを上

回る１３個のメダル獲得、競技選手の互いをたた

え合うエピソードなど感動を与えてくれました。

改めて世界を一つにする世界最大のスポーツの祭

典であるオリンピック、パラリンピックのすばら

しさ、理念に敬意を表するものであります。

２０２０年オリンピック、パラリンピック東京

大会の開催が決定され、日本全国が歓喜いたしま

した。そして、大会を盛り上げるマスコットの決

定を全国の小学生に委ねる史上初の試みとして小

学生の投票が実施されましたが、本市の参加状況

と参加した小学生の受けとめなどお知らせくださ

い。

小項目の２、中学生の運動部活動のあり方など

部活動指導制度の取り組みについて。平成２９年

４月から部活動指導員の制度が始まりました。制

度化した背景には、教員の働き方改革、運動部活

動担当教員のうち競技経験がない教員の割合が日

体協の調査で全国で４９％に上るなど、指導によ

る教員の心理的負担の軽減、部活動の質的向上が

挙げられています。

ここで、お伺いいたします。市内小中学校での

部活動指導制度の取り組み状況など実態はどのよ

うになっているのかお知らせください。

次に、大項目の２、農業行政の取り組みについ

て、小項目の１、農業支援制度に係る地域おこし

協力隊など農業後継者対策の現状についてお聞き

をいたします。名寄市は、地域おこし協力隊制度

の導入から５年が経過、これまで平成２５年、２

６年には計画どおりそれぞれ２名を採用、３年の

研修を終え、新規就農につながるなど一定の評価

が得られています。しかし、２７年度以降募集業

務に苦慮する状況が続いており、都市部での説明

会や相談会において募集につながる対策などどの

ように講じているのか、現状と今後の対応や見通

しについてお知らせください。

小項目の２、道北農業担い手対策に係る農業担
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い手海外派遣事業についてお聞きをいたします。

本事業は、地域農業の担い手として国際感覚を持

ち、広い視野で農業を捉えていく力を養うなど農

業後継者の育成を目的に産業高校酪農科学科の生

徒を海外研修として台湾に派遣し、虎尾高級農工

職業高校の生徒と交流を初め、さまざまな研修を

通して農作物の栽培技術、食文化の違いなど進め

てまいりました。また、農産物輸出に向けた海外

ニーズの把握につなげるため、これらの経験が農

業者としての視野を広げ、将来的に名寄市を初め

道北地域の農業振興に貢献するものとし、事業期

間３年をめどに道北農業担い手育成対策協議会が

実施主体となり、台湾派遣研修を行い、今年で当

初計画の３年が経過いたしました。本事業の成果

や課題など、どのような検証が行われたのか、ま

た今後の対応などについてお知らせをください。

小項目の３、酪農振興について。現在家畜飼育

農家の労働負担軽減と優良育成牛の確保を図るこ

とを目的に公共牧場が開放されていますが、牧場

２施設の管理運営及び受け入れの状況についてお

知らせください。

次に、大項目の３、地域経済の活性化と中小企

業の振興についてお聞かせください。小項目の１、

ものづくり補助金の運用に係る中小企業の設備投

資支援についてお聞きをいたします。国は、今国

会において生産性向上特別措置法案を提出し、中

小企業が老朽化した設備を更新し、生産性を高め、

経営の後押しをする対策を講ずるとしております。

中小企業支援強化策で設備投資を支援するものづ

くり補助金の予算規模を拡大するものであり、今

国会の予算特別委員会では世耕経済産業大臣が制

度の必要性と重要性について述べております。特

例措置法では、市町村が固定資産税を３年間免除

する措置を講ずることとしています。国の想定す

るスケジュールでは、５月に法案の成立、公布が

行われ、６月の施行に伴う事前公募、７月に採択、

そして交付決定という流れになっております。し

たがって、ものづくり補助金の優先採択に向けて

名寄市として幾つかクリアをしなければならない

事項がありますが、補助金の採択を受けることは

名寄市の中小企業にとって今後の経営における重

要な意味をなし、かつ地域経済の活性に大きな役

割を果たすことと思いますが、名寄市の対応につ

いてお考えをお聞きをいたします。

小項目の２、中小企業振興対策の推進に向けた

基本条例の制定についての考えについてお尋ねを

いたします。名寄市は、地域経済の発展、推進の

ため中小企業振興条例を制定し、中小企業等の企

業経営のための必要な助成と振興を図ってきてお

りますが、中小企業振興に向けての基本理念や事

業計画の策定など、基本的施策、基本方針を規定

するに至っておらず、精神論を規定する名寄市中

小企業振興基本条例を制定するお考えはあるのか

どうかお聞きをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は経済部長か

ら、大項目３は営業戦略室長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、小中学生のスポーツ振興とスポーツ

意識の醸成についてお答えいたします。初めに、

小項目１、２０２０年東京五輪、パラリンピック

マスコット投票の参加状況及び参加したことによ

る意識の変化についてですが、オリンピックは世

界中のアスリートが競い合う姿を目にすることか

ら、自己ベストを目指して努力することのとうと

さ、スポーツを通じて世界の人々との友情を深め

たり、互いに尊重し合う心を高めるきっかけとな

ります。また、さまざまな障がいのあるアスリー

トが創意工夫を凝らして限界に挑むパラリンピッ

クは、多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し、

活躍できる共生社会の重要性を学ぶきっかけとな

ります。東京オリンピック・パラリンピック競技
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大会組織委員会においては、２０２０年東京オリ

ンピック、パラリンピック大会の成功を通じて未

来を担う子供たちに自信と勇気、多様性の理解、

主体的、積極的な社会参加を育むため、東京２０

２０教育プログラム「ようい、ドン！」による取

り組みを推進しております。東京２０２０教育プ

ログラムの一つでありますマスコット投票は、ク

ラスで１つのマスコットを選ぶ活動を通じて、２

０２０年東京オリンピック、パラリンピック競技

大会への参加意識を啓発し、関心を高めるための

取り組みであります。

本市の小学校においては、マスコット投票時の

教師用指導案やマスコット候補の動画などを活用

し、それぞれのマスコット案について４つの視点、

オリンピック、パラリンピックの理念や価値が反

映されているか、２つ目、東京や日本らしさを感

じるか、３つ目、個性的でデザインがすぐれてい

るか、４つ目、多くの人に好まれるかに沿って話

し合い、１つのマスコットを選ぶ活動を行いまし

た。その結果、オリンピック、パラリンピックの

スポーツを通して心と体を鍛え、世界中の人と交

流して世界の平和に貢献するという理念や大会マ

スコットの役割について理解を深めることができ

ました。

次に、小項目２、中学生の運動部活動のあり方

など部活動指導員制度の取り組みについてですが、

まず本市の中学校における部活動の現状と課題に

ついてお答えいたします。中学校における部活動

は、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習

意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人

間関係の形成等に資するものであり、学校教育活

動の一環として教育課程との関連を図ることが求

められております。そのため本市の各中学校にお

いては、校内組織に部活動委員会を位置づけ、指

導方針や活動の決まり等について共通理解を図っ

たり、定期的に顧問会議を開催して各部の活動状

況等を確認するなど、学校全体で組織的に活動の

充実に努めております。部活動を実施するに当た

っては、家庭、地域との連携、協力が不可欠であ

ることから、地域や学校の実態に応じ地域の人々

の協力を得たり、各種団体等と連携しながら進め

ております。また、保護者会等を設置し、指導方

針や活動状況等について理解と協力を求めるなど

学校と家庭が一体となって部活動の充実に努めて

おります。

本年度本市の中学校においては、学校の規模に

もよりますが、野球、バレーボール、バドミント

ンなどの運動部活動が１から１３部設置され、市

内全生徒の６ ２％が加入しております。運動部

活動の課題といたしましては、教員が放課後の部

活動指導に時間を過度に費やすこと、授業準備や

教育相談、生徒指導などの校務に支障を来すこと、

土日に開催される大会等への引率は教員が行って

いることから、指導に当たる教員の負担が大きい

ことなどが挙げられております。このため各中学

校では、定期的に部活動休養日を設定したり、で

きる限り複数の教員が指導する体制を整えたりし

ております。

また、教員とともに部活動の指導に当たる外部

指導者につきましては、現在３校、５つの部活動

で１０名の方に活躍していただいております。具

体的には、柔道、剣道、野球、スケートなどの部

活動においてその種目の専門性を有する地域の方

々に協力をいただいております。外部指導者を活

用していない１校は、地域にその部活動指導に当

たる人材がいないことから外部指導者の活用には

至っておりません。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続いて、大項目の２、

農業行政の取り組みについて、初めに小項目１の

農業支援員制度に係る地域おこし協力隊など農業

後継者対策の現状について申し上げます。

当市における地域おこし協力隊、農業支援員の

募集につきましては、平成２５年度よりその取り

組みを開始してございます。募集活動については、
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北海道農業担い手育成センター主催の北海道新規

就農フェアや北海道とＮＰＯふるさと回帰支援セ

ンター共催で実施をされた北海道地域おこし協力

隊合同募集フェアなどへの参加のほか、市のホー

ムページを初め友好交流都市であります杉並区で

のポスター掲示やパンフレットの配布、農業系の

高校、大学などでのＰＲ活動などを行ってまいり

ました。また、本年度は新規事業であります農業

体験実習事業を活用して、まずは実際に当市にお

越しをいただき名寄の農業や環境、魅力などを体

験いただくよう御案内をさせていただきました。

農業支援員の委嘱についてでございますが、毎

年２名ずつ、３年の任期でございますので、年間

最大６名の農業支援員確保を目標として取り組ん

でおりまして、平成２５年度、２６年度に各２名、

平成２９年度に１名の委嘱をさせていただいたと

ころでございます。農業支援員のうち既に４名の

方につきましては３年間の任期を終えており、う

ち２名につきましては今年度より当市において新

規就農に至ってございます。

地域おこし協力隊制度につきましては、平成２

８年度の実績で全国８８６カ所の自治体で取り組

むなどその活用がふえており、それに伴いまして

応募者の選択肢も広がり、支援員の確保は厳しく

なってございますが、当市におきましてはＪＯＩ

Ｎ派遣職員や移住事業と連携をし、情報共有を図

るとともに、各種フェアなどにおける相談相手に

対するメールや書簡などでのお礼や連絡に加えま

して、農業支援員のパンフレットや農業体験実習

事業の案内など事後の資料送付を含めましてきめ

細かな情報提供と丁寧な対応に努めているところ

でございます。今後は、名寄市での研修、就農の

姿が一層イメージしやすいガイドブックの作成な

ど、よりわかりやすく、かつ具体的な情報提供と

丁寧な対応に努め、農業支援員の確保を目指して

まいります。

次に、小項目の２、道北農業担い手対策に係る

農業担い手海外派遣事業について申し上げます。

農業担い手海外研修派遣事業につきましては、国

際感覚を養い、幅広い視野を有する農業後継者の

育成を目的としまして、名寄産業高校酪農科学科

の生徒を対象に台湾への研修派遣に取り組む道北

農業担い手育成対策協議会に対しまして平成２７

年度から２９年度までの３カ年の支援事業として

実施をしてまいりました。この３カ年の実績につ

いてでありますが、派遣人数につきましては平成

２７年度が４名、２８年度が８名、２９年度が１

２名、合わせまして２４名となっておりまして、

主な内容といたしましては虎尾高級農工職業学校

生徒との交流や農家での作業実習、現地での日本

産農産物の販売状況の視察、台湾の歴史や文化な

どを学ぶ貴重な機会として取り組まれてまいりま

した。参加した生徒からは、現地の生産現場から

栽培管理における工夫や日本との違いを学んだこ

と、生徒間の交流では言葉の壁を越えて同年代同

士の親交を深め友情が芽生えたなど国際交流の必

要性を実感するよい機会となったなど、感想が報

告されるとともに、学校といたしましては帰国後

における生徒の国際交流に対する積極性や意識の

変化等成長が見られるなど事業として一定の効果、

役割を果たしたものと考えているところでござい

ます。加えて、現在名寄産業高校におきましては、

旭川農業高校との合同で台湾と人、物を通じた交

流の検討が始まるなど新たな展開も生まれている

ところでございまして、当該事業は予定どおり３

年間で一つの区切りと考えているところでござい

ますが、この３カ年の成果と実績が産業高校の今

後の活動に生かされるとともに、一つの契機とし

て新たな取り組みにつながることを期待するとこ

ろでございます。

次に、小項目の３、酪農振興について申し上げ

ます。市営牧場につきましては、酪農家の労働負

担の軽減、後継牛の育成確保を目的として市営牧

野は旧名寄市が昭和３９年に、母子里牧場につき

ましては旧風連町が昭和５８年にそれぞれ開設を

し、現在は繁殖、育成部門を専門に担う公共育成
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牧場として市が設置を行い、ＪＡが指定管理者と

して運営を担ってございます。市営牧場における

入牧状況についてでありますが、入牧頭数は直近

の３カ年平均で４０９頭、延べ頭数では５万 ２

９３頭となってございますが、飼養環境の違いか

ら市営牧野に偏った状況となっており、両牧場の

平準化が課題となってございます。合併以降この

間２つの牧場のあり方が検討課題でございました

が、今後の推移見込みでは飼養戸数の減少は見込

まれるものの、飼養頭数については経営体の規模

拡大により維持される見込みであることと、また

その規模拡大に伴いまして公共牧場の役割が一層

求められること、さらには両牧場に対する生産者

の理解と信頼も深まり、大きくは受精までの期間

は市営牧場で、その前後の期間は母子里牧場でと

両牧場の機能についてもすみ分けが進んでいます

ことから、これまでの老朽化等への対応に加えま

して両牧場の機能が十分発揮できるよう計画的な

施設の整備や草地更新などに努めてまいりたいと

考えてございます。

以上、私から答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、地域経済の活性化と中小企業の振興につい

て、小項目１、ものづくり補助金等の運用にかか

わる中小企業の設備投資支援について申し上げま

す。

生産性向上特別措置法案は、中小企業の生産性

向上のための設備投資を促すことを目的とするも

ので、企業が収益向上につながる設備投資などの

先端設備等導入計画を市町村に提出、市町村は新

たに策定する導入促進基本計画に照らし導入計画

を認定することで企業は国の支援を受けられる流

れとなっており、地域の自主性のもとに生産性向

上に必要な設備投資を加速させる仕組みとして、

現在開会中の第１９６回通常国会において審議さ

れる予定となっております。支援の具体的な内容

といたしましては、生産性を向上させる機械器具

等の設備投資に係る固定資産税額を３カ年市町村

の判断によりゼロから２分の１で減免を行い、市

町村減収分の７５％を国が補填するといったもの

となっております。また、固定資産税額をゼロに

選択した市町村における中小企業につきましては、

設備投資等を支援するものづくり・商業・サービ

ス経営力向上支援補助金などの補助金が優先採択

となり、さらには補助率も２分の１から３分の２

に引き上げされるなど、設備投資を目指す中小企

業にとって大きなインセンティブとなります。

ものづくり補助金は、本市においても平成２６

年度から１０社が採択となっており、補助限度額

が ０００万円となっていることから、合計で約

０００万円の補助金を受けており、設備投資を

実施する上で大変有利な補助金であります。この

補助金のインセンティブを当初から受けるために

は、本法律が施行される６月に合わせ市町村税で

ある固定資産税を減免するための条例整備及び市

町村による導入促進基本計画の策定が要件とされ

ております。さきに開催された経済産業省の説明

会において、市町村条例の取り扱いについては総

務省と協議中であり、基本計画の考え方等は制度

設計中ということで、詳細は不明な点も多い状況

ではありますが、名寄商工会議所及び風連商工会

からも実施に向けた要望を受けており、また既に

補助金の活用を検討している市内企業からも相談

を受けております。これらの制度は、市内中小企

業にとって大きな支援施策になると考えておりま

すので、国からの詳細な情報が得られ次第議会に

も十分御相談させていただきながら、関係機関と

も連携し、実施に向けて検討を進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきますよう

お願いいたします。

続いて、小項目２、中小企業振興施策の推進に

向けた基本条例の制定について申し上げます。本

市の地域経済を維持、継続していくためには、新

たに事業を起こす者、新たに事業を引き継ぐ者、

そして事業を継続していく者としての事業主、さ



－140－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

らには各事業所で働く者としての労働力などの人

材確保が喫緊の課題の一つとして考えており、こ

れらを初めとした本市の課題解決に向けた取り組

むべき施策を構築するためにも、中長期的な方向

性を定めていく必要があると考えております。今

後第２次総合計画中期計画の基本目標の一つであ

る地域の特性を生かしたにぎわいと活力あるまち

づくりの商業の振興、工業の振興、雇用の安定に

おける具体的な計画事業にかかわる議論を行って

いくため、関係機関、団体及び事業者などとの検

討を行う機会がふえることから、本市における商

工業振興に係るそれぞれの役割や理念等を含めた

内容についても十分議論していきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきましてありがとうございました。時間の限

り再質問をさせていただきます。

まず先に、２０２０年の東京オリンピック、パ

ラリンピックの投票の関係、すごく気にしていた

ところなのですけれども、報道によるとそれこそ

全国で１万 ０００校を超える学校、そして２０

万を超える学級でこのマスコット投票が行われた

というふうに報道がありました。既に３つの選択

肢のうちのアに決まったというふうなことで、こ

れからそのネーミング等が決められるというとこ

ろでありますけれども、先ほどの御答弁で名寄市

の小学校もしっかりこの取り組みを行ったという

ふうなことでもありますし、安心をしているとこ

ろであります。答弁の中で、子供たちのオリンピ

ック、パラリンピック、スポーツに対する意識の

高まりというようなことでお話があったかなとい

うふうに思います。この高まりといいましょうか、

その辺具体的にどんなことがあったのか。私も幾

つかの小学校には訪問をさせていただいて、子供

や、それから学校関係者と若干話をさせていただ

いておりますけれども、その中でも本当に自分た

ちで決められるのだという喜びといいましょうか、

そんなことも感じてきました。済みません。学校

での高まりという部分でよろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問にありました

今回のマスコット投票におきましても、子供たち

の意見とか、そういったことを含めてちょっと答

弁をさせていただきたいというふうに思っており

ます。

参加した効果ということでありますけれども、

児童生徒からはオリンピックが開催される東京は

名寄から遠く離れたところにあるが、日本で行わ

れている実感を持ち身近になった、オリンピック、

パラリンピックに自分たちも参加しているという

気持ちになった、自分たちの意見も取り入れられ

るということがとてもうれしいなどという感想を

持つなど、マスコット投票を通じて東京オリンピ

ック、パラリンピックに自分たちもかかわったと

いう、そういった実感を持つ子供たちが多く出た

ということであります。また、指導した教員から

は、紹介動画がとてもよかった、子供たちに改め

て日本の文化について考えさせることができたと

いう感想も出されているところであります。今後

は、教育委員会といたしましても各学校に東京オ

リンピック、パラリンピック競技大会に関する取

り組みを通じて、スポーツを通しての世界の人々

との友情を深めたり、互いに尊重し合う心を高め

るとともに、多様性の尊重や他者への思いやりの

心を培っていく契機とするようお願いしたいとい

うふうに思いますし、議員からありましたように

この気持ちをずっと継続していくような取り組み

もあわせて進めていきたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。

名寄市は、取り組みとして冬季スポーツではあ
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りますけれども、冬季スポーツの拠点化というも

のも進めておりますし、また２０２０東京オリン

ピック、パラリンピックのホストタウンというふ

うなことでたしか認定を受けていて、北海道には

５市が認定を受けているうちの一つとして登録を

されていて、やはり名寄市はスポーツに熱いなと

いうようなことがしっかり発信できるようにして

いくべきだというふうに私も思っていまして、今

御答弁をいただきましたけれども、スポーツを育

てる力というのでしょうか、どういうふうにして

これからまたつなげていくのかというようなこと

も含めて、格好よく言えば情操教育にどうつなげ

ていくかというようなことをお聞きをしたいなと

いうふうに思っているのですけれども、よろしい

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回マスコット投票

ありましたけれども、議員からありましたとおり

平昌オリンピックがあって日本選手が大変活躍し

たということで、時間帯も子供たちが見られる時

間帯でのライブ中継だったと思うので、多くの子

供たちが見ながら本当に感動して、やっぱり選手

の試合後の感想等も聞きながら、いろんなことを

感じたのかなというふうに思っております。そう

いった面では、選手自分一人でなくて、やっぱり

家族だったりの支えであったり、コーチの人だっ

たり、いろんな人の協力があってメダルなり自分

の実力を発揮できたという、そういったことやし

っかり目標を持ってそれに向かっていく、強い心

を持って取り組んでいく、そういった姿が子供た

ちにもしっかり植えつけられたのかなというふう

に思っています。今パラリンピックが開催されて、

残念ながら放映の時間も短くて、私はちょっとし

か見ていないのですけれども、あれもやっぱり先

ほど言いましたように障がいのあるアスリートが

いろんな器具等も工夫しながら、自分の持てる力

をしっかり発揮する。当然それにも支える方も多

くいるわけですけれども、そういったことを通じ

て人への思いやりだったり、支えという心、いろ

んなものを子供たちに植えつけるいい機会だとい

うふうに思っていますし、本当にそういった大き

な世界的なイベントというのはやっぱり子供の心

にも大きく刻み込んでいくというふうに思ってい

ます。そういった先ほど言いましたけれども、子

供たちに忘れさせないように、冬季スポーツの拠

点化事業というふうに言っていますけれども、ス

ポーツを限定したわけではなくて、夏も含めてや

っぱり多くの子供たちがスポーツに取り組みなが

ら、それもしっかり目標を持ってやっていくよう

に進めていきたいと思いますし、これはスポーツ

に限らず文化もそうですけれども、何でもいいで

すけれども、目標を持ってやるということが大事

だと思っていますので、そういったことも含めて

今後も取り組みを進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） どうかよろしくお願

いします。

次に、中学生の部活動の関係で、御答弁の中で

は現在市内の中学生、部活動に励んでいるという

部分でいうとたしか６ ２％の子供たちが加入を

して、そして部活動を頑張っているよというよう

なお話をいただきました。そして、その中で現在

外部コーチというか、外部指導、これでいうと３

校で幾つかの種目に分かれて、１０名の外部の方

にお手伝いいただいて進めているというような御

答弁があったかなというふうに思いますが、実際

に実態といいましょうか、中学校の教員の部活に

かかわっている実態というか、実態把握というの

が、というのは先ほども話しましたけれども、日

体協で４ ９％の先生が実際に自分で部活動とい

いましょうか、それに携わっていない。その人の

精神的な負担があるとかというふうなこともあっ

て、名寄の実態がどうなのか。全国的な部分です

から名寄は違うのかもわかりませんが、名寄の実

質、実態を把握をして、その実態把握から名寄市
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がこれから取り組んでいこうとする思いというか、

そういうどのような体制で臨むのか、委員会とし

て、学校として。そういうふうなことに考えがつ

ながっていくのかなというふうに思うのですけれ

ども、そういう意味でいうとやはり実際に携わっ

ている先生方の実態把握というのは必要ではない

かなというふうに思っているのですけれども、そ

の辺がどうなっているのか。そして、そのことも

含めて実際に実態把握をしたのか、していないの

か、これからするのか、その中で委員会として、

そして学校としてどういう考え方、この名寄の今

後のあり方というか、ちょっと面倒くさい言い方

かもしれませんが、その辺お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 部活動の指導につき

ましては、今議員からありましたようにその競技

を経験していない先生が顧問となっている競技が

多くあるかと思います。その数値については、正

直申しわけありません。正確な数字はちょっと持

ち合わせていないので、今までの学校の状況だけ

の上での話となってしまいますけれども、申しわ

けありません。専門性がないと指導ができないと

いう状況があって、先ほど言いました外部指導と

いう制度といいますか、そういった対応の中で進

めています。ただ、中体連の引率は顧問の先生が

行かなければならないとか、いろんな制約があっ

たり、やっぱり今の中でいけば平日、土日も含め

て練習であったり、大会に行ったり、大変顧問の

先生の負担も大きい。特に経験のない先生がつく

となると精神的な負担もこれは大きいという状況

というのは把握をしていることでありますので、

そこはやっぱり改善していく必要があるかという

ふうには教育委員会としても考えているところで

あります。そういった面では、文部科学省でも言

っていますけれども、部活動の休養日をつくると

か、先ほど議員からも出ました平成２９年４月か

らですか、指導員制度も制度化されている状況が

ありますので、教育委員会でも再度部活動の実態

というのをきちんと把握しながら、指導員制度の

活用が有効的かどうかもきちんと学校とも協議を

しながら、今後の部活動の体制についてはちょっ

とまた別に整理をしていきたいなというふうに思

っています。ただ、そのことによって教員の先生

がやっぱり本来の業務であったり、生徒指導であ

ったり、いろんな部分での対応がさらに充実する

ことができるのであれば、積極的に導入も考えて

いきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私も指導員制度とい

うそのものを見ていると、中見るとものすごく面

倒くさいというか、実態に照らし合わせていくと

なかなか難しいのかなというのは実感としてあり

ます。しかしながら、名寄市の実態というのはし

っかり把握をしておいて、今後どうすべきなのか

なということの検討の一つの要因になるというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。

次に、農業行政の取り組みについてお聞きをい

たします。地域おこし協力隊の関係については、

これは協力隊の事業になる前は札幌の農業担い手

センターですか、今も継続してそこが行っている

フェアとかというところに参加をしながら、相談、

説明業務を行っているというふうなことだという

ふうに御答弁をいただきました。実際今ＪＯＩＮ

に職員が派遣されていて、ＪＯＩＮの連携をした

りとか、それから移住事業との連携とかいうふう

なことで、いろいろ諸行事等々の情報共有を含め

た中での取り組みはされているというふうにお話

をいただいたかなというふうに思うのですけれど

も、やはりこの相談に来た人たち、思いがあって

来ていると思います。名寄の関係者と説明会の中

で説明をするということは、名寄市にある意味関

心もあるというふうなことになっているのかなと

いうふうに思いますから、やはりその後のアプロ

ーチも含めてしっかりやっていっていただきたい

なと思いますし、新たにガイドブックなりを今考
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えているのだというふうなお話ですから、そのよ

うにして進めていっていただきたいなというふう

に思います。

道新だったですか、北海道に地域おこし協力隊

という形の中で、結構やはり北海道は人気がある

そうなのです。やはり北海道でこの事業を利用し

て研修を受けるというふうな部分ではあるけれど

も、その中身としてはあるところの例としてはエ

ゾシカに、なぜ北海道が人気あるかというと食文

化と観光だというふうに新聞では書いてありまし

た。その中の事業として、エゾシカに関する部分

で興味があって、そして協力隊として入って、も

う一人の方はワインづくりということで入ってき

たらしいのです。別々に入ってきていますし、し

かしながら協力隊で研修をしていく中で２人の考

え方というのがある意味共通する部分があって、

コラボして一つの事業展開に進んでいるというよ

うな話もありましたし、やはり北海道に行きたい、

行きたいという人多いけれども、自治体も受けた

い、受けたいという自治体が多くて、なかなかそ

の辺のミスマッチがあってうまくいかないのだと

いう新聞報道もありました。したがって、協力隊

の募集に関しては苦戦しているというふうな部分

ではないかなというふうに思うのですけれども、

自分としては名寄に新規就農で入ってきている方

がもう既に私の知っている限りで５人くらいいま

して、実際にミニトマトでジュースをつくって、

２人の人は合同会社つくって販売にまでいってい

るとか、それから今みたいにワインをつくろうと

いうふうな形で努力しているという方もいますか

ら、そういう人たちの経験というか、そういうも

のというのは非常に大事なのかなと思っていて、

説明会なり、それから相談会のときにそういう方

たちが一緒についていってお話をするということ

は、説得力のある話につながるのかなというふう

な気がしています。それができるかできないかわ

からないのですけれども、そんなことも一つの自

分の考え方の中にあるのですけれども、今後の地

域おこし協力隊の募集にかけての考え方というと

ころでお話をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま塩田議員か

らは、貴重な提言をいただいたというふうに思っ

ております。地域おこし協力隊、言われるように

北海道に大変多くの方が来ていただいているもの

であります。北海道の可能性に希望を抱いて多く

の方が来られているのだろうなというふうに思っ

ています。その例が先ほど言われたエゾシカの関

係だったり、ワインであり、観光も含めた農業を

展望される方もおられるということだというふう

に思います。私どもも先ほど言ったように２５年

から取り組みをして、この２９年に成果が１つ出

たということでありますので、この制度は今後も

継続してきたいという考え方を持っております。

ただ、実際に地域おこし協力隊、なかなか来てい

ただくのに苦労しているという実態はあるわけで

ありまして、そこの一つの獲得するためのチャン

ネルとするとやはりそういうフェアなんかに参加

して、具体的なものを示していく必要があるだろ

うというふうに思っておりますので、１つは先ほ

どの説明にもあったように、答弁にもあったよう

にパンフレットの中で、これはただ制度を並べる

のではなくて具体的にどういうシミュレーション、

どういう流れで就農までいけるかという工程なん

かも少しあらわしたものと思っていますし、先ほ

ど言われた新規就農を実際にされた方もいますの

で、そういった事例も含めてガイドブックにまと

めたいというふうに思っておりますし、今塩田議

員が言われたようにその説明を必ずしも職員がす

るというのではなくて、実際に就農された方の生

の声で説明するというのは非常に説得力のある方

法だと思いますので、御本人たちの農作業の関係

もあると思いますけれども、そこの都合を合わせ

ながらぜひ前向きに取り組みについて検討させて

いただければと思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 次に、担い手海外研

修の関係について質問させていただきます。

お答えいただいた中で一定の効果があったとい

うふうなお話をいただきました。ただ、私の中で

は担い手育成というのはそんな短期間で完了する

ようなものではないというふうなこともあって、

当初目的を持って３年間ということで、一定程度

の当初３年間と区切ったわけですから、そういう

ことになるのかなというふうに思いますけれども、

果たして本当にそれでいいのかなという素朴な疑

問があります。それと、そういう海外研修があっ

たことによって、今旭川農業さんと名寄産業高校

との合同研修というのですか、そういうものをで

きるかどうかわからないけれども、そういう話に

も至っているというふうなことでありますから、

これも海外研修をした一定の成果なのかなという

ふうに思っています。ただ、この道北農業担い手

育成対策協議会ですか、というものをつくって、

そこが実際実質運営しているということです。実

施したということでありますけれども、その協議

会の中で３年間の成果、そして当初の目的という

ふうなことも含めた中でしっかり検証がなされた

のかどうなのかというのが先ほどの御答弁の中で

はまだちょっと私も納得していない部分がありま

すので、追加で御説明をいただきたいと思います

が、名寄産業高校の酪農科学科というのはこの研

修が始まったとき、３年前は１０名の入学でした。

入学者が１０名。２９年には２１名になって、そ

してことしの新入生、今のところたしか２６名に

なっていると思うのです。だんだん成果が出てき

ているというふうなことでもありまして、この要

因としては酪農科学というのは全国区だというふ

うなこともあるし、それから行政がいろんな部分

で対策を講じていることも功をなしているという

ふうには思いますけれども、やはりこの研修とい

うのも一つの一定程度の要因になっているという

ふうに私思うので、この辺の担い手協議会との部

分、今後の対応についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 再質問いただきまし

た。事業の効果ということでは先ほど申し上げま

したし、また改めて今塩田議員のほうから効果が

あったということでお話をいただきましたので、

そこは私どもも事業をやってよかったなというふ

うに改めて強く感じたところであります。

この間当初から３年間の事業として取り組みを

させていただいたということでありますし、この

３年間についてはそれぞれ取り組みがあったこと

については協議会の中で生徒から報告なども行わ

れてきたということでありますので、協議会とし

ても、あるいは学校としても一定程度の検証が行

われてきたのだろうなというふうに私どもは考え

ているところでありますし、私どもの中でも効果

があったということで考えておりますけれども、

当初から３年間ということで、学校のほうでもこ

の３年の終了に合わせての対応もいただいたとい

うふうに伺っておりますので、ここは３年として

一つの区切りをつけさせていただきたいというふ

うに思っております。担い手対策については、こ

れ以外にも取り組んでいる分がありますし、事業

とすると新しい対策をするためにはやはり１つ区

切りをつけなければいけないものがあるというふ

うに思っておりますので、ここは１つ区切りとし

てさせていただきたいというふうに思っておりま

す。しかしながら、改めて学校側、あるいは今回

事業に取り組んでいただきました道北農業担い手

育成対策協議会、こちらの総意として何らかの要

請等があれば、ここについては私どもも聞く耳を

持たないということではありませんので、関係す

る自治体、あるいはＪＡなどもございますので、

そことも連携をしながら、その対応については改

めて協議をさせていただければというふうに思っ

ております。

なお、定員の関係がふえているということで、

塩田議員から改めていただきましたけれども、私
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どももそういうふうに認識しているところであり

ます。この定員確保の関係については、今回の事

業とは別に、これは教育委員会の所管となります

けれども、名寄産業高等学校酪農科学科受験者交

通費助成事業というのを別に設けて、学生の確保

については対策も打っているということでありま

すので、あわせて報告をさせていただければと思

います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。成果についての部分については、言ってくる

のを待つだけでなくて、実際に実施したのは名寄

市ですから、どうだったいというふうに逆に持ち

かけていくことも１つ考えていただきたいなとい

うふうに思います。よろしくお願いします。

それから、酪農振興について、これ要望だけで

すけれども、時間がないので。これは、両施設と

も非常に老朽化している。昔に建てたものですか

ら、古いものであります。しかしながら、必要は

高まっているというふうに思いますから、この修

繕なりなんなり施設の改修等を含めて時期を見な

がらしっかり対応していただきたいなというふう

なことを要望して、農業の関係については終わり

ます。

次、経済の活性と中小企業の振興の関係ですけ

れども、このものづくり補助金の関係については

生産性向上特別措置法案、今審議中。それと、予

算も今実際審議中。何かいろんなことがあって中

断している部分もありますけれども、恐らく時期

とともにこれは通るものだというふうに思います。

そんな中、先ほどの答弁の中で実際に企業からも

もう相談があるということと、それから商工会議

所なり商工会のほうからも要請もいただいている

のだというふうな御答弁がたしかあったなという

ふうに思います。やはりこれは必要としているも

のということでありますから、これも先ほどの優

先採択に関して言えば、ゼロ対策にしなかったら

優先的な、恐らく国の補助事業ですから点数制に

なっていると思うので、ポイントアップになると

思うのです。ですから、そういうふうなことが必

要だというふうなことで、これはぜひ行政として

も固定資産税の減免、確かにこれは整備といいま

しょうか、今ここですぐ決まる話ではなくて、も

うちょっと時間のかかる話かなと思いますが、時

間かけていたのでは遅いのです。タイムスケジュ

ールではたしか７月の交付決定というふうなこと

でありますから、その前に意思表示をしなければ

ならないというふうなことになりますから、よろ

しくお願いしたいと思いますし、それから導入の

基本計画、これも早々に策定をしなければならな

いし、実際に補助金を受ける側からすれば先端設

備等の導入計画、これらも短時間の中で計画をし

なければならないというふうなことになりますの

で、これの行政としての指導力も問われる部分で

はないかなというふうに思います。したがって、

商工会議所、商工会を中心とした中で、企業のほ

うにしっかりとした周知を図ることというふうな

ことで、この３つをクリアしないといい、要する

に優先採択を受けられないということであります

から、しっかりとした取り組みをしていただきた

いと思いますが、それに対しての御答弁をお伺い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今塩田議員のほ

うから御質問ありました関係につきましては、私

どものほうとしては今現状の部分としては国から

具体的なスケジュールと支援策等は示されており

ます。ただ、今現状としては先ほど塩田議員のほ

うからも御質問からもありましたように、固定資

産税の条例の改正とか、市町村が定めないといけ

ない導入促進基本計画のひな形とか、まだそうい

ったもろもろの部分が国から示されていないとい

うのが現状でありまして、私どももちょっと困惑

しているのですけれども、私どものほうといたし

ましては今現在北海道経済産業局のほうに職員も
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派遣させていただいておりますので、常に情報交

換を密にさせていただいて、その都度情報収集に

努めているところであります。また、この部分に

つきましては、各企業の計画策定の部分につきま

しても当然のことながらスピーディーな対応が必

要になるということで、この企業がつくらないと

いけない計画については実を言うと国から認定を

受けた認定支援機関というところがサポートしな

いといけないということになっています。名寄市

におきましては、金融機関とか風連の商工会等多

くの機関が認定支援機関ということで認定を受け

ておりまして、市としては認定支援機関ではない

のですけれども、認定支援機関と連携してその企

業が作成する計画書の作成については全面的にサ

ポートをさせていただきたいということで考えて

おりますし、こういったことで一番重要なのがそ

れぞれの中小事業者に周知するということが重要

となってくると思いますので、市も当然のことな

がら情報発信に努めていく予定しておりますけれ

ども、関係機関も含めて、また名寄市としては産

官金サポートネットワークということで金融機関

と連携してそういった情報交換と周知の方法もさ

せていただいておりますので、幅広く周知も行っ

ていきたいということで考えておりますし、周知

も大切なのですけれども、こういったことは取り

組むことになった場合については事業者さんがま

ずはどこの認定機関でもいいですから相談に行く

という、そういったことが必要だということで、

そういったことも含めての周知の方法等も含めて

対応していきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 実態のある広報周知

に努めていただきたいと思います。

最後に、基本条例の策定の関係でありますけれ

ども、この部分についてはこれまでも話はあった

のかなというふうに思いますが、できていなかっ

たというふうなことで、いろいろ難しさもあるの

かなというふうに思いますけれども、地域経済の

振興なり推進をしていくというふうな部分におい

て、今ある中小企業振興条例、これを包括をして

いくための精神条例的なもの、そしてやはり基本

方針、基本施策というものをしっかりつくってい

く。それと、やはり名寄市全体の経済の活性化と

いうふうなことを考えると、市民の協力といいま

しょうか、理解が必要だというふうに思いますか

ら、いろんな広範囲な形の中で進めていかなけれ

ばならないなと。先ほど中長期的な方向性を示し

ていくというようなことで、そのつもりはあるの

だというようなお話でした。この精神条例といい

ましょうか、条例制定に向けてハードルは高い部

分はあるとは思うのですけれども、改めてお考え

をいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほども答弁さ

せていただきましたように、来年度本市のほうと

しては総合計画の中期計画の具体的な実施計画の

検討をするということで、今まで以上にそれぞれ

事業者さん、関係団体等と検討する機会がふえる

ということで、商工会議所からも御提案いただい

ておりますけれども、名寄市にとってどういう形

が一番いいのかということの視点の中で検討して

いきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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