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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１９日（火曜日）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 一般質問

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 一般質問

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、

３番 野 田 三樹也 議員

１５番 高 橋 伸 典 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。

市民の満足度向上につながる市政運営について

外２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をさせていただきます。

５月１０日の臨時議会において、２期８年の実

績をもとに加藤市長３期目の市政運営に係る所信

表明がなされました。また、今定例会での市政執

行方針の冒頭でも市民の満足度向上に向け全力を

傾けてきた８年間を土台に今後においても市民が

主役のまちづりを進めるとの考えを表明されてお

り、市民の期待感も膨らんでいるところでありま

す。

そこで、大項目１、市民の満足度向上につなが

る市政運営についてお伺いいたします。最初に、

小項目１、副市長１名体制による組織機構の変容

についてをお伺いいたします。さきの臨時議会に

おいて名寄市副市長の定数を定める条例の一部を

改正する条例が可決され、本年５月１６日から名

寄市の副市長は定数１となりました。広報なよろ

６月号には、市長３期目就任の御挨拶とともに橋

本副市長、小野教育長の紹介もなされていますが、

久保副市長退任後の組織機構変容の姿がわかりに

くい状況にあります。特に久保副市長の執務先が

主に風連庁舎であったことから、柱を失ったかの

ごとく地域からは何がとは言えないけれども、漠

然と不安であるとの声も聞こえてきています。不

安を払拭し、安心感から満足度向上に結びつける

ために、副市長１名体制になった今後の組織機構

の具体的姿についてお伺いいたします。

次に、小項目２、総合計画第２次の具現化に向

けた対応についてお伺いいたします。人づくり、

暮らしづくり、元気づくりを総合計画の基本理念

に据え、協働のまちづくりを推進していく過程に

おいて市民と行政との情報共有のあり方や市民参

画を促す取り組みは一層重要視していくべきもの

と考えます。さらなる取り組みについてお伺いい

たします。

次に、小項目３、一層の行政サービス向上に向

けた取り組みについてをお伺いいたします。年々

高齢化率が高くなる現状において、役所の中に知

った人の顔があったら安心するなど、担当者との

コミュニケーションを喜ぶ声が聞こえてきます。

接遇面では研修もしていただいており、配慮もさ

れていますが、市民が安心して行政サービスを求

めることができる関係づくりについてお伺いいた

します。

次に、大項目２、コミュニティースクールと小

中一貫教育推進についてお伺いいたします。最初

に、小項目１、コミュニティースクールの取り組

み状況についてであります。学校運営協議会が設

置され、既に取り組みがスタートしている学校も

あることから、それぞれの状況についてお伺いい

たします。

次に、小項目２、地域性を重視した小中一貫教

育についてお伺いいたします。智恵文地区におい

て小中一貫教育の特徴的な取り組みの状況につい

てお伺いいたします。

小項目３は、スポーツの分野における小中連携
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についてであります。少子化が著しい社会におい

ては、サッカー、野球など一定数のメンバーが必

要なスポーツの継続ができにくい状況が生じてい

ます。また、一方では、部活動指導等による教育

職員の多忙化が課題とされています。このことか

ら、スポーツの分野における小中学校連携につい

ての推進は児童生徒の活動欲求を満たす上でも、

また教育職員の多忙化解消の上でも有効であると

考えます。可能性についてお伺いいたします。

最後に、小項目４、学校、家庭、地域、行政の

連携強化によるさらなる教育環境形成についてお

伺いいたします。教育環境の連携については、以

前から学校、家庭、地域が一丸となってという言

葉が頻繁に使われておりました。そこに改めて行

政を加えたことにより、教育環境の形成でさらに

望まれる姿はどのようなものであるのかお伺いい

たします。

最後に、大項目３は、農福連携の推進について

であります。まず、小項目１、農福連携の現状と

将来像についてお伺いいたします。本年４月、実

行委員会主催により農福連携推進シンポジウムが

開催されました。その中で農林水産省、吉田氏を

講師に迎え、北海道における農福連携の可能性に

ついて考える機会が提供されましたが、改めて名

寄市の現状と目指す将来像についての見解をお伺

いいたします。

次に、小項目２、関係機関の連携強化と行政の

果たすべき役割についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。山

崎議員から大項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１、小項目１は私から、小

項目２を参事監、小項目３を総務部長、大項目２

については教育部長、大項目３については経済部

長からそれぞれ答弁をさせていただきます。

大項目１の市民の満足度向上につながる市政運

営について、小項目１、副市長１名体制による組

織機構の変容についてお答えをいたします。副市

長の定数につきましては、さきの臨時会におきま

してその数を２人から１人に改正をする条例改正

案を提出し、可決をいただいたところでございま

す。改めて改正に至った経緯を申し上げますと、

合併後、名寄、風連の両庁舎にそれぞれ副市長、

当時は助役でございましたけれども、これを配置

をし、風連地区の懸案事項や市が抱える多種多様、

専門性の高い事案へ対応するため、これまで副市

長２人体制を続けてきたところでございます。し

かしながら、本年で合併から１２年が経過をし、

公の施設の利用料金などの統一的な基準づくりな

ど懸案事項が一定程度整理をされたこと、また市

立大学の４年制への移行や市立総合病院の公営企

業法全部適用など転換期を迎えた事業が一定落ち

ついたことから、今後より一層効率的な市政運営

を進めていくために副市長１人体制としたところ

でございます。

風連庁舎担当の副市長を置かなくなったことで

風連地区住民の方が不安を抱かれているとのこと

でございますが、橋本副市長には週１回ではあり

ますけれども、木曜日の１日を風連庁舎で執務を

いただくようにしてございます。また、私も公務

スケジュールにもよりますけれども、曜日を限定

せず、週のどこかで極力半日程度の執務を風連庁

舎で行っておりまして、主に風連地区住民に関す

る対応や風連庁舎勤務の職員との会議、打ち合わ

せなどを行っているところでございまして、今後

も市民の皆様との対話を進めながら、安心して暮

らし続けられるまちづくりを推進してまいりたい

と考えております。

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１、

市民の満足度向上につながる市政運営について、

小項目の２、総合計画の具現化に向けた対応につ

いてお答えをいたします。

総合計画の策定推進に当たっては、アンケート

調査や意見懇談会などでいただいた御意見も参考
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にしながら、市民委員から成る審議会において議

論いただくとともに、パブリックコメントや出前

トークなどの制度も含め、各種機会を捉えて市民

との情報共有や市民参画を図ってきているところ

であります。また、今回から新たな取り組みとい

たしまして、広報の５月号よりコーナーを設け、

基本計画の策定に先立ち行った市民アンケートで

いただいた個別意見の中から毎月テーマごとに市

としての考え方などお示しをするコーナーを設け

ました。引き続き機会を捉えてさまざまな市民参

加の場を設け、広く市民の声を取り入れながらま

ちづくりを行ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１、

小項目３、一層の行政サービス向上に向けた取り

組みについてお答えいたします。

窓口での行政サービスの提供のあり方について

どうあるべきかという御質問の趣旨かと思います。

議員御指摘のとおり、行政サービスを求める際に

窓口で面識のある職員がいることによって各種手

続などがスムーズに進むことは実際にあり得るこ

とであります。一方で、窓口では来庁者が知人で

あるなしにかかわらず、全ての方に親しみやすく

迅速かつ正確な業務を提供することが非常に重要

であると考えております。そのため市では、採用

後経験の少ない職員に対し民間で活躍された講師

による接遇研修を実施し、親しみやすく、かつ失

礼とならない接遇方法を学ぶとともに、それぞれ

の部署において身につけるべき専門研修に積極的

に参加するよう促し、専門知識の取得と他の市町

村での業務における工夫などの情報交換を図り、

業務の改善を進めることで窓口での市民の満足度

を高めるよう取り組んでおります。窓口における

行政サービスの提供に当たって複雑な申請を必要

とし、時間を要するものやプライバシーにかかわ

り担当者が知人であることでかえって来庁者が手

続にためらうことも想定されることから、職員が

担当する業務について情報や知識を他の職員と共

有し、迅速かつ柔軟なサービス提供ができるよう

研修や職場内でのミーティングなどを通じて職員

の能力と連携力の向上に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

コミュニティースクールと小中一貫教育推進につ

いてお答えします。

初めに、小項目１、コミュニティースクールの

取り組み状況についてです。学校が子供たちの生

きる力を育むためには、家庭、地域社会との連携

を深め、子供たちの生活の充実と活性化を図るこ

とが大切であります。その際、学校、家庭、地域

社会がそれぞれ本来の教育機能を発揮し、全体と

してバランスのとれた教育が行われることが重要

です。しかし、少子高齢化や核家族化など子供た

ちを取り巻く環境の変化の中で、学校だけで子供

たちの抱える多様な問題に対処することは難しく、

学校、家庭、地域社会がそれぞれの立場から子供

たちの将来のためにという共通の目的のもと協力

し合い、地域ぐるみで解決し、質の高いよりよい

教育を提供していくことが大切であります。この

ため、中教審の答申「新しい時代の教育や地方創

生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り

方と今後の推進方策について」を受けて、学校運

営や学校の課題に対して広く保護者や地域住民の

皆さんが参画できる仕組みとしてコミュニティー

スクールの導入が全国的に進み、地域とともにあ

る学校づくりが進んでおります。

本市におきましては、平成２７年度に智恵文小

学校、智恵文中学校において小中一貫コミュニテ

ィースクールのモデル的な取り組みをスタートさ

せ、平成２９年４月より正式にコミュニティース

クールを導入いたしました。また、平成２９年１

月には名寄東小学校、２月には風連中央小学校で

コミュニティースクール推進委員会を立ち上げ、

制度説明会を実施するなどし、平成３０年４月に

は風連中央小学校、５月には名寄東小学校で学校
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運営協議会を設置し、コミュニティースクールを

導入しております。また、この６月には中名寄小

学校においても導入する予定となっています。

先行して導入した智恵文小学校、智恵文中学校

では、保護者や地域住民、関係行政機関の職員、

学校の教員など１４名で小中合同の学校運営協議

会を構成しております。各学校では、年度の学校

運営の基本方針を説明、承認いただくとともに、

地域の方々の支援を得て交通安全教室や啓発活動、

農業体験学習などを実施しております。今年新た

にスタートした風連中央小学校や名寄東小学校に

おきましても地域の方々が持つ技術や経験をいた

した授業支援などの協力をいただいているところ

であります。今後教育委員会としましては、現在

コミュニティースクールが導入されていない名寄

小学校や名寄南小学校、名寄西小学校の小学校３

校及び名寄中学校、名寄東中学校、風連中学校の

中学校３校について、名寄市校長会や教育改善プ

ロジェクト委員会の教育経営の充実グループを中

心として地域の実態を踏まえた学校運営協議会の

あり方について検討をお願いし、コミュニティー

スクールの導入を推進してまいります。

次に、小項目２、地域性を重視した小中一貫教

育についてお答えします。智恵文小学校と智恵文

中学校におきましては、従前より地域の人や物、

自然を生かした特色ある教育活動に取り組み、子

供たちの生きる力の育成に大きな成果を上げてき

ました。また、運動会と体育祭を合同で実施した

り、小学校と中学校のＰＴＡ組織を一体化したり

するなど、小中連携や学校と地域の連携が進んで

おりました。さらに、智恵文地区の学校は小規模

の小学校１校と中学校１校であり、連携を深める

ための条件が整っていたことから、平成２７年度

より本市の小中一貫教育のモデル的な取り組みを

進めてまいりました。その中で小学校と中学校が

学習指導や生徒指導において互いに協力し、責任

を共有して目的を達成するという観点から、双方

の教職員が義務教育９年間の全体像を共有化し、

系統性、連続性に配慮した教育活動を進め、平成

３０年度より本格スタートいたしました。

特徴的な取り組みとしては、学校経営について

は平成２９年度に小中一貫教育で目指す児童生徒

像を明確化し、それに基づいて学校教育目標を自

ら学び、未来をたくましく生きぬく智恵文の子と

小中共通のものとして設定しております。教育課

程の編成においては、各教科の年間指導計画を９

年間を見通したものとして作成したり、算数や音

楽、体育などの授業で中学校の教員が小学校の授

業支援や出前授業を行ったりしています。児童生

徒の交流活動では、中１ギャップの解消やコミュ

ニケーション能力の育成を目指し、児童会、生徒

会の交流を進めて共通の活動を行ったり、体験入

学の回数をふやし、授業だけではなく部活動体験

などを行ったりしております。教育委員会といた

しましては、今後も学校運営協議会の場などにお

いて保護者や地域の教育力を学校の教育活動に積

極的に取り入れることで地域の実情を踏まえた特

色ある学校づくりを進めていただくようお願いを

してまいります。

次に、小項目３、スポーツ分野における小中連

携についてお答えします。本市における児童生徒

がスポーツに取り組む環境は、主に小学生は少年

団活動、中学生については部活動の場であり、多

くの児童生徒が活動しています。また、これらの

活動を支えている指導者については、少年団では

地域指導者や保護者が中心となり、中学校の部活

動においては一部では外部コーチによる指導もあ

りますが、大半は教職員が中心となって指導に当

たっています。小中学校の連携した指導体制につ

いては、一部を除き確立されていないことから、

昨年度よりジュニア育成コーチ養成プログラム事

業を実施して指導レベルの向上を図るとともに、

指導者間のネットワークの構築、情報交換を行っ

ているところです。昨年度は、全７回の講習会に

加えてシンポジウムを開催するなど延べ１６４名

の指導者が参加しています。本事業は、今年度以
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降も継続的に実施する予定であり、指導者のネッ

トワークを広げながら小中学校の連携、さらには

高校、大学まで連携した地域全体で子供たちのス

ポーツ活動を支える指導体制を確立しながら、子

供たちのよりよい育成環境をつくっていきたいと

考えております。

次に、小項目４、学校、家庭、地域、行政の連

携強化によるさらなる教育環境の形成についてお

答えします。教育活動の推進に当たり、教育行政

執行方針の中に学校、家庭、地域が一丸となって

という言葉に新たに行政という文言を加えたこと

により、教育施策に対しどのような姿を期待して

いるのかという御質問と受けとめさせていただき

ます。全ての子供たちに求められる生きる力を育

むためには、学校と家庭、地域社会や関係諸機関

が連携、協力し、各種教育施策を推進していくこ

とが重要であり、行政や教育委員会がその支援を

していくことは当然の責務であると考えています。

本市においては、名寄市教育研究所を行政組織と

して組み入れ、教職員の研修機会の確保や財政支

援をするなど、他の市町村には例のない取り組み

を行ってきています。また、不登校児童生徒の対

応のための教育相談センターでの取り組みやスポ

ーツ・合宿推進課と連携した体力向上プログラム

の実施、さらにはインクルーシブ教育の推進やコ

ミュニティースクールの導入、主権者教育に対応

したふるさと未来トーク、市長、教育長と児童生

徒との懇談会の実施など以前に比べて行政が担う

べき分野も広がってきています。また、近年は首

長を座長とした総合教育会議の設置など、さらに

行政の役割が明確化してきたと考えているところ

です。今までも学校、家庭、地域等が一体となっ

てという表現の中には、地域等の中に行政も含ま

れていると捉えておりましたが、このたびの北海

道教育推進計画での表記法なども踏まえ、教育委

員会など行政の役割をより明確にするという視点

から、今回教育行政執行方針では学校、家庭、地

域、行政と表現をさせていただいたところであり

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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農福連携の推進について、小項目の１、農

福連携の現状と将来像について及び小項目の２、

関係機関の連携強化と果たすべき役割につきまし

ては関連がございますので、一括して申し上げた

いというふうに思います。

農福連携につきましては、福祉分野における障

がい者の就業機会の拡大や農業分野における労働

力不足を補う一つの方策などとして期待をされて

おり、市内におきましても既に一部の福祉事業者

と農業者の間におきまして実際の取り組みが進め

られているほか、国、道の職員を招いての意見交

換会やシンポジウムの開催など関係者において機

運の高まりが見られているところでございます。

農福連携を推進するためには、段階的な取り組み

が必要であり、まずは現状の把握と課題の洗い出

し、それに基づく農業者と福祉事業者間における

相互理解の促進に向けて関係者によるネットワー

クを形成し、取り組みを進めてまいりたいと考え

てございます。

また、行政の果たす役割についてでありますが、

内部の横断的な取り組みのもとに関係者のネット

ワークづくりに向けて各機関、団体との連携調整

を図るとともに、国や道の支援策や先進事例など

農福連携に必要な情報の提供に努めてまいりたい

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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきました。昨日の代表質問の中にも一部関連し

ているところがありますので、重ならないように

気をつけながら再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、大項目１にかかわりまして、先ほど市長

から丁寧な御説明をいただいたのですけれども、
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その中身につきましては今現在市長の表明されて

いることについて、さきに特別な機会、例えば町

内会長の集まりですとか、地域にですとか、そう

いうところについての表明されている機会があり

ましたでしょうか。私が知らないだけかもしれま

せんけれども、ちょっとそこのところを確認させ

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この４月、５月、６月と

それぞれの原課が担当するような委員会ですとか

各種総会等がございまして、そうした場では事あ

るごとにお話をさせていただいているつもりでご

ざいます。７月に町内会長との意見懇談会の機会

もございますので、こうした場も捉えて町内会長

さんにもそうしたお話はしっかりとこれからさせ

ていただきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 当然ここに至るまで

も何年も前から正当な議論がなされ、そして名寄

市の人口等、名寄市の現状を踏まえての条例の一

部改正であったと思っておりますので、そのこと

に関して異議があるというわけではございません。

ただ、おおよそそういう時期が来るのではないか

というふうに思っていた地域の市民にとりまして

は、やはり突然そのことが現実として突きつけら

れたという思いが多かったのだと思うのです。い

ろんなところでそのことに関して市民の皆さんか

ら声が寄せられました。先ほど市長から橋本副市

長の執務の状況ですとか、それから市長みずから

それぞれの、風連地区だけにとどまりませんので、

智恵文地区ですとか、中名寄地区、名寄市広い面

積を持っているところにかかわって足をお運びい

ただいての執務の状況等についても説明していた

だいたのですけれども、それが早い段階で市民に

伝わることによって、市民それぞれが見通しを持

つ中で安心した対応をというところに結びつけて

いただけることができなかったのかなということ

については、少し経過について市長の胸のうちを

聞かせていただきたいなというふうに以前から思

っておりました。その点について今後７月の町内

会長さんの会議等でも説明いただけるということ

ですが、そのほかについての機会の提供というの

はございますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この種、特別職の人事関

係の案件については、それ以前にいろんな方と相

談するような案件ではないというふうに承知をし

ておりますので、ただしその間４年前にもそうし

たタイミングがあったかもしれませんけれども、

風連地区の現状に十分配慮しながら、さらにまた

特例区が終了してからも風連担当の副市長を置い

て風連地区の振興、発展に努めてきたということ

でございます。この間もいろんな積み重ねの中で、

特に合併した自治体ということもあって、そうし

た地域に配慮しながら市政の運営に努めてきたと

ころでございます。今後ともいろんな機会を捉ま

えて、こうした情報はしっかりと発信していきた

いというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 人事に関して出せる

もの、出せないもの、出す時期、そういうものに

ついては当然理解するところであります。今の段

階でも丁寧な説明は心がけていただいていると思

いますけれども、風連地区に関しまして特に高齢

化が進んできております。先ほど市長からは、一

定程度課題について解決がなされているというと

ころで、大学の４大化ですとか、公の施設の利用

料、使用料の調整ですとか、それから市立病院の

内容について御発言がありましたけれども、周辺

地域、風連地域ですとか、智恵文地域ですとか、

その部分についての例えばお店が少なくなってい

る現状、高齢化が旧名寄市以上に進んでいる状況、

その点についてこの課題に対して市長はどのよう

な見解をお持ちでしょうか。また、そのための施

策として、当然総合計画、地域創生総合戦略等で

施策を打っていただいているのですけれども、改
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めてその部分について、高齢化対策についてどの

ようにお考えか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） 少子高齢化でありますと

か、それぞれの地区ごとの市街地の、あるいは商

店街の衰退というか、だんだん経営状況が厳しく

なってきているような状況というのは、これは全

市的な問題でございます。風連地区と名寄地区の

一定のすり合わせなければならないこと、あるい

はそれぞれ独自の営みの中で進んでいくもの、こ

うしたことは一定の整理がついたというようなこ

とだと認識をしています。一方で、今のような少

子高齢化だとか、それぞれの地域課題というのは、

これはもう智恵文地区も風連地区もいろんな地区

課題は抱えているわけでございまして、それぞれ

に対してしっかりと地域ごとに目配りをしながら

対応していくということに尽きるのではないかと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 地域ごとに目配りを

してというその言葉については、十分受けとめさ

せていただきたいと思います。

先ほど松岡参事監からも御答弁いただきました

内容について、それぞれの地域の実態、市民の声

を十分受けとめてというところで、アンケート調

査のことですとか、それから出前トーク、それか

ら教育部のほうからは子供たちとの未来トーク、

市長、教育長が出向いてくださっております学校

での未来トーク等についても御答弁いただきまし

た。それについては、若い人たちの意向を十分吸

い上げるということについての施策であろうと思

いますけれども、まだ若い人たち、特に青少年の

思いについて市長に届いていないところが大きい

のかなというふうに受けとめています。例えば士

別市におきましては、子ども議会が何年か前から

設置されておりまして、単に事業として子ども議

会があるのではなく、その子ども議会の中で子供

たちが十分に市の理事者と自分たちのふるさとに

ついて考えを練り合わせていく、求めていく、そ

の求めたことに関して子供たちもしっかり子供た

ちなりに考えを進めていく、そして先輩から後輩

にそのことについてはしっかり継続審議といいま

すか、継続した取り組みとして受け継がれてきて

いるというその状況があります。名寄市について

さらに若い人たちの思いを受けとめていただく機

会について、どのようなお考えをお持ちなのかお

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） 今山崎議員のほうか

ら特に士別の例を挙げてお話がございましたけれ

ども、私どもこれ総合計画もそうですし、しっか

りと市民の皆さんと対応し、声を聞くということ

についてはこれまでもさせていただいていたのか

なというふうに考えています。まだ特に若い方の

御意見とか十分届いていないということでしたけ

れども、具体的にはまちづくり懇談会であるとか、

町内会長との懇談会であるとか、今は総合計画の

関係で各団体の皆さんとも市長との懇談会をやら

せていただいております。きょうは、大学生とい

うことでやらせていただく日程になっているとい

うことでございます。まだまだ議員が考えている

声が届いていないということについて、もう少し

私ども具体的にどういったところが届いていない

のか含めて内容を考えさせていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 補足をさせていただきま

す。

先ほどもちょっとお話をしましたけれども、い

じめをなくそうという、いじめサミットというの

をずっとこの数年前から、これは小野教育長の肝

いりでやらせていただいて、それを発展的に今昨

年からふるさと未来トークということで、まさに

それぞれの小中学生が名寄のまちをどうしていこ

うということをみんなで考えてもらって、それを
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教育長と私にぶつけていただくという機会を年１

回設けて、今度７月には下多寄小学校でやるので

したか、ということが決まっております。議会と

いう形ではないかもしれませんけれども、見てい

ただいたかわかりませんけれども、非常に活発で、

すばらしい意見が結構出てきております。加えて

昨年度からまたそれぞれの小中学校に教育長と私

が出向いていって、これは１学年あるいは小さい

学校だともうちょっと大きな単位での児童の皆さ

んを対象にして、これもさまざまな今抱えている

問題やまちづくりの問題をフランクに議論をする

ような機会も設けておりまして、あらゆる機会を

捉まえて今後とも子供たちの意見をしっかりと聞

きながら市政に反映していく、そんな姿勢を忘れ

ずにいきたいというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 機会を提供していた

だいているだけでは、十分であるというふうに思

っていいのかどうかということについては少し危

惧をするところでありますけれども、今の御発言

を伺わせていただきまして、その機会が十分に生

かされてきているということについて理解いたし

ました。いつも思うのですけれども、まちづくり

懇談会があるから、その回数が多いから、出席者

数がこの人数であったからよしということである

のかどうか、それについては私も含めてやはりい

ろんな場面で検証していく必要があるな、自分自

身が反省材料としていかなければいけないなとい

うふうに思っています。その機会については、そ

の前の準備段階、そして例えばふるさと未来トー

クが行われた後の子供たちの心への定着ぐあい、

そのことについてが最も重要であるというふうに

思っておりまして、先ほど市長からの御答弁の中

にはそのことについて少しずつ成果を積み重ねて

いただいているというふうに受けとめさせていた

だきたいと思います。やはり子供たちがこの地域

のことを考えていくということは、人は自分のふ

るさとがベースになって生きていくわけですから、

名寄市で一生を過ごす、それから名寄市をベース

にほかの土地に巣立っていく、ともに大変重要な

ことでありますので、ふるさと未来トーク、いじ

めサミットも含めて大事にしてやっていただきた

いなというふうに思っています。

それにあわせて、大項目２のほうに移らせてい

ただきますけれども、やはり地域とともにある学

校というところでのコミュニティースクール、小

中一貫教育というのが重要になってくるというふ

うに思っています。しかし、学校の中は平成３０

年、ことしは移行措置期間でありますけれども、

学習指導要領がさらに改訂され、授業時数がふえ、

大変多忙な状況になっております。その点にかか

わりまして、コミュニティースクールの導入にあ

わせての授業時数、それから教科の横断的、縦断

的な取り扱いについてはどのようになっておりま

すでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小中一貫教育を実施

するということで、中学校の教科を小学校高学年

でというようなそれぞれの今の教育課程で定めら

れている時数を相互に乗り入れてという形は今の

ところ考えておりません。それぞれの教育課程の

中で進めていくということですので、時数の乗り

入れというのは今のところはまだ考えておりませ

ん。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 時数の乗り入れにつ

いてということ、今御説明いただきましたけれど

も、例えば小学校で外国語が５、６年生で教科と

して入ってまいりますが、その点について乗り入

れるということではないのですが、小中一貫教育

の中で指導法等連携というのはございますでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小学校５、６年生で

は７０時間ということだったと思いますけれども、

これにつきましては小中一貫、小中連携に限らず、
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小学校でやっていかなければならない。ただ、先

ほど地域の特性ということで、智恵文小中学校に

ついては小中一貫ということで今進んでおります

ので、例えば先ほど言いましたけれども、音楽で

すとか体育で中学校の教員が小学校へ出向いて出

前講座、授業を教えるというような中に、英語を

小学校に行って、中学校の専科ですから英語を持

っている教員が教えるということは当然想定とい

うか、検討できるのだろうというふうには思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 特に外国語が小学校

に入ってきましたので、教育現場の戸惑いといい

ますか、どの先生方も対応できる力はお持ちです

けれども、やはり新しいことに取り組む時期にお

いては戸惑いもあろうかと思いますので、その点

についても十分御配慮いただいて進めていただき

たいなというふうに思っています。当然そのよう

に考えていただいているということについても認

識しておりますけれども、お願いしたいなという

ふうに思っています。

改めて風連地区においては、来年３月に残念で

すが、下多寄小学校が学校を閉じることに決まっ

ております。風連地区小学校１校、中学校１校と

いうことになりますので、小中一貫教育について

の具体的な取り組みがスタートされるのかなとい

うふうに思っておりますが、その点にかかわりま

してはどのような見通しになっておりますでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今風連地区における小

中一貫教育にかかわっての御質問かと思いますけ

れども、御承知のように風連地区におきましては

ことしの４月から風連中央小でコミュニティース

クールがスタートしたところでございます。中央

小学校では、地域住民の皆様の協力を得て地域の

教育力を生かした教育活動を積極的に進められて

いるところでございます。また、現在風連中学校

におきましてもコミュニティースクールの導入に

向けまして準備を進めているところでございます。

数年前ですけれども、山崎議員のほうから風連地

区での小中一貫教育についての導入についてたし

か御質問をいただいたところでございますけれど

も、そのときこのことも踏まえまして、実は平成

２８年度でしたでしょうか、ごろから風連中央小

学校と、それから風連下多寄小学校、それと風連

中学校、この３校で小中一貫教育の導入を視野に

入れまして、風連地区小中連携教育推進委員会、

これを設置いたしまして、学校経営や学習指導あ

るいは生徒指導にかかわりましてどのように連携

を深めていくことができるかということで検討し

てきております。具体的には、学校経営について

は風連地区の各学校の教育目標ですとか経営方針

などについて検討しておりますし、また学習指導

や生徒指導にかかわっては９年間を見通した教育

課程のあり方、また学習規律や学習習慣のあり方

について、また職員による授業参観や中１ギャッ

プへの対応などについても小中学校の円滑な接続

の視点から検討を重ねてきているところでござい

ます。

一方、これも御承知のように先進的な取り組み

として智恵文小学校、中学校におきましてもこれ

までのしっかりした準備のもと、ことしより本格

的な小中一貫教育の導入がスタートしたところで

ございます。ということで、これまで風連地区に

つきましては智恵文小中学校もスタートしたとい

うことで、条件が大分整ってきたというふうに捉

えております。したがいまして、これまでの状況

を踏まえまして、教育委員会といたしましては風

連地区においても小中一貫コミュニティースクー

ルの導入をちょっと検討してまいりたいと今考え

ているところでございます。そのために風連中学

校のほうがこれからコミュニティースクールの導

入ということで入っていきますので、風連中央小

学校のこれまでの取り組みをもとにしまして小中

合同の運営協議会ができないかというようなこと
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も視野に入れて検討をお願いしてまいりたいなと、

そんなふうに思っております。

また、小中一貫教育に関しましては、智恵文地

区での先進的な取り組み、これ先ほども申し上げ

ましたけれども、がありますので、このことを踏

まえまして幅広く地域の思いや願いなども取り入

れながら、導入に当たってさまざまな課題もあり

ますけれども、それらを整理しながら条件整備に

努めてまいりたいとこのように考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御丁寧な説明をいた

だきましたので、見通しをかなりはっきり持つこ

とができました。間もなく地域の中でもいろいろ

な話が伝わってくると思いますので、地域の方の

受けとめですとか、その中で学ぶ子供たち、特に

中学生については自分の言葉で学校の状況を伝え

ることができますので、その子供たちの状況につ

いても受けとめさせていただきながら、見守らせ

ていただきたいというふうに思っています。

特にスポーツ環境については、やはりさきにも

お話がありましたけれども、名寄市については冬

季スポーツの拠点化ということで、ジュニア育成、

それからジュニア育成を支えるための指導者の育

成について大きな取り組みをしていただいており

ます。小中の連携においては、小学生少年団、中

学生部活という、その枠組みの中ではなく、少年

団も望めば２０歳を過ぎても所属することができ

ますし、少年団の目標は部活の内容も網羅してい

るところもあろうかと思いますので、スポーツの

分野において縦の系列の中で幼児からある程度の

青年に至るまでの活動の場の提供を求めたいなと

いうふうに思っています。特に先ほども申し上げ

ましたように、大人数でないとできないタイプの

スポーツについて、できるだけ学区ですとか、小

学校、中学校の枠を超えた取り組みが欲しいなと

いうふうに思っていますが、その点について今後

の見通し、今現在連携されているところについて

は承知しているつもりですけれども、今後特段取

り組みがあるのかどうかについて再度お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、今少年団、部

活のお話がございました。なかなか成長段階にお

いて体格的にも違いがございますので、少年団と

部活動が一緒に活動するというのは逆に指導者の

困難さも含めて大変なのかなと思っていますけれ

ども、議員御承知のとおりサッカーのように横の

連携で少年団からずっと活動されているスポーツ

もございます。ただ、今の段階でどこまで広げら

れるかということはまだ言える段階ではございま

せんけれども、昨年よりスポーツ・合宿推進課の

ほうでジュニア育成コーチ養成プログラムをスタ

ートさせました。これについては、今年度またず

っと継続しながらコーチの養成をしていきたいと

考えておりますので、その中でコーチ同士の連携、

連絡等も含めてネットワークづくりをしながら各

種スポーツ、支えていきたいなと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄市の取り組みに

ついては、全道的にも全国的にも注目を集めてお

りますので、出かけた先でよく声をかけられてい

るところでもあります。ネットワークづくりも含

めて、この後も期待して、もちろん参加もさせて

いただきたいと思っておりますので、順調に進め

ていただきますことをお願いいたします。

時間が気になりますので、大項目３のほうに移

らせていただきます。農福連携についてというこ

とですが、現状の把握も踏まえてということです。

そのことについては、もちろん急いでやった結果

が太くて短いということになる、そういう類いの

ものではありませんので、本当に地域の実態を見

きわめながら、庁舎内でも横断的な取り組みをし

ていただきたいと思っているところですが、例え

ば名寄市には産業高校酪農科学科がございます。
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農業について学ぶ生徒がたくさんいるところです。

それから、隣の美深町においては美深高等養護学

校がございまして、障がいを持っている人たちが

自分たちの持てる能力を十分生かし切るところの

教育について心を砕いていただいているところで

あります。広域での連携、それから教育機関との

連携について、農福連携のところの一側面として

行政としてはどのような捉え方をされております

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほども申し上げま

したけれども、農福連携について進めたいという

考え方です。その考えの一つが補正予算の中でも

農福連携推進事業ということで、額は少額であり

ますけれども、１５万円ほどの予算をさせていた

だいたので、行政としても行政の役割を果たすと

いう意味で予算計上を含めて取り組みを進めたい

ということであります。これはただ、取り組みに

ついては計画的に段階的に取り組む必要があるだ

ろうというふうに思っています。まずは、現状取

り組まれている自治体の農家の方と障がい者の方

の現状についてしっかり把握をさせていただきた

いなというふうに思っています。例えば現状私ど

もが耳にするのは、農業者のほうからはやはり障

がい者の状況についてよくわからないのだと。知

識が不足していると。そのことによってやっぱり

受け入れに対する不安だとか、戸惑いがあるとい

うことを聞いていますし、一方でいきますと福祉

事業者の方からはそれぞれ受け入れていく子供た

ちの個性によってできる作業なんかが違うので、

実際にどうマッチングできるのかというところの

不安というか、見通しが立たないという部分です

とか、あるいは実際には障がい者だけを派遣すれ

ばいいということでありませんので、その指導体

制もどうしたらいいのだというようなことも生の

声が聞こえてきているということであります。さ

らには、さきのシンポジウムの中でもやはり同じ

ことが指摘されておりまして、農業者あるいは障

がい者関係者のそれぞれにまだ誤解があって進ま

ないというところが言われたり、あるいは実際の

農業者と福祉事業者の出会いの場が欠如している

ことによって進まないのだと。それが阻害の要因

になっているのだろうということも御指摘されて、

まさにその声を裏づけるような形になっています

ので、まずそこの阻害要因のところについて名寄

市においてはどうなのか調査をさせていただきた

いと思いますし、それをクリアするための条件と

して、あるいは方法としてそういった教育機関の

活用についても必要に応じて検討してまいりたい

と考えておりますので、少し時間はかかるかもし

れませんけれども、段階的に計画的に現状を把握

しながら進めてまいりたいと考えております。御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 現状把握ということ

で、細かいところについてはこの後も進んでいく

のだと思いますが、かなりの部分で臼田経済部長

は現状把握をしてくださっているのではないかな

というふうに受けとめさせていただきました。

マッチングについてということですけれども、

そのマッチングについてはやはり農業分野の大き

な組織としてＪＡ道北なよろがあると思いますが、

そちらとの連携については現在どのようになって

おりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業関係の取り組み

については、これは行政だけではなくて多くの分

野でＪＡの御協力もいただかなければいけないな

というふうに思っていますし、さきのシンポジウ

ム等におきましてもパネラーの中には加藤市長も

登場されましたけれども、農協の組合長さんも登

場されて御意見などを述べておられましたので、

私ども必要な部分については農協にも相談させて

いただきながら、できる協力についてお願いをし

てまいりたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。
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〇２番（山崎真由美議員） そのネットワーク化

というのは、まだ具体的には進んでいないという

ふうに受けとめさせていただいてよろしいでしょ

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） 広い意味でのネット

ワーク化については、これから取り組むことにな

っておりますけれども、現状まず切り口としては

今隣に小川部長も座っておられますけれども、福

祉サイドで福祉事業者の集まりを、ここはもう既

に形ができておりますので、そこと我々農業サイ

ドも含めた話し合いから、どういった団体が集ま

っていくかについてもこれからの課題だというふ

うに思っていますので、まずはそこを切り口に話

し合いを進め、必要なネットワークの構築に向け

て取り組んで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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今後の動向に注目さ

せていただきたいと思いますが、先ほど福祉サイ

ドのという言葉がございましたので、福祉サイド

ではそれぞれの例えば障がい者就労施設、そのネ

ットワーク化が既にでき上がっておりまして、農

福連携も含めていろいろな取り組みがなされてい

ると思っています。その中で福祉サイドのほうか

ら、福祉サイドといいますのは障がい者就労施設

の方々のほうから行政に対しての要望も上がって

きていると思いますが、その要望とそれに対して

の行政の対応の仕方について確認させていただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 農福連携につき

まして、福祉サイドについても取り組みを進めて

いるといいますか、現在福祉サイドでも６事業所

あるうち４事業所においては農家の皆さんに協力

をいただきながら農福連携の作業を行っています。

戸数でいくと延べ２１戸、約８５０人の方がそう

いった農作業に従事をしている状況にあります。

ただ、課題につきましては、先ほど経済部長から

申しましたように受け入れ側の障がい者に対する

理解だったり、障がい者についても個々によって

できる作業、できない作業、いろんな状況がある

という中ではなかなか難しさがあるというふうに

思います。そういった面では今実施をしているこ

ういった事業を通じて課題の解決が何ができるの

かも含めて検証しながら、そういった事業所と行

政が連携をしながら、当然農家の人手不足の解消

であったり、障がい者の自立支援に向けた雇用確

保につながっていきますので、これにつきまして

は経済部とも連携しながら今後も検証、検討しな

がら推進をさせてもらい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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 時間がありませんの

で、多くはお話しさせていただきませんけれども、

名寄市の課題について労働力不足ですとか、本当

にたくさんの課題に対して切り込み口になる農福

連携であると思いますので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

開業医誘致の推進について外２件を、東川孝義

議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従いまして、順次質問を

してまいります。

最初に、開業医誘致の推進体制についてお伺い

をいたします。開業医誘致制度の創設については、

昨年６月の定例会において質問させていただきま

した。そのときの質問の趣旨は、名寄市内の１次

診療を担う開業医はここ数年で高齢化並びに廃業

により昨年の３月末には１０軒あった開業医が７

軒となり、身近で安心して受診できるかかりつけ

医が減少し、ほかの開業医への負担が増大してい
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ること、また名寄市立総合病院が２次医療から３

次医療へと医療の高度化、広域化と変遷し、道北

地域のセンター病院として高度急性期医療を担う

病院へと変化をしている中で、中核病院へ患者が

集中し、医師の負担も増大しており、何よりも市

民の方が安心して受診できる地域医療体制の整備

と強化が急務であるとの思いでありました。その

ときの答弁では、かかりつけ医は地域医療推進の

ために最も重要な役割を果たす存在であり、危機

的な状況と受けとめ、名寄市保健医療推進協議会

において審議を行っていくとの回答をいただいて

おります。その後の経過ですが、推進協議会から

開業医誘致条例についての答申が示され、昨年９

月の定例会において開業医誘致条例制定について

提案され、市民福祉常任委員会へ付託をされまし

た。審議の結果、同年１２月開催の第４回定例会

において可決をされました。

そこで、小項目の１番目、条例制定後の具体的

な取り組みについてお伺いをいたします。開業医

誘致活動の取り組みは、健康福祉部の保健センタ

ーが窓口となり進められていると思いますが、条

例制定後約６カ月を経過した現在関係機関へのＰ

Ｒ活動を含めた具体的な活動についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、具体的な推進に向けた

課題について並びに小項目の３番目、今後の誘致

推進に向けては関連がありますので、あわせてお

伺いをいたします。当市を含めた北北海道地域は、

人口減少、少子高齢化が進む中で開業医誘致推進

に向けての活動は厳しさが予測されます。しかし、

地域包括ケアシステムの構築に向けてかかりつけ

医は重要な役割を担っており、加えて市民が安心

して適切な医療を受け、健やかに暮らしていくた

めには開業医誘致は喫緊の課題であり、現在進め

られております取り組みでの課題を整理して次の

ステップへの取り組みを強化する必要があると思

いますが、考え方をお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、障がい者福祉施策の事

業推進についてお伺いをいたします。障がい者と

は、身体障がい、知的障がいまたは精神障がいが

あるために長期にわたり日常生活または社会生活

に相当な制限を受けるものと規定をされておりま

す。障がい者の状況を全国ベースで見ると、身体

的障がい者３９３万 ０００人、知的障がい者７

４万 ０００人、精神障がい者３９２万人となっ

ており、複数の障がいをあわせ持つ人もいるため

単純な合計にはならないものの、国民のおよそ

７％の人が何らかの障がいを有していることにな

ります。名寄市は、平成２９年４月１日現在で身

体障がい者 ３８７人、知的障がい者３６３人、

精神障がい者１７９人となっており、合計 ９２

９人で、総人口に占める割合は ９％と全国平均

を若干上回っております。

そこで、小項目の１番目、第３次名寄市障がい

者福祉計画の推進に向けてお伺いをいたします。

この計画は、名寄市保健医療福祉推進協議会並び

に名寄市保健医療福祉推進協議会障がい者部会の

方々の専門的な知見で多くの施策が計画されてお

りますので、何点かに絞ってお伺いをいたします。

第３次障がい者福祉計画を策定するに当たり、地

域福祉に関する市民の意見やかかわりを反映させ

るためにアンケートが実施をされておりますが、

調査結果の分析と施策への反映についてお伺いを

いたします。アンケートは、障害者手帳を有して

いる方全員の回収率が５ ８％、名寄市にお住ま

いの２０歳以上の無作為抽出での回収率は４ ２

％であります。この回収率は、一般的なアンケー

ト結果からすると高いとは思いますが、障がい者

の回収率が低いように思いますが、どのように分

析をされているのかお伺いをいたします。

次に、調査結果に基づく施策への対応について

お伺いをいたします。ヘルプカードですが、名寄

市にお住まいの２０歳以上のアンケート結果では

名前も内容も全く知らないが６ ８％、次いで内

容は詳しく知らないが２ ３％と合計で８ １％

となっております。ヘルプカードの今後の周知方
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法についてお伺いをいたします。

また、障害者手帳を有している方のアンケート

結果で障がい者の地域生活に必要な支援として必

要なサービスが利用できることが５ ５％、続い

て経済的な負担の軽減が４６％となっております。

障がい者福祉サービスの現状と課題の中で、障が

いのある人の高齢化が進んでおり、また福祉サー

ビス事業所においては人材の確保及び質の向上が

課題であると指摘をされております。福祉サービ

スが必要なときに利用できる体制づくりの対応に

ついてお伺いをいたします。

次に、就労支援の充実に向けて、障がいのある

人が自立、社会参加するためには就労によって経

済的な基盤を確立すると現状分析がなされており

ます。市民あるいは地域一体となった取り組みを

含めて、どのような対応を進めていこうとされて

いるのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、第５期名寄市障がい福

祉実施計画の推進についてお伺いをいたします。

この計画は、１０年間の福祉計画に基づきより具

体化した３年間の実施計画であると認識をしてお

ります。そこで、就労継続支援Ａ型、Ｂ型の第４

期計画での計画に対する進捗の評価と全体の障が

い者数は第４期に比べて大きな変動はありません

が、第５期計画ではＡ型は減少し、Ｂ型は増加し

ております。この計画の進捗対応についてお伺い

をいたします。

また、障がい者の雇用率は全国ベースで ９２

％、北海道では ０６％、名寄市の障がい者の雇

用状況は法定雇用率を上回り ７４％となってお

ります。名寄市は、平成２６年度に比べて平成２

８年度の実質雇用率は １２％ふえているものの、

雇用達成企業の割合は ２％減っております。自

立する支援体制に向けて継続的な取り組みが必要

だと思いますが、対応についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、名寄市みんなを結ぶ手

話条例の推進についてお伺いをいたします。この

条例は、平成２７年の第１回定例議会において議

員提案として上程され、可決し、同年３月２３日

より施行されております。議員提案であることか

ら、その進捗管理においては二元代表制の中で私

たち議員の対応も一定の責任があるものと考えて

おります。そのことを認識した中で、行政として

の今までの取り組み経過と福祉実施計画ではどの

ように進めていこうとされているのかお伺いをい

たします。

次に、大項目の３番目、交流人口の拡大に向け

てお伺いをいたします。名寄市の観光振興計画は、

長期的な視野に立って目標を設定していることか

ら、目標年度平成２４年度から１０年後の平成３

３年度で進められております。その上で後期基本

計画の観光分野におけるアクションプランとして

平成２９年度にスタートする総合計画第２次にあ

わせて平成２８年度に見直しを行い、進められて

おります。その時点で平成３３年度の目標、観光

入り込み人数を計画策定時の８８万７００人から

計画改定後は２６万 ５００人減の６１万 ２０

０人に変更となっております。

そこで、小項目の１番目、過去５年間の主な観

光事業でありますなよろアスパラまつり、てっし

フェスティバル、雪質日本一フェスティバル、ひ

まわり観光での入り込み人数の実績とその推移を

どのように評価をされているのかお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、観光誘致宣伝活動につ

いてお伺いをいたします。観光誘致宣伝に関する

活動は、観光協会が主体となって進められている

と思いますが、名寄市をＰＲする事業としてどの

ような種類のパンフレットを作成し、道内外への

配布先の部数についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、広域観光連携事業につ

いてお伺いをいたします。現在広域観光連携事業

として国の施策も含めて、きた北海道広域観光ル

ート、道北観光連盟、天塩川シーニックバイウェ

イルートの事業が進められておりますが、各事業
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の進捗経過についてお伺いをいたします。また、

始まって間もない事業もありますが、各事業の推

進における市内への経済効果についてもお伺いを

いたします。

次に、小項目の４番目、営業戦略室業務の推進

についてお伺いをいたします。営業戦略室は、平

成２３年４月よりスタートしておりますが、設立

当初の目的と今後の推進体制についてお伺いをい

たします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員から大項目３点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

は私から、大項目２は健康福祉部長、大項目３は

経済部長からのそれぞれの答弁となります。

大項目１、開業医誘致の推進について、小項目

１、条例制定後の具体的な取り組み、小項目２、

具体的な推進に向けた課題、小項目３、今後の誘

致推進、関連がありますので、あわせてお答えを

いたします。初めに、開業医の誘致活動につきま

しては、平成２９年１２月４日付で条例が施行さ

れた後、定例記者会見での発表、また広報なよろ

１月号及び市のホームページに掲載をし、市内外

に向けて情報を発信をしております。また、北海

道医師会の月刊「北海道医報」及び北海道医療新

聞にも掲載をいただいております。そのほか上川

北部医師会のホームページも利用させていただく

など、医師向けの情報発信を続けております。他

市では、地元出身の医師が助成制度を活用して開

業に結びついたという事例もありますことから、

当市におきましても東京なよろ会を初め各ふるさ

と会の会員向けに開業医誘致制度のパンフレット

を送付し、当市とゆかりのある方々を通した情報

発信も行ってまいりました。また、４月には厚生

労働省北海道厚生局及び北海道の地域医療担当者

との意見交換の場を設けることができ、医師確保

について助言をいただいたところでございます。

次に、開業医の誘致に向けた課題ですけれども、

現在北海道内を初め全国的にも地域医療を担う医

師が不足をし、医師の募集をしている地域が多く

ございます。そのような中で当市のように開業医

誘致に係る助成を考えている自治体も少なくない

状況にあることから、当市の誘致助成制度を選択

していただくこと、言いかえれば開業を考えてい

る医師に名寄を選択をしてもらうということが重

要でありまして、地域医療を担う医師に名寄市を

知ってもらうことが課題の一つであると考えてお

ります。当市には、医療の核となります名寄市立

総合病院がありまして、他の医療機関同士の連携

も密に行われている状況にございますので、今後

開業される医師にとって費用面の支援だけでなく、

名寄市での開業をバックアップできる体制がある

ことをお伝えする必要もあろうかと思います。現

在問い合わせが１件来ている状況でございますが、

関係機関とも協議をしながら対応をしていきたい

と考えております。今後においても関係機関と連

携を図りながら、開業医誘致が進むよう情報発信

等継続してまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、障がい者福祉施策の事業推進について、初

めに小項目１の第３次計画の推進に向けてについ

てお答えいたします。

第３次名寄市障がい者福祉計画の策定に向けて

は、２つのアンケート調査を実施しております。

１つ目は、調査の対象を名寄市の障害者手帳を所

持されている方全員に行った障がい福祉に関する

アンケートです。２つ目は、調査の対象を名寄に

お住まいの２０歳以上の方を無作為に抽出した６

００人に行った名寄市保健医療福祉についてのア

ンケートです。第１回目の障がい者部会でアンケ

ートの内容について検討を行い、委員の方々から

いただいた意見を踏まえ、アンケート用紙にルビ

を振るなどできるだけわかりやすくなるよう作成

いたしました。アンケートは、 ０８８人の方か

ら回答があり、回収率は５ ８％で、前回の計画
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策定時より回収率を若干ですが、上回ることがで

きておりますが、今後も障がい者が障がい福祉に

関心、意識を高める取り組みについては必要とい

うふうに考えているところであります。

アンケート調査の結果からは、障がい者が住み

なれた地域で安心して健やかに暮らせるようにす

るまちづくりを考えていく際にポイントとなる障

がい者の理解の促進に必要なこと、障がい者の地

域生活に必要なこと、障がい者の相談支援に必要

なこと、障がい者の就労支援に必要なこと、障が

い者支援に必要なことの５点について分析を行い

ました。分析の結果、障がい者への理解の促進が

必要である、障がい者が地域で生活するためには

必要な福祉サービスが利用できることが必要であ

る、教育と福祉の連携が必要であるの３点が最も

重要であるという結論になり、そこから基本目標

を導き出し、計画に反映してきたところでありま

す。

次に、ヘルプカードは平成２４年１０月に東京

都で作成、配付が始まり、北海道では平成２９年

１０月から全道統一とした取り組みとなるよう北

海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドライ

ンが策定されました。このことを受けて本市では

本年４月から配付を始め、現時点ではヘルプカー

ド約９０枚、ヘルプマーク約４０個を配付してお

ります。昨年２０歳以上の市民を対象として実施

した名寄市保健医療福祉についてのアンケート調

査では、北海道や本市での取り組みが進んでいな

かったこともあり、ヘルプカードについて名前も

内容も知らないとの回答が全体の６ ８％という

結果となっております。この取り組みは、市民の

方が認知していなければ意味がないものでありま

すので、チラシの全戸配布や新聞への掲載、各種

会議で周知してきましたが、今後におきましても

継続して周知活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、障がい者福祉サービスの充実に向けてで

すが、障がい者の地域生活に必要な支援について

のアンケート調査では、必要な福祉サービスが利

用できることの回答が全体の５ ５％と一番多い

結果でした。本年度から国では、自立生活援助の

障がい福祉サービスや高齢の障がい者の取り組み

として共生型サービスを始めております。今後に

おいても障がい者の福祉サービスに対するニーズ

を把握しながら、必要な福祉サービスが利用でき

るよう環境づくりに努めてまいります。

次に、就労支援の充実に向けてですが、障がい

者の就労支援に必要なことについてのアンケート

調査では、職場の障がい者理解との回答が全体の

３ ２％と一番多い結果でした。名寄市内の障が

い者の福祉施策から企業に就職する障がい者もふ

えてきておりますので、企業、福祉施設、関係機

関との連携を深め、職場での障がい者理解が進む

よう促すなど、働きたいと考えている障がい者の

雇用確保などを支援していきたいと考えておりま

す。

次に、小項目２の第５期名寄市障がい福祉実施

計画の推進に向けてについてですが、就労継続支

援Ａ型事業につきましては平成２９年度の数値目

標が５７２人、実績が４１８人、数値目標の進捗

率は７ １％という結果になっております。平成

２８年度の実績と比較しますと、３９６人から１

４１人と人数が微増している状況があります。就

労継続支援Ｂ型事業につきましては、平成２９年

度の数値目標が ７８２人、実績が ７１６人、

数値目標の進捗率は９ ３％という結果になって

おります。就労継続支援Ｂ型事業の進捗率につき

ましては、この数年９６％台となっておりますの

で、福祉施設の数や定員が地域の実情に合ってい

る状況にあると考えております。

次に、障がい者の就労支援につきましては、名

寄市障害者自立支援協議会の就労・生活支援部会

を中心としてハローワークや就業・生活支援セン

ターなどの関係機関と連携しながら進めていきた

いと考えております。具体的には、企業への就職

を希望する障がい者を対象としたしごと講座の取
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り組みを今年度も実施する予定であります。

次に、小項目３、名寄市みんなを結ぶ手話条例

の推進についてですが、手話条例制定後の具体的

な取り組みとしましては聴覚障がい者と手話をテ

ーマとした市民向け研修会の実施や手話リーフレ

ットの作成などを行っております。また、現在の

手話奉仕員養成講座は平成２６年度から上川北部

８市町村の事業として上川北部聴覚障害者協会名

寄支部並びに名寄手話の会の皆様の御協力を得て

実施をしており、これまで２３人の市民が受講を

終了し、今年度は５名が受講しているところであ

ります。さらに、手話の出前講座につきましては、

市役所、警察署、消防署、市立病院などで開催し、

聴覚障がいや手話の基礎的な知識を学ぶ機会を提

供しております。今年度は、６月２３日から２４

日の日程で名寄市内で第５１回ろうあ者夏季体育

大会が開催されますので、市民の皆様も手話に触

れる機会がふえることから、聴覚障がいに対する

理解が深まることと考えております。

次に、福祉実施計画との整合性、反映について

ですが、第５期の障がい福祉実施計画には社会参

加の推進の項目にコミュニケーションの手段の確

保や情報の保障、伝達という目的で手話奉仕員、

要約筆記奉仕員などの養成や派遣に取り組んでい

くこととしております。障がい者理解の促進の取

り組みとあわせて今後も継続して取り組んでまい

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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、交流人口の拡大に向けて申し上げます。

初めに、小項目の１、過去５年間の主な事業の

入り込み数と評価についてでございますが、本市

におきましては総合計画の観光分野におけるアク

ションプランとして平成２４年度に名寄市観光振

興計画を策定し、２８年度には第２次総合計画の

策定にあわせ、時代の変化に対応すべく戦略事業、

目標値の一部見直しを行ってございます。

御質問のありました本市のイベントについてで

ありますが、名寄、風連の両観光協会が中心とな

り、実行委員会形式で企画、実施をしてございま

す。本市を代表するイベントでありますなよろア

スパラまつり、てっしフェスティバル、雪質日本

一フェスティバル、夏の地域資源でございますひ

まわり観光の過去５年間の入り込み数につきまし

ては、４つのイベントを合わせてでございますが、

平成２５年度５万 ７３０人、２６年度４万 ９

６０人、２７年度４万 ８３１人、２８年度３万

５６５人、２９年度４万 ６００人となってご

ざいまして、年度によりまして増減はあるものの

交流人口の獲得に成果を上げているところでござ

います。

また、各事業に対する評価についてであります

が、実行委員会が中心となり古くから地域に親し

まれるイベントとして地域住民の皆さんとともに

イベントを開催することによる市民満足度の向上

と本市の地域資源を生かしたイベントとして市外

の方々へのＰＲ、情報発信につながっていると認

識をしており、特にひまわり観光につきましては

本市の夏のメーン観光として交流人口の拡大に寄

与していると考えているところでございます。一

方で、市民の満足度向上が主な目的でございます

イベントにつきましては、さらなる交流人口の拡

大に至っていないことや野外イベントにつきまし

ては天候に大きく左右されるほか、ひまわり観光

については北海道らしい大規模な圃場をイメージ

される方が多いことなどに加えまして、現状通過

型の観光となっていますことから、宿泊などによ

る経済効果の点で課題が残されているものと考え

ているところでございます。

次に、小項目２、観光誘致宣伝活動について申

し上げます。本市の観光パンフレットは、平成２

７年度に始まった台湾との交流や今後増加が予想

される外国人にも対応するため、日本語、英語、

中国語の繁体字、簡体字のパンフレットを観光関

係者や市内在住の外国人の方々の御意見をいただ
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き製作をしたところでございます。パンフレット

の配布先につきましては、市内が６０％、市外が

４０％となっており、主に市内におきましては道

の駅、なよろ市立天文台、道立サンピラーパーク

などの観光施設、宿泊施設やレンタカー会社など

観光客が立ち寄る場所のほか、会議や交流事業な

どで市外から訪れる方々へ配布させていただいて

おります。また、市外におきましては、旭川空港、

札幌駅観光案内所、旅行会社、イベントなどで配

布を行っておりまして、平成２９年度の配布実績

につきましては１万 ０３４となってございます。

このほかにもランチＭＡＰの作成、なよろ市立天

文台、なよろ温泉サンピラー、名寄ピヤシリスキ

ー場など各施設の案内パンフレットや広域観光組

織で製作をしましたパンフレットなどの配布を行

いまして、名寄市のＰＲに努めているところでご

ざいます。また、パンフレットとともに本市を効

果的にＰＲするため、ポスターの製作も行ってご

ざいます。配布箇所につきましては、市内の公共

施設、道の駅などの観光関連施設、各事業所など

に配布をしており、市外におきましては主要道の

駅、空港のほか、参加イベントなどにおいて掲示

をしており、平成２９年度につきましては市内外

合わせて８０６枚のポスターを配布したところで

ございます。

そのほか、本市における観光誘致活動事業につ

きましては、名寄市観光振興計画に掲載されてい

ます戦略事業を中心に名寄、風連の両観光協会、

さらには名寄市観光交流振興協議会を中心に民間

団体などの協力を得ながら推進をしているところ

でございます。具体的には、地域資源を生かした

夏のひまわり、スキー、スノーボード、カーリン

グなどの冬季スポーツ、モチ米やジンギスカンな

どを通じた食と観光、ＳＮＳによる情報発信など

を行っているところでございます。さらには、豊

かな自然環境で育った農産品などを活用した名寄

市のＰＲといたしましては、畑自慢倶楽部による

農産品の通信販売やイベントでの物産販売などに

も取り組んでいるところでございます。

次に、小項目の３、広域観光連携事業について

申し上げます。近隣市町村を含めた各自治体では、

地域資源を生かした観光振興に取り組んでおり、

本市におきましても夏のひまわり観光や冬季スポ

ーツなど地域特性を生かした魅力ある観光づくり

に取り組んでおります。しかしながら、単一市町

村の取り組みでは通過型の観光となるなど限界が

あり、圏域のさまざまなコンテンツを組み合わせ

て周遊させることにより宿泊などの経済効果が生

まれますことなどから、広域連携による観光の推

進が必要とされてございます。本市を含む広域観

光組織といたしましては、上川北部９市町村によ

り構成される道北観光連盟及び天塩川シーニック

バイウェイ、平成２８年度に観光庁から認定をさ

れました日本のてっぺん。きた北海道周遊ルート

などが中心となりながら、広域観光を推進してい

るところでございます。このほかにも観光におけ

る広域連携の重要性から、上川地方観光連盟、あ

さひかわ観光誘致宣伝協議会、道北着地型観光プ

ロモーション推進協議会など近隣市町村や道北地

方を中心とした市町村と連携し、事業を推進して

いるところであります。

広域観光事業の進捗についてでございますが、

道北観光連盟におきましては、なよろ観光まちづ

くり協会が事務局となり、９市町村による広域観

光ＰＲ、連携したイベントの実施、広域パンフレ

ットの作成などを行ってございます。また、景観

観光地域づくりを目的とした天塩川シーニックバ

イウェイでは、なよろ観光まちづくり協会が事務

局となり、９市町村の観光協会、商工会、商工会

議所と５つの団体により構成がされておりまして、

各自治体と連携しながら地域の歴史、文化、自然、

食などを生かした活動を推進しており、平成２４

年度に候補ルート、平成２９年度には本ルートの

認定を受けたところでございます。現在は、この

道北観光連盟、天塩川シーニックバイウェイが中

心となり、自転車、カヌー、フットパスやＪＲ、
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バスの公共交通機関を移動手段としながら、自然

風景や歴史、文化に触れ、御当地の食を味わい、

そしてアクティビティーを楽しむ旅としてきた北

海道エコ・モビリティ事業を進めてございます。

このほかにも開発局による自転車観光ルートとし

て本市を含む和寒町から宗谷岬までのサイクリン

グ、きた北海道ルートが認定をされ、標識などが

整備されるなど広域で連携し、外国人を誘客する

取り組みも進められているところでございます。

さらに、平成２８年度に観光庁により認定をされ

ました広域観光周遊ルート、日本のてっぺん。き

た北海道ルート。では、札幌から稚内までを結ぶ

インバウンドに向けた５カ年事業として開始をさ

れ、昨年度は地域における小型周遊ルートを構築

する事業実施に当たりまして名寄市と美深町が選

定をされ、名寄市でのスキー、スノーボード、ス

ノーモービル、雪遊び体験、美深町での雪板づく

り体験など冬を楽しむツアーを企画、販売いたし

ました。今後も引き続き事務局のなよろ観光まち

づくり協会が中心となり、事業が進められること

となってございます。

また、これら広域観光事業の効果についてでご

ざいますが、それぞれの地域が持つ観光資源を相

互に結びつけることで個々の資源の魅力を相乗さ

せ、増強させる効果が期待をされます。一例を挙

げますと、冬の本市を訪れた観光客がスキー、ス

ノーボードなどを楽しみ、宿泊をする。翌日には、

幌加内町のワカサギ釣りを楽しむなど、さまざま

なコンテンツを組み合わせることにより、宿泊、

さらには長期滞在が可能となります。今後も各観

光組織が中心となり、広域連携によるメリットを

生かし、観光客の滞在時間や宿泊数を増加へと導

き、地域の交流人口の増加による経済効果の拡大

へ向け取り組みを進めてまいりたいと考えてござ

います。

次に、小項目の４、営業戦略室業務の推進につ

いて申し上げます。営業戦略室は、平成２３年度

の機構改革におきましてそれまで産業振興室で担

っていました商工業の振興、企業誘致、労働行政、

物産振興、観光振興などに加えて国内、国際交流、

移住などの業務を集約することによりこれらを総

合的な視点で取り組み、対外的に名寄市を発信す

ることにより交流人口の拡大を図り、市全体の経

済を活性化することを目的に設置をしました。あ

わせて合併後の新名寄市を旧名寄、旧風連それぞ

れの魅力や地域資源について、全庁的な視点を持

ち、新たな発想からこれらの活用を検討、協議し、

市民と協働によるまちづくりを進める中で名寄市

を民間の営業という発想のもと、内外へ売り込み

を行うといった役割を果たしてまいりました。

今後の役割と推進体制についてでございますが、

これまでも組織機構や職員の定数などにつきまし

ては政策課題や業務量、職場状況の点検などに基

づき適宜見直しを行ってきてございます。これは、

営業戦略室についても同様でありまして、当初先

ほど申し上げた目的を果たすべく設けた部局であ

りまして、その後も政策課題の変化や拡大などに

伴う組織の見直しとして交流部門を営業戦略室か

ら分離し、新たに交流推進課を設置するなど状況

等に応じ見直しを経て現在に至ったところでござ

います。今後につきましては、社会情勢の変化や

国の動向などにスピード感を持って対応するため、

政策課題や業務量などに応じた機構の見直しや人

員配置を行いながら、商工業及び労働政策、観光

や物産の振興などを担当する部局としてまいりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。答弁をいただ

いた中で改めて何点かお伺いをしたいというふう

に思います。

最初に、開業医誘致の推進について市長より御

丁寧な答弁をいただきました。その中で昨年の１

２月４日からスタートをして、いろんな形で地域

をそれぞれ推進をしていただいている中で、今市
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長の答弁にありましたように非常に地域で担う医

師がそれぞれのところ不足をして、いろんな施策

を進められているというふうな答弁もいただきま

した。私も今回というか、この開業医誘致につい

ては非常に関心があって、ホームページの名寄市

開業医というところをクリックをすると名寄市開

業医誘致制度のご案内というふうな欄があって、

表面にはひまわりと天文台、これを背景にした形

で、裏面に助成金の詳細が詳しく掲載をされてい

るというふうな状況になっております。開業医誘

致のホームページを見る方というのは、当然先ほ

どもお話あったように開業医に向けて関心のある

お医者さんはもちろんなのですけれども、必ずし

も独身だとは限らない。あるいは、世帯を持った

家族の方も見られるのではないかなというふうに

思います。先ほど名寄を選択してもらう、あるい

は知ってもらうというふうな答弁がございました。

その中では、そこのページで確かに開業誘致制度

の中身はわかるのですけれども、では名寄を知っ

ていただくためにはどうなのかなというふうなと

ころを見ると、その下に６項目ぐらいでの検索と

いうふうな内容。個別に検索をしなければ名寄の

それぞれの内容を情報を見ることができない今の

形になっております。この点について、今これだ

けいろんな情報が発達していて、編集によって、

例えば開業医誘致のところを開いていただいて、

誘致制度とあわせて名寄市の紹介というのをまた

別な意味でそこの欄に編集をして工夫をしていた

だくというようなことも必要ではないのかなと思

いますけれども、その点についての考え方をお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今議員から御意

見いただきましたとおり、いろんな情報発信とい

うのは大変重要だというふうに思っています。名

寄を知ってもらうということは、やっぱり名寄の

恵まれた四季折々の自然環境であったり、冬雪が

多い、寒い、これがＰＲかどうかはありますけれ

ども、冬は冬季スポーツを楽しめる、そういった

ことも含めて知ってもらうことによって、名寄に

根差した地域医療をやってもらうということが大

切なことというふうに思っています。そういった

意味で開業医のＰＲだけでなく、名寄市のいろん

な情報も提供するということが必要だというふう

に思っていますので、ホームページの見せ方であ

ったり、発信については今後もちょっと改善を加

えながら、できるだけ多くの医師の方に目に触れ

るような形で対応してまいりたいと思いますので、

今後とも御意見、御示唆をお願いしたいというふ

うに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひホームページ、ラ

ウンドをしたときの対応について、名寄市の紹介

も見ていただけるような工夫の検討をお願いした

いというふうに思います。

それで、この推進に向けて、あるいは誘致活動

に向けて現在の進めている活動、先ほど御説明を

いただきました。東京なよろ会だとか、あるいは

地元出身の方であるとかというふうなお話もあり

ましたけれども、やっぱり現在保健センターが窓

口となって、当然限られた人員の中での対応だと

いうふうに思います。開業医誘致というのは、制

度をつくってから具体的に誘致をするまですごく

エネルギーが必要だというふうに言われておりま

す。私も昨年の６月のときに稚内に実際に行って

お話を伺った形の中でも、その後の対応が厳しい

し、そのエネルギーというのは非常に重要だとい

うふうな、特に稚内あたりは専門の部署を人を配

置をして進めてきたというふうな背景のお話も聞

きました。現在の人員の体制で進めていかれるの

か、あるいは今後誘致に向けて新たな対応を必要

とされているのか、現段階で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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま



－102－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

したように、稚内市では専任を置いたりしながら

対応しているという状況なのですけれども、本市

におきましては当面は現行体制の人員の中で対応

を進めたいというふうに考えております。先ほど

から申し上げていますとおり、やっぱり情報発信

なり、そういった地域医療を考えている方にどう

情報が届くようになるかという部分につきまして

は、いろんな手段を使いながら進めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。市長を

初め、上京、出張の折には、そういった機会があ

れば発信をするなどなど進めていきたいというふ

うに考えているところでありますし、地域医療を

されている部分では名寄市総合病院であったり、

北部医師会との連携の中で医師の確保についても

きちんとどういった医師が必要かということも含

めて協議を検討を進めていかなければならないと

思いますし、そういった医師の皆さんからの情報

発信も含めて取り組みを進めていきたいというふ

うに考えております。先ほど申し上げましたとお

り、市政の体制としては現在の体制の中で取り組

みを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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 名寄ではまだそんな状

況にはなっていないですけれども、先日ですか、

新聞報道で一般病床が４００床以上、道内２５の

大規模病院のうち少なくても４病院が協定に違反

をして、残業で是正勧告を受けたというふうな報

道もされておりました。空知管内の病院では、高

齢者の入院患者が多くなって、内科医の呼び出し、

これがふえて残業が１２０時間以上になったとい

うことで、ことし１月から内科医と循環器内科医、

ほかの病院からの紹介状がない患者の初診料を

０８０円から ７８０円に値上げをしたと。その

ことによって、専門医の必要のない患者の診療の

かかりつけ医をできるだけ専門医のほうにという

ふうなことで、２割ぐらい新患の方が減ったとい

うふうな報道もされております。開業医誘致とい

うのは、今の答弁でもありましたけれども、実際

の方が来ていただくには非常に厳しいいろんな取

り組みがあろうかと思いますけれども、情報発信

を含めてあらゆるチャンネルを通じた中で取り組

みを進めていただきたいと。特に受け身だけの姿

勢ではなくて積極的な施策の展開をお願い申し上

げて、次の質問に移らせていただきたいというふ

うに思います。

障がい者の福祉施策の事業推進ということで、

第３次名寄市障がい者福祉、それから第５期名寄

市障がい福祉実施計画ということで答弁をいただ

きました。その中でぽっけの利用状況、２８年４

月からぽっけが愛称ぽっけということで温かいと

いうふうな意味で設置をされていますけれども、

現在の利用状況、どういうふうな形になっている

のかお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 大変申しわけあ

りません。相談支援センターぽっけの利用状況の

数値ちょっと今手に持ち合わせないので、後ほど

お示しさせていただきたいというふうに考えてお

りますけれども、障がい者の皆様にこれまでの取

り組みの中で浸透して、日常的に相談窓口として

相談の来客を含めて来て対応しているところでご

ざいます。利用状況の実績につきましては、わか

り次第また議員のほうにお知らせしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） また改めてお伺いをし

たいと思います。相談窓口、市役所のほか相談支

援事業所５カ所でも行っているというふうに認識

をしておりますので、その辺を含めてまたお伺い

をしたいというふうに思います。

それで、障がい者の中で今名寄市の身体障がい

者を身体障害者手帳、これを有している方で年齢

別で見ると、４０歳以上の方が非常に多くて全体

の９６％、中でも６１歳から７０歳までが２２％、

７１歳以上、この方が６３％と。高齢者が非常に
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多くなっている現状にあります。いろんな施設で

のお話を聞くと、高齢化に対してのノウハウが非

常に少ないのだと。具体的に人員増で対応してい

るというふうなお話をお聞きをしております。高

齢化に伴う具体的な行政としてのこの施策を含め

てですけれども、どのようなアドバイスをいただ

いているのか、その辺の進め方について現状の中

での考え方をお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員お話しのと

おり、高齢者の方が障害者手帳の所持率が高いと

いう状況にあります。先ほどの答弁の中でもお話

ししましたけれども、国のほうでも高齢者福祉施

設と障がい者施設が有効に使える、そういった制

度が進められている状況にありますので、そうい

った面では障がい者が障がい者サービスに、施設

に入っていて介護サービスを受ける場合には、そ

れに移行しなくても今のその事業所が介護サービ

スの提供を受けられる状況になればそのまま継続

できるという、そういった制度になってきていま

すので、そういった制度も活用しながら、また障

がい者の方が高齢者になった場合の両方のサービ

スをきちんとした形で提供できるような形の体制、

そういった面ではそれぞれケアマネがついている

と思いますけれども、そういった形での連携であ

ったり、相談して説明等々しながら、その方にき

ちんとした有効な福祉サービスが提供できる、そ

ういった仕組みづくりもしっかりしながら今後対

応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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 年齢が高齢化をしてい

るということに加えて、国の施策というのは今後

施設の定員、これも４０だとか５０、こういう形

ではなくて１施設２０名以内だとかというふうな

施策も検討されているみたいです。今後今の高齢

化の人の対応を含めて、さらに行政との連携を深

めていただきたいというふうに思います。

それで次に、手話条例、先ほど聴覚障がいの方

へのいろんな取り組みについて、またことしの６

月２２日には全道規模の大会が開催をされるとい

うふうな答弁も伺いました。手話条例、実は広報

なよろで見ると条例が制定をされた２８年４月か

ら今月の手話の欄というコーナーで毎月掲載をさ

れていて、当初１年という形だったのですけれど

も、その後も継続して、たしか今月号で２７回目

だと思います。おはよう、こんにちはから始まっ

て季節の単語、そういうようなもので紹介をされ

て、今後この掲載について継続して進められるの

かどうなのか、この辺についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 手話の掲載につ

いてですけれども、その前に先ほどの相談支援セ

ンターぽっけの状況をこの場でちょっとお知らせ

させてもらいます。

相談件数、平成２９年度ですけれども、障がい

者が１６２人、障がい児が１０８人、合計２７０

人の相談件数がありました。支援方法としては、

家庭訪問が一番多い状況にあります。内容につい

ては、福祉サービスの利用に関する相談等が多く

なっております。以上です。済みません。

それで、ちょっと戻りますけれども、市民に手

話というものを身近に感じてもらう、そういった

面では広報での掲載というのは継続的に進めてい

くべきだというふうに私も考えていますので、今

後におきましても広報なども通じましてやっぱり

目に触れる機会を市民に多くしていくような形で

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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） もっと詳しく入ってい

きたいですけれども、残り時間がないので、また

改めた機会に質問をさせていただきたいというふ

うに思います。
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３番目の交流人口の拡大に向けてということで、

最後に改めてお聞きをしたいというふうに思いま

す。まず、この中で平成３３年度の最終的な目標

の人員ということが２８年度に変更をされている

のですけれども、このときの再設定に向けては２

９年度以上に効果的な事業を推進をするというこ

とで、年次５％の増を見込んで計画をしていくと。

先ほどそれぞれ当然今夏場の事業だけ、あるいは

メーンの事業で、このほかに冬場の冬季スポーツ

を含めたいろんな事業が推進をされていると思い

ます。この分だけでは単純に評価はできないとは

思うのですけれども、先ほど２５年から２９年度

までの実績を説明をいただいた内容では、天気、

天候だとか、そういう形の中での増減はあるけれ

どもというふうなことで、増加の傾向には至って

いないというふうには答弁ではいただいたのです

けれども、今の状況含めて今後どのような施策を

考えておられるのか、現時点での考え方をお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど観光の入り込

み数についての報告をさせていただきました。こ

れは、４つのイベントについての人数ということ

の報告をさせていただいたということであります。

全体的にということでありますけれども、観光振

興計画見直しのときに目標を改めて再設定したと。

目標そのものについては、下方修正をさせていた

だいたということでありますので、現状なかなか

大きな伸びがないというところだというふうに思

いますけれども、２９年度以降観光振興計画に基

づく事業を推進しながら毎年５％の伸びを目指し

ていきたいということであります。

具体的には、観光振興計画の事業の見直しをさ

せていただいたところであります。既に取り組み

を終えて計画から削除したものもありますし、ま

た新たに追加をさせていただいたものもあります。

一例を申し上げますと、例えばいつでも名寄に、

寄ってみたいまちということでの取り組みとしま

すと、新たに設けたものでいくと今冬季スポーツ

などで市としても事業を進めておりますけれども、

スポーツツーリズムの推進などを新規の重点事業

として入れさせていただいたり、あるいは国際交

流も台湾の交流についても今進めようとしている

ものがありますけれども、インバウンドの受け入

れ態勢の整備なども新たにしていこうという部分

もあります。それに向けての外国人に対するおも

てなしのサービスの向上についても取り組もうと

いう分野を追加をさせていただいているというこ

とがありますので、こういった事業を進めながら、

さらに交流人口の獲得に結びつけていきたいとい

う考えを持っておりますし、一方でいうと先ほど

申し上げたように広域の取り組みが今進んでいる

ところであります。これは、必ずしも行政が主体

ということではないのかもしれませんけれども、

観光協会などが主体となりながら広域連携の中で

地域で不足する資源を広域的な視点から補って、

圏域として人を呼び込もうという取り組みをして

おりますので、こういったところの取り組みにつ

いてもぜひ推進をしていただきながら、私どもは

側面支援となるかもしれませんけれども、支援を

しながら取り組むことによってこの目標達成に向

けて取り組みを進めさせていただきたい、そのよ

うな考えということで御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 最後残り少なくなった

ので、要望という形で申し上げたいというふうに

思います。

交流人口の拡大という形の中で、当然名寄市内

で実施をしていること、それから今広域観光連携

で進めていること、通過型から宿泊を含めてとい

うふうな形で答弁もいただきました。内容につい

ても説明をいただきましたが、いずれにしてもや

はり名寄で今進められているいろんな事業、この

中で核となるもの、これをある程度育てていかな

いと、あるいは構築をしていかないと、今の事業
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がだめだとか悪いとかではなくて、それはその中

で育てながら、その中に核となる事業があるのか、

あるいは新しい核となる事業が必要なのか、そう

いうものをある程度今後検討を進めていかないと、

目標人数ばかりにこだわるわけではありませんけ

れども、やっぱり交流人口拡大をしていくという

形の中ではその辺の新たな施策の展開も必要なの

かなというふうに思いますので、そのことを要望

して、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時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。

加藤市政３期目の所信表明に関して外３件を、

大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） これより４件、７項

目について質問を行います。

加藤市長は、今春の名寄市長選挙において無投

票当選で３選を飾られ、５月１０日開会の第１回

市議会臨時会において３期目に向けた所信を表明

されています。この中で加藤市長は、これまで積

み重ねてきた２期８年間の実績を振り返り、懸案

とされる自主財源比率の改善と健全な財政運営の

確立、民間の発想力を生かし、計画性に加えて効

率的で効果的な市政運営を担ってきたと述べてい

ますが、これらの進捗度及び達成度について改め

てのお考えをお聞かせ願います。

所信表明とは、組織上のトップが御自分の政策、

方針に関する考え方を明らかにするために行う演

説とされています。平成３４年までの任期４年間、

３期目の基本政策では総合計画の基本理念に人づ

くり、暮らしづくり、元気づくりの３本柱を掲げ

ていますが、３期目の名寄市政を担う加藤市長の

改めての決意についてお聞かせ願います。

次に、市政執行方針から、名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略についてお聞きをいたします。

平成２７年１０月に施行された総合戦略も計画期

間５年のうち４年目を迎え、最終年度の平成３１

年度まで１カ年度を残すのみとなりました。残す

ところ１カ年度となった本年度の総合戦略の検証

と今後の取り組みについての考え方をお聞かせく

ださい。

また、人口減少の克服を主眼とした総合戦略の

基本目標と施策の中で、とりわけ特筆に値すべき

事業の進捗度と今後の取り組みについて御答弁願

います。

次に、行政施策から、ふるさと応援寄附金の再

点検と再考についてお聞きをいたします。平成２

０年度に２２件、１７２万 ０００円でスタート

したふるさと応援寄附金も平成２９年度で１０年

目を迎えました。このふるさと納税寄附金を所管

する総務省は、返礼品の上限や家電、家具等の高

額な返礼品の自粛を呼びかけるなど、矢継ぎ早に

制度の見直しを図っています。今後も制度の見直

しが予見される中で、市の自主財源確保の強力な

施策でもあるふるさと応援寄附金の再点検と再考

についてお考えをお聞かせください。

最後に、市民の声から、町内会が抱える懸案の

諸課題と対応策についてお聞きをいたします。新

年度を迎えた４月、５月の地元紙には、任期満了

に伴う各町内会の役員改選の記事が掲載される毎

日が続きました。しかしながら、役員名を拝見す

ると複数の役職を兼務したり、幾度も再任を重ね

ていらっしゃる高齢役員の方々も少なくありませ

んでした。指先で追う新聞記事は、各町内会共通

の悩みとも言える集合住宅入居に伴う町内会未加

入者の増加、自然減による会員減少に役員等の担

い手不足、そして財源難と町内会行事の規模縮小

を記事の行間から読み取ることができました。こ

うした諸課題や問題について、これまで町内外で

調査研究あるいは協議を重ねてきた経緯と結果に

ついて御答弁をお願いいたします。
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あわせて、同じくこれまで時間をかけて検討、

研究、協議を重ねてこられたであろう市職員の地

域担当制の導入についてもお考えをお聞かせ願い

ます。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目で４

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１については私から、大項目２は参事監から、大

項目３及び４については総務部長からの答弁とな

ります。

大項目１、市政３期目の所信表明に関して、小

項目１、市政執行の所信表明から、①、１期目か

ら２期目の取り組みについて、②、３期目の展望

と取り組みについてお答えをいたします。１期目

から２期目の取り組みにつきましては、８年間を

振り返りますと新名寄市の初代市長として基礎を

築かれた島前市長から市政を引き継ぎ、新名寄市

総合計画を根底に据えた施策を展開をしてまいり

ました。この間全国的課題である少子高齢化の問

題や人口減少問題について本市も例外ではなく、

厳しい状況を乗り越えていくための取り組みが求

められたと考えております。市の仕事は、住民の

幸せをつくることと考えており、議員の皆様、市

民の皆様の御指導、御理解もいただきながら、乳

幼児医療の助成拡大やひまわりらんどの設置、市

立総合病院の充実、よろーなやＥＮ―ＲＡＹホー

ルの整備、市立大学の４大化及び大学図書館の整

備など一歩一歩着実に市民生活環境の充実につな

がる施策を展開することができたと考えておりま

す。また、各事業につきましては、財源確保にも

努め、特に起債においては将来の負担軽減につな

がるように交付税算入率の高い起債を活用し、実

施をしてきてございます。また、財政規律も設け

させていただきましたので、しっかりと財政規律

を遵守し、事業を実施をしてまいりたいと考えて

おります。

３期目の展望と取り組みについてお答えをいた

します。平成２９年度からスタートいたしました

名寄市総合計画第２次の基本理念である人づくり、

暮らしづくり、元気づくりを３期目の基本理念と

させていただいており、総合計画を根底に据えた

施策を展開してまいりますが、北北海道の中核都

市としての５つの拠点化構想も打ち出させていた

だきました。この構想は、北北海道圏域において

人口減少、少子高齢化が加速をする中、圏域住民

の生活を支えるための基盤が本市には備わってい

ると考えており、広域連携による生活環境維持が

必要となってまいりますので、その中心的役割を

果たすための仕組みが拠点化であると考えており

ます。今後研究を進め、実現に向けて取り組んで

まいりますので、よろしくお願いをいたします。

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２

番、平成３０年度市政執行方針に関して、小項目

の１、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略か

らについてお答えをいたします。

名寄市においては、総合戦略の策定以降主に国

の交付金を活用した冬季スポーツの取り組みや大

学の取り組みなどを中心に地方創生事業を推進し、

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員

会や名寄市総合計画審議会にて事業の検証、進捗

管理を行いながら、この間取り組みを進めてまい

りました。特に地方創生推進交付金を活用しなが

ら進めております冬季スポーツ拠点化事業につき

ましては、合宿入り込み数において当初の目標を

大きく上回る成果を上げており、また本市の気候

や施設環境など優位性を生かした取り組みとしま

して内外から評価をいただいているところであり

ます。今後国においては、先日、６月１５日にな

りますが、閣議決定をされましたまち・ひと・し

ごと創生基本方針２０１８におきまして、これま

での取り組みの検証を行いながら、平成３２年度

以降の国の次の総合戦略の策定に取り組むとされ

たところであり、本市においてもこうした動きも

注視しながら、現在策定中の総合計画中期計画と
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あわせ総合戦略の改定も随時行い、引き続き地方

創生の取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

４についてお答えいたします。

初めに、大項目３、行政施策から、小項目１、

１０年の節目を超えたふるさと納税の再点検と再

考について申し上げます。ふるさと納税制度は、

ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいと

いう納税者の思いを具現化するため、平成２０年

度に制度化されました。名寄市におきましては、

平成２６年度からふるさと応援寄附記念品贈呈事

業を開始し、平成２９年度には専用サイトへの掲

載した効果もあり、寄附額は ６２３万 ０３４

円と増加しました。しかしながら、近年は自治体

間の競争が過熱し、高額商品などを返礼品とする

自治体が増加したことから、総務省は平成２９年

４月１日付で返礼品の調達価格の割合を３割以下

とすることなどが明記された通知を出し、本年４

月１日付でも改めてふるさと納税制度を健全に発

展させていくために責任と良識ある対応の徹底と

返礼品を送付する際には地場産品とするよう通知

を出しており、今後もふるさと納税制度の趣旨を

踏まえた適切な対応が求められていくものと考え

ているところであります。本市といたしましては、

総務省通知に沿った返礼割合の設定や地域資源を

活用しながら、この制度を通じて安全、安心な農

産物やおいしいスイーツなど地域ブランドとして

の知名度アップにつなげていくとともに、自主財

源の確保策としても有効な施策の一つとして考え

ておりますので、今後も制度の趣旨を踏まえた中

で継続的に一定の寄附が見込めるような仕組みづ

くりの構築が不可欠であると考えております。

次に、大項目４、市民の声から、小項目１、町

内会が抱える懸案の諸課題と対応策についてお答

えいたします。町内会につきましては、住みよい

地域社会を構築し、協働のまちづくりを進めるた

めの最も重要な基本的組織であります。平成２８

年に第２次総合計画策定に向けた町内会組織への

意識調査アンケートでは、町内会の現状の課題と

して役員の高齢化、固定化と担い手不足、町内会

加入戸数の減少など以前からの継続的な課題が改

めて明らかになっております。近年取りやめた活

動としては、子ども育成会や運動会など子供向け

の活動や多世代交流活動が多く挙げられ、少子高

齢化や価値観の多様化が町内会活動に影響してい

る状況が推察されます。これらの課題解決のため、

これまでも財政支援、人的支援など側面からの支

援を行っており、未加入者問題では特に集合住宅

の対応に苦慮している声があることから、加入促

進のチラシの作成支援や転入者に対する市役所窓

口での加入案内などを行っております。また、単

位町内会では取り組むことが難しい課題がふえて

きていることから、小学校区を基本として組織さ

れている地域連絡協議会において多世代交流や防

災に関する取り組みが行われております。地域連

絡協議会活動に対する財政支援や人的支援を行う

とともに、地域の課題に対する自主的な組織とな

るよう地域と連携して活動を推進してまいりたい

と考えております。

次に、市職員の地域担当制の導入につきまして

は、先ほど述べました町内会の課題として加入戸

数の減少や町内会役員の担い手不足などにより町

内会組織が疲弊してきており、市職員による地域

への積極的な参加への期待が高まってきているも

のと思います。地域の実情を知ることや地域と行

政とのパイプ役などの効果が見込まれるところで

ございますが、一方では地域と行政との合意形成

がしっかりされないと本来求められる役割の発揮

が難しくなり、行政と地域の関係性についての影

響が懸念されることから、慎重な対応が必要と考

えております。市職員の多くが町内会役員や町内

会活動に参加をしており、町内会の連合組織であ

る名寄市町内会連合会の事務局を企画で担当して

いる地域連絡協議会への財政的支援と人的支援な
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ども行っているところです。まず、町内会活動へ

の自主的参加を促すことでおのおのが所属する地

域の中で活動していくことが大切であると思いま

すので、引き続きしっかりと町内会加入への呼び

かけと町内会活動への参加を促してまいりたいと

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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは

最初に、加藤市政の３期目の所信表明から再質問

を行わせていただきたいと思います。

加藤市長は、御答弁の中でも触れておられまし

たけれども、所信の中で総計の基本理念である人

づくり、暮らしづくり、元気づくり、この３つを

まちづくりの基本柱に据えて市勢発展に傾注して

いくというお話でございました。時間があればそ

れぞれ３つのつくりに言及していきたいところで

はありますけれども、時間の制約がありますので、

今回人づくりのほうにシフトしてお聞きをしてま

いりたいというふうに考えています。実は、３期

目の市長選挙を目前に控えた２月であったかなと

思うのですけれども、市職員の人づくりという観

点からお聞きしてまいりますが、２月ぐらいに市

職員の方が加入あるいは加盟する組織、団体、こ

ういう組織と団体が相次いで新春の集いを開かれ

ておりました。その中でいずれも代表が市職員で、

代表を務めておられるのですが、それらの代表の

方が異口同音に市政運営についてこう述べておら

れました。対話と説明、公平で中立な政策決定、

福祉型社会の実現、公共工事が中心の市政と財政

健全化の実現等について検証してきたけれども、

私たちが求める市政とはなっていないという、こ

のように加藤市政を論評していました。加藤市政

の理念を政策に、政策を施策に、こう反映してい

く原動力である市職員の方々が、あるいは加入す

る組織、団体の長の方々が代表して、こうした声

が上がってくることに対して、加藤市長はどのよ

うに受けとめておられるのかお話しいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれの団体でどうい

った発言があったかというのをつぶさに承知はし

ておりませんけれども、いろんな角度からいろん

な市政の見方はあるのだろうということは十分承

知をしながら、しかし先ほどお話ししたとおりこ

の２期８年間着実に市民の生活のためにさまざま

なことを積み重ねてきたと考えております。その

仕事の中では、当然職員の皆さんの英知やみんな

の協力もなかったらできなかったというふうにも

思っておりまして、改めてそうした職員の皆さん

にも感謝を申し上げ、引き続き私としては職員一

丸となってこれからも市政の推進に全力を傾注し

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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） お話はよくわかりま

した。ただ、風通しのよい組織風土といいましょ

うか、あるいは職員の士気を向上を図る、そして

市長と市政の改革、あるいは発展に取り組む市職

員が忌憚のない意見、あるいは本音で意見を交わ

すという、そういう機会、場をつくる必要がある

のだろうと。私たち市民に行政サービスを提供し

ていただいている市職員の方が加盟、加入する組

織、団体からこういった声が出てくるということ

に対して、どうも行政サービス、市民サービスを

受ける側の私たちとしては、市長と市職員の方が

混然と一体となって市勢の発展あるいは行革に取

り組んでいただいているという、その点からいく

と、やはりどうも上と下では流れている空気が違

うのか、あるいは太くて暗い、底の深い川が流れ

ているのかはわかりませんけれども、先ほど申し

上げたように風通しのよい組織機構風土をつくる

ためにも、ぜひとも市職員と胸襟を開いた市勢発

展のためのそれを眼目に置いた話し合いの場が必

要だなというふうに私は痛感するのだが、再度い

かがでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな場面を捉まえ

てそれぞれ部署、部署、あるいはプロジェクトご

とに職員とは膝を交えてお話をさせていただいて

いるつもりでありますけれども、今お話をいただ

いているのは恐らく職員組合のことだと思います。

組合とは交渉等はしますけれども、一方で幹部の

皆さんとの意見交換とか、そうしたことはこれま

でも余り行ってはきておらないというふうに思い

ますので、改めてそうしたことを含めてよりいろ

んな角度から職員の皆さんと意見交換をしながら、

この市政をさらに推進していくために意識を高め

ていくというか、組織を向上していくというか、

そうしたことに意を払っていきたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。職員

の方々も御自分で取り組んでおられる事業や業務

を行政評価という形の中で評価をされているわけ

ですから、御自分たちの業務について私たちが求

める市政にはなっていないのだなんていうことに

なってしまいますと、みずから天に唾したら自分

の顔にかかってしまうようなところもあるかもし

れませんので、そういった内心じくじたる思いの

中で業務を遂行している可能性がありますので、

ぜひとも市職員の皆様とは胸襟を開いて、行政サ

ービスを受ける私たちが首をかしげるような事態

にならないよう取り組んでいただきたいというふ

うに考えます。

もう一点お聞きをしたいのですが、午前中にも

１つお話があった営業戦略室の取り組みについて、

これは加藤市長の１期目の目玉だったなというふ

うに思うのですが、私もかねてから機会を捉えて

営業戦略室の事務分掌や業務分掌の見直しも含め

て組織機構のあり方についてお尋ねした経緯があ

りますけれども、現在経済部長が室長を兼任をさ

れているということでございます。この先営業戦

略室がどの方向、ベクトルに進んでいくのか、改

めて市長としてお考えをお聞かせいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまで商工、労働ある

いは観光、そうしたことを少し一元化をして連携

をして相乗効果を高めていこうということで、あ

えて行政になくて民間にあるという発想というこ

とで営業ということをつけさせていただいて、こ

こだけでなくて職員みんなが名寄市を営業してい

くという、そうしたマインドを持っていただくこ

とも願いながらこの組織を立ち上げて、今までに

至るということでございます。その中で時間が流

れていろんな政策も進展をしていく中で、もう一

度再整理をしながら組織を構築をし直す時期にも

来ているのかなというふうにも思っていまして、

ここのところはまた改めて庁内でも議論しながら、

よりよい効果的な施策を打っていかなければなら

ないというふうに思っています。やはりこれから

の政策というのは、もう本当にいろんな分野が特

にどうしても一つの部署だけでなくて横串を刺し

ていかなければならないという政策が多岐にわた

っている中で、そうしたことも見据えた上でどう

いう組織体制が望ましいのかということを改めて

検討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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今お話しいただいた

見直しの観点なのですけれども、時期的にはいつ

ぐらいになる見通しでしょう、具体化するのは。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） できるだけ早いうちに組

織の見直しを図っていきたいというふうに考えて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、総合戦略

についてお聞きをしてまいります。

先ほど松岡参事監のほうから御答弁をいただき

ましたが、今の総合戦略を第１期総合戦略とする

と、この第１期総合戦略を４年目を迎えたことし
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が総括、あるいは点検した上で、次年度は策定に

向けた取り組みで翌々年度から第２期の総合戦略

がスタートするという考えでよろしいのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 先ほど申し上げました

次期総合戦略についてですけれども、現状まず国

のほうの総合戦略のほうが今回初めて次の５年間

について検討といいますか、策定をすることが方

向性が示されたということでして、大体今これか

ら国のこの５年間の検証が具体的に始まっていっ

て、それを踏まえて国の次期５年が決まってくる

と。その中で、では地方版の総合戦略というもの

も４年前に国、その後の形で策定が義務づけられ

てはいないけれども、奨励されたという経緯があ

りますけれども、その地方版の次の５年について

どうなるかということにつきましては現時点で国

から方針が示されたわけではありません。ただ、

引き続き国の今の２０１８の戦略の中で次の６年

間において、例えば今東京一極集中が進む中でＵ

ＩＪターンに力を入れていく、あるいは女性や高

齢者の就労を支援していくとか、そういった方針

が示されたということで、引き続きこの総合戦略

あるいは地方創生の取り組みを市として進めてい

くことに一定の合理性はあるものと考えておりま

して、そういった中で今回さきに条例を改正して

総合計画と総合戦略を同じ総合計画審議会におい

て取り扱って、今後進捗管理等していくこととさ

せていただいております。なので、この中期の総

合計画をつくる中で総合戦略についても一部見直

し等を行いながら、また追って国のほうで動きが

出てくるとそれに従ってこの総合計画なり総合戦

略に盛り込んだほうがいいものですとか、あるい

は一部こういう考え方を盛り込めば国からの支援

あるいは交付金の獲得などができるのでないかと

か、そういったものが出てくることもあるかと思

いますので、まだ地方で次の５年間をどうするか

という方向性は示されるわけでないですけれども、

総合計画と一体的に随時進捗管理、改定を行うと

いう形をつくっていくことで国の動きなどにも機

動的に対応しながら、有効な取り組みを進めてい

ければいいな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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 難しくてよくわから

ないのですけれども、私も内閣官房のほうからち

ょっとホームページで見て資料が出ていましたの

で、ダウンロードしているのですけれども、この

中には書いてあるのです。第２期の総合戦略に向

けてということで、新たに東京２３区の大学の定

員を縮小するだとか、ＢＩＤ制度という余り聞い

たことのないような制度を導入していく。ＢＩＤ

というのは、市街地の活性化に向けて、そこで不

動産を持っている方から負担金を徴収して、その

地区で事業を実施する、あるいはイベントを実施

する際その負担金で賄っていくのだという、何か

もう大阪で始まっているみたいなことをちらっと

書いてはあるのですけれども、こういった新しい

仕組みを取り入れた第２期の総合戦略について、

ガイドラインなのですけれども、まだまだそんな

詳しいものではないのですけれども、第２期総合

戦略策定に向けた取り組みとして出ているのです

が、もう一度わかりやすく御説明していただけれ

ばありがたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まさに今示していただ

いたＢＩＤとか大学の取り組みも含めて、あるい

はほかにもいろいろあるのですけれども、この間

のいろんな地方の取り組みの中からベストプラク

ティスをいい事例なんかを取り入れながら、国の

ほうでも、今例えば移住もそうですけれども、観

光の取り組みもそうですけれども、好事例集とか、

あるいは地方創生の活用した事業のカタログみた

いなものをつくって、こういった取り組みがこの

間進められてきていて、よいものについては当然

横展開、ほかの自治体でもやってもらったらいい
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し、あるいはある自治体ではこうやって自分の自

治体のいいところを生かして、あるいは弱みを補

う形で地方創生に取り組んでいるということを示

していって、まだ取り組みが余り進んでいない自

治体についてはそういったところも参考にしなが

ら進めていきましょうというようなことをかなり

この間、ここ数カ月ぐらいですけれども、多く資

料などが出てきているところであります。その背

景としては、こうした地方創生の取り組みを各地

方が最近少しトーンダウンしているのではないか

とかいう報道もあるように、あるいは少し体力的

に厳しくなってきているところもあるという中で、

引き続き地方において創意工夫の中で進めてもら

うために国として何ができるかというところを示

している最中であると思います。その上で、そう

した中で今後国のほうで地方の取り組みの進捗状

況、調査分析などを行う中で、次の５年間の国の

方針が決まると。国の方針が決まったら、５年前

地方創生始まった段階であれば一律に基本的には

ほぼ全ての自治体に対して戦略をつくれというよ

うなことを言って促していたわけですけれども、

それが今度どういう形でなるのか、前回のように

半ば義務づけとも言われかねないぐらいの勢いで

策定の号令がかかるのか、あるいはそうではなく

て部分、部分のものであって、引き続き国として

も必要と思われる施策に地方の創意工夫が前提で

すけれども、支援をしていくのか、そういったと

ころが見えてくる段階で、より名寄市としてもそ

れに対応できるような総合計画なり総合戦略のつ

くりにしておく必要があるというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 第１期、第２期とい

う言葉が当たっているかどうかわかりませんけれ

ども、今の総合戦略もたしか２７年、当初は翌年

度の３月までに策定しなさいという話だったので

すけれども、何だかいつの間にかその年の１０月

に策定しろというようなことになってしまった。

何か大変慌ただしかったなという記憶がまざまざ

とよみがえるのですけれども、次期の総合戦略策

定においても今から検証を行って、総括を行って、

次年度に向けて策定に向けた準備をしておいたほ

うが前回のようなどたばた劇はないのではないか

というふうに考えるのですが、こういった見通し

というのは松岡参事監はどのように考えますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まさに５年前の時点で

は、いわゆる地方消滅という議論が出て、地方創

生の取り組みが一気に盛り上がって、かつ最初は

地方に対してその年度末までにということで言っ

ていたのがそれでは遅いのではないかと。急速に

進展する一極集中ですとか、少子高齢化の問題、

人口減少の問題に対して、早くできたところから

もう随時取り組みを進めていかなければというこ

とで、ある種期限が、それも義務ではないですけ

れども、事実上半年早くやったほうがいいように

やったということで、その間にいろいろ混乱があ

ったということも事実かと思います。そういった

上でどたばたの状況の中で始まった取り組みであ

りましたし、いろいろ批判等されているところも

あるかと思いますが、この間国として、あるいは

各地方で進めてくる中で成功事例、よい事例とか、

当然失敗事例もあるわけですけれども、かなりそ

ういったものは積み上がってきているというとこ

ろでありまして、そういったところを生かして次

の国の５年間についてはつくっていくのだろうと

いうことだと思います。名寄市としても、この間

総合戦略の委員会あるいは総合計画の委員会にお

いて行政評価あるいは地方創生の事業の評価、交

付金事業が中心ですけれども、そういったものを

してきているところでして、今総合計画の中期を

つくる中でもそういったものと絡めていって、次

の総合計画の期間中にどうしていくのか、あるい

はその中でまたこの総合戦略について次なる国の

動きが出てきたときに機動的に対応できるように

ということで、ＫＰＩの設定ですとか、そういっ
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たものを考えているところであります。なので、

また繰り返しになりますけれども、この次の５年

間の地方版の総合戦略なるものがそもそもつくる

ことになるのか、あるいはどういう形で示される

のかというのはまだはっきりしないところである

のですけれども、いかなる状態になったとしても

うまくこれを活用して、市として進めたい施策、

あるいはやるべき施策に活用できるような、そう

いったふうに準備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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。以前松岡参事監が私たち議員に対して国の財

政状況と地方財政の今後についてという、今ここ

にレジュメがあるですけれども、その中で松岡参

事監は現状と今後と。（私見）と書いてあります

けれども、検証可能な目標を掲げて進捗管理を行

うことは不可欠であると。つくって終わりにしな

いのだと。事後につなげていくためにもというふ

うな、こう言葉をつなげておりますので、ぜひと

もその時期に来て慌ただしく策定ということのな

いように、前倒しで取り組んでいただきたいなと

思います。

もう一点お聞きしたいことがございます。松岡

参事監の答弁を踏まえてお聞きしたいのは、加藤

市長がことしの１月５日の新春、市民の交礼会だ

ったかなと思うのですけれども、その席上でこん

なことをおっしゃっていました。地方創生は、か

け声倒れになるのではないかと危惧をしている。

さらに、言葉を継いで東京や大都市に一極集中が

進み、地方に人がいなくなってしまうと。前後の

言葉をカットしてここだけ抜き出してお聞きする

のもどうかと思いますけれども、この言葉の真意

についてもしわかりやすく御説明をいただければ

ありがたいと思いますが、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） まさに今松岡参事監から

もお話があったように、５年前でしたか、人口減

少の問題が非常に大きくクローズアップをされて、

地方創生だということで国も鳴り物入りで政策を

立ち上げて、大臣までそこで担任をして地方創生

にしっかりと力を入れていくという姿勢を打ち出

してきていたわけでありますけれども、その流れ

が少しずつどうも地方創生から一億総活躍だとか、

いろんな言葉がだんだん出てきて、地方創生その

ものが何か雲隠れしているのではないか、そんな

危惧を持ったところもありましたし、地方創生の

戦略そのものがどうもちょっと最初よりは徐々に

徐々にですけれども、上から的になっていないか

なという、そんな危惧も受けたところであります。

改めて今の東京の一極集中の状況を見てみると、

５年前からの想定と比べるとさらに予想よりも拍

車がかかっているような状況でありまして、明ら

かにその効果が今はまだ出ているとは言いがたい

という状況でありまして、そんな危惧も含めてお

話をさせていただきました。当然地域としてさら

に１段、２段の危機感を持って知恵を出していか

なければならないというふうに思いますけれども、

国のほうもさらに本気になって地方創生を進めて

いかなければ、地方がなくなっていくということ

は日本そのものが沈没してしまいかねないのだと。

そうした危惧を持ちながら、国政もしっかり対応

してもらいたいなと、そんな思いも込めてお話を

させていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。私も当初地方創生という観点から、財政支援

を受けていたときにプレミアム商品券というのを

どこの自治体もやったなという記憶があるのです

けれども、地方創生の狙いというのは人口減少に

歯どめをかける、東京への一極集中を防止すると

いう、そういったような観点から、果たして１万

円で幾らかのプレミアムがつく商品券というのは

人口減少に歯どめをかけることができるのかなと

いう、そういった疑問もないではなかったのです

けれども、今の加藤市長のお話を聞きながら、改



－113－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

めてそういった危惧をお持ちになったという意図

がわかりましたので、次に移りたいと思います。

ふるさと応援寄附金についてお話をお伺いした

いと思います。時間が迫ってまいりましたので、

ちょっとかいつまんで質問させていただきたいの

ですが、名寄市のふるさと応援寄附金のホームペ

ージを拝見すると、ある程度リンクしている項目

があるので、マウスを当ててクリックをしていく

のですけれども、果たしてその中で今後とも引き

続いて名寄市に応援寄附金として御協力をいただ

けるのかなという、そういった疑問がふつふつと

湧いてきました。取り急いでお聞きをしたいので

すが、こうした善意の寄附者に対する情報開示や

アフターフォローやケア、これはどのようにやっ

ておられるのかお教えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ふるさと納税の関係

につきましては、ホームページの中で掲載をさせ

ていただいておりまして、平成２０年度からの実

績ということで掲載をさせていただいております。

２７年度までにつきましては、これ御本人のほう

からのそれぞれ事業別にこういうところに寄附を

したいという件数あるいは数字を載せているとこ

ろで、少し議員のほうからもお話あったのですけ

れども、２８年度につきましてはこういう形で２

７年度までは載せていないものですから、実際に

どの事業に使われたかというところでホームペー

ジを整理させていただきたいということでちょっ

と考えていまして、今改めて２７年度までと同じ

ような形は一旦載せまして、さらに実際にどの事

業に使ったかということでわかりやすい形で納税

をいただいた皆さんに周知をさせていただきたい。

ホームページ上は、そういう形で考えているとこ

ろです。あわせて、以前議員のほうからいろいろ

と特徴のある事業ということで、５事業から７事

業にふやしてこの間やってきているということで

ございまして、ＰＲとしてはこれまでもやってお

りますけれども、それぞれふるさと会ですとか、

あるいはこれから今後大学の同窓会の皆様にも御

案内を同窓会などを通じて、名寄市にゆかりのあ

る方々にさらにＰＲを続け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。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） いろいろやはり工夫

を凝らして何とか善意の寄附者に対するケアやフ

ォローをやっておられるのだというお話を賜りま

した。単年度あるいは単発で終わらせないための

工夫というのは何かありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今申し上げました、

いわゆる単年度終わらないような形ということで、

ふるさと会を通じてだとかということで引き続き

やらせていただきたいと思いますし、先ほど言い

ましたようにそれぞれ事業別に納税をされる方の

意志が使途に、事業に実際に使われるような形、

見えやすくということで引き続きやっていきたい

というふうに今は考えているところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） つい最近の上士幌町

がいろんな講座を開設をして、ふるさと応援寄附

金をしていただいている方は受講料がないと。無

料だと。宿泊についてもふるさと応援の寄附金、

返礼品で宿泊料は無料にしていくみたいな、ちょ

っと工夫といいましょうか、アイデアを凝らした

返礼品というのが手をかえ品をかえ、先駆的な取

り組みをやっているし、上士幌町ですからやはり

すごいなと。たしか道新さんの３段通しでずっと

出ていたなと思いますけれども、私もちょっと名

寄継続して持続的に寄附をお願いするためには何

があるのだろうなとこの間ヒアリングをしながら

考えていたときに、マイレージやポイント制とい

うのはどうなのかなというふうに考えてみました。

返礼品とは別に１万円寄附をいただいたら、例え

ば１００円で１０ポイントという、１００円で１
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ポイントというとどこかの買い物のポイントと同

じになってしまいますから、そういった返礼品と

は別途に魅力のある制度を考えていくというのも

一つの手かなと思います。加藤市長のほうで営業

戦略室のほう、外貨を稼ぐのが第一義だというふ

うにお話をされている営業戦略室、そういった部

署でぜひとも検討協議をしていただいて、魅力の

あるふるさと応援寄附金の制度を確立していただ

きたいというふうに考えます。

時間が押してまいりましたので、もう一点だけ

ふるさと納税についてちょっとお聞きをしたい。

名寄市の統計を見ますと、これ２８年度版なので

すが、統計はさらに古い。２８年度版であります

けれども、統計値は２６年ということになるので

しょうか、２年前ですから。これを見ると、市内

の中小零細事業所は ５０５事業所ありました。

このうち医療や福祉、不動産、賃貸業を除くと、

私の計算が間違っていなければ大体７７６の中小

零細事業所が名寄にあるという。農業と並んで名

寄市の産業を支える、あるいは底支えする、ある

いは転入、転出者に対する就労の場、雇用を支え

る場でもある、こういった中小零細企業の事業所

がおおむね７７６事業所ある。今回先ほど中村部

長がおっしゃっていたように、寄附金の事業区分

が５つから７つになったというふうにおっしゃっ

ていました、確かに。新たに農業が入ったり、子

育てが入ったりしていました。ただ、農業に関す

る事業、あるいは子育てに関する事業、ここにも

う一点加えることも可能だろうと。商工業振興に

関する事業というのがあってもいいなというふう

に考えます。これは、例えばせんだって中小企業

振興条例も見直しされてはいるのですけれども、

ふるさと納税に新たに寄附金の事業区分を加える

ことによって創業支援、あるいは融資に伴って借

り主である事業者の皆さんの信用保証協会の保証

金の軽減、そういったものに役立ててもらう、あ

るいは最大の狙いは新たな特産品や新商品開発の

事業資金をこのふるさと納税の中から割り当てて

いくというような考えもあってもよいのかなと思

うのですが、新たに商工業振興に関する事業の創

設ということでは、この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうから商工

業ということで言われまして、今７つの中には確

かにございません。改めて今言われました商品開

発等につきましては、中小企業の振興条例の中に

ひょっとすると、ちょっと私十分把握していない

のですけれども、昔商品開発とかという補助金や

何かもあったようにも思いますし、その辺少し担

当部署とも話をしながら、使途に対する事業につ

いては協議をさせていただきたいというふうに考

えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、町内会のほうに入っていきたいなと

思いますが、この４月に智恵文地区で１０町内会

あった町内会が一つに統廃合されたというニュー

スというのは、市街地の町内会の皆さんにも大き

なニュースとして伝わりました。当地区の町内会

が抱える課題や悩みというのは、市街地の町内会

でも抱えている共通の悩みだというふうに考えて

います。たしか平成２７年度であったかなと思う

のですが、当時総務部長であった臼田経済部長に

お聞きしたことがあります。名寄市で限界集落、

限界町内会というのは幾つあるのですかというこ

とを聞いたことがあるのですが、そのときは限界

町内会、限界集落は５つあるというお話でした。

そして、その地区の人口に占める６５歳の人口比、

５５歳以上の準限界集落は幾つありますかという

ふうにお聞きしたときに約３０町内会あるという

ふうになっていました。あれから３年経た中で、

智恵文地区で大きな町内会の統廃合があったとい

うことで、今名寄市における６５歳以上の年齢の

方がその地区に占める人口比で見た場合、５０％

を超える限界集落というのは幾つぐらいになって
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いるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ６５歳以上の方が人

口比５０％以上を占めるということで御質問です

けれども、平成２９年２月末現在で５つというこ

とになっています。５つの地区です。５つの町内

会ということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 準限界集落はいかが

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 準限界集落、２９と

いうことになっています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り変化がないので、

ちょっとびっくりしていますけれども、毎年５つ

ぐらい年齢を重ねていくのかなと思ったら、そう

ではないのだなというのがあります。こういうふ

うにかなり厳しい状況が市街地の町内会にもじわ

じわと広がってきているということでありますけ

れども、具体的にこれまで各町内会が抱える極め

て深刻な問題が名寄市の中においてどこまで具体

的に詰められた経過があるのか、この町内会対策

です。どこまで詰められた経過があるのかどうか、

なければないで結構なのですが、あれば簡単で結

構です。かいつまんでお教え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） どこまでということ

であれなのですけれども、個別の町内会というこ

とではなくて、あくまでも町内会連合会を通じて

これまでアンケートを実施をしていただいたり、

その中で対策などをお話をさせていただいたりと

いうことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り任意団体、町内

会は任意団体ですから、何とか皆さん必ず入って

くださいとも言えないという、そういう痛しかゆ

しという、そういったところもあろうかと思いま

すが、それにしても札幌あたりでは、道内の政令

指定都市の札幌で本年度中に何か加入促進を図る

ような条例をつくるのだみたいなことをおっしゃ

っていました。ただ、先ほど申し上げたように町

内会というのは任意団体ですから、あくまでも罰

則を設けることもできなければ、理念であったり、

アクセサリー条例になったりする可能性は非常に

高いのでしょうけれども、それでもしないよりは

ましだということで北海道の札幌市でそうした加

入促進の条例、仮称でしょうけれども、本年度中

につくるということですので、何か特効薬とはい

かないかもしれませんが、ないよりはましという

ことで加入促進を市民の皆さんにさらに啓発する

という意味でも、ある意味で有効な手だてと考え

ますが、ぜひとも名寄市のほうでも検討していた

だきたいというふうに考えます。

次に、市職員の地域担当制についてお伺いをし

たいのですが、この市職員の地域担当制、既に保

健師の方は地域担当制をやっているということで

すけれども、かつて名寄市でも市職員の地域担当

制をやっていたというふうにお聞きをしています

が、大体いつからいつまで、そしてなぜ現状で継

続していないのか、やめた理由がわかればお教え

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 旧風連地区において

は、地域担当制というのはやっていたというふう

に思いますが、名寄地区においては、済みません。

私の記憶なのですが、総合計画をつくるときにた

しか町内会単位だったか、少し大きい規模だった

か忘れましたけれども、職員を５名、６名担当を

つけまして、総合計画の取りまとめをしたような

記憶がございます。名寄市としては、これまで正

式な地域担当制ということではしいたという経過

はないというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 公募制でもやったこ
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とないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の経

験ではないのですが、ちょっと確認はさせていた

だきたいと思いますけれども、公募制ということ

ですね。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

具体的に庁内で職員の地域担当制というのは、

どこまで煮詰めた経過があるのか、話し合った経

過があるのか、協議をした経過があるのか、何が

ネックになったのか、そういったところまで洗い

出しはできているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地域担当制について

は、先ほど答弁で申し上げましたけれども、なか

なか難しい課題だなというふうに思っていまして、

具体的に庁議の場あるいは課長会議等を通じて地

域担当制についての議論をしたという経過はござ

いません。改めて検討させていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

市政執行の所信表明に関して外２件を、佐久間

誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

まず、大項目の１、市政執行所信表明に関して。

平成３０年第１回名寄市議会臨時会で加藤市長か

ら３期目の市長就任に当たっての所信表明がなさ

れました。その中から何点かお伺いいたします。

小項目の（１）、無電柱化におけるコストと効果

について。中心市街地活性化の一環として、いわ

ゆる電線を地中に埋設する無電柱化の検討を進め

るとなっておりますが、電柱にはメリット、デメ

リットがあります。電柱を無電柱化し、架線を地

中化した場合のコストと効果についてどのように

捉えられているかお伺いいたします。また、無電

柱化の範囲はどのあたりをどの程度の範囲、距離

でという考えがあればお知らせいただきたいと思

います。

小項目の（２）、ＪＲ名寄高校前駅について。

名寄高校前駅が実現すれば、高校生の募集時など

交通アクセスを強みとして一つの大きなＰＲ効果

を生むことになり、名寄高校生にとっては利便性

の向上につながることから、夢のある大胆な構想

であると感じました。一方で、クリアすべき幾つ

かのハードルがあるとも思っております。そこで、

ＪＲ名寄高校前駅構想が実現した際には、ＪＲは

風連駅―名寄駅間に乗降駅を幾つも置かないと考

えられることから、計画が進めば既存の東風連駅

は廃止になると思うのですが、対象となる東風連

地区の町内会や既存施設周辺住民への説明などは

どの程度進んでいるのかお伺いいたします。

小項目の（３）、子供のパスポート取得助成と

公平性の観点について。国際交流の必要性や意義

については十分理解するところですが、行政の公

平性の観点から考慮すると、希望する市民一律の

取り扱いが必要だと考えますが、いかがでしょう

か。また、特に子供に限定する意味合いと考え方

について所見をお伺いいたします。

次に、大項目の２、地域公共交通体系の今後の

あり方について、小項目（１）、乗り合いタクシ

ーの考え方について。名寄市第７期高齢者保健医

療福祉計画によると、本市における平成３０年の

高齢化率は３２％、６５歳以上の高齢者人口は

８００人となっております。一方で、人口減少が

進み、平成３７年には高齢化率は３ ４％、６５

歳以上の高齢者人口は ０８４人と７１６人減る

ものの、高齢者人口に占める７５歳以上の後期高

齢者は ８９５人と２４０人余り増加する見通し

となっております。そこで、こうした後期高齢者

人口の増加に対応し、快適に暮らせるまちづくり

を進めていく上での移動手段の確保は今後ますま

す重要なテーマになってくると思います。特に買
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い物や通院などで車を持たない人、交通弱者や運

転免許返納者などに対しての小回りのきく移動手

段として、現在デマンドタクシーが運行されてい

ない地区について官民が連携しての乗り合いタク

シー等について一歩進めて制度を整えていく必要

があると思いますが、本市の考え方について検討

されていることがあればお知らせいただきたいと

思います。

次に、小項目（２）、郊外地区における利便性

の高い交通体系整備について。本市において旧下

多寄線でのデマンドタクシーの運行や風連御料線

でのデマンドバス実証運行が行われ、当該地区の

皆さんに御利用いただき、おおむね好評である旨

の御報告を伺っているところであります。ただ、

デマンド化されていないその他の郊外地区の移動

では、定期運行バスの運行時間、本数など制約が

多くなっている地区もあり、それらをカバーした

交通弱者に対する移動手段の整備が必要だと考え

るわけですが、いかがでしょうか。この点につい

てお答えいただきたいと思います。

大項目の３、外国人労働力の活用、受け入れ拡

大について、小項目（１）、労働力受け入れのル

ート確立に関して。少子高齢化によって、この名

寄市においても働き手不足の声があちこちで聞こ

えてきます。求人募集をしても人が集まらない、

誰か働いてくれる人はいないかなど切実な声が寄

せられております。しかし、現在は日本全国人手

不足状態ですから、さまざまな施策を講じてみて

も近隣市町村の人材の奪い合いか、あるいは地方

と都市の争奪戦を生むだけではないでしょうか。

国も少子化対策として地域少子化対策重点推進交

付金制度などの新たな設立で手だてを講じており

ますが、それにしても急激に人口増加につながる

わけでも働き手不足が解消されるわけでもありま

せん。そこで、国内での少子化に伴う働き手不足

に対応した解消策の一つとして、外国人労働力を

活用した産業形成や労働力受け入れのルート確立

について、今後ますます深刻化する労働力不足を

見通した取り組みが必要になってくると思うので

すが、外国人労働力の活用に関する国の動向と本

市の現況についてお伺いいたします。

小項目（２）、受け入れ環境等の整備、サポー

トについて。外国人労働者の受け入れ環境、特に

住居、言語教育、行政手続等の整備、サポート体

制などについて現在まで手だてを講じられている

ことや今後考えられていることなどについてお知

らせいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐久間議員から大項目３

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１を私から、大項目２は総務部長、大項目３は経

済部長からそれぞれ答弁となります。

大項目１、市政執行の所信表明に関して、小項

目１、無電柱化におけるコストと効果について申

し上げます。このたびの市長選後の臨時議会にお

きまして私の所信を表明するに当たり、中心市街

地活性化策の一環として無電柱化について検討を

進めたいと申し上げたところですが、議員も御承

知のとおり無電柱化は防災上の観点からの道路空

間の確保、あるいは良好な景観づくりや安全性、

快適性の確保が図られる施策として今後重要な役

割を担う施策になり得ると考えているところです。

また、本年４月に国土交通省によりましても無電

柱化推進計画が策定をされまして、本年から３年

間かけて約 ４００キロメートルの新たな無電柱

化の着手を目標とし、日本本来の美しさを取り戻

し、安全で災害にも強く、景観形成や観光振興な

ども視野に入れたまちづくりが期待をされている

ところでございます。

本市においては、本計画を参酌し、本市におけ

る無電柱化の検討を図る上では当然のことながら

メリット、デメリットがあろうかと考えておりま

す。メリットとしては、いつ起こり得るかもしれ

ぬ災害対策の向上や安全で快適な道路通行空間の

確保、景観形成による潤いのある町並みづくりに
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よる観光振興などが考えられますが、デメリット

としては国が示している地中化による電線共同溝

方式でも道路管理者は１キロメートルあたりで

５億円の負担となり、低コスト化など手法の実用

化についても検討されておりますけれども、まだ

実施する範囲によりましては実現する上でコスト

が大きいものと考えているところです。また、本

市としてはあくまでも仮の無電柱化の範囲として

は名寄の玄関口である名寄駅前からの西側の市街

地が考えられるところでございますけれども、今

後具体的に研究、検討を図るべきものでございま

して、どれだけのコストや設置範囲、設置するこ

とによる効果や手法の洗い出しなどさまざまな課

題を解決する中でその取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

小項目２、ＪＲ名寄高校前駅についてお答えい

たします。現在鉄道を使って名寄高校に通学して

いる学生は、ＪＲ名寄駅、東風連駅で下車をし、

ともに学校まで２キロメートル弱の距離を移動し

ております。特に冬期間は徒歩での移動となり、

御苦労をかけているところであります。東風連駅

の利用状況は、ＪＲ北海道によりますと名寄高校

の生徒の利用がほとんどを占めておりまして、名

寄高校の前に駅を設置できれば地方から通学する

学生には通学時間の短縮により格段の利便性の向

上となり、魅力的な学校になると考えております。

また、市内においても冬期間の通学では鉄道を利

用した通学者の増加も見込まれ、鉄道利用の促進

にもつながると考えております。しかし、駅の設

置については多額の費用が必要となりますので、

現在特定財源の確保が可能かどうか調査研究を進

めているところでありまして、今後現東風連駅の

あり方も含めて検討し、地域とも情報共有をしっ

かり図りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

小項目３、子供のパスポート取得助成と公平性

の観点についてでございます。所信表明で述べま

した本市の子供たちに対するパスポート取得費用

の助成については、市内の児童生徒、学生が国際

理解を深めるとともに、国際化に対応した人材育

成を図ることを目的として実施したいと考えてお

ります。具体の制度などは、助成に係る市の費用

負担、効果などを勘案し、今後の検討となります。

なお、議員から御指摘がございました公平性に

つきましては、各制度共通の重要な観点でもあり、

制度の目的や趣旨に沿った中で確保しなければな

らないと考えております。今回の助成の目的は、

次代を担う子供たちを育成するものであり、それ

が今後のまちづくりにもつながっていくほか、重

ねて子供たちの負担能力についても考慮していた

だくようお願いを申し上げます。

以上です。

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、

地域公共交通体系の今後のあり方についてお答え

いたします。

初めに、小項目１、乗り合いタクシーの考え方

についてです。名寄地区市街地の主な交通手段で

あるコミュニティバスについては、高齢化社会に

対応し、利便性の高い公共交通サービスの提供を

目的にバス車両のワンステップ低床化、医療、福

祉を中心とした公共施設への路線確保、ダイヤ見

直しなど平成２８年４月より新たな形態でバス運

行をしております。市民生活に定着化させるため

にも当面は同様の交通体系を維持していきたいと

考えています。

また、コミュニティバスの近年の乗車状況につ

いては、平成２９年度延べ乗車人数では４万 ７

３８人、前年の４万 ４０２人と比べて ６６４

人の減、率にして ４％の減となり、平成２９年

度のコミュニティバスの定期券販売数は３３枚と

なっております。

次に、小項目２、郊外地区における利便性の高

い交通体系整備についてお答えいたします。市内

のバス路線については、名寄地区中心部を巡回す

る路線が３系統、市内中心部と郊外及び周辺自治
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体を結ぶ路線が８系統、デマンド型のバスとして

郊外と市内中心部を結ぶ路線が１系統と合計１２

系統により市民の生活を支える公共交通として運

行しております。平成２３年度には、利用者が減

少していた風連地区の郊外から名寄地区を結ぶ路

線バス、下多寄線について予約型のデマンドバス

に転換し、自宅から目的地まで送迎できるサービ

スとして、特に高齢者の利便性の向上が図られて

おります。また、名寄地区と風連日進地区を結ぶ

路線バス、風連御料線についても郊外の一部区間

について利用者の減少から路線バスとしての運行

が難しく、平成２９年度において見直し検討や自

主運行を重ね、本年１０月より一部区間を予約に

より運行する効率的なデマンド化を予定しており、

今後も地域事情に合った効率的な交通体系に努め

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、外国人労働力の活用、受け入れ拡大につい

て、初めに小項目の１、労働力受け入れのルート

確立に関して申し上げます。

全国的な人手不足の中、ハローワークなよろ管

内の平均有効求人倍率におきましても仕事不足か

ら人手不足に転じた状況が示されておりまして、

労働力確保につきましては喫緊の課題となってご

ざいます。こうした中、国は国内で不足する労働

力を補う方策の一つとして外国人労働者の受け入

れに着目し、この間諸制度の改正により雇用の拡

大を目指してきました。近年では、外国人技能実

習制度における実習期間の延長や対象業務の拡大

が行われたほか、さきに公表されました骨太方針

原案におきましては従来の医療や教育といった専

門的、技術的分野における外国人に限定せず、一

定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材

を幅広く受け入れる仕組みを構築する必要がある

とし、新たな在留資格を創設することで実質的に

単純労働の分野にも門戸を広げる方針が示された

ところであります。

また、本市の現況についてでございますが、外

国人住民登録者人口につきましては平成２８年９

月末現在で１１７名、国別では主に中国、アメリ

カ、韓国、カナダとなっておりまして、教育、小

売業分野のほか、農業分野においては多くの中国

人が就労している状況にございます。

次に、小項目の２、受け入れ環境などの整備、

サポートについて申し上げます。北海道内におけ

る先進的な事例といたしましては、東川町が２０

１５年１０月に町立の日本語学校を開校し、留学

生を対象とした奨学金制度、寮費の補助、国際交

流員によるサポートなど独自の制度を整え、留学

生向けの合同説明会を開催するなど地元への定着

を目指した取り組みが行われてございます。本市

におきましては、外国人技能実習制度に基づく農

業分野での技能実習生の受け入れが行われており、

ＪＡ道北なよろが技能実習の適正な実施と実習生

の保護について管理団体として役割を果たすとと

もに、受け入れ農家で構成します協議会が共同宿

舎の設置による住宅確保、生活指導などのサポー

トに取り組んでおり、市といたしましては講習に

おける講師の派遣、運営の支援を行っているとこ

ろであります。今後の考えについてでございます

が、国の制度改正などを注視しながら、関係団体

との連携のもとに地域ニーズの把握、先進事例の

調査などを踏まえ、当地域における可能性を探っ

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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、それぞれ

お答えいただきましたから、順を追って再質問さ

せていただきます。

まず、無電柱化の関係なのですが、先ほど市長

のほうからコスト、土木工事に１キロ当たり ５

億円、３億 ０００万円かかりますということな

のですが、私もちょっと調べてみたら電気設備、

トランスだとかケーブル工事費用が ８億円、そ
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のほかにかかるということで、１キロ当たりやる

のに合計 ３億円かかるということなのです。だ

から、かなりお金がかかると。例えばこれまでの

国からの補助事業、補助メニューを利用したとし

てもおよそ全部は出ないですから、６０％出る計

算で考えたときに国が １億円、自治体 ４億円、

電線管理者が ８億円というぐらいの計算になろ

うかと。そうすると、かなりこれは工事費として

は多くかかると。

それで、先ほど美観の関係、景観の関係や、そ

れから防災上の観点からとおっしゃられたのです

が、防災の観点から考えますとやっぱり地域、地

域で何が必要かというのはこれは変わってくると

思うのです。特に本市においては、例えば豪雪へ

の備えであったり、あるいは豪雨による川の氾濫、

水害に備えることが優先順位の上位に来るのでは

ないかというふうに思うわけです。それで、市民

の不安感から、特に議会報告の中でも要望なんか

もされておりますが、大雨に備えた河川の床ざら

いや、あるいは河川の雑木処理、それから排水、

排水溝の整備点検、護岸の強靱化や整備というこ

とで、これは優先をしていくべきではないかとい

うふうに思うのです。

それで、もう一つは、国はこの予算をどこから

持ってくるかということでちょっと出ていたので

すが、さきに出国税とされていた国際観光旅客税、

これが平成３１年１月７日から施行される予定に

なっております。２０１６年で計算しますと、海

外に行く日本人旅行者というのは １００万人で、

１人から１回 ０００円を徴収すると。そうする

と、計算間違っていなければ４００億円が国の財

政として新たに入るわけです。ところが、平成２

８年の自治体総数、これは市町村合わせて ７１

８自治体だと思うのですが、これで割り返してみ

ますと１自治体当たりに例えば４００億円が等分

された場合に ３００万円。そうすると、これは

何メーターできるかと。４０メーターです、これ

でできる工事というのは。だから、かなりこれは

コスト的にも高いものがあるのではないかという

ふうに思っております。

それとあと、景観上の観点から考えますと、や

っぱりこれは商工会を中心としてどのように見せ

ていくのか、統一感を示すかなどさきに検討され

ているのかどうか、それからどのような景観にし

ていくのか取りまとめるのが先ではないかという

ふうに私は思っています。空き店舗の問題、店舗

の老朽化対策など問題点が幾つかあります。ここ

ら辺について再度お答えをいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） あくまでも検討というこ

とでありまして、そこをまず御理解いただきたい

と思うのですが、防災の観点から申し上げますと

議員お話しのとおりでありまして、河川整備等は

重要項目の一つであります。これは、国や北海道

による河川管理、本市が所管している普通河川の

維持整備にも鋭意取り組んでおりまして、引き続

きこれもしっかりやっていきたいというふうに思

っております。

一方で、無電柱化の取り組みは非常に今国も強

く進めておって、例えばロンドンやパリだとか市

街地区はヨーロッパでは１００％無電柱化という

ことですけれども、東京ではまだ８％というよう

な、日本は非常におくれているような状況で、そ

うしたことからもこうしたことを進めていきたい

と、こういうことであります。まだ商店街の皆さ

んと何も話しているわけではございません。ただ、

例えば名よせ通り商店街の中でちょっと話が出て

いたという話をお聞きしたのですけれども、今あ

そこ融雪溝がありまして、そこの融雪溝になかな

かもう入れるのもしんどくなってきていると。融

雪溝も老朽化をしてきていると。空き店舗も出て

きて、融雪溝に入れないところが非常に見にくく

なってきて、五丁目商店街のような排雪、除雪体

制にしてもらえないかというような議論もあった

ように聞いております。あの融雪溝をうまく電柱、

電線の埋設に使えないかというような、そんな発
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想もあったり、あるいは今議員がおっしゃられた

トランスだとかの電柱の関係の埋設に関してはさ

らに低コストで優遇されるというような話も進ん

でいるというふうに聞いております。そうしたこ

とも総合的に勘案しながら、改めてまずはこうし

た話題も投げかけて検討を進めていったらという

段階でありまして、全くコンクリートというわけ

ではありません。しかし、こうしたことを含めて

中心市街地の活性化も含めた議論が展開していく

という一つ、一石を投じることになればなという

ふうにも思っているところでございます。御理解

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今市長のほうからあ

くまでも検討段階であると。さらに、融雪溝が使

えないかということなんかも含めて御答弁いただ

きました。私は、財政が潤沢であれば何もこれ心

配する必要もないなというふうに思っていますか

ら、その点では一致するのでないかなと思うので

すが、ただ先々考えたときにどうしてもやっぱり

慎重にならざるを得ないということなのです。

今般、先日ですか、大阪での災害が発生しまし

た、地震が。震度６ですから、相当大規模な災害。

私テレビで注目したのは電柱だったのです。電柱

がどういうふうになるかと。かなり揺れたのです

が、倒れたところは映っていなかったです。倒れ

たものは映っていない。そして、もう一つ注目し

たのは、地中に埋められているものです、インフ

ラ。そうすると、水が道路のところから噴き上が

って、放送で見ていたのは水道管が破裂し、ガス

管が被害に遭ったということで、やはり埋設され

たインフラの破損が見てとれるということなので

す。ここに加えて電線も埋設された場合、今度は

一気に破壊されたインフラを修繕しなければなら

ぬ。それと、無電柱化の工事に係る費用、あるい

は例えばふぐあいが生じた場合に改めて今度復旧

するということになるとかなりコストがかかると

いうことで、これが行く行くは利用者負担になっ

て、電気代だとか、そういうものの料金の上乗せ

になるのではないかと。そうすると、やっぱりデ

メリット部分が少し多くなるのではないかという

ことであります。潤沢に財政ができた場合には十

分やっていただきたいなと思うのですが、私はそ

ういうことで慎重に対応するべきではないかとい

うふうに思っております。

それとあと、ＪＲ名寄高校前駅について、移ら

せていただきます。それで、市長のほうはＪＲ名

寄高校前駅については新設を目指しているという

ことだと思うのです。ただ、私はやっぱり通常風

連駅と名寄駅のこの短い区間に、例えば新設だと

いうことになると東風連駅が残り、新たに名寄高

校前駅があるということで、２つ乗降所が間にあ

ることをＪＲがよしとするかしないかと。これは、

あくまでもＪＲの考え一つでありますけれども、

恐らく新設ということではなく移設ということに

なり得るのではないかということです。そうする

と、やっぱりかなり課題が残るのではないかなと。

新設なら問題は出ないと思います。移設になった

ら課題は残るのではないかというふうに思ってい

ますから、それとあときのう熊谷議員の代表質問

で、教育長のほうから名寄高校の全体のいわゆる

キャンパスの配置構想についてお話しされました

ので、私本当はどういう構想になっているのかな

とお伺いしたかったのですが、きのうの教育長の

御答弁で理解しましたので、ぜひ道教委の今後の

決定いかんになると思うのですけれども、市とし

てやっぱり一つの集約した構想に基づいて高校づ

くり、配置を進めていただければと思っています。

それで、ＪＲの名寄高校前駅構想については、

今後の進捗状態を注目したいというふうに思って

います。それとあと、やっぱり高校のキャンパス

配置もそうですし、あるいは東風連駅の乗降所が

廃止ということになった場合、その周辺の地域の

方、父兄の皆さん、生徒の皆さん、十分コンセン

サスをとって進めていただきたいということを私

のほうから要望しておきたいというふうに思いま
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す。

それで、３番目の子供のパスポート取得助成と

公平性の観点に移りたいと思うのですが、先ほど

パスポート、将来を担う子供たちにいわゆる人材

の育成だということで、その点について私は十分

理解するのです。ただ、今例えば経済交流、商品

の輸入ルートの交渉だとか、あるいは技能、技術

取得、外国人労働者の受け入れルートの確立、そ

れから海外のニーズ把握など多岐にわたる分野で

のパスポート取得助成がさまざまな産業の面から

も考えてこれは必要になってくるのではないかと

思いますので、その点拡大した考え方はないのか

どうかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 若干重なりますけれども、

対象を子供たちとした理由は、若いうちに海外を

経験するということは語学勉強の意識の醸成だと

か、価値観の柔軟性、あるいは日常の当たり前の

ことに感謝する、創造力が豊かになる、そういっ

たことで非常に子供たちの世界を広げることにな

っていくのだというふうに思います。ある統計に

よると、ここ５年で海外からの日本への流入人口

というか、観光客というのでしょうか、３倍にな

っているのですけれども、一方で２０年間日本人

が日本から海外に出国している人数は変わってい

ないというデータがございます。その中でも特筆

すべきは、２０代の方がこの２０年間で海外に行

く人数が４割減っていると、こういうことであり

ました。若い方たちが海外に行くことにドメステ

ィックになってきていると。今回台湾の交流等も

含めて新しい施策を打ち出させていただきました

けれども、小さいうちからこうしたところに目を

向けて学んでいくという姿勢を持っていくという

ことは、必ずや豊かな子供たちの醸成につながっ

て、地域愛にもつながっていくと。そういう角度

から、今回この制度設計をまだこれからですけれ

ども、させていただきいというふうに考えている

ところでございます。

経済活動等も当然あるというふうに、それは理

解しますけれども、例えばそうした事業は経済部

所管、あるいは国のほうでの経済販売活動事業だ

とか、そうしたことでの名目での補助金、助成金

等もあるというふうに思いますので、今回の提案

はまだこれからですけれども、できるだけ若い子

供たちを中心にしたそうした事業にできないかと

いうことを考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 私この間質問してい

ると、行政からの答えはなかなかいいお答えをい

ただけなくて、やっぱり地域の税の使い方ですか

ら、すべからく市民の全体の公平性の観点からど

うなのかという御提言をいただいておりまして、

子供たちに限定するというのももちろんいいです。

これは、反対しておりません。みんなに拡大した

らどうかということを申し上げているわけで、こ

れは先ほど経済分野ではいろんなさまざまな事業

があるということで、そっちのほうを使って交流

もできるのでないかということなんかもあるので

すけれども、例えば商店街の皆さんも今どんどん

海外に打って出なければならないということであ

るとか、それから中国の研修生を受け入れをして

いる農業分野での智恵文地区のほうからも、研修

生との面接といいますか、現地に赴いて直接見て

くるという、その行ったり来たりを繰り返して労

働力の確保に尽力されているということなんかも

１つありまして、やっぱりここら辺からも全産業

にまたがってしっかりアンバランスのないような

形でやる。私は、観光旅行でもいいと思うのです。

観光旅行に行っても先ほど言った出国税 ０００

円払うわけですから、観光の海外旅行の ０００

円払って、行ってさまざまな経済だとか文化の違

い、そんなものを学んできて、やっぱり双方向の

交流ということが今言われているのですが、ツー

ウエーツーリズムということで外国訪問する日本

人の経済だとか文化、国民性の影響力を戦略的に

捉えていくと。だから、日本人行ったら海外でそ
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こでいろいろ対応することを通じて、やっぱり向

こうの人も日本に興味を持って来ていただけると

か、そういうこともありますので、ぜひ拡大につ

いて検討されたいというふうに思います。

地域公共交通体系の今後のあり方に移りたいと

思いますが、先ほどお答えいただいたのですが、

再質問させていただきます。７５歳以上の高齢者、

先ほど前段で触れたように今後かなりふえるとい

うことが推計されております。それで、既存の公

共交通でカバーできていない面を利便性向上と中

心市街地活性化の観点から検討することが必要で

はないかというふうに私は思っています。市内部

においては、行政とハイヤー会社との協議によっ

て予約型乗り合いタクシー、この制度を確立して

いってはどうかと。これは、さまざまな自治体で

先進的な事例がございます。それで、１つはこの

間もいろいろ質問で出てきていると思うのです、

今回ではないですけれども。それで、特に既存の

例えば地域コミュニティバスも走っていますが、

地域コミュニティバスは外周を回るだけなのです、

まちの中の。だから、東西に直接結ぶルートがな

い。それから、南北に結ぶ直接のルートがないと

いうのが、これが中抜けの残念なところだという

ふうに思うのです。それで、目的地まで既存路線

で時間がかかり過ぎるという点を改善する意味で

も、例えば旭栄団地方面からいわゆる文化センタ

ーのあたりまで、直接これをタクシーで結ぶ。予

約して、タクシーが運ぶというような乗り合いタ

クシー制度などはできないか。それから、南北で

いうと王子マテリアから４０号線結んで、大橋区

ぐらいのあたりまで幾つかの中間のとまるところ

を結んで、十文字に地域コミュニティバスの中ほ

どを埋めることはできないかどうか、それの御検

討はいただけないかどうか、この点についてお伺

いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども一部お答え

させていただきましたけれども、今の市街地にお

けるコミュニティバスにつきましては２８年４月

からということで、それまで数年かけまして検証

をやってございます。先ほど利用人数などもお知

らせをしましたけれども、激変をしているという

状況ではなくて、それぞれ医療機関ですとか、商

業施設、公共施設等を結ぶ交通機関として利用し

ていただいているというふうに考えているところ

でございまして、今後も現行のコミュニティバス

の路線につきましては堅持をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

なお、やはり高齢化率も上がっていくでしょう

し、利用者の方が路線バスまでの、コミュニティ

バスまでの乗るところまでの距離がだんだんつら

くなってくるというような状況は出てくるのかな

と思ってございますので、それぞれ今後検討をす

ることは必要かなというふうに思いますけれども、

現行今年度地域公共交通の活性化協議会の中で全

体的な交通網をどうするかという計画をつくるこ

とになってございますので、その中で検討させて

いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 地域コミュニティバ

スは、外周回っていますと言いましたけれども、

それはそれで必要だと思うのです。先ほどお聞き

しましたら、定期購入者もかなりの人数になって

おりますし、それから地域にようやく定着したと

思うのです。私は、だからそれ以外のところ、そ

れプラスやっぱり町中を結ぶ交通機関があれば、

これから立地適正化計画なんかもございますし、

いわゆる公共施設を結ぶ、そういう交通網として

新たに本市のタクシー会社と協議した上でそうい

うものも考えられないかということで、今ほど活

性化協議会の中でさらに今年度議論するというこ

となので、ぜひ議論を深めていただきたいという

ふうに思います。

それと、郊外地区の関係なのですが、１つは弥
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生地区です。これは、ＪＲバスが走っているので

すが、平日で４往復、土日は３往復しかないので

す。それで、かなりやっぱり弥生の方々は、デマ

ンドバスの運行地区としては共和、曙、豊栄は組

み込まれているものの、弥生地区は組み込まれて

いないと。したがって、不便な４往復の中で行っ

たり来たりしなければならないということなんか

もありますし、それから智恵文地区のバス、これ

が最終は名寄出発が１７時２０分、智恵文が１７

時４０分ということなのですが、特に高校生がク

ラブ活動や何かで遅くなった場合にこれ乗り過ご

したら、あと汽車で帰るしかないのです。汽車が

今のところ１９時３０分ということなのですが、

稚内方面下りです、普通列車で。かなりこのあた

りも郊外地区のいわゆる利便性も、一方でデマン

ドバスどんどんよくなっていっておりますが、こ

こら辺をやっぱり手だてをしていく必要があるの

ではないかと思うので、このあたりのお考えを同

じになるのかもしれませんが、お願いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的には、路線バ

スが走っている路線につきましてはそこにデマン

ドを同じように入れるということにはなりません

ので、実態として本数が少ないというような利便

性の問題は確かに残るかというふうに思いますが、

今後どういうふうにその地域が変化をするのか、

その辺も見きわめながら、繰り返しになるかもし

れませんが、今年度改めて公共交通の計画を策定

をするということでございますので、これは全体

的な見直しということになりますから、公共交通

機関の空白地帯も含めた見直しということになる

というふうに思いますので、今言われた路線バス

までにどうやって結ぶのか、あるいは便数が少な

い場合の解決策なども含めて協議をすることにな

るかというふうに思いますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共交通活性化協議会

のほうでの議論の中では、恐らく交通の空白地帯

を含めてどれぐらいの需要があるのかというよう

なところからのスタートだと思っております。協

議会自体は、バス会社の方、タクシー会社の方、

市民の方含めていろんな方で構成されております。

それぞれ知見を持っている方もいらっしゃいます

ので、どういう形が一番いいのか、いろいろと御

提言いただきました十文字にしたらどうか、ある

いは交通空白地域、特に郊外地域どうしたらいい

のかというような観点も非常に大切な観点だと思

っております。この話進める中では、デマンドと

いうことがありますので、需要がどれぐらいある

のか、それが一番大切だと。それと、もう一方、

供給過剰です、逆に言うと。言葉は悪いですけれ

ども、バスが空気を積んで走っているという状況

がこれは誰から見てもうまくないだろうというこ

ともありますので、そのあたりも含めて十分議論

重ねてまいりたいと思います。ただ、中村部長答

弁いたしましたように、路線バスの中には過去の

経緯があるものもございますので、若干難しい側

面もあるかと思います。ただ、すぐはできないか

もしれませんが、何年かかけてある程度の構想を

つくりながら空白地出ないような形で進めていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 中村部長と、それか

ら副市長のほうからお答えいただきました。名寄

市総合計画の第２次の中で見ますと、２５項目の

市民満足度評価で交通機関の便利さは下から６番

目ということに数えられるわけであります。それ

で、今後議論を深めていただけるということであ

りますから、特に市内のハイヤー事業者の声なん

かもぜひその協議会の中ででも、あるいは別建て

でも聞いていただいて、持続可能性を模索しなが

ら前に進めていただきたいというふうに思ってい

ます。先ほど橋本副市長が言われました需要がど

れぐらいあるかどうかということのクリア方法と
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しては、予約制を取り入れて、そこに必要な車を

走らせるということであればクリアできるかなと

いうふうに思いますから、御検討いただければと

思っています。

最後になりますが、最後の項目、外国人労働力

の活用、受け入れ拡大について先ほどお答えいた

だきました。東川町の独自制度なんかも御紹介い

ただいて、今後やっぱり少し単純労働のほうにも

開いていくのかなというふうに思うのですが、私

実は先ほど名寄の住民登録者はわかりました、数。

公共職業安定所の外国人雇用事業所数及び外国人

労働者数ということで、これは厚生労働省の北海

道労働局調べで見ましたら、名寄のハローワーク

管内、これは１市６町１村にまたがるのですけれ

ども、ここで外国人労働者が３７５人働いている

ということで、１０７事業所にまたがるのです。

それで、内訳をどのような内訳になっているのか

といったら、ハローワークまで行きましてもなか

なか教えてくれなかったのですが、私法務省調べ

の在留外国人数、これ平成２９年６月末在留外国

人数ですが、調べますと、これは名寄市は１２９

名なのです。枝幸町は１４２人、浜頓別１０７、

下川３６、美深１５、音威子府５、中川２、中頓

別２ということで、名寄のハローワーク管内、法

務省調べのものでいうと４３８人の在留外国人、

これは３カ月以上の在留資格を持って活動してい

る人がいるということで、かなりやはり国際色豊

かになっている。それだけ要するに人手不足だと

いうことです。現在の名寄、ハローワークの管内

の有効求人倍率ですが、 １８ということですか

ら１００人に対して１１８の仕事があるという、

そういう解釈です。だから、かなり企業が求めて

もなかなか来てくれないということもありますの

で、ぜひ国籍、民族などの異なる人々が互いの文

化的違いを認め合って対等な関係を築こうとしな

がら地域社会の構成員としてともに生きていくと

いう多文化共生社会の考え方に立つべきではない

かと。

それで、震災の復興事業だとか２０２０年の東

京オリンピックなどでの地方の労働力が都市部に

やっぱり吸い上げられる、流出しているというこ

とです。だから、吸い上げられる側の地方という

のがいち早く産業構成上の必要な手だてをこれは

講じなければならないのではないかということで

考えています。それで、受け入れのルート確立に

ついてなのですが、これって管理団体通すと思う

のですけれども、名寄にはないと思うのです。ち

ょっと調べたところ、実はこの管内で見たら近く

では結構あるのですけれども、名寄が載っていな

いので、後でこの管理団体、平成３０年５月３１

日調べでいうと、近くでは結構あるのです。オホ

ーツク、紋別のほうだとか、雄武だとか、佐呂間

だとか、いろいろあるのですけれども、ここら辺

で管理団体がやっぱり受け入れとすると窓口にな

ろうかと思います。それで、その管理団体につい

て、これ制約があるのですけれども、どこでもこ

こでも管理団体になれるということではないので

すが、商工会だとか農協だとかいろいろできます

から、ここら辺の御検討を今後考えていく必要性

というのは現状どうかということでお尋ねしたい

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） 外国人の受け入れに

当たっては、それを管理する方というか、管理と

いうか、保護も含めての管理という意味ですけれ

ども、そこの組織が必要だというふうになってい

ます。先ほど言われたように、名寄市の中では管

理団体はないということでありましたけれども、

ＪＡ道北なよろは特定管理団体ということで、範

囲は狭いのですけれども、この特定管理団体事業

者として中国人の受け入れをしているということ

であります。今後そういった管理団体の育成が必

要ではないかという御指摘でありましたけれども、

まずは名寄市において外国人労働者が制度の内容

も含めてなじむのかどうか、あるいは事業者のニ

ーズがさまざまな条件をクリアした上で必要なの
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か、そこの把握が必要だと思っていますし、その

上でニーズがあるということであれば、それは行

政として管理団体の認定を受けようとする団体に

対する、これはどういう形の支援なのかわかりま

せんけれども、情報提供という部分もあると思い

ますので、それは必要な支援についてはその段階

で検討していかなければいけないのではないかと、

そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ニーズがあるかどう

か、人手は不足しておりますから、ぜひ把握して

いただいて、問題は心配事が幾つかあると思うの

です。例えば治安はどうなるのかとか、果たして

仕事にマッチングするのかだとか、ちゃんと働く

かだとか、細かなことを言えばいろいろ心配され

ている方もいるのです、実際のところ。ただ、き

ちんと国内法に違反のない形でやっぱり受け入れ

る。ちゃんと最低賃金制を守ると。何かいわゆる

外国人というと低廉で、安く使うみたいな形が悪

いイメージとしてあるものですから、きちんとそ

ういう受け入れ企業だとか事業所の外国人労働者

に対する処遇が国内法に適しているかどうかチェ

ックをする。監視をするということなどもやっぱ

り必要でないかというふうに思うのです。それと、

あとは先ほど言われたこととも関連するのですけ

れども、ぜひ自前の管理団体をそろえてこれから

の先々の人口減少に対応していくということが必

要でないかということでお願いしたいと思います。

それと、最後になりますけれども、まとめです。

外国人にとって暮らしやすい社会の形成が不可欠

でありまして、そのためには教育、社会保障など

生活、経済面での外国人差別の解消、それから子

供の日本国籍取得に関する出生地主義の運用、永

住権取得に要する居住年数の短縮など受け入れ環

境の整備が求められております。地方でやれるこ

とと国に求めることと、あるいは道に求めていく

ことなどあろうと思いますが、今後とも努力をお

願いしまして、３分残しましたが、以上で私の質

問を締めます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

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 ２時５９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 野 田 三樹也

署名議員 高 橋 伸 典


