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平成３０年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年６月１８日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平和で安心なまちづくりについて外８件を、熊

谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） おはようございます。

市民連合・凛風会を代表して質問を申し上げたい

と思います。

質問に入る前に、加藤市長には３期目スムーズ

にスタートをされておりますけれども、市民の目

線を大切にしながら、一層の御奮闘を御祈念申し

上げたいと思います。

質問に入らせていただきます。平和で安心なま

ちづくりについて、１つ、加藤市長の憲法観と今

の政治状況について。私たちは、昨年から安倍９

条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名運動に党

派を超えて市民とともに取り組んでおります。先

日は、前札幌市長の上田弁護士と旭川市の畑地弁

護士を招き、現行憲法の意義や自民党、安倍政権

が目指す改憲案の柱である９条２項に自衛隊を明

記する案などについて多くの市民とともに学びま

した。それは、市民である名寄駐屯地隊員の皆さ

んが今後どうなるのか、大きな不安と重なるから

でもあります。加藤市長の認識についてお伺いを

いたします。

２つ目、平和行政と名寄駐屯地６５周年武装市

中パレードについて。名寄駐屯地からも派遣され

たイラク戦争の戦後処理、その後の南スーダン派

遣日報の隠蔽問題等、砲弾が飛び交う中で心身と

もに苛酷な情勢であったことが明らかになりまし

た。いつか来た道に重なる不安もあり、パレード

であれまでやらなくても、武装行進だけはやめて

ほしい、重量的には市道は大丈夫かという声もい

ただきました。小さく見える市民の声、見えない

声なき声をどう受けとめるのかお伺いをいたしま

す。

２つ目に、名寄市総合計画（第２次）中期計画

策定について、前期計画を踏まえた中期計画と財

政展望についてお伺いをいたします。まずは、前

期計画２年目の実施計画を着実に進捗することを

念頭に置きながら中期計画を策定することになり

ますが、改めて昨年暮れの中期財政計画及び今後

の財政展望をお尋ねを申し上げたいと思います。

２つ目には、市民アンケートの分析と今後の市

民参画のあり方について。既に総計策定審議会で

資料として報告をされておりますが、アンケート

の分析に対する市長としての基本的考えと市民と

かかわる情報共有、説明責任をどのように進めら

れていくのかお伺いをいたします。

３、今後の市役所体制のあり方について。今後

の庁舎のあり方、今後の組織体制見直しの考え方

についてお伺いをいたします。

次に、今後の市民負担増等の行政課題について、

１つ、水道事業会計の動向と市民とのかかわりに

ついて。市民にとってライフラインの中でも最も

重要な安心、安全な水道事業でありますが、今後

の水道事業の経営見通しと市民負担のかかわり方

についてお伺いをいたします。

２つ目に、国民健康保険会計の動向と市民との

かかわりについて。今年度の国保税は、基金繰り

入れによりできるだけ抑制的に対応し、市民への

負担増を抑えました。来年度は、国や医療費の動
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向にもよりますけれども、大変厳しい予算編成が

想定をされます。市民への対応も含め、基本的な

考え方についてお尋ねを申し上げたいと思います。

次に、コミュニティー活動の推進について、１

つ、今後の市政と町内会活動の位置づけとかかわ

りについて。少子高齢化とともに町内会活動も役

員のなり手不足、加入率の低下、子供が少なく事

業の活性化等課題がふえつつありますが、その反

面行政、福祉活動、地域ネットワークによる見守

り、防災等社会が求めるニーズも多くなってきて

おります。現状認識と各地区、各町内の特徴を踏

まえた今後の自治区制度のあり方についてお伺い

をいたします。

次に、安心して健康で住み続けられる名寄市に

ついて、１つ、本年度の除排雪事業の改善と道路

改良についてでありますが、前年との比較で今年

度、次のシーズンです、除排雪体制向上に向けた

改善施策、例えば機械力とか人材、方法等も含め

てお答えをいただきたいと思います。利用しやす

い排雪ダンプ事業の見直しと道路舗装進捗率向上

に向けての考え方をお尋ねを申し上げたいと思い

ます。

次、２つ目、子供の医療費無料化について。名

寄市子ども・子育て支援事業計画における子供の

医療費助成について、若い世代の子供、子育て支

援策について改めてニーズの把握をしっかり行い、

改善に向けた方向性を明示すべきではないかと思

います。お伺いをいたします。

３点目、空き家対策の促進について。空き家対

策の実態調査は、所管常任委員会にも報告があり

ました。その中でも特に安全、衛生上問題となる

危険家屋に対する取り組みがスピード感を要する

ため、現状と課題、対策についてお尋ねを申し上

げます。

４つ目、（仮称）受動喫煙防止条例制定に向け

て。国や北海道の動きもあり、法制化や条例化の

流れになっていると思います。名寄市の最近の喫

煙率や市民ニーズの動向と条例制定に向けた考え

方をお伺いをいたします。

次に、公共交通等の維持改善と住民の移動手段

確保について、１つ、ＪＲ宗谷線存続に向けた取

り組み現状と今後の動きについてお伺いをいたし

ます。

２つ目、利用しやすく効率的な公共交通確保に

ついて。執行方針によると、利用しやすく効率的

な地域公共交通網形成計画の策定に取り組むとあ

ります。具体的な課題についてどのように認識を

し、取り組まれていくのかお知らせをいただきた

いと思います。

次に、地域経済の活性化と農業振興について、

１つ、市民と事業者のニーズに応える住宅改修事

業について。次年度からも既に継続事業の考え方

が示されておりますけれども、どのようなニーズ

に応えていくのかお伺いをいたします。

２、農業振興について、１つ、国内外の農業情

勢の変化による農村、農業者への影響と対策につ

いてお尋ねを申し上げます。

２つ、繁忙期における労働力確保の現状と対策

についてお答えをいただきたいと思います。

３つ目、日本最北のワイナリーへの期待につい

てお伺いをいたします。

次に、教育行政執行方針について、教職員の多

忙化と改善について。執行方針でも働き方改革の

推進と現場の時間外勤務の実態では乖離があるた

め、アクション・プランを策定をし、改善すると

あります。具体的な実行可能性についてお伺いを

いたします。

２つ目、教員住宅の確保について。名寄市内に

おける民間施設の活用の具体化について、その実

効性をお伺いをいたします。

３つ目、高等学校のあり方について。４月２３

日の記者会見で、加藤市長は道教委に２０２３年

をめどに名寄高校と名寄産業高校を統合する要望

書を出しておりますが、結論に至った経過をお伺

いをいたします。

最後の項になりますが、名寄市立総合病院と東
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病院等について、１つ、名寄市立総合病院の経営

課題等について。執行方針では、道の医療計画に

沿い、救急医療及び高度急性期等医療を担い、患

者さん中心の診療体制や経営基盤の整備拡充、経

営面ではＤＰＣ機能評価係数でも高評価を受け、

トータルとして医療スタッフの人材確保等の質、

量を高めていくとあります。改めて経営健全化へ

の道筋をお伺いをいたします。

２つ目、名寄東病院の役割と今後の施設整備に

ついて。地域における東病院の役割を踏まえ、２

０１７年度決算に対する評価と課題、医療従事者

確保への現状や新たな施設整備の考え方について

お尋ねを申し上げます。

壇上の質問を以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。熊

谷議員から大項目で９点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１から７、それと９につい

ては私から、大項目８については教育長からの答

弁となります。

大項目１、平和で安心なまちづくりについて、

小項目１、私の憲法観と今の政治状況について、

とりわけ憲法の改正についてお問い合わせがござ

いましたので、お答えをいたします。安倍総理は、

自民党総裁の立場として昨年の５月に民間団体主

催の集会に寄せたビデオメッセージの中で、自衛

隊の存在を憲法上明記する憲法９条に関する憲法

改正構想を公表いたしました。その後自民党憲法

改正推進本部において検討がなされて、本年３月

に自衛隊を憲法上明記をする方向性を示した条文

イメージ、いわゆるたたき台の素案を決定をいた

しました。自民党は、我が国を取り巻く安全保障

環境の緊迫化を理由に検討したとされるこの案を

たたき台として、衆参憲法審査会や各党有識者等

の意見や議論を踏まえ、憲法改正原案を策定し、

国会に提出するとしてございます。憲法の改正に

ついては、さまざまな意見があるものと認識をし

ておりますけれども、我が国の外交上、安全保障

上極めて重要な問題でございますので、私として

は国民に対する丁寧な説明と国政の場において十

分な議論をされることが必要ではないかと感じて

おります。陸上自衛隊名寄駐屯地は、当市と緊密

な関係がございますので、市民の生命、財産を守

る立場である市長として、国会における議論を初

め国の動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。

小項目２、平和行政と名寄駐屯地創立６５周年

市中パレードについてお答えをいたします。昭和

２８年に創立をされた陸上自衛隊名寄駐屯地は、

本年６５周年を迎えることから、６月３日、創立

６５周年記念行事として名寄自衛隊による市中パ

レードが行われました。名寄駐屯地の存在は、自

衛隊の本務である国防に限らず、災害復旧活動を

初め隊員、家族の地域経済への貢献、そして隊員

の皆さんのボランティア活動や各団体の会員とし

て地域活動等名寄市のこれまでの発展に大きな位

置を占めているところでございます。市中パレー

ドの実施に先立ちまして、名寄駐屯地６５周年武

装行進を考える会から平和な日常生活を営む商店

街や住宅地内の公道でのパレードは違和感がある

とともに不安を覚えるとの内容で、武装市中パレ

ードの中止を求める要請書の提出がございました

が、この市中パレードは自衛隊の日ごろの訓練成

果を広く地域の皆様に示していただいて、つなが

りをさらに深いものとし、理解と信頼を醸成して

もらえるいい機会であったと考えております。今

後も名寄駐屯地と本市は、まちづくりを初めさま

ざまな場面で密接な連携をとりながら、市政運営

に努めてまいりたいと考えております。

大項目２、名寄市総合計画第２次中期計画の策

定について、小項目１、前期計画を踏まえた中期

計画と財政展望について、小項目２、市民アンケ

ートの分析と今後の市民参画のあり方について、

小項目３、今後の市役所の体制のあり方について

お答えします。現在までに総合計画の審議会にお

いて前期計画実施計画の行政評価と地方創生交付
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金活用事業についての検証を行ったところでござ

います。今後各分野の数値目標を設定をする基本

計画や具体的な取り組みの工程表を示していく実

施計画の策定を進めてまいります。また、総合計

画を実施をする裏づけとなる中期財政計画につい

ても総合計画とあわせて策定を進めてまいります。

次に、今後の財政展望でございますが、一昨年

にお示しをした名寄市における財政課題のとおり、

地方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応、

公債費や基金残高の推移などから、現状において

も今後の本市の財政状況は決して楽観視できる状

況にないことに変わりはございません。国におい

ては、今月５日の経済財政諮問会議で経済財政運

営の基本指針、いわゆる骨太の方針の原案を示し、

地方の一般財源総額については１８年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保すると明記をされたものの、歳出改革等に向け

た取り組みについても加速していくとうたわれて

いることから、しっかりと国の財政動向にも注視

をしていく必要があります。いずれにいたしまし

ても、健全化判断比率の各指標の推移や公債費、

基金の適正な管理により財政規律を引き続き堅持

をし、持続可能な財政運営を行うこととしてまい

ります。

次に、総合計画のアンケートの調査分析ですが、

満足度については傾向としては前回とおおむね同

程度でございまして、引き続き各分野の満足度の

向上、改善に努めてまいります。その際いただい

た個別意見も参考にしながら、事業等の見直しや

市の取り組み、考え方の周知、発信も行ってまい

ります。総合計画中期計画の策定は、これから本

格化をしてまいりますが、引き続きいただいた御

意見も参考にしながら、総合計画の審議会におい

て議論をいただくとともに、各種機会を捉えて市

民との情報共有、市民参画を図ってまいります。

次に、今後の市役所の体制のあり方についてで

すが、まず副市長の定数につきましては合併から

１２年が経過をし、懸案事項が一定程度整理をさ

れたことなどから、さきの臨時会においてその数

を２人から１人にする条例改正案を提出し、可決

をいただいたところでございます。御承知のとお

り、本市の庁舎は名寄、風連ともに昭和５６年の

新耐震基準導入前に建設をされており、両庁舎と

も耐震基準を満たしていないことから、現在作業

を進めております名寄市都市計画マスタープラン

の見直し及び立地適正化計画の策定に向けた議論

の中で今後の庁舎のあり方について検討を進めて

いくこととしております。

御質問の組織体制につきましては、これまでも

その時々の行政課題に対応できるように見直しを

行いながら、簡素で効率的な組織機構づくりに努

めてまいりましたが、今後も先ほど申し上げまし

た庁舎のあり方の検討も踏まえた組織体制の構築

と職員の適正配置に引き続き努めてまいります。

大項目３、今後の市民負担増の行政課題につい

て、小項目１、水道事業の動向と市民のかかわり

についてお答えをいたします。水道事業は、安定

的な水の供給と水質の向上を実現するため、経営

の効率化及び健全化を目指し、平成２９年度から

平成３８年度までの計画期間である中長期的な経

営の基本計画、経営戦略を策定をし、事業を進め

ることとしております。この間人口減少傾向や節

水意識の高まりによる給水収益が減少し、収支の

均衡を図るため、維持管理費を必要最小限に抑え

て職員給与費や修繕費、建設改良費の抑制によっ

て継続的にコストの削減努力を行ってまいりまし

た。一方で、老朽化をする施設や管路の維持管理

を安定的に実施をするには委託料、修繕費等の経

費を一定程度見込む必要があり、あわせて老朽化

に伴う施設、管路の更新、改修に係る投資費用も

膨らむことから、現行の水道料金水準を据え置き

した場合、損益が悪化し、平成３５年度には資金

不足が生じると見込んでおります。上下水道事業

経営審議会から平成２８年２月にいただいている

答申に基づき、料金改定に向けた作業を進めてま

いりますが、経営を維持するためには料金改定を
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行うことで、負担を次世代に先送りすることなく

安全な施設設備を有し、安定した持続的な事業運

営につなげることができると考えております。現

在平成２９年度の決算をまとめておりますが、お

おむね経営戦略どおりに進捗をしており、今後平

成２９年度の決算状況等を踏まえ、経営審議会で

詳細な内容を協議し、答申に沿って方針をまとめ、

水道事業の現状、経営戦略など事業の概要、財政

状況と今後の見通しなども含めて市民へ理解を深

めていくことが重要であると考えております。今

後も業務改善等の取り組みを継続的に実施をし、

安全、安心な水道水を提供するために安定的な事

業運営に努めてまいります。

小項目２、国民健康保険の動向と市民とのかか

わりについて申し上げます。本年度から始まりま

した国民健康保険の都道府県単位化により、国民

健康保険の財政運営の責任主体が北海道となり、

市町村は北海道に納付金を納め、北海道は市町村

の保険給付に要する費用を全額負担することとな

っております。納付金を納めるために必要な国民

健康保険税については、これまで市町村によって

保険税の算出方法が異なり、差異が生じておりま

したが、北海道が標準的な算出方式により市町村

ごとの標準保険税率を示すことで住民負担の見え

る化を図るとともに、保険税負担の平準化を進め

ることとなります。一方で、平成３０年度に名寄

市に示された納付金の額は現行の保険税率では賄

えない状況となっており、今年度については基金

を繰り入れて対応する予定となっております。国

民健康保険の加入者は、年金受給者や非正規雇用

者など所得の低い世帯が多く、構造的な問題を抱

えております。平成３１年度に向けた保険税率の

見直しの協議に当たっては、加入者の生活実態に

十分配慮し、負担が過大なものとならないように

平成２９年度決算や基金の状況などとあわせて運

営協議会で慎重に検討をしてまいります。

大項目４、コミュニティー活動の推進について、

小項目１、今後の市政における町内会活動の位置

づけ、かかわりについてお答えをいたします。本

市の７２ある町内会において、地域住民が安心し

て暮らせる社会の構築を目指し、公園や道路の草

刈りや清掃など環境美化活動や安全、安心な地域

づくりのための交通安全旗設置、地域住民相互の

見守り活動、さらに多世代が集い親睦を深めるお

祭りや敬老会、イベントの開催など地域で育まれ

た多種多様な活動が行われております。昨今は、

少子高齢化や価値観の多様化による地域のつなが

りの希薄化などの社会的な要因による町内会への

加入率の低下や役員の担い手不足の課題がある一

方で、防災への取り組みや子供たちを不審者や交

通事故等から未然に防ぐための活動、さらには高

齢単身世帯やひとり親家庭など支援を要する世帯

の見守りなど、町内会に求められる社会的役割は

高いものでございます。今後も単位町内会の活動

がスムーズに推進されるよう町内会自治活動交付

金や拠点となる町内会館の整備を支援をする町内

会館建設費等補助金などの財政的支援を初め、町

内会長と行政との懇談会やまちづくり懇談会など

により意見をいただきながら、町内会活動の推進

に対する積極的な支援に努めてまいります。

次に、自治区制度のあり方につきましては、合

併時の協議を踏まえ、平成１８年度から１９年度

にかけた地域協議で、法定の地域自治区について

は制度上の制約が多いことや行政から求められる

役割の増加が懸念をされるなど、現状では受け入

れることが難しい組織という御意見をいただいて

おります。また、第２次総合計画の策定審議の中

で地域連絡協議会の活動を充実させることが優先

課題である、法に縛られず、地域に合った形を考

えるべきなどの御意見をいただき、地域連絡協議

会の活動を基本に協働のまちづくりを進めると報

告をされております。これらの意見を踏まえ、各

小学校区を基本に組織をされた地域連絡協議会に

おいて清掃活動や防災活動、交流事業など単位町

内会の枠を超えた活動に行政として活動交付金な

どの財政支援や代表者会議の開催による相互の情
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報交換の取り組みを通して地域の特性を生かした

活動を活性化させ、市民主体のまちづくりを一層

推進する地域コミュニティー組織の核として発展

をしていけるよう支援をしてまいります。

大項目５、安心して住み続けられる名寄市につ

いて、小項目１、新年度の除排雪事業の改善と道

路改良について申し上げます。本年度の除排雪事

業については、委託業者や道路センター職員の連

携した除排雪体制により、積み上げ除雪や歩車道

及び交差点排雪を実施をしてまいります。雪堆積

場についてですが、昨年の３月には市民雪堆積場

が大雪により搬入数量を超え、閉鎖を余儀なくさ

れたことから、本年度につきましては昨年度購入

した西１６条南９丁目の土地を新規市民雪堆積場

として利用できるように現在整備中でございまし

て、今冬には市民の方が安心して搬入できる雪堆

積場として供用をしてまいります。

次に、作業機械についてでございますが、昨年

度に引き続き本年度におきましても除雪グレーダ

ーを更新し、さらに安定した除排雪事業に努めて

まいります。また、平成２９年度にクレーンつき

ダンプの更新や北海道から小型ローリー及び凍結

防止剤散布車の２台を購入をしたことから、道路

センター直営での積み上げ除雪を初め、カット排

雪や交差点排雪など効果的な除排雪作業が実施で

きたところでございます。道路センターの人員に

変更はございませんが、市民から期待される課題

に対ししっかりと除雪シーズンに臨めるように体

制を整えてまいります。また、委託業者とも今年

度も意見交換の場を設け、情報共有をしてまいり

ます。

次に、町内会連携事業、レンタル＆ゴー事業に

ついては、実施２年目となり、昨年の実績を踏ま

え町内会と連携協力に努め、市民の満足度が高ま

るように、市民との協働による除排雪事業を進め

てまいります。

次に、名寄市排雪ダンプ助成事業につきまして

は、一般住宅や店舗併用住宅への排雪作業時の排

雪ダンプに係る費用の一部を助成をする事業でご

ざいます。御指摘の現在の指定業者以外の利用車

両の拡大については、事業実施要綱では営業車両

のみ許可をしております。一般車両の拡大につい

ては、責任の所在や運用の判断、料金設定など課

題が多く、個人との関係性で実施をされるものも

あることから、事故などの補償や安全性を確保す

る観点から助成の範囲を拡大することについては

現状では難しいものと考えております。御理解を

いただきたいと思います。

道路の改良、舗装化については、砂利道やアス

ファルト乳剤を散布をしている防じん道路の舗装

化、また舗装道路ではあるが、春先の凍上により

凹凸になったり、陥没箇所が多く発生をする未改

良道路の補修については多くの皆様から改修要望

をいただいております。道路整備の基本的な考え

方については、合併の際に新市の課題として市街

地の舗装率に差があったことから、主に名寄地区

の市街地の未舗装道路の舗装率向上を目指してま

いりました。道路整備には多くの予算が必要とな

ることから、国の交付金対象となる道路工事と維

持補修等については市の単独事業として整備を進

めてまいりましたが、この間の交付金対象の道路

工事において採択率も低く、事業進捗も計画どお

りに進んでおりません。また、舗装済みではある

が、未改良道路での凍上発生による凹凸や幹線道

路の経年劣化による大がかりな舗装補修の必要性、

橋梁等の長寿命化など道路インフラ整備に求めら

れる課題は多岐にわたってまいりました。これら

の状況もあることから、未舗装道路の舗装化の事

業も継続して実施をしてまいりますが、舗装済み

ではあるが、凍上や損傷の多い路線については単

独事業を投入し、舗装率のアップだけではなく、

よりよい道路環境の整備に努めてまいります。

本議会において提案をさせていただいた市街地

の幹線である西１条通の改良舗装工事、未舗装路

線である北西９条右仲通、バス路線でもある郊外

地の幹線道路の風連大沼線の舗装改築を新たに取
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り組んでまいりたいと考えております。また、改

良舗装工事が実施をされるまでの緊急を要する修

繕や防じん道路の延命等の対応につきましては適

時実施をし、安全、安心な道路環境の保持に努め

てまいります。

小項目２、子供の医療費無料化についてお答え

をいたします。名寄市子ども・子育て支援事業計

画においては、平成３２年度からの次期計画の策

定に向けて地域の子育てに関するニーズの調査を

実施をしていく予定であり、この計画に向けたニ

ーズ調査を今年度実施をすることとしております。

本計画の策定とあわせて第２次総合計画中期計画

の策定などにおいてさまざまな要望、政策に対し

取捨選択をする中で判断をしていかなければなら

ないと考えております。

小項目３、空き家対策の促進についてですが、

名寄市の空き家の状況を把握をするために平成２

９年度より大手地図メーカーのデータを基礎資料

とした外観調査を実施をしてきております。名寄

地区市街地の空き家と思われる戸建て家屋データ

３３０件の概況や破損状況、敷地内の立木、ごみ

などの実態について目視調査を実施をしておりま

す。その内訳といたしましては、空き家と確認で

きた物件については１７３件、市民等が居住し、

空き家ではなくなっていた物件については６２件、

新築、駐車場になるなど除去、解体されていたも

のが６２件、国や北海道が管理をしている物件が

３３件含まれておりました。また、本年度におい

ては、名寄地区農村部や智恵文地区、風連地区の

残る１００件程度の家屋について調査を実施をし、

市内全域の実態の把握を行いたいと考えておりま

す。名寄地区市街地で確認をされた空き家１７３

件の状況につきましては、適正に管理され、外観

上問題箇所がなかった建物が７９件、一方窓ガラ

スが割れている、周囲にごみが散乱をしている、

トタンが剥がれている、半壊しているなどそれぞ

れ程度は違いますが、何らかの問題がある建物が

９４件ございました。

市民から情報提供、苦情のありました物件につ

いては、空き家特措法に基づき調査を行い、所有

者及び管理義務のある方を特定し、全件現地確認

を行った上で状況写真も添付しながら改善に向け

ての対応を依頼をしております。その結果、遠方

に住まわれていても迅速に改善、適正管理をして

いただける方がある一方で、数回にわたり依頼を

しても返答や具体的な動きのない方もいるのが現

状でございます。緊急性、安全上問題がある場合

には、消防署、名寄警察署とも個別に連携を行い

ながら対応するケースもございますが、相続関係

や登記上の問題、また建物の形態などさまざまな

ケースがある中で、所有者等に対し建物の現況情

報を的確に伝え、対応につなげるかが課題となっ

ております。この間も申しておりますが、空き家

は個人の財産でございます。個人の資産でありま

して、その管理につきましてはあくまでも所有者

が責任を持って行っていただくということが前提

となります。今後も安全、衛生上問題のある物件

に関しては、所有者等に対し除却も含めた適正な

管理の依頼、情報提供を行いながら対応をしてま

いります。

小項目４、受動喫煙防止条例制定に向けてお答

えをいたします。健康増進法の一部を改正する法

律案が３月９日に閣議決定をされ、望まない受動

喫煙を防止をする観点から多数の者が利用する施

設等が原則屋内禁煙とされ、都道府県に対し義務

違反者への勧告、命令、罰則等の措置について規

定をする改正案が国会に提出をされ、審議をされ

ているところでございます。現行の健康増進法第

２５条におきましては、多数の者が利用する施設

の管理者に対し、受動喫煙防止措置を講じる旨を

規定をしています。このたびの改正案では、国及

び地方自治体に対し、受動喫煙を防止するための

措置を総合的かつ効果的に進めることが努力義務

とされております。また、何人も正当な理由なく

喫煙禁止場所で喫煙してはならないものという規

定及び義務違反者に対する罰則も規定をされてい



－43－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

ることから、この改正法が成立をすれば受動喫煙

の防止についてより実効性の高いものとなると思

われます。

参考までに、全国の喫煙率は平成２８年度で１

３％でございますが、市単独での喫煙率は調査

は実施しておらず、数字の把握をしているのは国

民健康保険の加入者のうち特定健診受診者の喫煙

率でございまして、平成２８年度で１ ９％とな

っています。

先ほど申し上げました改正法案が今国会で成立

することになれば、一部の施行期日は最短で平成

３１年の夏ごろになるということでございますの

で、国、北海道の動向を注視をしてまいります。

大項目６、公共交通等の維持改善と住民の移動

手段の確保について、小項目１、ＪＲ宗谷線存続

の取り組みと今後の動きについてお答えをいたし

ます。本市が会長職を務める宗谷本線活性化推進

協議会では、昨年１２月２３日に開催をした協議

会において事務担当レベルで構成をする幹事会に

よる中間報告が行われ、本年５月２９日の総会で

は報告書が提出をされました。沿線自治体による

経費削減効果額を試算をいたしましたが、４９億

円近い赤字額に対し１億 ０００万円弱の効果額

となり、抜本的な収支改善にはつながらない結果

となりました。しかし、沿線自治体として取り組

み可能な経費節減策につきましては引き続き検討

をすることとし、ＪＲの最大限の自助努力を前提

に国の実効性ある支援も求めつつ、将来にわたっ

て路線を持続的に維持していくための方策につい

て北海道とともに費用負担のあり方も含め、検討

をしていくと方向性を決めさせていただきました。

今後の取り組みといたしましては、夏まで基本的

な方向性を取りまとめると言われていることから、

北海道も国と持続可能なスキーム構築のための本

格的な調整作業を行うこととなり、協議会では情

報収集に努めるとともに、利用促進や利便性向上

につながる提案も含め、宗谷本線存続に向けた取

り組みを継続をしてまいります。

小項目２、利用しやすく効率的な公共交通確保

についてお答えをいたします。地域の生活基盤を

守っていくために、公共交通網の確立は大変重要

な要素であると認識をしております。公共交通に

求められる役割として、高齢化社会への対応のほ

か、通院、通学などの日常生活に不可欠な移動手

段であることはもちろん、市外からの観光やビジ

ネスなど地域の生活や経済活動を支える上でも重

要なものとなっております。本市の公共交通機関

は、宗谷本線並びに名寄地区中心部を循環するバ

ス路線３系統や市内中心部と郊外地区や周辺自治

体を結ぶバス路線８系統のほか、デマンド型バス

として郊外と市内中心部を結ぶ路線１系統が市民

生活を支える公共交通として運行しております。

名寄地区中心部を走るコミュニティバスは、平成

２７年度までの３年半にわたる実証運行の中で利

便性の見直しを行っており、公共施設や名寄地区

中心部の移動手段として市民の方々に定着してい

るものと思います。農村部を中心とした郊外地区

では、公共交通の利便性の低い地域が存在をし、

人口の減少や自家用車の普及などによる利用者の

減少により名寄市街地と風連日進地区を結ぶバス

路線、風連御料線においては、路線維持に要する

市の財政負担が年々増加をする傾向となっており

ます。これらの諸課題に対し、地域の特性や利用

者ニーズに合った公共交通の確保を図るとともに、

市内全体の交通手段を連携させ、効率性、利便性

の高い公共交通網に形成することが必要であるこ

とから、名寄市地域公共交通活性化協議会におい

て地域公共交通網形成計画の策定を本年度行うと

ころでございます。

大項目７、地域経済の活性化と農業振興につい

て、小項目１、市民と事業者のニーズに応える住

宅改修事業について申し上げます。住宅改修につ

いては、平成１９年度から２１年度まで快適な住

環境の整備、市内建設産業の振興及び雇用の安定

を図ることを目的に名寄市住宅リフォーム促進助

成を実施をいたしましたが、その後制度の再開を
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望むことが多かったことから、市民の住環境整備

と技術者の人材育成及び継続をした雇用を目的に

平成２８年１０月から本年度までの３カ年の事業

として名寄市住宅改修等推進事業を実施をしてい

るところでございます。本事業については、昨年

度は補正により予算を増額をするなど推移は堅調

で、市民の住宅改修ニーズに応える制度として好

評を得るとともに、市内建設関連業者からも高い

評価をいただいております。このことから、住宅

改修施策については本定例会開会日の執行方針で

も述べさせていただいたとおり、今後移住、定住

の推進や空き家対策など本市のさまざまな施策と

も連動しながら、人材育成や雇用の安定、地域経

済の活性化につながるよう事業期間も含め、継続

に向けた検討を進めてまいります。

小項目２、農業振興について申し上げます。初

めに、農業情勢の変化に伴う農業者等への影響に

ついてでございますが、ＴＰＰや日欧ＥＰＡに伴

う輸入規制の緩和は、関税に関しては協定発効後

から長期間にわたり段階的に引き下げられること

や加工品においては安価な輸入品の増加などによ

り将来的には価格低下などの影響が懸念をされる

ところでございます。本市においては、国の総合

的なＴＰＰ等関連政策大綱に基づく対策として示

された担い手育成と産地としての競争力や収益力

を高める体質強化策、経営安定対策などの施策を

活用し、農業者の経営基盤の強化と生産体制の効

率化など関係機関、団体と連携し、経営強化に努

めるとともに、価格安定対策などの関連施策が地

域の実情に沿った実効性ある取り組みとなるよう

求めてまいります。

また、主要農作物種子法廃止については、北海

道において現状を維持する見込みとなり、影響は

少ないものと考えておりますが、今後とも生産者

が安定的に高品質な農作物の生産が継続できるよ

うに、優良で品質の高い種子の安定供給に向けた

農業施策の推進について引き続き関係機関、団体

と連携しながら、国や北海道に求めてまいります。

また、繁忙期における労働力確保については、

パート等の雇用労働力や作業受委託などによる労

働力の確保と一方では作業の省力化や法人化など

の多様な手法を組み合わせ、対応していく必要が

あると考えております。雇用労働力の確保対策と

しては、今年度からＪＡ、生産者の協力のもとに

大学生による農作業従事について試験的に取り組

んでおりまして、今後の農業者と労働者とのマッ

チング支援等につながるよう関係機関、団体と連

携して調査検討してまいります。

小項目２、農業振興について、３、日本最北の

ワイナリーへの期待についてお答えをいたします。

当該特区計画認定の経緯といたしましては、本市

において市内の農家がワイン用ブドウを栽培し、

委託醸造により名寄産ブドウ１００％のワインを

販売しているところ、いずれは名寄にワイナリー

を建設して自家醸造をしたいとの考えを持ってい

るとの話をいただいておりました。醸造免許を有

するためには、酒税法による最低醸造数量の基準

をクリアをする必要がございますが、一定の条件

を満たして構造改革特別区域計画の認定を受けれ

ばその基準が引き下げられることとなります。そ

こで、本市においては事業者からの提案を受け、

内閣府地方創生推進事務局に特区計画を提出し、

本年３月３０日に日本最北のワイナリー創生・名

寄ワイン特区が構造改革特別区域計画の認定を受

けたところでございます。これにより名寄産ブド

ウを１００％使用する場合に限り酒類製造免許の

要件が緩和をされることとなります。現在事業者

がワイナリーの建設や製造免許の取得などの準備

を進めているところでございまして、早ければ２

年後から名寄で醸造されたワインの販売が開始で

きる見込みとのことでございます。日本最北のワ

イナリーが誕生すれば、名寄の知名度の向上やワ

イン愛好家などの来名など効果も見込まれるとこ

ろでございまして、市としてもこの取り組みのＰ

Ｒなどを通じてサポートをしてまいりたいと考え

ております。
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大項目９、名寄市立総合病院と名寄東病院等に

ついて、小項目１、名寄市立総合病院の経営課題

等についてお答えをいたします。市立総合病院は、

新名寄市病院事業改革プランでお示しをしていま

すとおり、地方地域センター病院、救命救急セン

ターとして医療圏の中での急性期医療のとりでと

してその機能をしっかりと維持をしていく必要が

ございます。そのための人材確保対策として、昨

年には卒後臨床研修評価機構の認定を受け、研修

体制の質を高めながら継続して初期研修医を採用

をしてきているほか、学資金制度や市立大学との

連携などによる看護師の確保、さらには必要な医

療技術職などを広く道内外から採用をしておりま

す。また、これまでに医師の業務補助、医療安全

や感染対策、看護の質を高めるための補助業務な

どに多くのスタッフを増員をしてきております。

一方で、外来部門の改修、ＩＣＵ、救急外来棟の

増築、精神科病棟の改築、また高度医療機器の更

新や利用者の利便性を高めるための駐車場整備な

どハード面での充実も図ってきたところでござい

ます。

病院事業収支の面では、赤字経営が続いており

ますが、これまでの積極的な投資対策が費用の増

加だけでなく、新たな医業収益にも結びついてお

り、不採算医療を担う責務のある公立病院として

は厳しいながらも、その役割を果たすための運営

はできていると考えております。求められます経

営の健全化に向けましては、圏域内の医療、介護

機関との連携を強化をしていくことが最重要と考

えております。そのための取り組みとして、地域

医療構想調整会議での協議や地域包括ケアシステ

ムを構築をしていく中で積極的にかかわっていく

こととしております。また、近年においては、診

療報酬制度の改定に対応した調整を行うとともに、

職員相互の協力により、より高い評価を得たＤＰ

Ｃ係数を生かしていくための細かな対策も図って

いくこととしております。

次に、小項目２、名寄東病院の役割と今後の施

設整備についてですが、東病院の決算につきまし

ては、診療報酬制度改定の影響を受けて大変厳し

い状況にございますが、院長を初めとした全体の

経営努力などにより決算額としては約 ３１７万

円の黒字を確保したところでございます。しかし、

現在協議中の地域医療構想における役割の明確化

やそれに対応した経営のあり方などについて専門

的な知見を必要とすることから、年度内に医療経

営に特化をした経営コンサルタントを導入するこ

との協議を進めております。施設につきましては、

老朽化が著しい状況にございますので、コンサル

の評価結果を得てから関係者と十分な協議を図っ

た上で方向性を検討してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目８、

教育行政執行方針についてお答えいたします。

まず初めに、小項目１の教職員の多忙化と改善

の方法についてでありますが、国では昨年の６月

に新しい時代の教育に向けた持続可能な学校教育

指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策を中教審へ諮問し、

同年１２月に中間まとめがなされました。このこ

とを踏まえ、学校における働き方改革に関する緊

急対策が取りまとめられまして、各都道府県教育

委員会に通知がされたところでございます。道教

委におきましても本年３月に学校における働き方

改革「北海道アクション・プラン」を策定し、道

内全ての学校が働き方改革を進めるため、市町村

教育委員会の取り組みを促し、教員の時間外勤務

の縮減や外部人材の活用に向けた取り組みを近々

に対応すべき重点事項と位置づけまして、着実に

取り組むこととし、あわせて国の動向や学校にお

ける取り組み状況などを見きわめながら、適宜見

直しを行うこととしております。

このプランでは、教育委員会及び学校の役割が

示されております。教育委員会の役割としては、
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１点目は学校における働き方改革を進めるための

計画等を作成すると。２点目は、地域の実情に応

じた取り組みを主体的に実施すると定めておりま

す。また、学校の役割として、１点目は学校の重

点目標を明確化し、全職員の共通理解のもと働き

方改革に向けた取り組みを関係機関と連携しなが

ら主体的に推進する。２点目は、勤務時間を意識

した働き方を進め、職員一人一人の意識改革を推

進すると定めております。また、道教委からは平

成３２年度までに１週間当たりの勤務時間が６０

時間を超える教員を全校種でゼロにすると。この

ことを当面の目標として設定し、この目標を達成

するための具体的な取り組みが示されたところで

ございます。このことから、市教委としては校長

会、教頭会、ＰＴＡ役員をメンバーとする名寄市

立小中学校働き方改革推進会議を設置し、全ての

学校で教員が授業や授業準備に集中し、健康で生

き生きとやりがいを持って勤務しながら、学校教

育の質を高められる環境を構築するため、時間外

勤務の縮減に向けた地域の実情に応じた各種取り

組みを検討し、全ての市内小中学校が足並みをそ

ろえて取り進める業務改善の方針と計画を策定し

てまいります。

次に、小項目２、教員住宅の確保についてでご

ざいます。本市の教員住宅については、１０６戸

あり、そのうち入居可能な教員住宅は８７戸、入

居戸数は７１戸となっております。また、老朽化

により入居不可能な住宅が１９戸あります。地区

別の入居可能戸数と入居状況は、名寄市内では５

０戸中４１戸、中名寄では４戸中４戸、智恵文地

区では８戸中５戸、風連地区では２５戸中２１戸

の入居となっております。本市の教員住宅につき

ましては、平成１８年度に建築して以降整備が行

われていなく、市内にある１０６戸の住宅のうち

３０年以上経過している住宅が６８戸と半数以上

に上り、全体的に老朽化が進んでいることから、

何らかの対応が必要と認識しております。今後の

整備につきましては、名寄、風連の市街地では民

間アパートや賃貸住宅などの活用方策も検討して

いきますが、当面の間新たな教員住宅の整備はせ

ず、修繕などを行いながら既存住宅を活用してい

きます。また、郊外農村部につきましては、民間

アパートなどの活用が困難な状況であるため、住

宅の劣化状況等を考慮しながら整備を進めてまい

りたいと考えております。

続きまして、小項目の３、高等学校のあり方に

ついてでございます。道教委では、高等学校教育

の課題の一つに中学校卒業者数の減少を挙げてお

り、募集定員の削減が避けられない状況の中、生

徒の学習に応える多様で柔軟な教育課程の編成が

可能となるよう学校の再編などに取り組む必要が

あるとしております。具体的には、望ましい学校

規模は１学年４から８学級として第１学年３学級

以下の高校については原則として再編整備の対象

とし、可能な限り望ましい学校規模になるよう近

隣の高校との再編を進めているところでございま

す。和寒以北の上川北学区の中卒者数につきまし

ては、平成３０年は５４９名となっており、１年

後の３１年には４８９名で６０名の減、３年後の

平成３３年は４５８名で９１名減少すると想定さ

れております。全日制の上川北学区の定員は６４

０名ですので、間口の調整が必要になる状況にあ

ります。名寄市内の高校におきましても、上川北

学区と同様に中卒者数は減少傾向にあり、定員割

れが続くことから、平成３２年度に名寄産業高校

の学科転換による１間口減の方向性が示されたと

ころでございます。

このような状況の中、名寄市内高等学校在り方

検討会議では道教委の高校づくりの方針、道内や

名寄市内の経済と雇用情勢、生徒数の推移や進路

状況を分析しながら、今後名寄市内の高等学校の

あるべき姿について検討していただき、それをも

とに市としての方向性をまとめ、道教委へ要望し

てきたところでございます。要望の具体的な内容

といたしましては、平成３２年度の産業高校の学

科転換につきましては、電子機械科と建築システ
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ム科を統合し、これまで取得できた各種資格を引

き続き可能な限り取得できるよう教育課程の工夫

をすること、存続する酪農科学科と生活文化科に

ついては魅力ある学科とするため、教育課程を創

意工夫し、中学生や保護者への情報発信に努める

ことなど大きく２点にわたって要望してまいりま

した。このことを受け、先般道教委からは電子機

械と建築システム科を統合し、機械・建築システ

ム科に学科転換することが示されたところでござ

います。さらに、在り方検討会議の意見を踏まえ、

産業高校が学科再編により１学年３学級の小規模

校となり、近隣高校との再編対象となることから、

平成３５年度をめどに名寄高校と産業高校を再編、

統合し、未利用となる校舎や名農キャンパスの農

地などの活用について本市の意向を踏まえ、検討

するよう要望してきたところでございます。要望

の理由といたしましては、市内での今後の高校教

育のあり方について考えたとき、市内北学区全体

で生徒数が減少していく中、両高等学校の体力が

落ちる前の有効な対策として、両校を発展的に統

合し、両校の相乗効果を発揮させ、子供たちにと

って魅力があり、選ばれる高校としていくために

必要な取り組みであると考えたためでございます。

名寄市としましては、今後ともことし３月に提出

いたしました要望内容を踏まえ、道教委と連携し

ながら望ましい高校配置のあり方について検討し

ていきたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれありがとう

ございました。再質問を申し上げたいと思います

が、最初に大項目や小項目多少横断をして中期財

政計画、あるいはこれは総計の、それから一昨年

の示された中期財政計画の展望の関係やら、住宅

改修やら、空き家問題も含めて、関連もございま

すので、質問を申し上げたいと思います。

市長３期目就任してまだ二月の間、恐らく政策

予算のすり合わせ等それぞれ内部のをやられたと

いうふうに思いますが、３期目ということで市民

の期待も多かったのではないかと思いますが、そ

の分政策的な補正予算、最終日に審議をまたされ

ますけれども、１億 ６００万円ぐらい、私ども

外から見ていてそう大きな数字ではないなという

印象も受けとめておりますけれども、この数字に

至った根拠等、あるいは内部での議論経過につい

てお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ３月の議会でまず骨格予

算ということでお示しをさせていただき、議決を

いただいたわけでありますけれども、その議論の

過程の中でも当然通常と同じような議論をさせて

いただく中で、喫緊の課題であるだとか、先送り

できないものについて、あるいは政策的なものに

ついて、さらに検討を要するもの、あるいは政策

的ということで補正に送ったものというようなこ

とで、その議論の過程の中でこうした数字として

積み上がってきたものということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） お答えが少し抽象的

ですけれども、確かに精査をされて、そう大きく

ないように見える。問題は中身なのでしょうけれ

ども、財政展望との関係だとか、特に市長１期、

２期やられて８年、９年目に入りますけれども、

合併特例債なども含めて大型事業が連続をしたと

いう経過、あるいは中期財政計画の展望なども含

めてやっぱり財政的な素因が大きな要因に、１億

６００万円ぐらいというあたりは恐らく財政課

でもかなり厳しく、あるいは市長としてはもっと

もっと市民の期待に応えて膨らませたい課題もあ

ったのではないかと思います。もう少しそこら辺

について、この数字に落ちついたというところあ

たりもお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しになりますけれ

ども、一昨年お示しをしました中期財政計画と財

政の展望について、一定のキャップというか、規
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律を決めたわけでありまして、そのことも当然予

算を策定していく中で無関係ではないというふう

に思います。そこも踏まえて昨年度来の予算協議、

そして今回の補正予算で、当然いろんな市民の皆

さんのご議論もいただく中で盛り込んだもの、あ

るいは政策的に少し継続して協議をしたものも含

めてこうした数字に落ちついたということでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろん総計の１０

年間の計画で基本構想、基本計画が示されており

ますから、私の判断としても数字が大きい、小さ

いというよりも一定の落ちついたところに、特に

財政担当では厳しく名寄市の中期財政計画の展望

も示されておりますから、いいところにおさまっ

たのではないかと思うのですけれども、市民全体

的にやはりここ合併以降、特例債の持つ意味、特

例債といっても借金は借金で、３年据え置き、１

５年返済ということになると、低金利時代といい

ながらも利子もそれなりに一定程度の額になるわ

けですから、常に注意を、しっかり検証した上で

今後の中期、ことしの計画はもう既に予算が決め

られて政策予算も最終日に審議をされますけれど

も、それをやるという前提の上に立っての向こう

４年間あるいは後期の４年間という連動性を踏ま

えた場合、ちょうど合併以降風連の再開発も含め

て、この間６０億円なり７０億円ぐらいの特例債

を使って今日に至って、あとわずか、正確なとこ

ろは副市長でも結構ですけれども、特例債の使い

方について天井いっぱい使っていきながら２次の

総計に反映をしていこうとするのか、もう少しお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 合併特例債、たしかも

う１０億円切るぐらいの数字であります。合併特

例債そのものの趣旨は、やはり新しいまちづくり

に資するためということでありますから、全体的

に財政状況が楽観視できない中で非常に大事な財

源だというふうに捉えているところであります。

ちょっと話前後しますけれども、今回の１億

０００万円ぐらいの補正につきましては、当初の

骨格予算の際の検討していく中で、もう少しこれ

は議論が必要だろうというのを踏まえて、一般財

源ベースで約２億円ぐらいあったところでありま

す。そこからかなり財政サイドとして今後の財政

展望も踏まえて切り込めるところは切り込む、あ

るいは無駄を省く、そしてまだ議論が足りないと

いうところはやっぱりもうちょっと議論しなけれ

ばならない。そういうようなことを踏まえてこの

１億 ０００万円というふうに落ちついてきてい

るところであります。その間に道路の交付金の削

減等もありましたので、それも総体的に詰めてい

ってこの数字になったというところであります。

当然財政サイドは、今後合併特例債も踏まえてど

ういうまちづくりが必要で、そして老朽化施設等

もございますし、あるいは広域化でやらなければ

ならない部分もかなり出てきます。そのあたりも

踏まえてのさばきが必要になります。特例債の使

いどころは、借金ですので、間違えますと後から

後年度負担がどんと出ますもので、これは慎重に

取り扱っていかなければならないと思っていると

ころです。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今年度しっかり進捗

を高めながら、先ほども言いましたけれども、中

期の４年、その後の後期の４年という。この時期

というのは、合併以降ややこれで１３年目になり

ますけれども、その償還圧というか、かなりピー

クに達する時期とちょうどオーバーラップをする

時期ではないかというふうに考えておりまして、

今回の政策予算を抑えたという印象が適当かどう

かわかりませんけれども、いずれにしてもそれは

２期、中期あるいは後期にずれ込んでいくという

印象で、それは的確な判断なのかという感じがし

ておりますが、昨年の年末の中期財政計画の平成

３４年までぐらいの一定の数字が出ていますけれ
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ども、来年度以降は特に一般会計ベースで大きな

数字の変化としてあるのは、基金に１０億円前後、

７億円から１１億円ぐらいの基金を毎年組み入れ

ながら、それにしてもトータルして２００億円ぐ

らい一般会計ベースに数字として出ています。特

に地域経済へ大きな影響が出るだろうというふう

に思われます普通建設事業は、押しなべてずっと

２０億円、かつては４０億円、３０億円台という

状況でしたけれども、これはかなり大きな変化で、

市内の事業所をいろいろ営む皆さんも名寄市の公

共工事だけをということでなくて、北海道や、あ

るいは国の補助事業などについても想定をしなが

ら経営を立てられているのですけれども、市の財

政上はこの数字が適当かどうかというのはわかり

ませんけれども、地域経済にはそれなりの影響が

出てくるのかなという感じがしておりますけれど

も、その辺についての判断をもう一度お聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財政規律で２０億円と

いうところで設定しておりますけれども、恐らく

これから総計等も踏まえて議論を進めていくと、

この２０億円が恐らくでこぼこになる、そういう

年度もあるかと思います。地域経済における公共

事業のあり方というのは、大きな要因になるのは

私どもも認識しているところでありますが、ただ

税金を入れていく部分で必ず財政規律というのも

重要になりますので、バランスが非常に難しいと

ころであります。問題は、名寄市の公共事業その

ものが市だけではなく、お話しのとおり国や道と

いうものもあります。あるいは、民間の事業拡大

もあります。もうちょっと考えると、その公共事

業が人口減少の中で市内で消化できるかどうかと

いう課題も恐らくあるかと思います。今後これは

非常に大きな課題ですので、ぜひいろんな形で議

論、そして市民の皆さんとも意見交換しながら、

どういう形がいいのか、あるいは手法についても

探っていく必要があるかと思います。市のほうで

できる一例としては、例えば早期発注だとか、そ

の年度の事業量をできるだけ早目に周知させてい

ただくだとか、そういう細かいことも含めて対応

させていただきたいと思っていります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） またこの暮れには、

今年度の決算見込みを見ながら中期財政計画のし

っかりした数字が出てくるのだろうと思います。

その段階でまた検証させていただきたいと思いま

すが、健全化比率の関係でいくとその時点では実

質公債費比率１３％、あるいは将来負担比率が９

０％を超えない範囲の中でという上限数字を示さ

れておりますけれども、現状はこの辺の数字の変

動というのは大きく変わらないという認識でよろ

しいかどうか改めてお聞かせいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現状では、それほど悪

化しないというふうには見ておりますけれども、

一番課題になるのが基金の金額であります。基金

の金額が高いと、実質公債費比率あるいは将来負

担比率は安全圏のほうに押し下げる力が働くので

すが、これが基金がなくなってくると逆の現象が

起きます。プラスこの基金について国の地財審あ

たりでも非常に関心の高いところでありますので、

それも踏まえてここは本当にシミュレーションを

確実にやりながら、基金についてもコントロール

していく必要があると認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 現状は８０億円なり

９０億円の基金のイメージがずっとありましたけ

れども、中期財政計画の最終年の先ほど言った平

成３４年ごろには数十億円ぐらい一気に、５０億

円なり６０億円に落ち込むという状況、それは有

効な政策にどう反映をするかということのつなが

りもありますから、単純に数字だけでは判断をし

切れませんけれども、特に後期に至ってはまさに

かつて今までの償還圧が一層高まっていくという
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こと、あるいは合併、交付税への最終的な影響等

の判断もありますから注意が必要ではないかとい

うふうに考えておりますので、特に並行して公共

施設の課題についても数字としては示されて、恐

らくそれぞれの公共施設を単年度ごとにどれをど

うするかという判断、これは当然議会はもちろん

ですけれども、市民のサービスだとか、いろんな

行政の運営の中で大きくかかわってくるので、こ

こはしっかり意識をした上で提示を求めておきた

いと思います。

それで、財政関係全般については時間の関係も

あるので、これでまた次回に送らせていただきま

すが、小さな事業のように見えるけれども、私は

大きな事業だなというふうに思っているのは住宅

改修事業についてだと思います。冬の除雪、排雪

の関係もそうなのですけれども、ダンプ関係、典

型的な行政と市民の協働事業ではないかというふ

うに思っていますから、今年度で一応一区切りと

いいながらも、市長は既にこの２定の冒頭でも継

続した市民ニーズを受けとめてやっていくという

姿勢が明確になりましたけれども、これをもっと

もっとやっぱり育てていくことが重要かなという

ふうに思っておりますけれども、議会でのやりと

りの中では今年度できるだけ早い時期にしっかり

そこを基本的な考えだけでなくて具体的な提示も

していただくようなことで私は認識しております

けれども、改めてお答えをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 住宅改修の事業について

は、今も議員の御指摘のとおり冒頭の執行方針の

中で継続の方向で検討させていただくという話を

させていただきました。今後ちょっと建設事業関

連のお金がなかなか伸び悩むという中でも、やは

り経済の活性化の観点からもこの事業の継続の必

要性があるだろうというふうに判断をしています。

一方で、経済の活性化だけでなくてさまざまなこ

れによる波及する効果があるわけでありまして、

そこをしっかりとより費用対効果を高めていくと

いうか、いろんな意味で福祉や、あるいは事業者

を育てていく。地域経済の活性化等々、さまざま

な角度から具体的な制度設計をしていかなければ

ならないというふうに考えています。１年たちま

したので、今いろんな検証をしながら関係者の皆

さんとも協議をして、しっかりと検討してまいり

たいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一昨年の１０月から

始めてちょうど秋で丸２年、それとあと来年の３

月末ということですから、担当のほうに数字をい

ただきました。新聞にも公になっていますけれど

も、私この丸２年近くの数字を合計しますと３６

６件、５月末ぐらいです、合計で。市民からかけ

ていただいたお金が ９６０万円、トータルして

の総事業費は５億 ０００万円ぐらいの数字、

０００万円から ０００万円ぐらいに、これはか

なり、名寄でいえば大手のところも登録をしてお

りますし、本当に一人親方的なペンキ屋さん、塗

装屋さん、あるいは鍛治屋さんとか、設備屋さん

とかというところ、ネットで見ると７３件ぐらい

登録していますけれども、裾野が本当に広いのだ

なという認識をしておりまして、改めて継続的に、

持続的に雇用だとか、あるいは地域の経済への反

映だとかということではしっかりやってもらわな

ければならないというふうに思っていますので、

これも雪降る前に、この９月末ぐらい、関係業者

の皆さんや市民のニーズが今の状態のお仕事、家

の中中心、あるいは外回りというぐらいの感じで

すが、もう少し継続的、持続的に発展をさせると

いう意味では協働事業としてやっぱり少し拡大を

されていったほうがいいのか、あるいは１００万

円のあり方、あるいは５０万円という一区切りの

段階をもう少し細分化してほしいという声も市民

の皆さんからも聞きます。５０万円はやっぱりち

ょっときついと。３０万円なら、あるいは２０万

円ならと、そういう使い方の問題、それは単年度
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で使い切るか、あるいはもちろん全体の２割を補

助をするというところあたりはそう簡単には変え

られないというふうに思いますけれども、もう少

し使い勝手のいいものに、そういう検討、工夫に

ついての市長のお考え方について聞いておきたい

と思います。最終的には、業界の皆さんや市民の

ニーズをしっかり受けとめて形にしていただくと

いうことですけれども、市長の基本的な考えにつ

いてもう少しお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今お話しいただいたとお

り、さまざまな市民の皆さんのニーズや要望があ

るのも承知をしているところでありますし、業界

の皆さんの御要望もある。さまざまな、一方で改

修だけでない、新築住宅に関してもどうだという

ような話もあるということであります。この改修

事業については全額単独費なので、それなりのし

っかりとした効果もお示しをしていかなければな

らない中で、引き続き大きな、やっぱりある程度

の年度内のキャップをはめる中で効果的な施策と

なるように関係機関、団体の皆さんとよく協議を

しながら、できるだけ早い段階で具体的な制度設

計をお示しをしてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 担当職員からすれば

いろいろ幅を広げて細分化することの面倒さはあ

るかもしれませんけれども、余計金出せという話

は今私もしておりませんけれども、しっかり事業

者にも市民にもニーズに応えられるような検証を

した上で、できるだけ早くやっぱり来年度の見通

しみたいのを、準備をしていただく上では本当に

最低半年前には必要だというふうに考えています

ので、さらに求めておきたいと思います。

これと類似したような感じで提案ですが、やっ

ぱり協働で、行政と市民が本当に協働するという

事業をもっともっと熱く押していかなければなら

ぬと思うのです。空き家の改修の関係で一番急ぐ

のは、やっぱり環境、衛生、安全等にかかわるも

のについてはできるだけ早期にと。しかし、相手

があることですから、あした、あさってすぐとい

うふうにならないで継続課題を幾つも抱えている

ことも承知をしております。そこで、空き家の壊

すのを前提にしたものが数十戸確認をできている

ものが名寄市内を中心にしてという、名寄地区を

中心にして、これから風連ほか１００件ぐらいま

た調査をしていくということですけれども、この

空き家の解体に向けて一定の事業をまたつくるこ

ともある面では大きな効果が出ていくのかなと。

やっぱり家計を見て一気に壊せないと。資産税も

上がると。６倍も５倍も上がるということなんか

の課題もありますけれども、北広島では既に２年

前ぐらいから解体に補助事業を実施していますけ

れども、これについての認識ございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど空き家の状況につ

いて具体的な数字をお示しをさせていただき、危

険だと思われる、あるいはそれに近い、準じるよ

うな家屋に関しては地域の皆さんとよく点検をし

ながら、我々としても必要な措置を講じておりま

して、どういう基準かと言われるとあれですけれ

ども、ほかの地域と比べると名寄市は比較的そう

した危険なものに対しては順調に解体等も進めて

いっていただいているのかなというふうにも思っ

ておりますので、今のところ解体に対しての助成

ということを考えてはおりませんけれども、引き

続きこの状況に対しては注視をしながら推移を見

守り、必要な対策を講じてまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私二、三日前に北広

島の担当者に直接お聞きをいたしましたけれども、

解体補助金制度を２８年１０月ぐらいから実施を

しておりまして、北広島は人口で名寄の大体倍強、

予算的には２倍弱という状況ですが、２８年の後

半の半年で１０件、２９年度で３０件、そしてこ
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としはまだ５月末ですけれども、１５件ぐらいと

いうことで、順調に市民ニーズが、これはまたま

さに市民の皆さんと行政の協働で地域の環境とか

安全、衛生だとか実効を上げて、さらに続けてい

くかどうかはまた今年度の状況だというふうには

聞いておりまして、たまたま名寄のほうに近い出

身だということで丁寧に応対をいただいたのです。

この例について少し、建設水道部長はもう当然知

っていて手を挙げないのでしょうけれども、北広

島の例は参考になりませんか。

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） 先進的に取り組

まれている道内初め全国さまざまな自治体がある

のだろうというふうに思っておりまして、ただ私

ども解体についてはそれぞれのお持ちの持ち主の

方の事情等々もあって、それに対する補助制度、

それともそういうリフォームだとかも絡めてそう

いった中に入るのか、これについてはまだまだ議

論があるのだろうというふうに思っています。建

設水道部の立場でいえば、当然危険家屋の解体等

々については十分持ち主の方、また助言等があれ

ばさせていただきたいというふうに思っていると

ころでございますので、費用についての部分につ

いては今後そういった財政的な問題を先頭に大変

課題等々が多いのだということで承知をしている

ところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 多分十分全道全体的

に理解をされている天野建設水道部長だと思いま

すから、改めてお聞きはしませんけれども、現行

の空き家の対策特措法では、空き家を解消してい

く、あるいは利活用していく、あるいは定住、移

住の問題も含めてさまざまな活用方法があります

けれども、現行はいわゆるそういう市町村、自治

体における計画づくりについて義務化はされてい

ませんけれども、道内でもかなりの、２割か３割

ぐらいの市町村ではそういう動きで、そういう条

例で今名寄で決めているのは審議会というか、委

員会の設置だけでございまして、具体的には契約

にまで発展をして、中長期の単なる税金を出して

いくということではなくて、まさに地域の経済へ

の活性化の一助、あるいは高齢化という大きな問

題がありますから重要な課題だというふうに思っ

ていますけれども、計画づくりについて少しイメ

ージ持ったことがございませんか。お答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現状計画づくりという

ところまではいきませんが、空き家の問題につい

ては今空き家対策の協議会、それから空家バンク

ができたときからの大きな課題でありまして、現

状認識まずきっちりしなければならない。しっか

りしなければならないというのはあります。非常

に大きな問題でして、ことしの冬が雪が多かった

せいもありまして、かなり危険になっている家屋

があるというのも承知しているところであります

し、パトロールもしております。所有者不明の家

屋を出さないようにするというところから始まっ

て、壊した後の利活用、一通りの作業を、一通り

の流れをどういうふうにつくって、それを計画に

落とし込んでいくか、これは非常に大きな課題で

あります。前段市長のほうから比較的家屋につい

ては、今指示で回っているということはあります

けれども、今の高齢化率ですとか、ひとり暮らし

のお年寄りの方がふえているという状況を踏まえ

ると、かなり緊急な課題の一つというようには認

識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 何回も言いますが、

行政と市民の協働の事業というのをしっかり中長

期の中で温めて育てていくこと、またこれは地域

経済の反映にも影響出てくるわけでありまして、

ぜひ今たまたまリフォーム、住宅改修事業あるい

は空き家の補助事業などについて、今年総合計画

の策定審議会も皆さん熱心に議論していただいて
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いますけれども、どちらにしても私ども議会ある

いは市民の皆さんに丁寧に説明をして理解を深め

ていただくという、そして来年度から中期計画を

スタートをするということになるわけであります

けれども、それについて加藤市長はきょうのやり

とりについて中期計画への議論に参考にしていた

だくというよりも、しっかり前のほうに向いて具

体化することを改めて求めておきたいと思うので

すが、決意のほどお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今晩もあしたも市民との

総合計画策定に対しての意見交換会をやっており

まして、さまざまな皆さんからさまざまな角度で、

この６月も相当いろんな総会や審議会や委員会等

もありまして、その中でもアンケートをとったり

とか、皆さんの御意見を聞いて総合計画をより市

民の皆さんにもかかわってもらおうという意識で

やっているところであります。今議員からもいろ

んな貴重な意見をいただきましたので、当然そう

したことも参考にさせていただきながら、これか

らの総合計画の策定の審議を進めてまいりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市民を意識するとい

う意味ではワインの話、私もワインが、ビールの

後は大体ワインに決まっているのですけれども、

恐らく地域、これから５年、１０年と新たなワイ

ンづくりについて、醸造を含めてやっていく展望

を先ほどお話を聞かせていただきました。この関

係については、どういう経緯で内部で、当該者か

らの提案はもちろんあったでしょうけれども、規

制改革の関係ではよい規制改革だなというふうに

思っていますけれども、悪いのは国会の中でも随

分たくさん例あるようですけれども、市長はどう

いう評価をされて、役所の中でもそれで取り組ま

れたのでないかと思いますけれども、お聞かせを

いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当該農業者の方から、実

は特区の話というのも聞いておりまして、特区申

請というのは複数の事業者さんが集まらないとで

きないものなのだというようなお話もあったりと

か、非常にハードルが高いというようなことで、

なかなか申請に至るまでに至っておりませんでし

た。２年前から松岡参事監にこちらにお越しいた

だいて、酒造免許はどちらかというと国税庁管轄

のお話なので、そうした経過も御相談させていた

だき、松岡参事監のほうで今回のこの問題に関し

ては主体的にかかわっていただいて、国とも交渉

をさせていただいて、書類もしっかりと当該農家

さんとも協力をしながら策定をし、今回の成功に

至ったということで、まさにこうした大きな成果

をいただいたということだということでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ただ、規制緩和は６

キロリットルから２キロリットルにハードルを下

げてもらったということで、課題はまだ残ります

が、もちろんこれは当該者が努力をして、あるい

は市全体でも支えていくということだと思います

けれども、多分松岡参事監が中心に道をつけてい

ただいたのではないかと思いますので、本当に御

苦労さまです。今月でいなくなるというのが非常

に残念でありますけれども、市長も高い評価をさ

れているようですので、その成果は高かったのか

なと思います。

それで、私も調べましたけれども、そのために

小さな動きではありますけれども、やっぱり２キ

ロリットルでは７５０ミリリットルで割ると二千

七、八百本ぐらいで、恐らく市場ベースに乗ると

いう状況ではないのではないかと。まして ００

０円、 ０００円になると、私なんかはふだんは

セコマかどこかでＧ７で５００円ぐらいのと、あ

るいは８００円ぐらいのと一瞬迷うことはありま

すけれども、また一定の数にならないと税務上の
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問題も含めて効果はなかなか出てこないだろうと

思うのですけれども、現状の段階でそれを支援を

するという言葉だけでいいとは思いますけれども、

一定の時間がたてばさらに拡大をしていくという

こと、あるいはほかにもまた同じようなことを起

業する方も出てくるのではないかというふうに思

っておりまして、ぜひそこは課題として５年、１

０年後の先の展望についてもまたいろいろ御検討

は必要かなというふうに思っていますので、改め

てお答えは今求めませんが、よろしくお願いをし

たいというふうに思います。

次に、かわりますが、２つ目には市立病院の関

係について再質問いたしますけれども、時間の関

係で経営だけの話に絞らざるを得ませんけれども、

２９年度決算が約マイナス１億円、ずっと三、四

年数字を追いますと２６年度でマイナス ５億円、

その次の２７年がマイナス ２億円、そして２８

年がマイナス ９億円の、そしてマイナス１億円

ということで、それぞれ病院側の御努力について

は数字を見る限りは評価をしておりますけれども、

中長期の見通しの中では平成３１年度には単年度

収支同額にして、あるいは３２年度には来年と再

来年の話だけれども、黒字化を見込むというふう

にかなりつくりとしては厳しいつくりをされてい

ますし、あるいはこれから介護保険等の関係も含

めて在宅がふえるということからするとベッドの

削減問題も大きな課題が出てくるのですが、予定

どおり計画で出されているような感じで進むとい

う想定で理解してよろしいのかどうか、改めてお

聞かせをいただきたいと思います。

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） 病院事

業の改革プランの進捗についての御質問というこ

とでございます。この数年の赤字の決算の状況に

ついては、若干の改善傾向にあるということでご

ざいますが、平成３１年度で黒字化を見込んだと

いうことにつきましてはその議論経過の中からも

大変厳しい目標であるということではございます

が、やはりそこに目標を置かなければいけないと

いうことでございまして、決意を込めて計画の中

に組んできたということでございます。

今年度診療報酬改定がございました。ＤＰＣ係

数などの評価では高い評価を得たということでご

ざいますが、それがすなわちすぐこういった赤字

の解消につながるほどの改善効果を生むというこ

とではございませんので、市長からも答弁させて

いただいたとおり内部の細かい点も含め、今後の

連携が大変求められている中で、地域医療構想の

中で協議されているということでございます。

あと、ベッド数の削減については、現在急性期

の目標とされているベッド数と当院のベッド数は

ほぼ同じでございますので、市立病院のベッドが

削減されるという方向にはすぐは行かないだろう

というふうに見ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 先ほどちょっとど忘

れしまして名前出てきませんでしたけれども、新

名寄市病院事業改革プラン、今岡村部長からもあ

りましたけれども、あそこの改革プランというの

は改革プラン、計画なので、それほどきれいな内

容ではないのかなというふうに思っています。こ

のときの診療単価が大体この５年間の実績で ９

％ぐらいで、その２分の１の伸びを見てという前

提だとか、あるいは４５人ぐらい足りない医療従

事者、看護師も含めて、いろんな計画を持った上

で平成３２年度には黒字にしたいという結論程度

なのかなと思っていまして、部長の正直なお答え

の中でまだまだ課題は大きいなというふうに思っ

ていまして、全適、企業法の関係で適用のまた新

たな形でスタートをしたけれども、なかなか容易

でないなと。私も一番心配するのは、医療従事者

をまだまだ確保しなければならぬという、お医者

さんも看護師さんもそういう状況の中で、函館の

病院でしたか、２割ぐらい、あれは旭川かね、と

か、人件費に手をつけているという状況があって、

これは好循環ではなくて悪循環、雇用を確保する
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面では悪循環になるし、条例を制定をする段階で

もしないことはないけれども、簡単には手をつけ

られないという部長のお話もあって思い出しまし

たけれども、改めて和泉院長を中心にさまざまな

改革をやられて黒字に向かっていくという決意は

もちろん伝わってきますけれども、最終的にはや

っぱり単年度、単年度、加藤市長自身が判断をし

ていただかなければならないのですけれども、そ

の辺についての従前の基本的な構えについて変わ

らないと思いますけれども、お聞かせをいただき

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） 前段の改革プランにつ

いては、どうしてもやはり診療報酬改定とかあり

ますので、ふだんの見直しも含めていい方向にベ

クトルを持っていくという、そういう計画という

こともこの計画なんか非常に大きなものだと思っ

ております。全適後、かなり柔軟性あるいはスピ

ード感を持ってそういった経営改善に取り組むと

いうベースのほうはできていると思いますけれど

も、やはり全体的にお金の面から見ると診療報酬

改定があると、それになかなか追いつかないとい

う部分もありますし、かなりまだまだ病院経営は

厳しいなという側面はこちらのほうでも考えてい

るところであります。特に人材確保については、

非常に今局面的には厳しい状況がまだ続いている。

ベースとしてはあるというふうに思っております

ので、そこはよく情報交換、そしてほかの自治体

病院のあり方も踏まえて地域医療構想の中でどう

いう形がいいのか、引き続き緊密に連絡して、や

るべきときはやらなければならない、そのような

形で考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 機能評価のほうに話

移りますけれども、平成２８年に機能評価を一旦

受けて、ことしが中間年ぐらいで、また２年後に

は受けられると思うのですけれども、それらにつ

いての課題も幾つかまだ残っていたような気がし

ますけれども、その準備についての怠りない対応

についてはどうですか。

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） 病院機

能評価のほうでよろしいですか。こちらにつきま

しては、来年度が更新の年というところでござい

まして、今年度から準備態勢には入っているとこ

ろでございます。評価で厳しい部分もございまし

たけれども、それらについて今年度の中で改めて

検討を加えていくということで今体制をスタート

させているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 病院のほうもこれで

終わりますけれども、量的な、経営的な課題もも

ちろんありますけれども、時には病院の質の問題

についても患者さんや市民の皆さんから御意見も

いただくこともございますので、十分トータルと

しての信頼感の高まる名寄市立総合病院、これは

名寄だけの話ではなくてまさに道北一円の中核病

院で、センター病院でございますので、ぜひ市長

としても思い入れを込めてお願いをしたいという

ように思います。

教育行政のほうに入りたいと思いますが、私も

しっかり最初の質問に文章で入れればよかったの

ですが、小野教育長には再任で新規教育委員長兼

教育長ということで、役割負担も大変大きなもの

になっているのではないかと思いますが、ちょっ

と執行方針ではその辺についてよく目にすること

ができなかったのですけれども、短い時間で結構

ですから、期待を込めて聞きたいと思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今回の５月の第１回の

臨時会におきまして議員の皆様方に同意をいただ

きまして、新教育長として引き続き名寄市の教育

行政を担わせていただくことになりました。振り

返れば７年前の教育長就任以来ですけれども、今

日まで名寄市の教育の現状を踏まえまして教育改
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善プロジェクト委員会を立ち上げました。知、徳、

体の調和のとれた子供たちの育成を目指すという

ことで学校の全面的な協力をいただきまして、学

力から体力の向上、そしていじめ防止の対策につ

いても努力してきたところでございます。また、

その中でＥＮ―ＲＡＹホールの建設もありました

し、学校の統廃合や改築もありました。それから、

児童クラブの開設、それと天文台や北国博物館の

学校教育での効果的な活用についても力を注いで

きたと自分では思っております。この間支えてい

ただきました議員の皆様、それから市民の皆様に

は心からお礼を申し上げたいと思います。

なお、今後につきましては、本年度の教育行政

執行方針の中で示しておりますけれども、学校教

育におきましては引き続き学力や体力の向上に向

けて頑張りたいと思いますし、特別支援教育、こ

れにも力を入れていきたい。それと、コミュニテ

ィースクールの全小中学校への導入、それと今回

熊谷議員から御指摘いただいておりますように働

き方改革、それから市内高等学校の再編に向けて

の対応についても努力してまいりたいと思います。

社会教育におきましては、一応文化芸術、スポー

ツの振興はもちろんですけれども、今市長部局と

連携しながら行っております冬季スポーツの拠点

化への対応、あるいは社会教育施設の整備の利活

用などについても進めてまいりたい。このように

大変多くの重要な課題がかなり山積しております。

与えられた任期でございますけれども、これまで

同様名寄市の教育大綱に基づきまして、教育委員

の皆様への迅速で丁寧な情報提供を行いながら、

互いに力を合わせてスピード感を持って名寄市の

教育をさらに力強く進めてまいりたいと思ってお

りますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し

上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 役割が２つに、１足

す１が２になって御苦労も多いかと思うのですけ

れども、みずから先頭に立って働き過ぎについて

は注意をしながら改善をしていただきたいと思う

のですが、私も別に名寄の各学校の校長先生以下、

あるいは市の教育委員会がそういう長時間労働を

是認をして働け、働けというふうには思っており

ませんけれども、やっぱり国や文科省や、あるい

は道教委の動きであれもこれもということだろう

というふうに思うのです、この結果は。それは、

現場の先生にいろいろ知恵と工夫をしながらとい

うことを求めてもそれには限界があるので、トッ

プに立つ教育長が本当に現場の管理者の皆さんと

もそういう用意もされているようでありますけれ

ども、やっぱり去年よりことし、ことしより来年

という変わってきたなというところが見えるよう

に、一つでも二つでも汗をかいていただいて、学

校の先生はその余裕を子供にしっかり影響をいい

意味で反映をしていただくということで、きょう

はあえて個別の課題については申し上げませんけ

れども、ぜひ見えるような実効を高めていただき

たいというふうに思っております。

ただ、高校の関係については、市民の皆さん、

私自身も加藤市長の記者会見で初めて名高と産業

と一緒になるのかという考え方、いつ決まったの

かなという、これは道教委の姿勢としては産業高

校の３間口の話はもちろん既成事実でありますけ

れども、市民だとか父母の皆さん、保護者の皆さ

んだとか、私もちょっと自分で恥ずかしくなった

けれども、ああいう報道のあり方でいいのかどう

かということについて十分やっぱり説明責任を果

たしていないぞというふうに、これは市長に申し

上げておきますので、しっかり記憶にとどめてお

きたいと思います。また別な機会に議論をさせて

いただきたいと思います。結果としてそれはあり

得るかもしれないけれども、何か事決まったこと

のような形で、それは新聞の書き方も十分でなか

ったのかもしれませんけれども、いきなりやるよ

うな話ではないのではないかと思います。これは、

別な機会にまたやらせていただきたいと思ってい

ます。
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あと１０分しかないので、平和の問題あるいは

憲法観の問題について戻りたいと思うのですが、

市長自身も憲法の話、ここで議会でという話では

ないというふうに考えている方もいるかもしれま

せんけれども、１０章の９９条はもちろん、天皇

陛下のから始まって内閣やら国会議員も含めて、

地方の政治家も含めて、その理念、理想に向かっ

て七十何年間私ども生きてきたような気がします

し、安心感もあったのですけれども、そういう認

識だとか、あるいは自衛隊のまちだからというこ

とで、それは入れたほうがいいに決まっているだ

ろうと、書き込み、９条の３項に。だけれども、

国内外の情勢によりけりですけれども、あれだけ

イラク戦争や南スーダンの中で本当に心身ともに

苛酷な状況の中で働いている自衛隊員の皆さんが

今度は集団的自衛権も既に決めているし、戦争法、

いわゆる新安保法の問題も含めて、このとおり本

当に憲法が改正されたら、まさに名寄にいる自衛

隊員の皆さんが、あるいは家族の皆さんが大変な

危機、不安、そういう気持ちになって当たり前の

ような気がしますし、丁寧な話ししていくとやっ

ぱりそういう皆さんもちょっとそういうことで宣

誓したのではないのだぞという先輩の言葉もいろ

いろいただきます。改めて市長の憲法観の認識に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私の個人的な憲法観につ

いては、この場では議論することではないのかな

と思っておりますが、さまざまな御意見があるの

は認識をしておりまして、自衛隊ということもあ

りますけれども、国を守るために外交上、国際平

和安全保障上、どうあるべきかということが今議

論されているものだと思っていまして、これは極

めてやっぱり重要な課題だというふうに思ってお

ります。当然我々自衛隊がある自治体であります

ので、今の議論をしっかり注視をしてまいりたい

という立場に変わりはございません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） そんな人ごとではい

けないのではないかと思うのです、私。１０章の

９９条は、先ほど言いましたように現行の憲法、

いわゆる平和憲法というふうに言われていますが、

国民主権あるいは平和に対する、基本的人権やら

３大原則があるのですけれども、今の憲法をしっ

かり守って、それによって法律や条例が存在をし

ているという基本認識はありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当然今の憲法に従ってさ

まざまな法律が体系化されて、その上で我々が仕

事をさせていただいているという認識でございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 少し安心をしました

けれども、いわゆるこれが本当の憲法観というと

ころあたりについて再認識してもらわなければな

らない。私も名寄の駐屯地の皆さんが本当に道路

だとか、みんな知っているのは道路か建物直しに

行くのだと、要するに戦争の戦闘の後だという認

識で、あの当時の小泉総理大臣も国会で追及され

てそんなもの戦闘地か戦闘地でないか私がわかる

わけでないだろうといういいかげんなことの経過

の中でイラクに行かされたわけです。もちろんそ

れは、通常の平穏な場所だという認識では隊員の

皆さんも行かぬでしょうけれども、不安は大きい。

帰ってきてからのいろんな予後の問題についても

さまざまな話を聞きますので、やっぱり地元の首

長としてしっかり、ただ単にパレードをやってよ

かったと、盛大にという認識から少し考え方を変

えてもらわなければいけないのかなというふうに

思っています。本当に大災害のもとに大変な状況

の中で先頭になってやってきていただいたり、ふ

だん名寄の地域活動の中でも現職の皆さんもＯＢ

の皆さんもいろんな地域、ジャンルの中で活躍を

していただいている認識は私も高く評価していま

すし、日ごろも仲よくさせていただいていますけ

れども、こういう時期にやっぱり政党を超えて、
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本当はしっかり市長自身が先頭になって頑張って

もらわなければいけないのかなというふうに思っ

ていまして、パレードも終わりましたけれども、

一見名寄にいれば小さいことのように見えますけ

れども、静かに話しすると不安や心配はみんな持

っているのです。そういう気持ちに対してもう少

し具体的な、ただお祭り的なという感じではちょ

っといけないのかなという感じがしておりまして、

ぜひ共通認識を持っていただきたいと思いますの

で、もっと最後に一歩進んだお話はまた別な機会

に、具体的な質問を申し上げて終わりたいと思い

ますが、あのパレードの関係で、市長が会長をや

っている協力会かい。協力会の会長、該当の町内、

３条通の町内会４つか５つありますけれども、い

わゆる同意を求めるような文書が出ていることに

ついては御存じですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 直接文書は拝見しており

ませんけれども、そうしたお話があったというこ

とは聞いております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 聞いておりますでは

なくて、それについてどうなのですかということ

を聞いているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 同意というか、そこでや

ることに対して、当然大きな音が出たりとかとい

うことになると思いますので、そうしたことで地

域の皆さんに御理解をいただくためにそうした行

動があったということだというふうに理解をして

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 内容は、百何十台か

らの装甲車やら大砲というか、大きな、上富良野

から来たという新聞報道で聞きましたけれども、

そういうことについていろいろ意見もあるわけで、

町内会の会長さんがそれをもらって私の責任で同

意しますという、そう簡単なものではないのでな

いかという。住民を巻き込むようなことというの

は、対応としてはこれは会議上を含めて事務方で

されたのか、あるいは戦闘兵器を大きなチラシに

して同意を求めてサインくださいということにつ

いては少し一考が必要だったのではないかと思っ

ていますけれども、改めて求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな声があるのを

承知しているかということも、当然そうした声も

受けとめなければならないと思います。一方で、

国防というのは今これだけ安全保障関係が非常に

厳しい中でこれをおろそかにできないということ

は明らかでありまして、国防、我が国の平和の陰

には自衛隊の皆さんの類いまれなる努力があって、

その自衛隊という組織はどういう組織であるのか

ということを我々はやっぱり知らなければだめだ

し、その知る権利と義務があるというふうに思っ

ています。当然我々は、その中でも立地している

名寄という自治体の中で、そうしたことをそれこ

そ党派を超えてみんなで理解をしていく必要があ

るというふうに考えて、このパレードは意義ある

ものだったというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 現役市長がそうやっ

て言い切っていますから、時間があれば引き続き

たくさん議論をしたいところですけれども、そろ

そろ締めなければなりませんけれども、いろんな

思いを持っておられる方がいるので、対応は慎重

にということを冒頭私どももパレード始まる前に

市長にも要請をしましたので、隊員の皆さんが本

当に大変な努力をされているという災害だとか、

地域の活動だとかということについて、皆さんほ

ぼ名寄市民なら１００％近く理解をして受けとめ

ているのではないかと。それに兵器が加わると、

やっぱり嫌悪感や不安感、違和感、特に今の安倍

政治の現状の中においては誰もが危機感を持つの

ではないかというふうに思っていますので、そこ

はしっかり受けとめて、これからの協力会の活動
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については少しそういう話があったということに

ついて、５年後また続くかどうかわかりませんけ

れども、大きな国際政治の変化がなければ大変結

構なのですけれども、いつ何どきでも行かされる

かわからないような状態の憲法改悪の動きについ

ては少しでも市長自身も理解を深めていただく。

それと駐屯地の皆さんに敬意、感謝をするという

ことは全く別問題ですので、命にもかかわること

ですから、全てが憲法改正だろうが、反対だろう

が、賛成だろうが、命のやりとりをさせてはいけ

ないということはやっぱり国の、手もみしていろ

いろ予算もらうことはそれはそれでいいのでしょ

うけれども、ぜひそういう声もしっかり丁寧に受

けとめていただきたいと。

ほかの健康保険やら、あるいは公共交通の関係

だとか、幾つかまだこの後同僚議員が何人か質問

する予定でいるので、そちらに譲っておきたいと

いうふうに思っています。とりあえず安心して安

全なまちづくりに総力として、市長にも基本的に

はお願いを求めておきたいと思います。私どもも

しっかり頑張っていきたいと思っています。どう

もありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００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。

冬季スポーツ拠点化の推進について外７件を、

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従い市政クラブを代表

して質問をいたします。

今回の市長選挙において３期目が無投票で当選

されたことは、これまで８年間に対する市民から

の評価でもあり、今後とも市民の負託に応えるた

めに着実に、そしてダイナミックに市政を運営し

ていただきたいと思います。

そこで、所信表明、執行方針等に述べられてい

る事項を中心にそれぞれお伺いをしたいというふ

うに思います。１点目、名寄の自然環境を生かし

た冬季スポーツの振興は、市長が述べる財産を生

かしたまちづくりにもかなうものであり、将来的

にも重点施策と考えるべきではないかと思います。

そこで、名寄市が目指す姿とそのロードマップを

示し、計画的な人員配置と予算化を進めるべきだ

と思いますが、見解をお伺いいたします。

小項目の２点目です。冬季スポーツの拠点化は、

総合計画の重点プロジェクトとして事業が進めら

れています。この間阿部氏、豊田氏を名寄に迎え

ることができ、ソフトの充実を図られたことは何

より成功の鍵となっているのではないかと思いま

す。そこで、冬季ナショナルトレーニングセンタ

ーのあるべき姿と見通しについてお伺いをいたし

たいと思います。

大項目の２点目、名寄市立大学は、社会保育学

科の完成で全ての学科が４年制となり、図書館及

び５号館を完成させ、今年度の工事をもっておお

むねインフラ整備が完成いたします。これからは、

いよいよ足腰の強い大学づくりを目指さなければ

なりません。近年大学の評価の一つに社会貢献、

地域貢献があります。大学では、コミュニティケ

ア教育研究センターを中心に社会連携、社会貢献

活動を展開しておりますが、行政として大学にど

のような社会貢献を望もうとお考えなのかお伺い

をいたしたいというふうに思います。

２点目、大学では時代や環境の変化に対応した

運営のあり方の検討とあわせて地域や社会に開か

れた運営形態が必要であり、これからの協議をど

のように進められるお考えかお伺いをいたしたい

と思います。

３点目、学生の住環境の整備として、民間活力

を導入した学生寮や土地が高い都市部では体験で

きない最低限の家庭菜園が体験できるような教員
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住宅の整備などは優秀な教員確保にもつながるの

ではないかと思いますが、住環境の整備について

考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の３点目、民間無認可保育所が小規模保

育所として建設が計画をされておりますが、今後

の保育所施設の民間保育所の参入促進、または民

営化を含む運営のあり方について、また老朽化が

進む保育施設のあり方について考えをお伺いをい

たしたいと思います。

２点目、新たに建設が予定をされている民間学

童保育では、利用料金の負担軽減の努力をしよう

としております。保育士不足の状況の中で職員の

待遇改善を考慮しながら料金の値下げを行う場合、

他の児童クラブとの違いとして国の制度に沿った

補助制度はあるものの、建物の返済をしながら低

料金化を進めるということはハードルが高いと思

われます。利用者の負担軽減を考えるときに、こ

の部分への支援が必要ではないかと思いますが、

考えをお伺いしたいというふうに思います。

大項目の４点目、地域包括ケアシステムは、高

齢化社会の中にあって地域の自主性や主体性に基

づき地域の特性に応じて策定することが必要です。

名寄市では、第７期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画に目指す姿や工程表について記載

されておりますが、具体的な進め方や市民への周

知、理解の進め方について考えをお伺いしたいと

思います。

２点目、高齢化により認知症を含むさまざまな

疾病にかかりやすくなる人の割合は高くなり、健

康診断の受診率を高め、早期発見、早期治療とと

もに病気にかからないための予防医療も必要です。

その中で運動機能の維持は、努力によって得られ

るものであります。高齢者の皆さんへ運動の機会

や効果的な運動方法の指導体制の構築が健康寿命

の延伸、それに伴って社会参画や生きがいにもつ

ながるのではないかと思います。そのためには、

理学療法士を配置してでも運動指導を行うことが

必要ではないかと思いますが、考えをお伺いいた

したいと思います。

大項目の５点目、物流の発展によって生活環境

は向上いたしました。人口が少ない道北地域では、

食や観光を担う生活空間があり、その特性をこれ

からも生かした地域づくりが必要ですが、それら

を担う物流が近年課題となってきております。全

国的にも最も人口密度が少ない道北地域の農林水

産、観光を維持するための物流の課題に取り組む

ことは全国の先駆けとなりますが、これまでの取

り組みと今後の進め方についてお伺いをいたした

いと思います。

大項目の６点目、名寄市で生活するためには、

働く場の維持や新たな事業の支援など経済活動を

発展させることが人口減少の緩和につながるもの

でないかと思います。そのためにも市内で経済を

循環させる仕組みづくりが必要だと思いますが、

考えをお伺いいたしたいと思います。

２点目、中心市街地を持続させるためには、事

業を営む皆さんの努力が何より必要ですが、国の

制度を活用するなど名寄市としても積極的にかか

わり、衰退を食いとめる必要があると思います。

名寄市として中心市街地の５年後、１０年後、２

０年後の将来像をどのように捉えておられるのか

お伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市内で商工業、建設業に携わる人

数及び経済活動は大きく、ここをしっかり振興さ

せる必要があると思います。市役所内に農業に詳

しい職員はいらっしゃいますが、商工業にも詳し

い職員の育成が必要だと思います。名寄市内の商

工業の現状をまずは把握するために、商工会議所

との人事交流を進めてはいかがでしょうか。また、

加藤市政となってから観光事業も発展し、市役所

としてもこれらの事業をしっかり連携するために

商工観光の強化を検討してはいかがかと思います

が、考え方をお伺いいたしたいと思います。

大項目の７点目、行政運営を行う上で、視点を

変えれば公平、公正の基準も変わることもあり、

しかし常に意識することが必要で、これは私たち
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議会も同様だと思いますけれども、市民に対する

公平、公正の考え方についてお伺いをいたしたい

と思います。

大項目の８点目、学校教育現場では、学力、運

動能力も着実に前進し、また平穏な学習環境が維

持されていると思います。これらの環境をより発

展させるために、幼小中高大の連携、特に名寄大

学との連携によって学力向上を目指すことができ

るのではないかと思いますが、教育委員会として

の考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目で８点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

から７まで私から、８については教育長からの答

弁となります。

大項目１、冬季スポーツ拠点化の推進について、

小項目１の名寄市における冬季スポーツ拠点化の

ロードマップについてお答えをいたします。冬季

スポーツ拠点化事業については、平成２７年度の

地方創生加速化交付金を活用した名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、冬季スポーツ拠点化推

進事業において取り組みが始まり、平成２８年度

からは地方創生推進交付金を活用して冬季スポー

ツ拠点化プロジェクトとして各種事業に取り組ん

でいるところでございます。拠点化事業は、名寄

市総合計画第２次の重点プロジェクトにも位置づ

けられており、冬季スポーツのアスリートが集ま

るまち、スポーツになれ親しんだ健康な市民が暮

らすまち、この２つのテーマを掲げ、スポーツを

通じて子供たちの生きる力を育むこととあわせて、

市民の健康づくりに取り組んでいるところでござ

います。また、平成２８年度に設立をしたなよろ

スポーツ合宿誘致推進協議会が中心となり、ジュ

ニア選手のトレーニングキャンプやコーチ養成プ

ログラム、地域の健康づくり、障がい者スポーツ

の普及、合宿、大会誘致活動などに取り組んでま

いりました。今後は、スポーツ合宿誘致推進協議

会を発展、自走化させたスポーツコミッションを

立ち上げ、このコミッションを中心に従来から進

めてきた各種取り組みを進化をさせていくことは

もちろん、小中高などと成長段階に応じたジュニ

ア選手の指導体制の構築を目指すこととあわせ、

本市の財産でもある市立総合病院や市立大学の機

能を生かしたスポーツ医科学によるジュニア選手

のサポート体制の構築を図り、最終的には名寄の

未来を担う子供たちがこの地域でスポーツを通じ

て活躍できる体制づくりを進めてまいりたいと考

えております。

小項目２、ナショナルトレーニングセンターの

見通しについてお答えをいたします。冬季版ナシ

ョナルトレーニングセンターの誘致については、

平成２７年度から始まった名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の事業として取り組んでおり、

平成２８年１月には本市を訪れた元東京オリンピ

ック・パラリンピック担当大臣に上川北部５市町

村長及び議会議長の連名で要望書を手渡して以降、

関係機関への訪問など情報収集を行ってまいりま

した。平成２９年２月には、誘致活動の一環とし

て東京都北区にあるナショナルトレーニングセン

ターを管理運営するＪＳＣ、日本スポーツ振興セ

ンターと北海道と３者でスポーツ振興に関する意

見交換会を開催をし、本市の取り組みを伝えると

ともに、誘致に向けたアドバイスをいただいたと

ころでございます。誘致の見通しにつきましては、

国は冬季版ナショナルトレーニングセンター設置

の計画を示してはおりませんが、札幌市の冬季五

輪の誘致や平昌オリンピック、パラリンピックで

の日本選手団の活躍があったことで競技団体を中

心に急速に設置を望む声が高まっております。ま

た、本年４月には自民党スポーツ立国調査会が既

存のナショナルトレーニングセンターと一体で氷

上競技を補うことができるリンクの設置を盛り込

んだ冬季競技の競技力強化に向けた提言を文部科

学大臣に手渡しているところでございます。冬季

版ナショナルトレーニングセンターの誘致は、国
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や競技団体の動向、さらにはオリンピック招致活

動などさまざまな要因が絡み合い、大変複雑な状

況にございますが、日本スポーツ振興センターか

らいただいたアドバイスに基づいてジュニア選手

を育成できる環境整備を着実かつ段階的に進めな

がら、雪、冬季スポーツ施設、市立大学、市立病

院、そして人材といった地域の資源を活用し、他

にはないジュニア選手の育成環境を整えながら今

後も誘致活動を進めてまいりたいと考えておりま

す。

大項目２、名寄市立大学の運営と社会貢献につ

いて、小項目１、名寄市が望む大学の社会貢献に

ついてを申し上げます。名寄市立大学は、保健、

医療、福祉、保育、教育にかかわる対人援助専門

職を養成する施設として、地域に人材を輩出する

とともに、その継続教育と地域住民の生涯教育に

貢献をしてまいりました。大学では、地域と教育、

実践、研究などの橋渡し拠点としてコミュニティ

ケア教育研究センターを平成２８年４月に開設を

し、子ども食堂を中心とするなよろ子ども支援プ

ロジェクト事業や課題研究として研究費を配分し、

地域課題の発見及び解決を図る研究、先駆的実践

活動を行うなどシンクタンク機能の充実強化と地

域の社会的資源を充実させる取り組みを推進をし

てきております。また、ケア専門職等の継続教育

やスキルアップを目的としたセミナー、研修会、

対象を特定せず地域への情報発信や研究成果の公

表を行い、市民の生涯教育に資する活動としての

公開講座を実施をするなど多様なリカレント教育

の推進にも取り組んでおります。名寄市といたし

ましては、本市が設置する市立の大学として質の

高いケアの専門職を養成するとともに、地域振興、

地域交流などにかかわる分野の研究を進め、地域

の政策課題解決に向けた助言を行い、名寄市を初

めとする道北地域の住民の方々が地域で安心して

暮らせる環境づくりに貢献をすることを望んでお

ります。

小項目の２、大学の組織、運営のあり方につい

て申し上げます。大学運営の透明性、わかりやす

さを図る観点から、予算の特別会計化を本年度か

ら実施をし、収支の透明化、見える化を図りまし

た。来年度の決算時には、簡易な財務諸表も作成

をして、より一層の透明性、わかりやすさに努め

てまいりたいと考えております。大学では、平成

２８年度から２９年度にかけて名寄市立大学の将

来構想（ビジョン２０２６）を作成をいたしまし

た。その中で大学情報の一元管理と情報公開の推

進を掲げておりますので、さらなる情報公開も推

進をし、地域に開かれた大学となるように努めて

まいります。

小項目の３、学生寮、教員住宅の整備について

申し上げます。まず、学生寮の整備についてです

が、昨年策定をした将来構想における学生支援の

項目で、住環境の整備として現行の学生寮が定員

３９人と少ないこと、市内アパートの高額家賃な

どの課題も踏まえ、民間活力による学生寮等の整

備を推進項目として掲げております。前期実施計

画では、平成３１年度の検討事項となっておりま

すので、来年度から検討を進めてまいりたいと考

えております。

次に、教員住宅の整備について申し上げます。

大学教員の住宅は、主に事務局において採用時に

住宅に関する希望を聞き取り、その条件に見合う

民間住宅を確保しております。住宅に対する希望

は、一軒家から部屋数、駐車場など教員ごとにも

異なり、仮に教員住宅を整備をしたとしても実際

に居住するかどうか不透明なため、当面は現行の

手法により教員の住宅を確保してまいりたいと考

えております。

大項目３、保育所、放課後児童クラブのあり方

について、小項目１、各保育所施設の将来像につ

いてお答えいたします。名寄市における今後の保

育の体制につきましては、国が推し進めている３

歳以上児の幼児教育、保育の無償化が大きく影響

してくることになります。また、これまでの幼児

教育のニーズと保育とのニーズに変化があらわれ
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るのは明確であり、利用が大きくなってきている

３歳未満児の受け入れの態勢について、３歳以上

児の保育の受け皿も確保していかなければなりま

せん。受け皿の確保といたしましては、現在３歳

以上児のほとんどの児童がいずれかの幼児教育、

保育施設に通園をしており、新たな民間保育所の

参入という形態ではなく、現在ある民間の認定こ

ども園における保育の受け入れ拡大と幼稚園の認

定こども園化が求められてきております。また、

３歳未満児においては、在所児数に対して多くの

保育士を確保する必要があり、保育士の確保が難

しいことなどから安定した保育サービスと質の高

い保育を確保をしていくためにも公立保育所の維

持を図っていかなければならないと考えておりま

す。

次に、保育施設のあり方については、公立保育

所３カ所については建築から４０年が経過をし、

老朽化が進んでいる保育所もございます。また、

３歳未満児の入所希望がふえてきている状況から

も早急な整備が求められてきているところであり、

庁内検討委員会を立ち上げ施設整備に向けて検討

を始めている段階にございます。今後においても

保育ニーズを分析し、民間における幼児教育、保

育施設での在所児の受け入れに対して不足してい

る部分を補い、安心して子育てができる環境の整

備に向けて適正配置に努めてまいります。

小項目の２、放課後児童クラブの利用料につき

ましてお答えいたします。放課後児童クラブにつ

きましては、児童に安全、安心な居場所を提供し、

その健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子

育ての支援を目的に公設３カ所、民設２カ所が設

置をされており、市街地区の小学校区内にそれぞ

れ設置をされております。とりわけ民間学童保育

所は、公設が設置されていない名寄小学校区と名

寄西小学校区で果たす役割は大きく、特に一般社

団法人どろんこはうす学童すまいるでは、夜間保

育、休日保育、市内在住の児童を対象とした一時

保育など多様なニーズに対応した保育運営をして

おります。

民間学童保育所の管理運営に対する支援といた

しましては、国の補助基準に準じた子ども・子育

て支援補助金を交付することで放課後児童に対す

る健全育成を図るとともに、支援員の賃金改善と

して放課後児童支援員等処遇改善補助金及び経験

等に応じた放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善補助金を交付し、児童支援員の資質の向上と

人材確保を支援をしております。どろんこはうす

学童すまいるの移転、新築につきましては、以前

から市の対応について協議をしてきておりまして、

今後の経営に関する学童すまいる事業計画書を考

察した結果、民間学童特有のサービスを提供して

いる当該学童保育所に対し支援が必要と判断をし、

国に対し子ども・子育て支援整備交付金の申請を

行い、市としても補助制度に基づいた施設整備補

助金を交付することとしたところでございます。

また、保護者に対しては、民間学童保育所に所

属をし、就学援助を受けている要保護者、要保護、

準要保護世帯及び同一世帯で２人目以降の利用児

童世帯に対し利用支援補助金を交付し、保護者の

負担軽減を図っております。

大項目の４、名寄版地域包括ケアシステムと健

康寿命の延伸について、小項目１、名寄版地域包

括ケアシステムの進め方についてお答えをいたし

ます。本年３月に策定をいたしました名寄市第７

期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画に

おいては、高齢者が可能な限り住みなれた地域で

自分らしい暮らしを最後まで続けることができる

ようにさまざまな取り組みを推進をしていく上で

地域包括ケアシステムの深化、推進は重要な位置

づけとなっており、地域の実態や状況に応じて高

齢者への支援や介護予防などにより高齢者が生き

がいを持って生活できる地域の実現を目指すこと

としております。本計画を市民周知するため、５

月にダイジェスト版を全戸配布いたしましたが、

このダイジェスト版には第７期計画における地域

包括ケアシステムの目指す姿を掲載し、高齢者の
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住まいを中心に医療、介護、生活支援、介護予防

についての相談やサービスを地域包括支援センタ

ーや居宅介護支援事業所がマッチングをしていく

流れをわかりやすく説明をしております。

具体的な地域包括ケアシステム構築の一つとし

て、ＩＣＴによる医療、介護連携の構築と導入を

検討をしております。ＩＣＴを活用することによ

り、市内医療機関や介護事業所などがより素早く

効率的な連携ができ、関係機関のネットワークの

拡大と深化が図られるものと期待をしております。

このほか地域包括ケアシステムを構築、推進、深

化していくためには、引き続き高齢者自身が専門

職の意見を反映することが重要ですので、今年度

におきましても各種ワークショップなどを開催す

るとともに、市民への理解を深め、助け合いなが

ら暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指

してまいります。

小項目の２、高齢者の運動機能向上と社会参画

についてお答えいたします。名寄市では、平成１

９年度より地域包括支援センターを設置をし、介

護保険法に定められた地域支援事業の介護予防事

業を推進しております。高齢者運動機能向上に向

けては、介護予防事業において近隣市町村が共同

設置をしている名寄地区機能訓練事業推進協議会

の理学療法士を派遣をする事業を活用し、事業に

参加する高齢者の運動器の評価を初め、嚥下と呼

吸器の機能向上を主とした嚥呼体操の指導等を継

続実施してございます。

平成２７年度の地域支援事業の改正により、地

域リハビリテーション活動支援事業が追加となり、

理学療法士に作業療法士を加え、派遣回数を増加

をしながら介護予防への取り組みを強化をしてま

いりました。高齢者の健康づくりについては、体

操などの適正量の運動を初め適正な栄養摂取の知

識の普及、口腔機能の向上や口腔ケアに関する知

識の普及もフレイル、いわゆる虚弱を予防する上

で重要なことでございます。今年度からは、高齢

者を対象としたフレイル予防のほか、１０年後、

２０年後の将来的な介護予防を目的に市立大学や

その他関係機関と連携をして若い世代への介護予

防に取り組むこととしております。高齢者の自立

支援や介護予防には、リハビリ専門職が高齢者施

策や介護保険サービスによる支援に関与するよう

国の制度でもうたわれており、当市においてもそ

の重要性を認識し、地域におけるリハビリ専門職

の活動の場を広げております。今後も継続をして

取り組む中でリハビリ専門職や関係する職種の皆

さんと連携しながら、地域での介護予防を充実を

し、高齢者の運動機能向上や社会参画を推進して

まいります。

大項目５、生活空間の維持と物流拠点化の推進

についてお答えをいたします。この地域の生活は、

多くの物流網の維持によって支えられており、農

畜産品の出荷もまた物流網の維持によって支えら

れております。現在課題としてドライバー不足に

よる物流網の持続性、運転時間規制強化による輸

送範囲の制限、帰り荷がない問題など、効率的な

物流網を構築していかなければ輸送事業者の撤退

や輸送料の高騰による消費者、生産者への負担増

が想定されているところです。このことを解決し

ていくために幹線輸送網の効率化が必要であり、

また効率的に幹線輸送網へつないでいくための仕

組みとして荷物の集約化が必要であると考えてお

ります。交通の要衝として栄えてきた名寄市は、

荷物を集約するポイントとして適していると言わ

れており、北海道開発局においては名寄周辺モデ

ル地域圏域検討会が発足をし、現在も研究が進め

られているところであります。北海道においても

道北地域の物流網の維持に関して名寄市が果たす

役割について期待をしており、今後も国や北海道

と情報共有を図りながら、地元経済団体とも連携

をして荷物を集約化する地区としての本市の優位

性を研究し、取り組みを進めてまいります。

大項目の６、中小企業の振興と商工会議所との

連携について、小項目１、名寄市内で経済を循環

させる仕組みについて申し上げます。議員が申さ



－65－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

れたとおり、経済の市内循環は重要であり、市と

いたしましても名寄市中小企業振興条例に基づく

さまざまな支援の中で店舗や事務所を新設及び増

改築する事業への支援において、地元企業の施工

を要件とすることや食料品製造業等の新規開業支

援する事業において市内で生産されている農畜産

物の利用を要件とするなど市内で経済が循環する

仕組みを取り入れております。また、平成２８年

度にはさらなる市内の経済活性化を図るため、同

条例を改正し、創業支援や人材育成に資する支援

などを新たに創設をしたところでございます。さ

らに、平成２８年１０月からは本年度まで３カ年

の事業として、市民の住環境の整備と技術者の人

材育成及び継続した雇用を目的に実施をしている

名寄市住宅改修等推進事業におきましても地元企

業による施工を要件としておりまして、市民はも

とより市内建設関係業者からも高い評価をいただ

いております。住宅改修事業については、本定例

会開会日の執行方針でも述べさせていただいたと

おり、市内経済の持続的な発展に資するため、今

後移住、定住の推進や空き家対策など本市のさま

ざまな施策とも連動しながら、継続に向けた検討

を進めてまいります。

小項目２、市内大型店を含む中心市街地の維持

と将来像について申し上げます。この間も国の補

助制度などを活用し、ハード、ソフト両面での事

業を実施をしながら、中心市街地の活性化に向け

て取り組んでまいりましたが、今後とも経済団体

を初め民間の方とも連携、協力をしながら、先を

見据えた取り組みが必要だと認識をしているとこ

ろであります。本市においては、老朽化した施設

等がふえる中、平成２７年度に公共施設等総合管

理計画を策定し、公共施設及びインフラ施設の更

新、統廃合、長寿命化を中長期的な視点から計画

的かつ効率的に実施をすることとしており、今後

施設ごとの方向性について、いわゆる個別施設計

画を検討することとしております。また、現在名

寄市都市計画マスタープランの見直し及び立地適

正化計画の策定に向けた検討も進めており、都市

全体の観点から居住機能や福祉、医療、商業等の

立地、公共交通の充実に関する包括的なグランド

デザインを描く中で、中心市街地についてもさき

の答弁でもお答えした各種施策により点として支

えるほか、面として中長期的なあり方も検討して

まいりたいと考えております。

小項目３、商工会議所との人事交流について申

し上げます。職員の育成は、職場を問わず重要で

あり、研修やＯＪＴなどを通じてスキルアップを

図っているところでございますが、営業戦略室に

おいてはこれらに加えて経済産業省、北海道経済

産業局へ派遣をした職員や道庁での勤務経験を有

する職員などが中心となり、精力的に国や道との

連絡、調整に努めているほか、商工会議所とも密

接に連携をしながら、一方で客観性を加えた現状

把握や事業の推進などを通じて商工業の振興、活

性化に当たっているところでございます。

また、観光についても平成２４年に策定をした

観光振興計画の目標や戦略に基づき、地域のイベ

ントに加え広域観光やインバウンドなど幅広く取

り組んできており、庁内関連部署や観光協会、商

工関連団体とも連携を図りながら、これまで以上

に効率的に取り組み、本市の魅力発信、観光振興、

移住の促進、商工業の振興を図り、地域経済の活

性化に努めてまいります。

大項目７、公平、公正の原則の基本的な考え方

についてお答えをいたします。御質問の行政運営

を行う上での考え方についてでございますが、職

員につきましては名寄市自治基本条例第１７条の

市職員の役割及び責務において、職員は全体の奉

仕者としての自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に

職務を遂行しなければならないと定めております。

また、行政運営につきましては、名寄市自治基本

条例第１８条の行政運営の原則で、市民参加及び

情報共有の理念に基づき、公平で透明性の高い開

かれた市政運営を行わなければならないと定めて

おり、この条例の２つの理念にのっとり、公平、
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公正な市政運営に努めているところでございます。

市民参加においては、総合計画など市政に関す

る企画立案、実施及び評価における市民参加の機

会を保障し、パブリックコメントなどさまざまな

機会を通じて市民の皆様から直接意見をいただき、

市民の皆様の思いに応える事業や施策の実現に向

けて努めております。また、情報共有においては、

市政に関するさまざまな情報を市民の知る権利を

保障するために、広報紙の発行やインターネット

の活用、出前トークの活用を通じて効果的な行政

情報の提供に取り組んでいるところでございます。

これらの取り組みにより、公平、公正な市政運営

に当たることは無論のこと、市民の皆さんとの対

話を進めながら、連携、協力により市民主体のま

ちづくりを推進をしてまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目８の

幼小中高大が連携した教育力向上についてお答え

をいたします。

初めに、名寄市立大学との連携による取り組み

について申し上げます。本市では、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

にも委員として活動の中核を担っていただいてお

ります。また、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教職員対

象の名寄市特別支援教育研修会においては、大学

の先生の講演により、子供たち一人一人の困り感

に応じた応援のあり方や学校の体制づくりについ

て多くの示唆を得ております。さらに、文科省の

指定事業、インクルーシブ教育システム推進事業

においては、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

援体制構築のために名寄市特別支援連携協議会の

体制の整備、名寄版個別支援計画「すくらむ」が

効果的に活用するための取り組みなどを推進して

おります。その際、大学の先生方に事業推進につ

いての助言、指導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支援の充実

に関する研究と連携を図って推進しております。

次に、学力の向上を目指した大学との連携につ

きましては、名寄市立大学特別支援教育学生支援

員派遣事業を行っております。この事業では、学

生を小中学校に派遣して放課後の学習等で困り感

のある児童生徒に対する学力向上のサポートをし

ております。平成２９年度は、小学校７校と中学

校１校で延べ２０３名の学生による放課後の学習

支援を行っております。また、平成２９年度より

子供たちの学力向上を図るために小中学校におけ

る学校教育情報化推進モデル事業を立ち上げてお

りますが、この事業の推進に当たっても大学と連

携した取り組みを進めることとしております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、なるべく質問の順番に沿って

再質問をさせていただこうと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

まず、冬季スポーツの拠点化についてでござい

ます。市長からも中期計画においても大変重要な

課題であるというふうにお答えをいただきまして、

まさに今総合計画の中期計画について協議がなさ

れている最中ではないかなというふうに思ってお

りますけれども、この部分に関しては市民の意見

も当然しっかりとお伺いをしなくてはいけないの

ですけれども、かなり専門的な分野のお話にもな

ってくるのかなと。もう一つは、名寄市だけでは

なくて、お答えをいただいたようにＪＳＣですと

か、北海道だとか、文部科学省だとか、いろんな

ところの情報をしっかりとキャッチをして、それ



－67－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

をかみ砕いて政策に反映していかなくてはいけな

いということを考えるときに、この素案というの

を本当にしっかりとスポーツ・合宿推進課の中で

素案を策定をしていただいて、そして総合計画の

委員の皆さんに御意見をいただくという、そうい

った作業が必要だろうなというふうに思っており

ますけれども、そこら辺の次の総合計画中期に向

けた議論の経過等についてお伺いをいたしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ちょっと答弁が繰り返し

になるかもしれませんけれども、冬季スポーツの

拠点化事業はこれまで国の地方創生のさまざまな

推進交付金等も活用しながら進めさせていただい

ているところでありまして、名寄の冬の特徴を考

えたときに、冬を親しむ、そのことによって冬の

スポーツを通じて市民の皆さんが健康になってい

くということと冬季スポーツを拠点化していくこ

とでこの地域からすばらしいスポーツ選手を輩出

をし、さらにそうした選手が集まって地域の活性

につながると。こうした大きな２つの柱があると

いうことでこれまでも進めてきました。これまで

専門的な人員も招致をしながら、今年度で４年目

になるのでしょうか、例えば大会、合宿に対して

は誘致目標、人員の目標を掲げて、それを大きく

上回る効果も出てきているということですし、ジ

ュニア選手がこの地域に留学をして、この地域で

バイアスロンだとか、そういったことを専門的に

取り組んでいる選手も出てきているというところ

でございます。

一方で、今後はさらにより具体的に道筋を示し

ていかなければならないというのはもちろんだと

いうふうに思います。スポーツコミッションの自

走化によって、小学生から中学生、高校生までを

連携をした一貫したスポーツの教育体制をつくっ

ていくということとコミッションを立ち上げてい

くということも大きな課題であり、またこれも道

半ばであるというふうに思います。そうした部分

での専門的なさらなる人材の確保も重要になって

くるかもしれません。あるいは関係機関、あるい

はこの地域、名寄だけでなくて広域的な近隣の自

治体との連携もさらに強めていく中で、この地域

全体としてのジュニアの育成基盤を高めていくこ

と、こうしたことも重要になっていくというふう

に思います。その先にナショナルトレーニングセ

ンター等のさらなる大きな目標になっていくとい

うふうに思います。

こうしたことは、多少国の政策等の揺れもある

ので、精密なタイムスケジュールというか、ロー

ドマップを示すのはなかなか難しいかもしれませ

んけれども、今の現状と課題をしっかり整理をし

ていく中で、次年度以降さらにまた地方創生の新

たな計画づくりに対しまして具体的な計画を示し

ていかなければならない時期になってきています

ので、今その議論を進めているところでありまし

て、しっかりとそうしたできる限り具体的でわか

りやすい計画を市民の皆さんにもお示しをして、

取り組みをさらに地域で進化をさせていくという

ことに努めていきたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今までも取り組んで、

市長からも大会、合宿等では予想以上の成果が出

ていると。これは、数字だけでもそのような成果

が出ているのですけれども、そういった事業全体

の動きを見てみると本当に変わったなという気が

いたしております。その一つには、町中ローラー

スケートの大会であるとか、ああいうことはちょ

っと今までは想像ができなかったことがやはり阿

部氏、豊田氏、こういった皆さん、あるいはそれ

をサポートするような職員の体制、こういったこ

とで急速に進んできているのかなというふうに思

っております。当初の質問の中でロードマップを

示してほしいと。これ希望でありまして、そうい

うものがわかれば、できれば示していただきたい

なというふうに思ってはおりましたけれども、市



－68－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

長からも基本的な考え方を示していただいたので、

ぜひその路線に沿っていっていただきたいなとい

うふうに思っております。

これからコミッションをつくっていく。例えば

そういったものは、民間が民間活力によって運営

をされていくという計画が将来的に出てくるかも

しれません。それは、やはりもう少し全体像が見

えてからのほうがいいのかなというふうに思って

おります。それと、それに対するそういった仕組

みづくりを構築をしていくためにも人材が必要か

もしれないというふうな答弁もありましたけれど

も、急ぐわけではないのですけれども、民間活力

を生かしたコミッションをつくるというのは大体

どれぐらいの先を目途にされようと考えているの

かお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既に母体となれるスポー

ツ合宿推進協議会という会議体で、今さまざまな

議論がなされております。その中でも既にそうし

た基盤がある程度できているということでありま

して、まずはこれをさらに一歩進めるために、そ

の立ち上げのためのある程度の……ちょっと待っ

てください。具体的な時間は書いていないです。

ただ、この母体としてそこのコミッション設立の

ための人材を今探しているというか、そういうこ

とをしておりまして、そうした人材が招致できれ

ば早い段階でもうそうしたことを動き出して、そ

こからその組織を活動を肉づけ、広げていきたい

というふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） わかりました。そう

いったやはり今までも豊田氏、阿部氏というふう

な本当に専門的な知識を持った方が来ていただい

たおかげで大きく変わっていった。これから一歩

進むためにもそういったノウハウや人材というの

が必要になってくるかもしれませんので、やはり

できれば今まで来ていただいた方のように本当に

優秀で、名寄のことを思って活動できる方をぜひ

見つけていただきたいなというふうに思っており

ます。

それと、冬季スポーツの拠点化を進めていくに

当たって、今まで本当にソフトの部分では大変う

まくいっているなというふうに思っております。

それは、目標とするジュニアの育成の部分もよか

ったなというふうに思っておりますし、さきに報

道にもありましたけれども、国を代表するような

選手の４名の皆さんが報道に載っておりましたけ

れども、ああいう方々も名寄に来てトレーニング

をしていただけるというふうな環境になりました。

ソフトは、このまま本当にしっかりと進めていき

たいと思いますけれども、これに伴って将来的に

はハードの部分もやはり整備が必要となってくる

のではないかというふうに思っております。

そういった中で現在のなよろ温泉サンピラーの

改修というのも、今回はお風呂等々、あるいはシ

ャワー程度を直すのでしょうか。その程度のこと

が予定をされているのかもしれませんけれども、

その先の将来像というのはやっぱり今までと違っ

た部分のこういったことも少し視野に入れた形で

将来像を考えていくということも必要ではないか

なというふうに思いますので、サンピラーがいい

のか、あるいは例えば違うところに何かを考える

ほうがいいのか、あるいはトレーニングをするよ

うな場所をこれからどういうふうに考えていくの

かだとか、そういうことに関してハードの部分に

関しての考えがあればお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ハードの整備に鑑みてサ

ンピラー温泉の話も出ましたけれども、サンピラ

ー温泉についてはある意味では名寄の冬季スポー

ツの中でヘッドクオーターというか、本部的な機

能を有している施設であるというふうに考えてお

ります。そこがロッジも含めて一定の老朽化して

いるということとシャワー施設等もなかなかない

という現状の中で、合宿する、あるいは大会に来
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られる方が決して今の状況で十分でないという環

境にあるということも認識しているということと

市民ニーズ、温泉があるということも踏まえて今

回補正予算の中で提案をさせていただいていると

ころでございます。これは、やっぱり一定のしっ

かりしたものを今のホテルの延長線上の中でつく

っていくというようなお話でございます。その先

に大きなもっとナショナルスポーツセンター的な

施設となってくると、まだまだ我々の計画の練り

込みが十分でないところもあるのかなというふう

に思っています。まずは、今できるところから、

ある資源を有効に活用していく中でジュニアの育

成ノウハウを蓄積していくことをやっております

けれども、並行して目指すべきものがだんだん見

えつつもございますので、これも今後の推進、地

方創生の計画あるいは総合計画を議論していく中

で具現化をしていきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 拠点化を進める方向

性が見えつつあるというのは、私も少し去年あた

りよりは見えつつあるなというふうに思っており

ます。その一つは、ジュニアの育成をしっかりし

ようというのはやっぱりこれは多分考え方の背骨

になってくるのではないのかなと。それから波及

して、ではどういうふうになってくるのだという

こと、こういったことを着実にぜひ進めていただ

ければありがたいなというふうに思っております。

もう一つ、今受け入れている競技、さまざまな

競技の方がいらっしゃるのですけれども、複合で

あるだとか、バイアスロンであるとか、冬にスキ

ーで走るという競技の方々が比較的多いのかなと

いうふうにも思っておりまして、以前阿部氏に講

演をいただいたときにちょっとそういう施設も本

当はあればいいのだけれどもなと。平らなところ

ばかり走っていても余り練習にはならなくて、山

坂があって、それによって訓練になっていくのだ

というふうな話を伺っておりまして、そういった

中で健康の森あたりの舗装の部分をうまく生かし

て、一から全部つくり上げるというのではなくて、

何かそういう施設ができるのかな、できないのか

な、可能性がどうなのかなというふうに思うので

すけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今見えつつあると言って

いる中で、そこの一つが先ほどからお話ししてい

る医科学のサポートというところがこれから非常

に重要になってくるので、そうしたことに少し力

点を置いた施設整備、環境整備が必要だというこ

とで、新年度の当初予算から盛らせていただいて

いる部分もございます。加えてやはり冬季スポー

ツを漠然と推進していく中で、種目を少し絞り込

みもしていかなければならないということも、こ

れからでは何を整備していくのかということに対

しても重要な視点になっていくのかなと。これは、

やっぱり国の施策や地域性とかもいろんな角度か

ら見きわめながらこうした作業をしていかなけれ

ばならないと。その中で今議員がおっしゃったよ

うにバイアスロンだとか、クロスカントリー、あ

るいは複合の部分というのが少し名寄としては今

の施設を有効に活用して人材を育成できるメリッ

トや拠点があるというふうに考えているところで

ございます。健康の森に関しても地域全体が健康、

スポーツの構想の中である公園ということでござ

いますし、そうした可能性もぜひ検討しながら、

あるべきハードの整備の姿というのも今後検討し

てまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市政クラブで何年か

前に東京のナショナルトレーニングセンターとい

うところに視察に行かせていただいたことがあり

まして、そのときにスポーツの種類によってもど

こを中心にやるというのは大体決まっているとい

うふうに何となくお話を伺った中で、やはり可能

性があるというのは名寄ではこういったところな

のかなというふうに思うのです。取ってつけたよ
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うなものを無理やり持ってこようとしたって、こ

れは無理だと思うので、名寄の地域の特性や利点

を生かしたものというとやはりジャンプであると

か、距離であるとか、それに伴うバイアスロンで

ある。そういったところら辺がやっぱり可能性が

出てくるのかなというふうにも思いますので、そ

こら辺の情報もしっかりと収集をしていただいて、

将来的などこに投資をしていこうかと。やはりい

つかは何かの形のインフラ整備等々も出てくると

思いますので、ぜひ情報収集をしっかりしていた

だいて、正しい投資判断をしていただければあり

がたいなというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。冬季スポーツ

については、この程度にさせていただきたいと思

います。

次、大学についてお尋ねをした部分にお答えを

いただきました。地域貢献を望む、何を行政とし

て大学に望むのかというふうな質問をさせていた

だきまして、御答弁をいただきまして、それぞれ

地域の課題解決に対して助言等々をいただくこと

を求めていきたいというふうな答弁をいただいた

のですけれども、このことに関して今まで行政と

して達成度といいますか、行政として満足いくぐ

らい大学とコミュニケーションをしっかりとって

やっている状況なのか、あるいは少し遠慮してい

るというか、もう一歩だなと思っているのか、そ

こら辺のあんばいといいましょうか、そこら辺ど

ういうふうに認識をお持ちなのかお伺いをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの答弁もさせてい

ただきましたけれども、あらゆる分野においてあ

らゆる先生方が、あるいは新しく今進めておりま

すコミュニティケア教育研究センターの中でもさ

まざまな地域貢献をしていただいているというふ

うに思います。また、学生が地域に根差していろ

んな独自の展開をしていただいているということ

での大学があることによる地域にとっての効果と

いうのも非常に大きなものがあるなというふうに

思っています。設置者として、大学にさらにまだ

まだ地域貢献してもらいたい、そのことは当然で

あるというふうに思いますけれども、一方でやは

り大学の経営の安定ということも重要だというふ

うに、このバランスが大事なのだというふうに思

います。一方で、少子高齢化だとか、社会環境が

確実に大きく変化をしていく中で、地域貢献と大

学の経営とどう考えていくのかという部分では、

大学のガバナンスの強化、学長がある程度しっか

りとリーダーシップを発揮して、その時代のニー

ズに、あるいは環境の変化に素早く対応する組織

体制のあり方というのですか、そういったことを

不断に検討していくというか、そうしたことも重

要ではないのかというふうに考えております。

いずれにしても、市立大学は医療、保健、福祉

を学ぶ学部がそろっております。この大学の進化

が名寄市の医療、保健、福祉、いわゆる地域包括

ケアもそのものになっていくという可能性もござ

いますので、そうした角度からさらに我々として

も大学側と積極的に意見交換をさせていただきな

がら、お互いが研究課題として、そのことがまた

地域にとってよりいい成果となる、そんな相乗効

果が生まれるような関係性を今後も緊密にとって

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 後でお伺いしようか

なというふうに思っていたのですけれども、地域

包括ケアシステムのお話を少し出していただいた

ので、そのことについてもちょっとお伺いをした

いと思うのですけれども、以前に豊田さんが来ら

れたときにも総務文教常任委員会で講演をしてい

ただきまして、まだ来られて間もなかったので、

名寄の状況は余りお知りになっていないのかなと

いうふうに思っていたのですけれども、さすが専

門家だったなと思ったのは、いろんな小学校から

中学校に上がったときの部活動のあり方だとか、

そういうのも全部調べ上げていたのです。さすが
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専門家というのは違うものだなというふうに思っ

たのですけれども、これから地域包括ケアシステ

ムをつくるに当たっても、先ほど１回目の答弁で

もありましたけれども、さまざまな市民の意見を

聞きながら、理解をしていただきながらというこ

とだったのですけれども、ここに大学のそういう

データ分析をする能力であるとか、そういったこ

とを加えながら策定に結びつけていかれないもの

かなというふうに思っているのですけれども、そ

こら辺ちょっと大学の部分ではないかもしれない

ですけれども、考え方がありましたらお伺いした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） データ分析も含めて、大

学が持つ、あるいは我々のそういった特殊な職員

もいるということも含めて、名寄にはそういう少

しほかの自治体とは違う特色のある支援がたくさ

んあるというふうに思います。３月でしたか、地

域包括ケアに関するセミナーがこれ地域包括ケア

の関係の大学で行われたというふうに思います。

これは、東北、北海道も含めて１カ所、名寄がそ

の場所に選ばれたという。そこがやはり名寄とい

うのが大学だとか、すごく大きな総合病院だとか、

特異なこの自治体の規模にしてはすばらしい環境

を有している。その可能性もどうもここの場所を

選ばれた一つの要素だったというふうに聞いてお

ります。そうしたたくさんの名寄市の有効な資源

をいかに連携をして包括ケアをしていくかという

ことが今後重要な課題になっていくのではないか

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 第７次の福祉計画を

見てみて、イメージ図を見たときに、やはりこれ

はこの時点で名寄ならではのものかなと。こうい

うふうな大きな市立病院を持つ、あるいは大学を

持つ自治体でなければできないことっていろいろ

あるのだろうなと思いながらイメージ図を見てお

りましたけれども、ぜひそちらのほうはまた後の

議論とさせていただこうと思いますけれども、よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

市長からも今組織体制についても若干触れてい

ただきましたけれども、選挙のときのパンフレッ

トの中にも大学の独立行政法人化の検討、すると

は言っていないと思うのですけれども、検討とい

うことで述べられておられたのかなというふうに

思います。ここら辺ビジョンによりますと、こう

いう運営形態の検討はことしだったかなと。こと

しのところに丸がついていたのかなというふうに

思いますけれども、ちょっと違いましたでしょう

か。そこら辺のこれから議論を進めていくことに

なるのだろうなというふうに思いますけれども、

この議論の進め方について少しお伺いしたいと思

います。まず、行政の中で考え方を固めてから大

学にこれでどうだろうかというふうな相談をされ

るのか、あるいは例えば大学の教員の皆さんと最

初から、ゼロから協議を進めていこうとされてい

るのか、ちょっとその進め方について考え方があ

ればお伺いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 運営形態の検討というの

は、３０、３１と２カ年で検討するということに

なっていますが、あのパンフレットでは独立行政

法人化の検討ということで書かせていただいてい

ますけれども、これは市民の皆さんや後援会の皆

さんにわかりやすく、ふだんの経営を検証し、よ

りよい組織体制にしていく必要があるという決意

を示したものでございます。ただ、一方でやっぱ

り国も公立大学あるいは地方大学に対しての期待

もある一方で、ガバナンスをしっかりとせよとい

うような指示もいろんな方面から来ているのも事

実でございます。当然今学長以下の管理者、部長

さんや管理職の皆さん、ちょっとかわりました、

４月から。組織がちょっと刷新されましたので、

改めてその中で今の組織のあり方も検証していた

だき、また今後こういったことで大学の経営を進

めていきたいという意見もしっかりとまず聞かせ
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ていただいた上で我々としての意見をぶつけさせ

ていただいて、議論をさせていただきたい、そん

なふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ今の段階で今の

組織のままが必ずしもいいかどうかはちょっと微

妙なところなのですけれども、一挙に独立行政法

人化をするのがいいのかどうなのかというのはメ

リット、デメリットがはっきりしていませんので、

私も何とも言うことができないのですけれども、

そういったことも明らかにしていただいて、独立

行政法人だったらこういうメリットがあるけれど

も、こういうデメリットがあるよというようなこ

とも少し示していただくこともひょっとしたらい

いのかなというふうに思います。それとまず、大

学の意見を聞いていただけるということの答弁を

いただきましたので、私はそれでよいのかなとい

うふうに思っております。ここは、大なたを振る

ってここにどっといくというのではなくて、ぜひ

御意見があればそこを目指していただければあり

がたいなと。行政側としてもこの程度が望ましい

運営形態、大学としても望ましい運営形態、きっ

とひょっとしたら話し合いを進めていくと合意点

を見出せるかもしれませんので、ぜひそういった

形で、経営体もいいし、大学と行政、市民のみん

なの形がよくなるというふうな形を目指していた

だきたいなというふうに思いますけれども、考え

方があれば。済みません、何回も同じような質問

で。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて大学の皆さんの御

意見を聞く、さらには独立行政法人にする場合と

しない場合とのメリット、デメリットの整理とい

うことも重要だと思いますし、今現状での問題点

をしっかりと把握をしていくという、大学側にも

それをしっかりとやってもらうということが重要

だと思います。一方で、公立大学は御承知のとお

り交付税にかなり頼った運営をしていかざるを得

ないというか、そういった現状もあり、その見通

しもなかなか今後見通せない、あるいは厳しいも

のがありますので、設置者サイドとしてはそうい

った我々としての問題点もしっかりとお示しをさ

せていただいた上で、ではどういった経営形態が

望ましいのかということの議論になっていくとい

うふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 先ほどの答弁の中で

市長も大学の経営の安定ということに触れられて

おりますけれども、これから国の交付税は間違い

なく大学に関する部分は減額というふうな傾向に

なろうと思いますので、そういったことも視野に

入れながら、これからも継続して発展していける

ような大学づくりを目指していただければありが

たいなというふうに思っております。

次は、住環境のことについて答弁をいただきま

したけれども、これは将来ビジョンでいいますと

来年度の検討ということで、現在ではまだ検討に

入っていないよというふうなお答えをいただきま

した。札幌の家賃を調べたことがないので、本当

に高いのか、安いのかは正直言ってデータとして

は私持っていませんけれども、そういうふうな御

意見を伺うことがしばしばあります。それと、も

う一つは、そうやって新しくマンションが建設を

されるときに、建設をされる業者さんというのが

余り地元の業者さんを見かけないのです。多分名

寄以外の大手の資本の業者さんが入ってきて建物

を建てられて、そして運営をしていくというふう

な形なのかなというふうに思っておりまして、家

賃の課題もあるのかもしれませんけれども、本当

にこういう形がいいのかなというのは私ちょっと

疑問に思うわけです。そこに対してやはり早目に

学生の住環境の整備、そういったことを来年度か

らということなのでしょうけれども、少ししっか

りと取り組んでいくべき状況に来ているのかなと

いうふうに思うのですけれども、そこら辺の認識

についてお伺いをいたしたいと思います。
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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） 今議員の

ほうから学生の住環境ということで、私どもは毎

年新入学生に対しまして大学のほうであっせんと

いいますか、登録をしているアパート等の情報を

提供しております。そこには、一定のこれぐらい

の部屋数で家賃はこれぐらいですよというのは載

っております。そこについては、何ぼが高いとか

安いとかというのはちょっと判断が難しい部分も

あるのですけれども、多くの方が名寄市は結構値

段が高いねという声が寄せられているというのも

事実でございます。

それで、学生寮につきましては、看護学科がで

きたときに今のアルカディアをつくりまして、も

う２０年ちょっとたっているのですけれども、市

長の答弁にもありましたように３９戸と比較的少

ないということと少し老朽化というのも出てきて

いるのが事実でございます。そこで、なかなか直

営でというのは難しい部分がありますので、平成

２４年のときに市立病院の医師住宅なんかは民間

活力を使ってやった例もございますので、どうい

うような手法があるのかも含めて検討をしてまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 基本的には、来年度

からの検討ということになると思いますけれども、

特に名寄は積雪寒冷地ということもありまして、

そういった住む環境の整備ということもやはり学

生の皆さんには魅力の一つであるとか、安心して

生活ができるというための一つの要素になろうか

というふうに思いますので、ここのところはぜひ

積極的に検討していただきたいなというふうに思

っております。

借り上げ、病院の医師の住宅は借り上げだった

のかなというふうにも思いますけれども、そうい

った前例もあるわけですから、そこら辺も含めて

学生のメリットにもなって、地元の業者さんがそ

こに担えるような仕組みづくりもできれば少し考

えていただきたいというふうに思うのですけれど

も、そこら辺について考え方はまだちょっと難し

いかもしれませんけれども、お願いします。

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） 今議員の

ほうからありましたような件も含めて、民間活力

といいましても例えば土地も含めて民間なのか、

あるいは市有地に建てるだとか、いろいろな検討

課題がございまして、まだそれらのことについて

はいろんなデータといいますか、情報収集をして、

どのような形が事業者さんにとっても学生にとっ

ても望ましいかということをできるだけ早く検討

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 教員住宅についても

お話をいただきまして、なかなかそういう住宅を

つくるのは難しいぞというような答弁をいただき

ました。教員の皆さんの中には、一戸建てを借り

たいというニーズというのが比較的あるのではな

いかというふうに私は伺っております。家族連れ

で来てアパートを借りると、子供が走り回ったり

して人様に迷惑をかけてしまうので、やはり一軒

家を貸してもらいたいのだというふうなニーズが

あるというふうに聞いております。なかなか買う

となると、一生ここにいるかどうかわからないと

いう部分もあったりしますので、借りるとなると、

だけれども不動産屋さん探しても余り多くはない

のかなというふうに思っております。そういった

中で教員のニーズに応えるというのも一つの役割

なのかなというふうに思っておりまして、それは

本当に優秀な教員確保の要素になるかどうかはわ

からないのですけれども、やはりそういった状況

も踏まえながら一定程度のニーズに応えていくと

いう必要もあるのかなというふうに思うのですけ

れども、もう一度新しく建てるのが難しいのかな

というふうには思うのですけれども、ここら辺で
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何らかの政策がないのかどうなのか、そこら辺に

ついてもお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 教員の住

宅に関しましては、最初の答弁にもあったのです

けれども、家族全員で来る方あるいは単身で来る

方とまさにさまざまでございまして、一軒家を希

望される方から１Ｌ程度でいいよという方までい

ろんな方がおります。ですから、そこのニーズと

いうのは非常に多様化しておりまして、それを一

定程度集合住宅のような形で整備するというのは、

果たしてつくったはいいけれども、どの程度の人

に入っていただけるかという非常に不透明な部分

もありますので、一応必ずしも十分満足していた

だけるかどうかはわかりませんけれども、事務局

のほうで不動産屋さんと相談をしながら希望に応

じたあっせんをしておりますので、当面はその形

でいきたいなと考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 理解をさせていただ

きますけれども、住むところというのはやっぱり

生活の基盤になるわけですので、大切な部分だと

思いますので、極力そういったニーズに応えられ

るような状況を整えていただきたいなというふう

に思います。

次に行きたいと思います。保育所、放課後児童

クラブということでお尋ねをいたしました。まず、

保育園についての状況について御答弁をいただき

ました。３歳以上児の子供たちについてそれぞれ

答弁をいただきましたけれども、名寄幼稚園が認

定こども園化をいたしました。これは、幼稚園型

ということだろうかなというふうに思います。３

歳児以上ということなので、そういったニーズが

将来的にふえる可能性があるのかなと。ましてや

無償化ということになれば、そういったニーズが

もっとふえてくるのかなというふうにも思ってお

りまして、そういったところの対応というのもや

はり考えておく必要があるのかなと。そういった

中で私が新たな参入というふうな表現をさせてい

ただいたのですけれども、まだ名寄の幼稚園の方

で認定こども園化を検討していただけるようなと

ころがあるのかないのかというのをちょっとお伺

いをしたかったのですけれども、そこら辺の状況

についてお伺いをしたいと思います。もしそうい

うところがあれば、ちょっと積極的に進めようと

いう考えがあるのかどうなのか、そこら辺も含め

てお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今の

御質問、市内の幼稚園の中でということですか。

こども園化を……

（「こども園化」と呼ぶ者あり）

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今現

在市内にまだ認定こども園化していない幼稚園２

カ所ありまして、市としましてはこういった状況

もございまして、認定こども園化を進めるといい

ますか、認定こども園化に向けて検討していただ

けないかということでは従来からお話をさせてい

ただいておりまして、今現在園のほうでも検討し

ていただいているところなのですが、今すぐそう

いうふうになるかというところまでは至っていな

いということで、市としてはその２カ所について

はお願いをしているというような状況にあります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういった状況も踏

まえながら、民間の皆さんに頑張っていただける、

担っていただけるという部分があれば、やはり積

極的にちょっとお願いをして、移行に向けての考

えに至っていただければありがたいというふうに

思いますので、今後とも協議を続けていただけれ

ばありがたいなというふうに思っております。

どろんこの学童保育についてちょっとお尋ねを

したいというふうに思います。先ほどの答弁の中
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では、国の支援等々に従って設置自治体の支援の

あり方、その路線に沿って支援をしていただける

というふうなお答えをいただきました。これは、

行政の側からするとそれがほかのところから比べ

ると公平な支援の仕方なのだろうなというふうに

思います。一方でいうと、利用者の皆さん、子供

たちを預ける皆さんからすると、やっぱりできれ

ば同じ料金にしてくれたらありがたいよねという

のが親御さんたちの望みではないかなというふう

に思っております。どろんこでは、サービスが違

うからある程度はしようがないのかなというふう

な話もされている部分もあるのですけれども、今

そっちに向けて努力をされようとしているところ

です。希望としては、名寄がどこのところも同じ

料金で子供たちを預けられるというふうなことが

やはり望ましいのかなというふうに思いますけれ

ども、再度お尋ねをしたいと思いますけれども、

利用者の立場に立ってちょっとお手伝いしようか

なというふうなお考えがあるのかないのかお尋ね

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。

利用者の立場に立ってということですけれども、

今議員おっしゃるとおり公設と民間、サービス内

容が異なるということで、民間学童保育所におき

ましては勤務時間の不規則な親御さんに対応する

ために保育時間も延長しているとか、いろいろキ

ャンプですとかお泊まり会だとかやっているとい

う、サービスの内容も若干違うということもあり

ますけれども、ただ公設の児童クラブを配置して

いない学校が先ほどのとおり２校あるということ

もありますので、この点でいうとやはり不公平さ

は残るのだろうというふうに思っています。市と

しましても２５年に補助金制度をつくって、就学

援助児童等には補助をしておりますけれども、一

般の方には補助がないということもあります。今

後そのような利用者側からの不公平感というのも

ございますので、再度学童保育所の独自の努力と

いうのも当然お願いしたいというふうには思いま

すけれども、保護者のニーズに基づいた保育所の

あり方についても利用料金も含めてまた検討させ

ていただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 施設側としてもその

ような状況がやっぱり利用者の側からすると公平

感があるのだろうなというふうなことを感じてお

られるようですので、そういう方向に向けて努力

をされようとされていますので、ちょっと再度相

談に乗ってあげていただければありがたいなとい

うふうに思っております。

それでは、次に行かせてもらいたいと思います。

地域包括支援センターについてお伺いをしたいと

思います。先ほどちょっと大学のところでお尋ね

をいたしましたので、健康寿命の延伸という観点

から少しお尋ねをさせていただきたいと思います。

以前に私一般質問で、１度か２度ぐらい他の自治

体が取り組んでおりますいきいき１００歳体操と

いうところを視察に行ってきまして、それなりに

成果を上げているなというふうなところを学ばせ

ていただいて、名寄市でもいかがでしょうかねと

いうことのお尋ねをしたことがございます。ここ

では、自治会ですとかが、町内会ですとかが最初

のやり方だけをレクチャーすれば、あとは町内会

単位でほぼ完結をするというふうな仕組みでやっ

ておりまして、そういった中でデータ的な改善も

しっかりと見られているというのがございました。

できればこういうことにあわせて専門家の理学療

法士さんですとか、そういった方々が時折指導に

行くであるとか、本当はそういったこの先進自治

体よりもうちょっとかゆいところに手の届くよう

なケア体制みたいのがあってくれたら、高齢者の

皆さん喜ぶのだろうなと。私の知る町内会でも元

気体操とかはやっているのですけれども、やはり

月に１回とかでやっていただいているのですけれ

ども、なかなかこれでは運動量が足りないねとい
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うふうな意見を伺うこともあります。さきの新聞

か何かの報道でもこういった運動、体操教室を地

域でやることによって介護の費用が軽減されたと

いうふうな新聞報道にも接することがありました。

こういった効果を期待する、これはお金の期待を

するのではなくて、介護にならないということは

その人の人生が豊かな人生を送っていただけると

いうことにつながるのかなというふうに私は思い

ます。両面からいいと思うのです。そこら辺をち

ょっと考慮していただいて、再度見解をお伺いし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの質問に答弁

する前に、先ほどの答弁に誤りがあったというこ

とで、廣嶋こども・高齢者支援室長から発言をし

ていただきます。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ど民間の幼稚園で認定こども園化の予定はないか

ということで御質問でございましたが、名寄地区

に２カ所、それから風連地区で１カ所で合計３カ

所ということで、そのうち風連地区１カ所が来年

から認定こども園化するのともう一カ所認定こど

も園になる予定ということでなっておりますので、

申しわけないのですが、訂正をさせていただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） どうぞ、ただいまの質

問に答えてください。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 次の

介護予防教室における理学療法士等の活用という

ことでの御質問いただいたと思います。先ほど市

長のほうからも答弁させていただきましたが、嚥

呼体操ということで今現在介護予防教室等で包括

のほうで指導を行っておりますけれども、昨年Ｄ

ＶＤを作成しまして各町内会、それから老人クラ

ブさんのほうにも配付をさせていただいたのです

が、その活用の中で市からの職員が行って指導す

るとかということも今やっておりまして、国のほ

うからもリハビリ専門職、特に理学療法士さん等

の活用というか、支援ということで、連携しなさ

いということでの国からの指示もございますので、

今後介護予防教室等を含めて理学療法士、それか

ら作業療法士とも同行してもらいながら、そうい

った場に出向いていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） これから高齢化社会

に向かう中で、やはり高齢の皆さんも社会の中の

構成員として重要な位置を担っていただける年齢

層になってくるのかなというふうに思います。そ

ういった皆さんが一年でも長く社会の中で活躍で

きるような形をこれはちょっと積極的に進めてい

ただければありがたいので、ぜひこの部分は求め

ておきたいというふうに思いますので、今後具体

的な検討をできればお願いしたいというふうに思

います。

次、生活空間と物流についてお伺いしたいとい

うふうに思います。答弁の中でそれぞれの課題等

々についてお知らせをいただきました。行くとき

は荷物があるけれども、帰りは荷物がない、幹線

の部分がなかなか、いろんなトラックで走ると荷

物の量が少ない、そういった課題を解決をする必

要があるというふうに伺いました。全くそのとお

りだろうなというふうに思っておりまして、こう

いったことが将来的に形が崩れてしまうと、こち

ら側から本当に物を出すときに出せなくなってし

まうという、あるいは地域で暮らしをするときに

外部からの荷物が届きづらくなってくるというの

は、生活の利便性に直結をしてしまうことにもな

ろうかというふうに思いますので、これは市民の

皆さんも、市民の青年会議所、青年部の皆さんで

あるとか、いいところに視点を当てて課題提供を

していただいたなというふうに思っております。

その後においても行政の中でこういったことを課

題にしてそれぞれ取り組んでいただいているとい

うふうに思いますけれども、先ほども御答弁をい

ただいたのですけれども、いろんな説明会をして

市民の皆さんもここら辺は少し課題を理解をされ
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てきているのかなというふうに、そこら辺までは

行ったのかなというふうに思っておりますけれど

も、こういった事業を進めるに当たって、今後ど

ういう形の組織なり、どこが中心になってこうい

ったことを進めていくというふうな考えをお持ち

なのかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 物流については、市長

の答弁のほうにもございましたけれども、もとも

と名寄市には物流の拠点という位置づけがされて

おります。そこのところから、どういうようにこ

の物流を維持、そして人口が少なくなってきたり

すると必ず物流が滞るというのが大きな課題であ

りますから、組織的には行政主導というよりも関

係する民間の皆さんも含めてこの地域をどうする

か。言いかえると、市民生活もそうですけれども、

経済環境に対しても大きな影響を与えるものです。

拠点としての名寄というところの位置づけを今さ

れておりますけれども、当然物流ですので、広範

囲にわたりますので、これは段階を追っての話に

なると思いますけれども、少なくても名寄市を拠

点として民間も含めた組織づくりをする。その次

に広域的な側面から考えていく。となりますと、

ほかの自治体もありますけれども、北海道あるい

は開発局等いろんな部分からも出てまいります。

全体的な組織としては、今まだ少し具体化してお

りませんけれども、まずきっかけとしては、出だ

しとしては名寄市のところでこの点のところから

次のほうに、面のほうに広げると。それにあわせ

て組織もさらにつなげていくと。そのような段取

りではないかと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 橋本副市長が答弁い

ただいたような形がやはり望ましいというふうに

思います。最終的には、民間事業者等々の取り組

みによらなければならないと思いますけれども、

それに至るまでの間のサポート体制であるとか、

いろんな行政機関とのつなぎであるとか、そうい

ったことはやっぱり名寄市が積極的にサポートし

ていく必要があるなというふうに思いますので、

そこら辺に関してぜひ実現、形ができるまでの間

取り組んでいただきたいというふうに思います。

こういうふうに過疎の人口密度の少ないところと

いうのは、全国でなかなかまれだろうなというふ

うに思いますので、ひょっとしたらこれは全国の

先進事例にもなるかもしれませんので、ぜひ積極

的に取り組んでいただきたいと思います。

次、中小企業についてお尋ねをいたしました。

地元で経済を回そうということに対してそれぞれ

御答弁をいただきまして、今まで本当にそういっ

たことに対して取り組んでいただいてよかったな

というふうに思っておりますけれども、そういっ

た感覚と申しましょうか、そういったことをより

積極的に進めるためには、冒頭申し上げましたけ

れども、市内の商工業に詳しい、この人に聞けば

まちのことはわかるぞというような職員の方がい

てもいいのかなというふうに思います。農業の分

野では結構詳しい方がいらっしゃるのですけれど

も、こっちの分野でもそういった方ができればい

てほしいなというふうに思うのです。農業は基幹

産業ですから、当然こういうのはやっていかなく

てはいけないと思います。しかし一方で、商工業、

建設のほうもそこに働く方の人数ですとか、そこ

でお金が動く経済規模というのはそっちのほうは

非常に大きいわけでして、そこら辺をしっかりと

サポートをしなければまちの衰退が加速してしま

うのかなというふうに思いますけれども、そうい

った意味からもやはり商工会議所との連携、先ほ

どの答弁ではしっかりと連携をするというふうな

お答えをいただいておりますけれども、できれば

人事交流までされてはいかがかなというふうに思

いますけれども、再度お答えをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人事交流について再度の

御提案がございました。交流によってそうした専
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門的な職員が育成されるのかどうなのか、そうし

た検討もまだしていない状況でございますので、

改めて御提案いただきましたので、内部協議はさ

せていただきますが、しかし今までも経済産業局

だとか、いろんなところに派遣をさせていただい

て、そうした人材を育成をしてきていることはご

ざいます。一方で、今商工会議所あるいは商工会

と市が連携をして一定のプラットホームをつくっ

ていこうというような仕組みづくりもやっている

ということでございまして、人というよりもそう

した仕組みで一定のここに行けばそうした知見が

得られるという連携した仕組みづくりというのが

大切なのかなというふうに思っておりまして、そ

うしたことをどのようにさらに進化をさせていく

のかということも含めて、ぜひ関係する機関と協

議をしてまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 最終的な目的はそこ

ですので、絶対人事交流をしろというわけではあ

りませんけれども、私はそこを目指していただき

たいなというふうに思っております。やはり経済

をしっかりと回していくということ、それともう

一つ、商店街を本当にこれからどうしていくのか

というのは本人の皆さんたちの意思が大切な部分

でもありますけれども、やはりここはなかなか行

政が入っていかなければ動かないのかなというふ

うにも見えてしまいます。非常に答えづらい質問

をいたしました。商店街の５年後、１０年後、２

０年後はどういうふうにビジョンをするのかとい

うのは、やはり商店街の皆さんだけでは当然でき

ないと思いますし、商工会議所だけでもできない

ですし、行政が出しゃばってやるものでもないと

思いますけれども、こういった皆さんがしっかり

と一堂に会して将来展望を描いていくということ

が必要だろうなというふうに思っております。そ

ういう意味からも、やはり行政と商工会議所がま

ずしっかりとタッグを組んで将来展望をつくって

いこうというふうな方向性をつくってもらうこと

が望ましいなというふうに思っておりますけれど

も、そこら辺の考え方について再度お尋ねをした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども都市計画マスタ

ープランや立地適正化計画の言及を少しさせてい

ただきましたけれども、これから本年度、来年度

にかけてある程度名寄市の大きな構想を描いてい

くと。その中で当然人口が減っていくので、さま

ざまな集約あるいは拠点化というのは避けられな

い状況になっていくというふうに思います。そう

したところと中心街をどうしていくかということ

は、当然リンクをしていく話になっているという

ふうに思います。その中で全体的なここの拠点は

こういう構想をしていくよという話は、当然市民

の皆さん全体でこれは議論していく必要があると

いうふうに思います。一方で、その中ででは足腰

の強い商工業をどう育成していく、育てていく、

そうしたことは多分にコンサルティング的な機能

も有しているということになると、やはりこれは

商工会、商工会議所の出番だろうというふうに思

いますが、国やいろんなところから大きな支援メ

ニューも来たりとかということで、当然行政も連

携してやっていかなければならない。そこのプラ

ットホームをつくっていく、そこを進化させてい

くということも一方ではソフトの面の充実として

やっていかなければならないというふうに思いま

す。いずれにしても、中心市街地の活性化の問題

については数年前に一度今の新会頭になってから、

提案をしていただいてから、なかなかそこからは

進んでいない状況もございますので、今回のさま

ざまな計画の議論の中でそうしたことがまた改め

て具現化をしていくことができる、そうした計画

になるように、資する計画になるように我々とし

てもしっかりと市民議論を積み重ねて一定の計画

をつくってまいりたいというふうに考えておりま

すので、また御指導いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１８番（東 千春議員） 市長には、釈迦に説

法なお話だったと思います。やはり経済界出身と

いうことで、そういった仲間の皆さんもたくさん

いらっしゃって、そういう情報収集というのは多

分職員の方より市長のほうがされているのかなと

いうふうに思いますけれども、そういった皆さん

の意見等々も伺っていると思いますので、そこら

辺の状況等も職員の皆さんに伝達をしていただく、

あるいは市長が先頭になって前を走っていくでも

結構ですので、ぜひ商工業あるいは中心市街地等

々についてもこれから積極的な取り組みを求めた

いというふうに思います。

次に行きたいと思います。８点目の幼小中高大

の連携ということで教育長にお答えをいただきま

した。冒頭申し上げましたけれども、教育行政に

関して私は大きく取り上げる争点が余りなかった

のかなというふうに申し上げましたけれども、学

力や体力も少しずつ改善の傾向を見るに至ってお

ります。そしてまた、学校が平穏だなと。これは、

やっぱり小さないじめ等々はきっとあるのだろう

なというふうには思いますけれども、大きく荒れ

るであるとかというのはかつてございましたけれ

ども、非常に平穏な環境の中で子供たちが学ぶこ

とができている。こういったことも含めて、教育

長を初め教育委員の皆さんも含めて皆さん御努力

されているのだろうなというふうな思いの中から

質問させていただきました。しかし、先ほど教育

長もこれからの豊富を述べられておりましたけれ

ども、やはりより高みを目指していく、そういっ

たことも発言をしていただきましたけれども、ぜ

ひそういうふうな方向で行っていただければあり

がたいなというふうに思っております。

そういった中で大学の取り組みとして、子ども

食堂であるとか、子供の居場所づくりであるとか、

あるいは学習支援、もっちもちというふうな形で

大学としての支援をしていただいています。こう

いった皆さんは、子供たち全体に対してやってい

る活動というよりは居場所をつくって、そしてそ

ういった皆さんにケアをするというふうな活動な

のかなというふうに思っております。名寄の大学

生というのは、比較的学力の高い学生たちが名寄

に約８００人近くいるわけでありまして、そうい

った能力を小学校、中学校、高校生の皆さんに何

らかの形で学力向上に、家庭教師というのはちょ

っと違うのかなというふうには思うのですけれど

も、何らかの形で指導をしていくような形という

のはできないのかなというふうに思うのですけれ

ども、難しいでしょうか。考え方がありましたら、

お伺いしたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほど私の答弁のほう

からもお話ししたのですけれども、一応大学との

連携については幼保と小中高大、それから地域と

連携しているのが、そのキーワードが特別支援教

育なのです。この特別支援教育については、幼か

ら地域まで総ぐるみで連携しているということで、

こういう地域はめったにないと。これは、大学の

持つ力でそうさせていると思うのです。

それで、この間も佐藤靖議員の質問のときにも

お話ししましたけれども、やっぱり名寄市立大学

は上川管内北部地区の特別支援教育の拠点だとい

うぐあいにして押さえているところであります。

今の御質問にありました学生の活用の件について

は、先ほど答弁で学力の向上を目指した大学との

連携についてはということでお話しいたしました。

この中で放課後の学習なのですけれども、放課後

の学習等で困り感のある子供たちを対象に実際に

具体的に学生が先生方と一緒に入りまして、子供

たちの授業を支援しているという現状であります。

昨年度は、先ほどもお話ししましたように小学校

７校、中学校１校、延べ２０３名の学生による放

課後の学習支援を行っているという状況でござい

まして、今後もこの取り組みをさらに改善、充実

させて進めてまいりたいと思いますし、高校のほ

うまでそれが広がりを見せればそれは幸いかなと、

こんなふうに思っているところでございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 少し残してこれで終

わろうと思いますけれども、この５月から新たに

市長が３期目を迎えるということで、市民の期待

も大きいというふうに思います。教育行政につい

ても今まで経験と実績のある小野教育長に再度担

っていただけるということで安心はしております

けれども、やはりさらに行政として高みを目指し

てみんなで力を合わせていけたらいいなというふ

うに思いますので、今後ともよろしくお願い申し

上げて、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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 ２時５５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 佐々木 寿


