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平成３０年第３回名寄市議会定例会会議録
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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

１８番 東 千 春 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。

本市における防災対策について外２件を、野田

三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問させていただきます。

質問の前に、平成３０年９月６日に発生しまし

た北海道胆振東部地震により被災された方々に心

からお見舞いを申し上げます。それとともに一日

も早い復興をお祈りいたします。

それでは、質問のほうに入らさせていただきま

す。初めに、大項目１点目、本市における防災対

策について２点質問いたします。１点目に、防災

訓練の成果と今後の課題についてです。近年全国

的にも災害が多く発生しており、多くの被害が報

告されております。我々本市においてもいつ災害

が発生するかわからない状況になっております。

本市も毎年防災訓練などを実施しておりますが、

防災訓練を実施することによってどのような成果

が出ているのか、そして今後の課題についてもお

知らせください。

２点目に、シェイクアウト訓練の取り組みにつ

いてです。本市においても北海道シェイクアウト

のときに市内の小中学校が参加しておりますが、

本市においてシェイクアウト訓練についての考え

方についてお知らせください。

次に、大項目２点目、教育行政について２点質

問いたします。１点目に、学校教育情報化推進モ

デル事業についてです。本市においても２０年度

から実施される新学習指導要領の中でＩＣＴ活用

や情報教育の充実が重視されていることに伴い、

本年度から普通学級で中学校１校と支援学級で小

学校１校をモデル校として実施するようになって

おりますが、どのような内容で進めていくのかお

知らせください。

２点目に、小中高いじめ防止サミットについて

です。本市では、毎年開催されているいじめ防止

サミットではありますが、昨年度から高校生も参

加しての開催となっておりますが、高校生が参加

することによる全体の成果と今後の課題について

お知らせください。

次に、大項目３点目の本市における交通安全対

策について１点質問いたします。自転車における

運転マナーについてですが、近年全国的にも自転

車を運転しながら携帯電話を操作し、歩行者と接

触事故を起こし、歩行者の大けがや死亡事故など

が発生しており、重要視されておりますが、本市

においても発生する可能性が高いと考えておりま

すが、本市としての交通安全対策の考え方につい

てお知らせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま野田議員から大項目で３点にわたって御

質問いただきました。大項目１は私から、大項目

２は教育部長から、大項目３は市民部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１の本市における防災対策につ

いて、小項目１の防災訓練の成果と今後の課題に
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ついてお答えいたします。本市では、年に１回を

目安に防災訓練を実施しており、近年では暴風雪、

ホワイトアウトの対応や通信途絶対応訓練などを

行ってきましたが、平成２８年に想定最大規模の

降雨による浸水想定が示されたこともあり、平成

２９年度からは浸水深の深い地域を対象に避難訓

練を実施しております。この訓練につきましては、

ＦＩＧ―ａなよろ、課題を見つける避難訓練とし

て実際に避難行動を行う上で避難における課題の

発見、想定最大規模の降雨の理解を深めるととも

に、気づきによる地域住民の避難能力の向上を図

ることを目的として実施しております。訓練の中

では、避難に支援を要する方への課題や避難経路

の課題などさまざまな面での課題の発見から自助、

共助に関する自主的、自発的な発言が多く、地域

の防災力の向上につながっているものと考えてお

ります。

今後の課題としましては、議員御指摘のとおり

名寄市でもいつ災害に襲われるかわからない状況

となっておりますので、訓練などを通して避難の

重要性などについて広く周知するなど、防災意識

の向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、シェイクアウト訓練の取り組

みについて申し上げます。シェイクアウトにつき

ましては、北海道シェイクアウトの実施にあわせ

て市内小中学生を中心に参加を呼びかけておりま

す。これまで各学校の協力により多くの学校が参

加しており、今年度につきましては全ての小中学

校で実施されております。学校によって取り組み

方はさまざまですが、ドロップ、まず低く、カバ

ー、頭を守る、ホールドオン、動かないの順番で

身の安全を確保する行動の訓練を実施したほか、

訓練後には防災についての啓発や災害学習など事

後指導にも取り組んでいるとの報告もいただいて

おります。小中学校で参加されることにより防災

について考えるきっかけとなり、防災への意識の

向上につながっているものと考えております。

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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えします。

まず、小項目１、学校教育情報化推進モデル事

業についてですが、２０２０年度から順次全面実

施される新学習指導要領においては学習の基礎と

なる資質、能力の一つとして、情報を分析、活用

する能力の育成が重要としています。各学校にお

いて行うべきこととして、情報機器や情報通信ネ

ットワークなどの必要な環境を整え、これらを適

切に活用した学習活動の充実を図ること、また視

聴覚教材や教育機器など教材教具の適切な活用を

図ることなどを指摘しております。文部科学省が

示す学校において最低限必要とされ、また最優先

に整備すべきＩＣＴ環境の整備内容の主なものと

して、まず全ての普通教室にコンピューターと無

線等で接続できる大型提示装置を常設する。また、

児童生徒用のコンピューターは各クラスで１日１

こま分程度の使用を目安に３クラスに１クラス分

程度を配置し、教員用にはそれぞれ１台を配備す

る。さらに、その他として無線ＬＡＮ環境の整備、

通信回線の大容量化、学習用ツールの導入を積極

的に行う。また、校務におけるＩＣＴの活用など

が示されています。

このことを受け、本市においては教育の情報化

を総合的かつ段階的に進めるため、モデル校を２

校指定し、タブレット端末を児童生徒４人に１台、

教員用に１人１台を導入します。また、学校にお

けるＩＣＴの効果的な活用を通して児童生徒の確

かな学力を育成するため、普通学級ごとに大型提

示装置を配置し、校内無線ＬＡＮを整備すること

により、日常の授業や特別支援教育の充実に向け

た指導方法の工夫改善を図るための検証を実施し

てまいります。さらに、統合型校務支援システム

をモデル校１校に導入することで、業務の効率化

についてもあわせて検証を行っていきたいと考え

ています。

次に、小項目２、小中高いじめ防止サミットに
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ついてですが、いじめをなくすためにはよりよい

人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大切な

ことから、教育委員会では名寄市いじめ防止基本

方針に基づき、市内の全小中学校の児童生徒によ

るいじめの根絶に向けた自主的な取り組みの活性

化を図るため、平成２６年度より名寄市小中学校

いじめ防止サミットを実施しております。平成２

９年度からは、市内２つの高校からの生徒の参加

により、名寄市小中高いじめ防止サミットと発展

し、ことしは２年目となります。これまでもこの

取り組みでは、名寄市小中学校いじめ防止宣言の

定着状況を伺うアンケート調査を行い、その結果

について意見交流等を行うことにより、市内の全

児童生徒が名寄市の小中学校からいじめを根絶す

るという目標を確認できたことや自分たちでいじ

めを生まない学校をつくるという意識を高めるこ

とができたといった成果を上げてきました。さら

に、高校の参加により高校生も含めていじめ防止

標語を選定したり、意見交換を重ねることで、こ

れまで以上にいじめに対する意識を高めるととも

に、各校におけるいじめ根絶の取り組みの充実に

つなげております。また、小中高校の相互交流に

より、小学生は中学生を、中学生は高校生を手本

として自分たちの取り組みの質の向上を図ること

にもつながっております。

現在名寄市小中高いじめ防止宣言も採択から２

年が経過しており、この間に名寄市いじめ防止基

本方針も改定しましたので、その内容を踏まえ、

高校生を含む市内の全児童生徒が友達が嫌がるこ

と、明るい学校とは何かを考え、いじめ防止宣言

の内容の見直し作業を進めていくことが今後の課

題と考えています。今後とも教育委員会といたし

ましては、各学校と連携し、名寄市小中高いじめ

防止サミットを継続するとともに、取り組み内容

などの改善、充実を図りながら児童会、生徒会を

中心とした自発的、自治的な取り組みによるいじ

めを絶対に許さない学校づくりを一層強力に推進

していき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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、本市における交通安全対策について、小項目

１の自転車の運転マナーについて申し上げます。

警察庁の統計による自転車の交通事故は、全国

で９万件を超え、そのほとんどは自転車対自動車

の事故が占めておりますが、およそ ６００件が

自転車対歩行者の事故となってございます。議員

からも御指摘をいただきました自転車と歩行者の

事故についてその内容を見ると、自転車運転者が

２４歳以下の若い年齢層、歩行者のほうは６５歳

以上の高齢者が当事者となる事故が比較的多い状

況との統計が出されております。

本市における自転車利用者に対する交通安全対

策についてでありますが、交通ルール、マナーの

教育あるいは指導として各小中学校での自転車講

習の実施、町内会、老人クラブなどで交通安全教

室を開催するなど、各教育機関、警察署、交通安

全協会を初めとする関係団体等と連携をしながら、

事故防止につながる活動を実施してきております。

しかしながら、自転車交通安全においてはさらな

るマナー向上に向けた取り組みが必要であると考

えておりまして、今後も自転車対策を重点課題の

一つと位置づけ、自転車安全利用五則を初めとす

る交通ルールの遵守やマナー向上につながる普及

啓発活動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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ答弁いただ

きましてありがとうございました。それでは、再

質問させていただきます。

まず初めに、防災訓練の成果と今後の課題につ

いてですけれども、今まで本市としても防災訓練

を通して市民から数多くの意見が出てきていると

思いますけれども、この意見を生かして防災訓練

を行うことにより、一人一人の防災に対しての意

識の向上につながっていくのではと私自身考えて
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いるところではあるのですけれども、この点につ

いて本市としての考えがありましたら、改めてお

知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今野田議員のほうか

ら防災訓練における意見等についてということで

御質問をいただきまして、実際に訓練につきまし

ては先ほどお話をしましたように、昨年から防災

訓練につきましては実際に避難をして、そのとき

にいろいろな気づきについて町内会のほうで自主

防災組織も含めたいろいろな課題についてのお話

が出されているところでございます。今年度も人

材開発センターのほうで各町内会から最終的にい

ろいろと参加をしての感想ですとか、そういうお

話をいただいたところでございますけれども、防

災訓練における成果、課題等につきましてはそれ

ぞれ参加をされました自主防災組織、町内会の皆

さんにおいて今後に向けた避難に向けての取り組

み等について成果等のお話がされるものというふ

うに思っているところで、市としましては今後の

訓練などにおいて市民の皆さんの防災意識の高揚

ですとか、安全行動などにつながるような避難訓

練を通しまして、さらに安全、安心なまちづくり

に向けて進めてまいりたいというふうに思ってご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。私も今まで防災訓練のほうにも参加させて

いただいて、いろいろと勉強をさせていただいて

いる中に、今回本市においても停電になったとき

の教訓として本当に非常に勉強になって、また意

識の向上につながったなと実感しているところで

はあります。

そのほかにも私自身も今まで市民から多くの話

を聞かせていただいているところでもあるのです

けれども、特に緊急エリアメールというのですか、

Ｊアラートも含めてなのですけれども、メールが

鳴ったときに情報を確認してもその後の行動に戸

惑ってしまい、様子を見てしまうと。もしくは、

人によっては時間差でおくれて緊急エリアメール

が鳴る場合がある。実際現実的に避難することに

なった場合には、不安が残ってしまうとお話を聞

かせていただいているところなのですけれども、

この緊急エリアメール、Ｊアラートも含めて本市

としての考え方についても何かありましたら教え

てください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 緊急速報メールにつ

きましては、昨年はミサイルの発射によりまして

２回ほど発信がされまして、実際に避難までには

至りませんでしたし、緊急地震メールが発信され

てもなかなか直ちに行動できるということは、そ

ういう対応をすることは少し難しいのかなという

ふうには考えておりまして、こういったメールに

対応するためにはＪアラート、あるいはそれを含

む緊急メールが着信後の行動について改めてしっ

かりと周知をする取り組みが必要だというふうに

考えております。

地震につきましては、先ほど言いましたように

北海道シェイクアウトへの参加等広がれば安全行

動にもつながるというふうに思ってございますし、

また大雨等で市から発信をするメールにつきまし

ては避難情報あるいは避難所などの記載について

メールを通じて確認をいただき、速やかに避難行

動に結びつけ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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。やはり今回本市においても停電して、ＳＮ

Ｓだとかでもしかしたら本市においても水道がと

まるのではないかと、そういった誤報も流れたみ

たいだったのですけれども、市のほうで緊急の対

応をしていただいて、そんな大きなことにならな

くてよかったのかなと私自身実感しております。

それも踏まえて、ふだんの防災訓練がもしものと
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きに最大限力を発揮することができるように継続

してこれからも取り組んでいただけることをお願

いしたいと思います。

そして次に、シェイクアウト訓練の取り組みに

ついてなのですけれども、本市においても北海道

シェイクアウト訓練を取り入れてからそんなに年

数がたっていないと思うのですが、三、四年ぐら

いでしょうか、取り入れたばかりだとは思うので

すけれども、このシェイクアウト訓練は場所を選

ばず、時間をかけずに誰にでも簡単にできる防災

訓練の一つなのですけれども、人によっては防災

訓練は難しく、時間がかかるのではというイメー

ジを持っている人もいるとお話を聞かせていただ

いております。今のところ本市では、市内の小中

学校が参加している状況になっておりますけれど

も、今後は市内の小中学校だけではなく、民間企

業などにも参加を呼びかけるなどの取り組みなど

だとか、そういったことは考えているのでしょう

か、お知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 野田議員からござい

ましたシェイクアウトの関係につきましては、お

話しのとおり短時間で簡単にできる、場所もとら

ない訓練ということでございます。市で参加集約

をしているのは小中学校だけでありますけれども、

広報等を通じて各事業所、御家庭での参加につい

ても呼びかけをさせていただいているところでご

ざいます。事業所あるいは御家庭においても積極

的に参加をいただき、防災に対する意識の高揚に

つながればというふうに思ってございます。この

ことが地域の防災力の向上にもつながるものと考

えており、今後も市の広報等を通じまして継続的

に参加を呼びかけ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。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからもこのような誰にでもできる防災

訓練を取り入れて広めていただき、ぜひ防災意識

の向上につなげていただくことをお願いしたいと

思います。

そして次に、学校教育情報化推進モデル事業に

ついてなのですけれども、この取り組みを進めて

いくに当たって教員側の指導方法なども私自身重

要なことになってくると考えているところではあ

るのですけれども、このＩＣＴを活用しての指導

方法について、指導する教員の指導力向上に向け

どのような考えを持っているのかお知らせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今野田議員からＩＣ

Ｔを活用した指導方法について、指導する側の教

員の指導力向上に向けてどのような取り組みをし

ていくのかという御質問だと思います。ＩＣＴを

活用した事業、今まではパソコン教室で行ってい

たというような授業づくりなのですけれども、今

後についてはタブレット端末ですとか、実物投影

機に映し出された、大型提示装置に映されたもの

を見ながらの授業というようなことで、新たな授

業づくりが必要になるのではないかというふうに

考えております。その中で全ての先生がＩＣＴの

活用に関して理解を深めていっていただかなけれ

ば、なかなかうまくは進んでいかないだろうとい

うふうに考えています。そのためにもＩＣＴをさ

まざまな場面で活用するための指導に関して、教

員の研修も当然必要になっていくというふうに考

えています。そこで、教育委員会としましても北

海道教育委員会ですとか、北海道立教育研究所が

ございますけれども、そのところで企画しており

ますＩＣＴの活用に関する各種研修に積極的に先

生方に行っていただくような取り組みをしていき

たいと考えております。

また、本市においても教育改善プロジェクト委

員会がございますので、その中での研修や研究事

業、授業づくりをしながら、もうそれを通しなが

らＩＣＴを活用した指導過程をどのようにしてい
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ったらいいのかということで、皆さんで工夫しな

がら、教職員間で共有をしていっていただきたい

というふうに考えています。また、先ほど申しま

したけれども、北海道立教育研究所からいろんな

ＩＣＴに関する研修資料、校内研修に活用できる

ような研修資料も出されておりますので、それを

活用しながら各学校でＩＣＴ機器の状況に応じた

研修を行っていただきたい。このような取り組み

を行いながら、ＩＣＴ環境の整備と先生方の研修、

また先生、自分自身の自己研修も行っていただき

ながら、教員一人一人の実践的な指導力の向上を

ぜひお願いしていきたいなというふうに思ってお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今このような時代でもありますので、イン

ターネット社会になっており、やはりこういった

事業を取り入れることによって子供たちが将来自

分が何になりたいのかだとか、そういった夢を持

ち、幅広い夢を持って大人になっていただきたい

なと私自身も思っていますし、そのためにも学生

のころからそういった教養を身につけていくこと

は非常に大事なことではないのかなと思っている

ところではあります。ですから、今後も今の学生

の時期が一番大切なので、児童生徒たちに困り感

等が出ないように、そして特に特別支援の子供た

ちに対してそれに合った一人一人のＩＣＴを活用

した指導をできるように、明るく、そして楽しく

勉強に取り組めることが一番大前提だと私は思っ

ておりますので、ぜひそのように進めていくこと

をお願いしたいと思います。

そして、次になのですけれども、小中高いじめ

防止サミットについてなのですけれども、児童生

徒に対していじめ防止についての意識の向上が非

常に図られておりますので、これからも続けて取

り組んでいただきたい取り組みだと私自身考えて

おります。そのほかにも児童生徒だけではなく、

教職員の方々もいじめ防止についていろいろと意

識の向上を図られているところではあると思いま

すけれども、教職員の方々のいじめに対する認識

のずれが生じないためにも、どのようなさらなる

取り組みをされているのか、この点について改め

て何かありましたらお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今野田議員のほうか

らいじめに対して先生同士の中で見方が変わって

きて、いじめの認識と思っている先生もいるし、

そうでないというように思っている先生もいるよ

うな、そういうずれが起きていないかというよう

な御質問かなと思います。いじめかどうかを正確

に認知するということは、いじめ対応への第一歩

だというふうに考えております。いじめ防止への

対策が機能する大前提ではないかなと思っていま

す。また、いじめの認知が適切に行われなかった

ために重大な結果を招いたというような事案が全

国的にもいまだに発生していることを真摯に受け

とめていかなければならないのだろうというふう

に思っています。

このような認識のもとで、教育委員会としまし

てもいじめの認知に関する考え方につきましては、

平成３０年４月に北海道教育委員会から通知され

ております北海道いじめ防止基本方針のポイント

を全ての教職員に配付をしております。それの配

付した中で職員会議や特にいじめに特化した研修

会などで実際の教育相談等も含めましてその内容

の確認を行いながら、いじめの正確な認知に関し

ての先生方の共通理解を図っていますし、これか

らもそのような取り組みをしていきたいなと思っ

ています。また、名寄市いじめ防止基本方針がご

ざいます。そのリーフレットを配付して、学校等

でこれらの資料をもとに保護者や、また地域住民

に対してもいじめの定義や防止の基本理念等を説

明しながら、いじめ問題に対しては地域全体で共

通の認識を持ちながら、学校の教員だけというこ

とではなく、多くの目で子供たちを見守りながら
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育んでいくことができるように今後も取り組みを

進めていきたいなというふうに考えております。

今後教育委員会としましては、学校間や教職員同

士でいじめに対する認識の差がないのか、各種い

じめ調査の結果を分析しながら、それをもとに点

検作業を行いながら、学校に対してもいじめに関

する研修を継続的に行いながら、教職員が共通の

認識のもとで児童生徒に向き合えるようなことが

できるような支援をしていきたいなというふうに

思っておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。本当に私自身もいじめについては、どのよ

うなことでいじめになるのかという線引きという

のでしょうか、その判断が非常に難しい問題であ

ると感じているところではあります。ですから、

こういった児童生徒の意識の向上を図り、そして

教職員の先生方、そして今部長がおっしゃいまし

た地域だとか、親、全体でそういった意識の向上

を図っていくことにより、いじめの判断というの

が見えてくるのではないのかなと私実感しており

ますので、これからもいじめ防止については全体

で取り組んでいくことで意識の向上を図られて初

めて発揮されていくと思いますので、ぜひとも引

き続き取り組んでいただくことをお願いしたいと

思います。

次に、最後になるのですけれども、自転車にお

ける運転マナーについてなのですけれども、私も

ふだん新聞やテレビの報道なども見ていて、そし

て今部長からのお話の中にもやっぱりそういった

２４歳以下の若者だとか高齢者が非常に事故に遭

いやすいということを確認しているところである

のですけれども、特に携帯電話の普及率が多い中

学、高校とか、当然我々の本市にもあるわけなの

ですけれども、それと同時に大学もあるわけなの

ですけれども、そういった若者に対して、学生に

対して教育委員会や大学と連携をとりながら何か

取り組んでいることがあるのでしょうか。何かあ

ればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、自転

車における運転マナーにつきまして中学生、高校

生、さらには大学生を含めた学生さんに対して教

育委員会あるいは大学と連携をした取り組みにつ

いて改めて質問をいただきました。最近新聞、テ

レビでも報道がされておりますけれども、学生な

ど若い年齢層が自転車を運転中にスマホを操作す

るなどしておりまして、この違反が原因で多額の

損害賠償を伴う大きな事故が発生をしてございま

す。気軽な足としまして思われがちな自転車では

ありますが、道路上では軽車両でありまして、当

然道路交通法を守らなければなりません。ことし

４月に実は北海道自転車条例も施行されておりま

すけれども、条例の中では自転車交通安全教育推

進及び学校等における自転車交通安全教育の推進

について、これ自治体はもとより学校や保護者に

対しても努力義務としてうたわれていることから、

今後は教育委員会や各種学校を初め関係団体とも

連携をしながら、この条例の周知と発達段階に合

わせた自転車交通安全教育、さらにはもしものと

きのための個人賠償責任保険の加入促進について、

本日９月２１日から９月３０日までの１０日間が

秋の全国交通安全運動期間ということもあります

けれども、交通安全対策は息の長い継続的な取り

組みを粘り強く取り組んでいく必要があると考え

ておりますし、そのことからも一層の普及啓発に

努め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） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。まさしく今三島部長が言ったとおり、自転

車も乗れば軽車両扱いだということで、当然のご

とく道路交通法が適用になってくるわけなのです

けれども、やはり若者というのでしょうか、学生

だとか、そういった人たちに対して軽車両になっ
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て道路交通法が適用になるという認識がちょっと

低いというのも実際のところではないのかなと私

考えております。実際私自身もそうですし、家族

で当然ふだん自転車を使うわけなのですけれども、

家族全員で、私も携帯を持っているときは電話が

鳴っても絶対に出ないと。どうしても出るのであ

れば、通行人の邪魔にならない場所にとまって、

安全を確認してから電話を使うようにと家族で取

り決めをしているところなのですけれども、本当

にこのように学校ですとか地域、そして家族で全

体で取り組んでいくことが撲滅につながっていく

のではないのかなと私自身考えております。です

から、これからも事故を減らしてなくしていくた

めにも力を入れて引き続き取り組んでいただくこ

とをお願いしまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

市民との協働による宗谷本線の存続に向けて外

１件を、奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問していきたいというふ

うに思います。

最初に、市民との協働による宗谷本線の存続に

向けてですが、これまでも何度か質問しています

が、改めてＪＲ宗谷本線にかかわるこの間の議論

の経過についてお知らせいただきたいというふう

に思います。

あわせて国土交通省がＪＲ北海道に対し求めた

経営改善に向けた監督命令における国の支援方針

と地元負担に関する考え方についてもお伺いした

いというふうに思います。

さらに、現在取り組まれている利用促進にかか

わる議論と将来展望についてもお伺いします。

こうしたＪＲ宗谷本線の維持、存続に向けた取

り組みは、市民との協働、共通理解が不可欠だと

いうふうに考えていますが、この点についての考

えもお伺いしたいというふうに思います。

次に、名寄市の定住対策について。行政報告に

も記載がありますけれども、また一昨日の東川議

員との質問とちょっと重複しますけれども、まち

なかお試し移住住宅の利用状況の推移、実績とこ

の取り組みでどれだけ移住に結びついたかをお伺

いいたします。

あわせて移住、定住にかかわるそのほかの名寄

市の施策についてもお知らせいただきたいという

ふうに思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ただいま奥村議

員から大項目で２点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１につきましては私から、大項目２に

つきましては経済部長からの答弁となります。よ

ろしくお願いいたします。

大項目１、市民との協働による宗谷本線の存続

に向けて、小項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続

に向けての取り組みについてお答えをいたします。

ＪＲ本線に関するこの間の議論の経過につきまし

ては、平成２８年１１月にＪＲ北海道が単独では

維持困難な線区として１０路線、１３線区を発表

し、宗谷本線では名寄から稚内間が該当しました

が、発表される以前から保線区の統合や旅行セン

ター、キヨスクの撤退などが進み、宗谷本線の存

続に不安が広がっていたことから、宗谷本線活性

化推進協議会では平成２８年５月に宗谷本線沿線

自治体市町村長意見交換会を開催し、１０月には

当時民進党北海道ＪＲ北海道路線維持対策本部と

の意見交換会が行われました。平成２９年３月に

北海道議会新幹線・総合交通体系対策特別委員会

の地域課題に関する意見交換会、８月には宗谷本

線活性化推進フォーラムを開催し、意見交換会を

開催してきております。本年６月には、国土交通

省、北海道、市長会、町村会、ＪＲ北海道、ＪＲ

貨物が集まり６者会議が開催され、ＪＲ北海道グ

ループの経営再生への見通しやＪＲ北海道の経営

自立、維持困難線区の扱い、国のＪＲ北海道に対

する指導監督と支援について協議されたところで
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す。７月２７日には、国土交通省がＪＲ北海道に

対し経営改善に向けた取り組みを進めるとともに、

２年間で４００億円台の支援について示した事業

の適切かつ健全な運営に関する監督命令を発出し

ました。この４００億円台の国の支援の概要のほ

か、同水準の自治体負担や国の考え方を踏まえた

ＪＲ北海道の今後の取り組みについて報告を受け

るため、９月４日に宗谷線、石北線、富良野線、

根室線の協議会が４路線合同説明会を開催し、国

や道、ＪＲ北海道から報告を受け意見交換を行っ

てきたところです。

国が示しました４００億円台の支援方針と同水

準の自治体負担については、統一的なルールに合

わせるのではなく、北海道の厳しい自然環境や長

大な路線状況などを考慮するとともに、地方財政

措置について強く要望してきております。

宗谷本線の利用促進と将来展望については、本

年度はフォトコンテストを初開催しており、現在

全国各地から思いの詰まった写真を多数応募いた

だいております。また、将来展望については、宗

谷本線の特急が稚内から札幌まで乗りかえなく移

動することができる直通便の復活や宗谷本線の完

全高速化の実現と車両更新により、宗谷本線はよ

り一層活性化するものと考えております。

また、宗谷本線活性化推進協議会では、平成３

０年度からさらに利用しやすいダイヤの構築研究

や極端に利用の少ない駅及び踏切を含めた鉄道設

備について情報交換を始めております。これらに

つきましては、利便性向上や協力できる経費節減

など検討を進め、ＪＲ北海道、沿線自治体、地域

住民の理解と協力のもと一体となって取り組んで

いくことが重要と考えております。宗谷本線は、

旭川から稚内までつながり、全国へとつながるか

らこそ鉄道として大きな役割を果たすものと考え

ておりますので、引き続き存続を前提とした取り

組みを協議会全体で進めてまいります。

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２、名寄市への定住対策について、小項目の１、

移住、定住の促進と人材確保について申し上げま

す。

本市におきましては、移住の推進を目的としま

して平成２５年度及び２６年度に旧名寄高校の教

員住宅を改修しまして、風連地区に２棟のお試し

移住住宅を整備させていただきました。その後商

業施設や医療機関が近いこと、除雪作業の手間が

ないことなど、名寄市の住みよさをより一層体験

いただくために、新たに名寄市街地にまちなかお

試し移住住宅を平成２８年度に１棟、さらに本年

５月に１棟それぞれ設置をし、運用させていただ

いているところでございます。

この間のお試し移住住宅の利用実績についてで

ありますが、平成２５年度は３件７名、２６年度

は１０件１７名、２７年度は９件１８名、２８年

度は１１件２０名、２９年度は１５件３１名、今

年度は９月１０日現在で１１件２２名となってお

りまして、このうち３組の方々が本市に移住をい

ただいているところでございます。

また、本市におきましては移住、定住を促進す

るための施策といたしまして、新規就農者への支

援のほか、店舗や事務所の新設、増築への支援で

すとか創業支援、さらには本年度まで取り組みを

継続する方向で今新たな制度を検討を進めており

ます住宅改修への支援の関係、さらには誕生餅助

成といった子育て支援など本市での就業を考える

方や子育て世代に配慮した取り組みなども行って

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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問していきたいというふうに

思います。

最初に、宗谷本線の存続に向けてでありますけ

れども、この間何度か質問させていただいていま

す。ほかの議員の方も取り上げてきているところ
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でありますけれども、市民の皆さんにとってはな

かなか新聞や何かで情報が伝わるくらいかなとい

うことで、十分な内容について伝わっていないと

ころもあるかなというふうに思いますので、そう

いう意味でもこういった議会の中でも議論させて

もらうということが必要かなというふうに思って

います。そういう意味で質問も続けていきたいと

いうふうに思います。

先ほどの答弁の中で、９月４日に４路線の合同

説明会というのがありましたというところがあり

ました。これは、昨日の東議員のやりとりの中で

も市長から答弁があったところだというふうに思

います。とりわけ国の財政措置がまだ明らかでな

い中で同水準の自治体負担を求める、そういった

ことに対しての懸念が各自治体の首長からも出さ

れていたというふうにもお聞きをしています。そ

の会議には、国土交通省、それから道、ＪＲの担

当者も出席をされていたということであります。

きのうの市長の発言にもありましたけれども、市

長自身も発言をいただいているというふうに思い

ます。そういったことも含めて、加藤市長あるい

は沿線自治体の首長のそれぞれの発言を受けて、

そういった意図は国や道、それからＪＲの皆さん

に伝わったかどうか、その点について実際に市長

出席されていたというふうに思いますので、市長

の感触と言ったら変ですけれども、どういうふう

に捉えたかお聞かせいただければというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨日の答弁でも若干触れ

させていただきまして、４００億円の支援をする

と。そこには、基本的には自治体にも同負担を求

めていくということが前提だというお話がありま

したので、私からはこの間分割された民営化の中

で、若干北海道は少しげたを履かせてもらって経

営安定基金というものを積んで、それによって運

営をしなさいということでこれまで進めてきたの

だけれども、その間の対応は一律的なものであっ

て、そんなこともあって今こうした経営が厳しい

状況になっているのだと。なので、全国一律のル

ールなので、理解してくださいというお話は到底

理解できないと。北海道のいわゆる広域分散型な

こういった地理的条件や、あるいは自然環境、特

に冬、雪が非常に厳しいという中で除排雪経費が

大変大きくかかっていく。そんなようなことをぜ

ひ鑑みて、抜本的な、あるいは大きなさまざまな

支援をしていただきたいというお話をさせていた

だきました。鉄道局の皆さんもそうした地域の意

見を重く受けとめさせてはいただくというお話は

していただきましたし、北海道も引き続き国とも

協議をしていくというような姿勢でありましたの

で、そうした今後の協議が前向きに進むように我

々も見守っていきたいというふうに思いますし、

これからもＪＲ北海道あるいは北海道庁さんとも

しっかりと連携を密にして、よりこの問題が前に

進んでいけるように我々としても力を尽くしてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今回の２年間で４００

億円の国からの支援、その辺のところは自治体の

負担という話ですけれども、やはり自治体負担、

どれが単費で何らかができるかというと、そうい

った余裕のない状況だというふうに思いますし、

先ほどありました国からの支援、自治体に対する

支援が一方で裏づけがなければなかなか身動きが

とれないというふうな状況かというふうに思いま

す。２年間ということで示されましたけれども、

２年間で終わりということでは当然ないのだとい

うふうに思います。２年間の結果が必ずプラスに

なっていなければ、簡単にならないと思いますし、

それが条件でさあ、終わりですよということでは

到底ないのだというふうに思いますし、それは誰

もが納得できない状況だというふうに思います。

そういう意味で２年間で国の引き続く支援を含め

て終わらせないような取り組みが必要なのだとい
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うふうに思いますけれども、そういった点につい

て、この先の展望ということになってしまいます

けれども、お考えがあればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今後のこの先２

年間という、いわゆる時限的なくくりをつけられ

たわけですけれども、これはこの２年というのは

根本的に国が鉄道事業に対して支援ができる法律

の期限ということでの２年という位置づけである

と認識しております。この中でしっかりと今現状

突きつけられているのは、必要なのだという部分

をいかに出していくかという部分、それから先ほ

どの答弁でも私触れましたけれども、実際に昭和

６３年当時ですか、民間、分割民営化されたころ

から、実は鉄道ダイヤというのはそう大きく当時

から何も変わっていないというのが現状でござい

ます。その間利用の少ない部分、車両の部分、問

題の部分でダイヤがどんどん削られていっている

という状況で、実際に利用者目線で本当に利用し

やすいダイヤになっているのかという部分も含め

て、幹事会の中で利用されるダイヤということで

今研究をさせていただいております。その部分で

昨年のダイヤ改正で札幌直通が往復で６便から２

便になってしまったと。あとは、旭川の乗りかえ

が往復で４便になってしまったという部分も大き

な集客を下げた部分かなというふうな分析もして

おりますので、これからも直通便の要望と、それ

から若干便数をふやして効果的な特急ダイヤが編

成できるような提案も案としてつくっていきなが

ら、利用される、利用しやすい鉄道という環境も

協議会として提案をしていきたい。その動きがで

きることの一つではないかなというふうに考えて

取り組んで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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） すぐ目先ではなくて、

この先も含めての取り組みということになるかと

いうふうに思います。先ほどの答弁にもあったの

ですけれども、当然存続を前提にして取り組みを

していくのだと、そういったことだというふうに

思います。この間もそういうことでずっと答弁い

ただいていたのだというふうに思います。改めて

このことについて活性化協議会なり名寄市の姿勢

としてそういうことが前提にあるということを確

認させていただく。と思いますけれども、そうい

うことで、これは市長かな。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年でしたか、２９年２

月、北海道の中でワーキングチームの議論があっ

て、そこで宗谷本線という明言はなかったけれど

も、国境に面する地域の重要性ということもあっ

て、そこに対しての一定のプライオリティーが見

られて、我々としては宗谷本線が存続を前提にし

て議論できる土台ができたと、そういうふうに判

断をして、沿線の中で一番最初にＪＲさんを含む

関係者との協議をスタートしたというふうに考え

ておりますので、お話のとおりだというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ確約というこ

とではないにしても、やっぱり市民の皆さんが不

安に思っていること、そのことを払拭するために

も今市長からあったことについては大きな前提で

それぞれの取り組みもされると。そのことについ

て市民の皆さんと一緒に取り組むことが必要だと

いうふうに思いますので、今後そういう視点で取

り組みをしていただきたいというふうに思います。

さらに、先ほど言いましたが、２年が、ここの

３１年、３２年が終わりなわけではなくて、その

次につながる取り組み、展望して取り組みをして

いくということだというふうに思います。１つに

は、ＪＲ自体も２０３０年に札幌に新幹線が延伸

されたそれ以降は自立していかなければならない

のだみたいな、そういった発言もされているとい

うふうに思います。そういう意味では、そこまで

の、その先も当然そうですけれども、そういった

ことも見据えながらいろいろな取り組みをしてい
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く。長続きできる取り組みをする必要があるとい

うふうに思います。

そういった中で少し先ほど石橋室長からもあっ

たダイヤの見直しとか、そういった具体の利用促

進やこれからの展望についてお話ししたいという

ふうに思います。先ほどもダイヤの関係、これま

でなかなか手がついていなくて今の状況だという

ふうな総括をしていると。そういう中でいくと、

通勤、通学、もしくは病院に通ったり、名寄市に

来るような、名寄を中心に言えばそういうこと。

利用する方が多い。そういう中でいくと、例えば

朝の時間帯、あるいは帰る夕方の時間帯にそうい

ったダイヤが集中されて、余り日中にたくさんの

便を配置する必要はない。あるいは、直通便はや

っぱり必要だとか、そういった検討をされている

のではないかなというふうに思います。そういっ

たことについてもし具体的に何か少しここまであ

るということであれば、これからの議論というこ

とになっているのかもしれませんけれども、お話

をいただければというふうに思います。

先ほど言いました日中の例えば少なくした便、

通常皆さんが使うこともできますけれども、とり

わけ北海道に来る旅行者の方、あるいは観光に来

られた方に特化して利用していただくような、そ

ういった考え方を持って各駅停車にする、あるい

は停車時間を長くする、そういったことも提案と

してはあるのではないかと思いますけれども、そ

の辺の考えもあればお聞かせいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ダイヤの関係等

で御質問いただきましたけれども、現在協議会の

組織の各駅のある自治体に対してどのようなダイ

ヤを構築すれば利用者、利便性が上がるでしょう

かということで、今集約をさせていただいており

ます。その中で全体的に協議会として提案をして

いけるよう今後調整していかなければならないと

いうふうに考えておりますが、今現在は先ほどち

ょっと触れましたけれども、やはり特急の部分が

今往復ではないですけれども、札幌までは一応特

急、乗り継ぎもありますけれども、１日３往復分

のダイヤがあると。この部分が本当にニーズにか

み合った時間帯で走っているのかという部分の議

論の中で、さらにもう一本ふやしてみたらどうな

のかという提案も考えながら、ちょっと今後は進

めていきたいというふうに考えているところです。

停車時間のお話もございますけれども、いろい

ろな考え方があると思いますけれども、事務局の

レベルでは、その各駅停車なり停車時間を延長を

かけるようなダイヤというのは、例えば土日、週

末にかけてのそういったダイヤを組んでみたりと

か、そういったことも考えながら、観光的な要素

と、あとそれから高速大量輸送ということを強み

を生かしたダイヤと区分をしながら考えていくと

いうのも一つの手であるというふうに考えており

ますので、今後しっかりと研究、検討していきた

いというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今特急の話が出ました。

これは、きのう加藤市長のお話の中にも出ていた

と思います。とりわけ特急を直通化するに当たっ

ては、車両の購入がやっぱり前提になっていく。

ネックなのかもしれませんけれども、当然そうし

ていかなければ対応ができないということになる

と思います。直通便の復活というのは当然必要だ

し、有効だというふうに思います。そういったメ

リットと車両１台やっぱり高額だということと、

きのう市長が言われていたのは発注して少し時間

がかかるという話もされていたというふうに思い

ます。そういう意味では課題もあるのだというふ

うに思いますけれども、この点について改めて市

長の考えをお聞かせいただければというふうに思

いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 石橋室長からもお話あり

ましたけれども、観光利用というのも重要な視点
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だというふうに思いますし、その前提としてしっ

かりとした基盤を、しっかりしたものを残してい

かないと今のままで残っていってはじり貧になっ

ていくというふうに思っているので、そこは高速

大量輸送というのをしっかりと担保していただく

ための客車、あるいは基盤そのものが何かあった

らすぐ運休してしまうような基盤ではここはやっ

ぱり信頼性を失ってしまうというふうに思ってい

て、そこに対する投資もしていただきたい。その

ためには、かなりやっぱり大きな投資が必要にな

ってくるのだろうと。そうしたことを早目に大き

くしていくことで利便性の早期の改善というか、

そうしたものにつながっていくのではないかとい

う、これまでも提案、主張をさせていただいてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 具体的にその車両の購

入に当たっての話にこの先なるかどうかもありま

すけれども、要望されているということで、お願

いします、はい、そうですか、買いますという話

では当然なくて、先ほど来出ているような地元負

担も含めてというふうなことにもつながるのかと

いうふうに思います。そういう意味では、一定の

負担してでもやっぱり購入するというか、そうい

った考えも今の段階で判断できるかはありますけ

れども、あってもいいのかなというふうな、そう

いう意味では自治体がそれぞれ負担するもの、あ

るいは関係する団体が負担する、あるいは個人に

負担をお願いしてもいいのではないかというふう

に思います。そういったことも含めて今後の話で

すけれども、検討することなのかなと思いますけ

れども、その辺についてはどうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成１４年、１５年でし

たか、宗谷本線が名寄まで高速化された際に、北

海道高速鉄道開発株式会社が以前から設立もされ

ていて、そこで名寄市としても出資をさせていた

だいて、一部車両の購入と高速化に対する基盤整

備に充てたという経緯がございますので、そうし

た事例ももう既にありますので、そうしたことも

参考になるのかなというふうに思います。ただ、

北海道全体にわたっての問題でもあるので、ここ

は北海道の判断というか、北海道がどう考えてい

くのかということもすごく重要なところでありま

して、我々が主張したことは北海道もしっかりと

そこを酌み取っていただいて、北海道が全体とし

てどういうような北海道全体の交通網、鉄道網を

描いていくのかということにこれからなっていく

のかなと。かなり中身のところにはなっていくと、

これはＪＲ北海道の経営そのものの問題にもなっ

ていくので、我々の一線区だけではない判断が求

められるのかなと思いますけれども、我々として

は何回も言いますけれども、残していただくとい

う前提でできる支援はしっかりとしていくという

態度をずっと貫いているというか、お話をさせて

いただいていますので、こうしたスキームの問題

も含めて今後もこうした客車だとか、基盤の高い

ものだとかということをしっかりとやってほしい

ということは提案をさせていただきたいというふ

うに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今後の状況によってそ

ういった議論になっていくということだというふ

うに思いますので、その時点でまた議論していき

たいというふうに思います。

利用促進なり、そういったことについては、こ

の間もちょっといろいろ提案をさせてもらいまし

た。できること、できないこと当然あるというふ

うに思いますけれども、少し将来が展望できるよ

うな、夢みたいなこともあるかもしれませんけれ

ども、考えていっていいのではないかというふう

に思います。とりわけサハリン、それからロシア

とそういう意味では海峡２つでつながるというふ

うになります。大昔ではないですけれども、古く

からトンネルでつなげるという、そういった考え

もあったようで、実際に進んだときもあるようで
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す、今は全然取り組まれていませんけれども。そ

ういったことが仮にできたとすると、北海道を縦

貫する最終の宗谷本線からロシアにつながってい

く、極東とつながる、ひいてはシベリア鉄道とつ

ながると、そういったようなことも含めてできる

のではないかというふうに思っています。間宮海

峡の一番短いところは ３キロぐらいしかないそ

うですので、今のトンネル技術、あるいは橋をか

けるということもできるのかなというふうに思い

ます。少しそういったことの展望というか、案と

してやっぱり上げてもいいのではないかというふ

うに思いますけれども、そういったことについて

市長はどういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ある全国紙の方から取材

があって、同様の話をされたことがあって、宗谷

本線の会長としてシベリアとつなぐことはどうな

のだと。非常に夢のある話で、実現すればすばら

しいですねというお答えをさせていただきました。

当然今まで船便で届いていたものが例えば鉄路で

つながると、大幅に時間が短縮されてというよう

な、そういった物流の効果もあるのかもしれませ

ん。ただ、これは他国との問題にもなるので、そ

うしたことは国の担任事務でございますが、言っ

ているように国境を守っていくために我々必要な

のだと。これは、北海道も同じ認識をしておりま

して、北海道としてもそうしたことも１つ念頭に

置いてのそうした計画、位置づけをしていただい

たのかなというふうに思っておりまして、そうい

ったことになればすばらしいことだなというふう

には思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 先般ドーリンスクに交

流された方たちの中でもちょっとそういう橋がか

かればというような話題もあったようで、という

ふうにお聞きしましたので、双方がそういう気持

ちがあれば将来的にはそういったことが可能にな

ってくるのだなというふうに思いますので、当然

存続。車両は車両幅が違う。それは両方使える列

車をちょっと開発すると。双方でそういうことが

できると、経済的な交流も含めて進んでいくとい

うふうに思いますので、ぜひ引き続き存続させる

中で考えていければというふうに思います。

それから、今名寄駅舎が改修されています。何

年か前に駅舎改修に向けて名寄市さん、少し要望

みたいな話があったかというふうにお聞きをして

いました。まだただ実際に今必要最低限の修繕と

いうか、そういうことになったのではないかとい

うふうに思います。できれば名寄市として少しか

かわりが持てて、例えばあそこをどういうふうな

利用ができるかというようなことも検討できれば

よかったかな。既にＪＲサイドのあれで結構進ん

でいますけれども、そういったことも含めて利用

促進に当たっては検討していたのだというふうに

思いますけれども、今回できなかった点だと思い

ます。その辺についてもしお考えがあればと思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今駅舎改修真っ

ただ中ということで、改修というよりは老朽化に

よる構造補強工事ということでございます。その

中で市としてかかわるチャンスがあったのかなと

いう御提案というか、御意見だと思いますけれど

も、駅前の、駅前というのはまちの顔という位置

づけでありまして、その部分、あのエリアの部分

についても今策定中である立地適正化計画等の中

で、例えばその中で駅前の部分の役割という部分

が出てきた時点でしっかりと駅を包含したような、

人が集うような環境づくりというのも今後は当然

行政の役割として出てくるのかなという認識では

おりますけれども、奥村議員御指摘いただきまし

たとおり、実は駅の改修について行政として若干

かかわる部分については今回はちょっとできなか

ったということで、この後立地適正化計画等のし

っかりとした根拠をもとに駅の役割であるとか、

駅前のにぎわいづくりであるとかという部分につ
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いては対応をしっかりしていきたいというふうに

は考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市民の皆さんの中には、

駅舎の改修の話を伝え聞いていた方もいますし、

そういう意味では少しかかわったり、中身はこう

いうふうにという思いがある部分ありましたので、

そういうのもこれから今後の中でどういうふうに

生かせるかはあると思いますけれども、ぜひいろ

んな意見を取り入れながら、名寄市の顔の部分で

ありますから、活用というか、一緒になって利用

できる、そういったものに結実していただければ

というふうに思います。

市長が以前から言っています旭川空港への乗り

入れ、これについてはやっぱり一番大事というか、

本当に必要なことだというふうに思います。改め

ていろんな課題あるのだというふうに思いますけ

れども、市長の考えと、それから市長の提案とい

うか、この間の発言の中で、東風連の駅を名高前

に移すというか、そういう話もされていたと思い

ます。これについても通学で利用している皆さん

にとっては当然利便が上がるということだという

ふうに思いますけれども、地域の皆さんの中では

十分に伝わっていない部分もあってということも

ちょっとお聞きをしています。しっかり理解をし

てもらうようなことも必要だというふうに思いま

すけれども、その辺につい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） まず、旭川空港への列車

の接続ですけれども、これは宗谷本線の協議会の

中でも明記をさせていただいて、提案をさせてい

ただきました。空港から直通で宗谷本線にもし乗

り入れができるとなると、宗谷本線の意味づけも

全く変わってくるのではないかというふうに思っ

ていますし、やはり千歳空港が一極化する。その

一極化することによってのメリットも当然あるの

だろうと思いますけれども、北海道全体のスケー

ルメリットを鑑みた空港体系、あるいは交通体系

でなければならない。その中で旭川空港の位置づ

けというのは、非常に私は大きいというふうに思

っていますので、このことに関しては引き続き訴

えていきたいと、提言をしていきたいというふう

に考えています。

加えて東風連の駅舎の移転についても、これは

地域の住民の皆さんの生活、これが例えばなくな

ってしまうということで利便性が損なわれるなん

ていう話になってはいけないので、当然協議の上

検討していく課題だというふうに思っています。

まだこれ具体的に決まっていないので、地域の皆

さんの考えもしっかりと伺って進めていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長３期目の市民の皆

さんとの対話を重視するという、そういったこと

も含めて必要なことだというふうに思いますので、

十分に説明をして理解をしていただきながら進め

ていくべきかなというふうに思いますので、そう

いうことでよろしくお願いをしたいと思います。

いずれにしましても、来年、再来年の国からの

支援ということで、一定のその通過点が見えたの

だというふうに思います。その先どういうふうに

なっていくか、２年後でないとわからないという

ことではなくて、名寄市としても改めて存続を前

提に取り組むのだという、そういった姿勢、決意

をお聞かせをいただいた中での今までの話だった

というふうに思います。そういう意味では、こう

いったことはより多くの市民の皆さんと一緒に進

めるということだというふうに思いますので、改

めて皆さんにその都度の状況が伝わるように少し

工夫をしていただければと思います。冒頭言いま

したように、どうしても新聞や報道でしか伝わっ

てこない部分があるので、できる限りそういった

情報もお伝えをいただきながら、一緒に取り組み、

展望していけるようにしていただければというふ

うに思います。私自身も一緒に取り組んでいくつ
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もりでありますので、引き続き努力いただくこと

をお願いをしたいというふうに思います。

次に続きます。移住、定住の関係です。お試し

住宅をやっている中で、最終的に今現時点で３件

の方が移住に結びついたというふうにあったのだ

というふうに思います。今回の行政報告の中でも

この点については、お試し住宅の関係に触れられ

ています。ただ、その中で住みよさを実感しても

らうことで移住に結びつけると、そういうふうな

記載になっているのですけれども、何をもって住

みよさを実感してもらうのかというのがちょっと

伝わらないので、その点を説明していただきたい

というふうに思います。お試し住宅を利用したか

ら移住できるかといったら、そういうことではな

いのだというふうに思います。やはり住んでいた

だいて、実際に環境がこういう環境であったり、

長く住むに当たってどういうふうなことなのかと

いうのを体験しもらうということについては理解

できますけれども、一方で住んでどうだというこ

とですから、名寄市としていろんな施策、生活す

るに当たってかかわる市の施策なりがどういうこ

とかということについても実感をしてもらう必要

がありますし、選んで来てもらうとすれば、ほか

よりすぐれていたり、名寄市としてやっぱり売り

にするものがないとだめなのだというふうに、そ

ういう施策、それをもって決意をしてもらうとい

うことにつながっていくのではないかと思います

けれども、そういったことについてお考えという

か、お試し住宅だけで移住すると考えているのか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今御質問の中に２点

ほどポイントがあったかと思います。１つは、名

寄の住みよさというところがどのようなところか

らというところだったというふうに思います。こ

れは、１つは客観的な指標としますと東洋経済新

報社のほうで出ている住みよさランキングという

のがありますので、ここで一定程度客観的な指標

として見ることができるのかなと思っています。

幸いに名寄市は、道内においては恒常的に上位の

ランクにあるということでありますので、それら

を見ますと、１つはやはり医療や福祉の関係の施

設が充実しているという意味での安心度というの

がございますし、もう一方でいきますと商業施設

であったり、あるいは市立大学を初めとする教育

機関なども整っておりますので、そういった意味

での便利さなどもあるのかなと思っております。

また、一方では、日本一のモチ米などがある。農

作物を基幹とする地域であるというのもございま

すし、天塩川、あるいは緑を含めて豊かな自然、

これらが調和する住みやすい環境というのがまさ

に名寄のよさだというふうに思っておりますので、

こういったよさがあるということです。

このよさをどうＰＲしていくかということです

けれども、１つとしますと関係機関で、あるいは

団体で構成しています名寄市移住促進協議会がご

ざいまして、この中の構成員を通じて、あるいは

この協議会でホームページを設けておりますので、

そういったものを通じながら、道内はもとよりで

すけれども、全国に向けても発信をさせていただ

いているということであります。さらに、直接担

当者が道内、道外でいろんなさまざまなフェアが

行われておりますので、あるいはＪＯＩＮに派遣

する職員なども加わりながら、そういったフェア

でも情報提供させていただいていると。その情報

を受けた、見て、名寄市でぜひ住んでみたい、体

験してみたいという方たちについては、先ほど報

告をさせていただきましたお試し移住住宅での実

際の体験を通じて名寄のよさを感じていただくと

いう、そんなシステムというか、流れの中で移住

を推進させていただいているということでありま

す。

それと、もう一点については、施策としてどう

なのかということであります。ここについては、

先ほど申し上げた部分もございましたけれども、

現状でいくと移住者に特化したというところの施
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策についてはなかなかこの間情報提供というとこ

ろにとどまっているのかなと思います。ただ、移

住についてはさまざまな階層の方がいたり、さま

ざまな目的を持ってこられるというのがあります

ので、ある意味では名寄市の総合力という言い方

が適切かどうかわかりませんけれども、市民の満

足度の向上も含めた生活のレベルを高めるという

ことが１つ必要なのかなというふうに思っている

のもありますけれども、ただもう一方ではターゲ

ットをある程度決めてめり張りをつけてやるのも

一つの方法ではないかというふうに今内部の中で

も検討しておりますので、総合的な受け入れとい

うところは維持しつつも、そのめり張りをつける

ところを今後少し検討させていただければという

ふうに考えておりますので、御理解をいただけれ

ばというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） お試し住宅も５年経過

してというふうになっています。やっている以上、

一定の成果求められるものだと思います。３件あ

りましたということですけれども、多いか少ない

かはあるのですけれども、やはりもっと具体的な

施策、今部長が言いましたようにターゲットを絞

ったりとか、そういう中で打つ施策、そういった

こともあるのだと思いますけれども、そういった

移住者、移住される方に対する具体的なこういっ

た施策というか、そういうものをもうちょっとは

っきりしないと、これは名寄だけではなくてどこ

の自治体でも今取り組んでいることですから、な

かなか名寄を選んでもらうということにつながら

ないのではないかというふうに思います。

ＰＲの仕方もあるというふうに思いますけれど

も、具体的に移住に結びつく施策をどういうふう

な形で打つか。以前経済建設常任委員会で視察に

行ったときに、北陸に行ったときですけれども、

石川県なんかでかほく市というところの視察に行

かせていただいたときに、定住人口の増加プロジ

ェクトという形で移住される方に対する特化をし

た施策をいろいろ打っています。これは、あわせ

て実際に既に住んでいる皆さんにも該当するよう

な、そういったものにもなっています。部長から

もちょっとあった今回のリフォームの見直しの中

で、新築にもという話もあったようですけれども、

そういったのにもつながるものだと思います。

少し紹介しますけれども、石川県かほく市で取

り組んでいるのは４５歳未満の方が市内で一戸建

て住宅を新築した場合に最大１００万円の建築に

対する奨励金を出しますと。かほく市以外からの

転入者には８０万円、それからかほく市内に在住

の方は３０万円で、市内の業者による建築の場合

は２０万円加算するとか、さらにいろんなかかわ

りの中で制度を拡充して、県外に３年以上居住し

ていた方がＩターン、Ｕターンで戻ってきたとき

には、住まわれた方には５０万円の加算があると

か、それから新婚さん住まい応援事業補助金とい

うふうなものがあって、それの世帯にかかわる分

について２０万円の加算があるとか、あるいは３

世代の同居されたところには３０万円の加算があ

ると。すごくというか、いろんな意味で施策を拡

大をして移住の方を呼び込んでいる。特に若い、

若年の方にも移り住んでいただきたいということ

では、医療、福祉の関係、子育て支援にかかわる

部分についてもそこではいろいろ取り組みをして

いました。不妊治療費の助成であったり、不育治

療費の助成、あるいは子供医療費の助成というこ

とで、ここでは１８歳までに達するところまでの

部分で無料というふうな施策も打っていると。こ

うした一つの分野だけではなくて生活全般にかか

わる、先ほど部長が言った総合的なものですか、

というところでの施策の打ち方をもって定住に対

するアプローチをしているというふうなことだと

いうふうに思います。こういったトータルした施

策を考えていく必要があるというふうに思います

けれども、その辺の考えについてあればというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 移住を進める上では、

いろんな考え方があるのだろうなというふうに思

っています。先ほど申し上げた総合的な部分も当

然ありますし、めり張りをつけたところもあると

思います。例えば名寄市でいくと、新規就農のと

ころについてはまさにめり張りをつけたところと

いうことで、この間も進めさせていただいており

ますし、あるいは総合的なところでいきますと中

小企業の振興条例、店舗や何かの改修に資する助

成があるのです。これは、広くやっているのです

けれども、実を言うとＵターンや何かを含めて御

利用いただいて、名寄市に戻ってきていただいた、

あるいはＩターンで来ていただいた方もいて、そ

ういった使い方というか、活用されて実際に移住

されている方もおられるということです。今奥村

議員が言われるように、総合的な施策なのだけれ

ども、それにさらに移住者についてはそこにオン

をしてやっていくのだという方法もこれはあるの

だというふうに思っています。道内のほかの取り

組みを見ても、住宅改修や何かを見ても一定の条

件を満たしたことによってさらに加算をするのだ

という考え方があるようでありますので、これは

制度の目的に沿ってそういう加算をするという方

法がありますので、今私どものほうでいきますと

住宅改修の関係の検討を次年度に向けてさせてい

ただいておりますので、いただいた提言なども含

めて検討のテーブルにのせさせていただければと

いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 移住、定住の促進とい

う意味では、具体の施策がやはりどういうふうに

伝わるか、利用していただけるか、メリットがあ

るかということだというふうに思いますので、ぜ

ひ検討していただきたいと思います。

そういう中で、これは人材確保にもつながると

いうふうにちょっと思いながらの提案ですけれど

も、名寄に就職していただいた方、市外から名寄

に来られて、新たに進んで就職に当たって住むと

いうふうな場合について家賃補助をしてはどうか

というふうに思います。これは、この間もお話を

していて実現にはなっていないというふうに思い

ますけれども、一定の金額、一定の期間について、

月額１万円とか、そういうことかというふうに思

っていますけれども、そういったことで名寄に就

職するに当たって、来たときにそういうものが当

たるというふうなことでいえば、１つ名寄を選ぶ

きっかけにもなるかなというふうに思いますので、

そういったこともぜひ御検討いただきたいと思い

ますし、もしこの間の検討した状況があればお話

をいただきたいと思います。

もう一点、先ほどのかほくの取り組みの中でも

ちょっと話ししましたけれども、子供の医療費助

成の関係です。名寄は小学校までの拡大をしてい

ますけれども、ここ近年は道内でも中学あるいは

高校までの拡大がどんどんされていっているのだ

というふうに思います。平成２６年に拡大したの

かな。年数的にも少したってきていますので、そ

ういった意味でも見直しの時期にも来ているので

はないかなというふうに思います。これは、先ほ

ど言いましたように、名寄に住んでいる方にとっ

ても重要な施策だというふうに思いますし、例え

ば名寄を新たに住む場所に選ぶに当たって若い世

代にとっても重要な施策、効果がある施策だとい

うふうに思います。これについて道内の状況なん

かも含めて検討した経過や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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私のほうから前段の

ほうの家賃助成のところについてということでお

話をさせていただければと思います。

今定例会では、ほかの議員からも人材確保につ

いての視点からの御質問を多くいただいたという

ふうに考えております。ここについては、まさに

人材確保は喫緊の課題だということで、個別の職

種に限って進めてきているものはありますけれど

も、その他のところについても建設業などが例に
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挙がっておりましたけれども、不足する人材があ

るのだということについて私ども認識しておりま

すので、この間も答弁したようにどこにターゲッ

トを当てて、どのような方法で施策を打つのが有

効なのかについて、ここは関係団体とも関係機関

とも相談をさせていただきたいということでお話

しさせていただきましたけれども、今奥村議員か

ら提案いただいたところも含めて検討させていた

だければというふうに思っておりますので、御理

解をいただければ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） 今医療費助成の

関係について、道内の状況、また名寄市のこの間

の検討の状況ということで御質問がありました。

私が持っている資料でありますけれども、道内の

都市の状況でいいますと、小学生全学年を対象に

している部分では、入院は３５市、通院が１９市、

中学生の入院が２２市、通院が１４市、高校生の

入院が４市、通院が３市という状況で、助成内容

については全て無料化していたり、所得制限を設

けていたり、１割負担だと、一部助成という形を

とっている、さまざまな状況というふうになって

おります。また、上川管内の町村については、全

ての自治体が中学生の入院、通院まで無料化を図

っているという状況で、５市町村において高校生

の入院、通院まで無料化まで拡大をしているとい

うことで、議員からありましたように年々全国的

にも拡大はされているという状況にあります。そ

ういった状況も踏まえつつも、本市においては議

員からありましたように平成２６年度に一部拡充

をしてきていますけれども、これは子ども・子育

て支援の施策にもかかわるところでありますので、

ただいま現在第２次総合計画の中期計画の個別計

画の協議も行っていますし、さらに子ども・子育

て支援計画が３１年度で終了するということで、

来年度本格的に新たな計画の策定時期にも入りま

す。そういった面では、これまで寄せられている

要望等も踏まえながら、さまざまな施策等の検討

に入っていかなければならないということで、こ

れは医療費の助成についてもその中の一つの課題

というふうに捉えて今後も検討をしていきたいと

いうふうにも考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 小川部長から今医療費

の無料化の関係も検討というふうな話もありまし

たけれども、隣の士別も中学まで拡大ということ

になったというふうに思います。そういったこと

を聞いた中で、どうですか。これは、具体的な施

策として、原課としてやっぱり上げていく状況に

あるのか、それについてお答えいただければと思

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） 子育て支援策、

今移住、定住の質問でありますけれども、今現在

住まわれている方に対しても政策的な制度の拡充

ということは必要だというふうに思っていますが、

本市においては現在は例えば子育て支援でいけば

就労の支援ということで、保育士の確保では幼稚

園、認定こども園とも連携しながら、やっぱりし

っかりした子供を預かる、そういった体制を整え

ていくということでこの間重視をしながら取り組

んできています。その中で今後さらに拡充してい

くには、医療費の助成制度の拡充もありますし、

そのほかにもさまざまな要望も出ていますので、

そういったものを勘案しながら、限られた財源を

有効に活用しながら、議員の皆さんとも御意見を

いただきながら有効かつ効果的な政策を実現して

いきたいというふうに思っていますし、こういっ

た制度については持続可能でなければならないと

いうことでありますので、将来的な財源確保も必

要になってきますので、慎重かつまた効果的な部

分でいけばスピーディーということも問われるか

と思いますけれども、今後協議をしていきたいと

いうふうに考えております。

また、医療費にかかわってですけれども、全国
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的にもこれはかなり拡大をしてきております。そ

ういった面では、先ほど言いましたけれども、こ

の制度自体が対象年齢であったり、全部無償化し

ていたり、一部助成であったり、所得制限入れた

と。各自治体でかなり格差が生じている状況があ

りますし、そういった面では国にも要望しながら、

制度化に向けて頑張ってい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） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 原課からやっぱり予算

要求なり具体的な内容を検討していただいて、上

げていただくということがまず必要なことだとい

うふうに思いますので、ぜひそういった御検討を

お願いをしたいと思います。

個別のいろんな内容についてお話、提案という

か、させていただきました。ちょうど今次期の総

合計画の中期の計画、具体の中身にも入っている

のだというふうに思います。そういう意味で移住

として特化するかどうかは別にしても、トータル

で名寄市として打つべき施策の議論もする、ちょ

うど今チャンスなのだというふうに思います。ぜ

ひとも市長も含めて見直しの時期、見直しのでき

る部分も含めてのちょうどいい時期だというふう

に思いますので、あわせて移住、定住にこの先も

つながるような、そういった形での議論を協議を

していただきたいというふうに思いますけれども、

市長の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） さまざまな事例も踏まえ

て、移住、定住、あるいは市民生活の満足度の向

上のためのさまざまな施策についての御提案がご

ざいました。限られた財源、資源をできるだけ効

果的に活用して効果を発揮していくという視点が

これからますます求められていくのだろうという

ふうに思っています。そうした中で、人口減少、

人材確保というのは本当に最重要課題だというふ

うに思っていますので、そこにいかに効果的な施

策を打っていくのかということは、これは全部署

挙げての課題だというふうに思いますので、横断

的に協議をしていく覚悟でいたいというふうに思

います。

病院の問題等も出ていましたけれども、小児科

医がほぼ２４時間診ていただいて、それで北海道

内の病院の中でも小児科の救急搬送がもう圧倒的

に名寄の病院が全道一の受け入れをされていると

いう記事が何年か前に出ておりましたけれども、

名寄の病院って本当すばらしい。このことが住み

よさランキングを押し上げている一つの要因だと

いうふうに思うのですけれども、我々まだまだこ

ういう環境をＰＲしていくのも足りていないのか

なというふうにも思っています。非常に安心した

子育ての環境の一つに病院があって、そのことが

いかに安心感を生んでいくのか。この間士別の市

長さんとある新聞社の対談をさせていただいたと

きに、名寄は病院があるけれども、士別は小児科

がいざというときに診れないので、あなたのとこ

ろで医療費の無償化する必要はないみたいな話を

されておりましたが、しかしそれはだから周りの

自治体はそういった角度から医療費の無償化もさ

れているというようなことで事例としてはお話を

されておったということでありますけれども、何

が強くて、そこをいかに伸ばしていくために何が

必要で、そしてまたそうしたすばらしい支援があ

るということもしっかりと我々はＰＲをして、市

民の皆さんも名寄は本当にそういうすばらしいと

ころなのだから移住者もどんどん来てほしいとい

う、みんながそういうマインドになっていくとい

うことも非常に重要なのかなというふうに思いま

す。改めてそうした名寄のよさをしっかりとＰＲ

をしていくということも必要だふうふうに思いま

す。

改めて医療費無償化の提言もいただきました。

これは、今まさに子ども・子育ての計画を見直す

段階において、今小学生以下の親御さんたち全世

帯にアンケートをやっているということでありま

すので、こうした皆さんの声も参考にさせていた
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だきながら今後の施策を組み立てていきたいと思

います。御提言ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時４８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。

男女共同参画推進計画の推進にかかわって外２

件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目に、男女共同参画推進計画の推進にかか

わってお尋ねします。さきの定例会でも世界中で、

国内でも変わりつつあると推進計画の推進がより

スピード感が求められていると指摘をさせていた

だいたところでしたが、その後東京医科大学の女

子受験生への差別、国会議員による差別発言など

見過ごせない事態が続いています。東京医科大学

の不正入試を受け、文科省は医学部、医学科を置

く全国の国公立、市立大８１校を対象に公平な入

試が行われているかを確認する緊急調査を始め、

９月４日速報を公表したところであります。ほか

の大学でも女性に不合理な差別が行われているの

ではないかと疑問が持たれているところでありま

す。

そこで、名寄市立大学の性別による差別に対す

る考え方について伺います。女子学生、女性教員

が多い中、名寄市立大学では多いですけれども、

男女共同参画推進に対する周知や配慮についてお

知らせをいただきたいと思います。

２点目に、性暴力被害者ワンストップ支援セン

ターについて伺います。性暴力被害に遭ったとき

に被害者に寄り添った適切な相談、医療的、心理

的支援などをワンストップで受けられる身近な場

所が必要であります。岐阜県のぎふ性暴力被害者

支援センターでは、２４時間３６５日体制で電話

とメールによる相談を受け付けています。県内全

ての中学、高校の全生徒にパンフレットを届ける

など、若年層への周知に努力してきた結果、相談

数が１７年度では前年度より６ ６％増となって

いるといいます。当市においても全中高生への周

知が必要と考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。

また、デートＤＶについての情報提供の徹底も

必要と考えます。お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

大項目２点目、障害者雇用促進法に基づく障害

者雇用制度にかかわって。国や地方自治体は、毎

年９月を障害者雇用支援月間として障がい者雇用

への国民の理解を広げるためにさまざまな啓発活

動を展開しています。ところが、ことしは月間を

目前に厚労省が発表した中央省庁での障がい者雇

用率の水増し問題に関する調査結果は、まず啓発

すべきは中央省庁であることを浮き彫りにしまし

た。障がい者雇用数を約 ９００人としていたの

に、実際は ４００人余りと半数にも届かない数

に、市民の間からも余りにもひどい、でたらめ過

ぎるとの声が上がっているところであります。こ

の水増し問題、障がい者を含む国民の働く権利を

保障するための法制度をめぐって国の大半の機関

が法に反して障がい者の働く権利を侵害していた

重大問題と言わなければなりません。

そこで、名寄市の現状と今後の考え方について

お知らせをいただきたいと思います。

大項目３点目、観光推進にマンホールカードを

活用することについて伺います。本年８月１１日、

マンホールカード第８弾が配布開始されました。

今回は、北海道５自治体を含め７６自治体、７６

種が加わりました。中には、北九州市の「銀河鉄

道９９９」がデザインされたマンホールも含まれ、

累計で４１８種類、３６４自治体分となっていま

す。道内では、２５種類、２５自治体が含まれて

います。また、９月１８日からきょうの２１日に
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は第９弾の募集が行われているところであります。

そこで、伺います。マンホールカード発行の考

えはないのかどうかお聞かせをいただきたいと思

います。ダムカード、天文台カード、武四郎カー

ドなど観光推進に活用されています。マンホール

カードの活用も考えてみてはいかがでしょうか。

小項目２、風夢くんをデザイン化したマンホー

ルのふたをカードにすることを求めるものです。

旧風連町がデザインし、今も使われている風夢く

んをデザインしたマンホールのふたをマンホール

カードにすることを強く求めるものですけれども、

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 川村議員

からは、大項目で３点の御質問をいただきました。

大項目１の小項目１は私から、大項目１の小項目

２は市民部長から、大項目２は総務部長から、大

項目３は上下水道室長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、名寄市立大学の性別による差別に対

する考え方について申し上げます。初めに、大学

の学生数や教員数の男女比の現状について申し上

げます。平成３０年度の学生数の男女比は、総数

７３６人のうち女子が６２１人の８ ４％、男子

が１１５人の１ ６％、また教員数の男女比は総

数８４人のうち女性が４５人の５ ６％、男性が

３９人の４ ４％となっております。また、管理

職である部局長の構成は総数７人で、学長、事務

局長を除く５人のうち女性教員が３人、男性教員

が２人となっております。

また、出産、育児等にかかわる休暇の取得状況

は、現在女性教員１人が産前産後休暇、男性教員

１人が育児休業を取得しております。市立大学と

いたしましては、入試や教員採用、さらには政策

等の企画立案及び決定の機会などあらゆる場面に

おいて男女の差別なく、個人の能力や適材適所な

どにより選考しており、出産、育児等にかかわる

休暇等についても男女分け隔てなく取得できるよ

う全教職員が共通認識を持っているところであり

ます。

次に、学生や教職員対象の研修については、毎

年男女共同参画を含む人権擁護、ハラスメント全

般にかかわる研修会を大学の人権擁護委員会主催

で開催をしております。今後も市立大学では、看

護師や管理栄養士、社会福祉士などのケアの専門

職を養成する機関の使命として男女の性別にとら

われず、教育研究などさまざまな分野において男

女が共同して参画する機会を確保し、推進してま

いりますので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目１

の小項目２、性暴力被害者ワンストップ支援セン

ターについて申し上げます。

女性に対する暴力には、配偶者からの暴力、職

場におけるセクハラ、つきまとい、ストーカー行

為、性犯罪などがあり、それらは女性の人権を侵

害する決して許される行為ではありません。しか

しながら、そうした被害者は相談窓口も内容によ

って違っていたり、自分さえ我慢すればといった

思いの中、誰にも相談できず、一人で悩み続けて

いるケースが多い状況が考えられます。また、性

暴力は相談内容についても多岐にわたりまして、

恐怖や不安、恥や罪の意識から一人で悩み続ける

傾向が強くなることが考えられます。そうした被

害者が少しでも相談をしやすい体制づくりとして、

北海道では道と札幌市がＮＰＯ法人に運営を委託

をし、開設している性暴力被害者の専門相談窓口、

性暴力被害者支援センター北海道がございます。

同センターは、専門の訓練を受けた相談員を中心

に医療機関、弁護士、行政、警察が連携をして支

援をしており、面談、電話相談を利用した方には、

札幌市に限りますが、関係機関への付き添い支援

などを行ってございます。２次被害を抑制する意

味でも若い世代に対する相談機関の存在の周知は
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とても重要であり、性犯罪の被害者にならないた

めの教育とあわせ、教育機関を通じ実施をしてい

く必要性については十分認識をしております。

次に、デートＤＶについて申し上げます。１０

代、２０代においては、交際相手からのラインや

メールにすぐ返信しなければならない、また軽微

な暴力や性行為の強要など恋人とつき合っていれ

ば当たり前のことと思い込んでいるケースが少な

くありません。そのことが拘束となり、ほかのこ

とを差しおいてでも優先しなくてはならない状況

をつくり、交際相手を自分の思いどおり、自分の

ものとしてコントロールをしたり、扱ったりする

ことは既に暴力であり、いわゆるデートＤＶに当

たります。若年層においてもそうした行為を暴力

として捉えられず、一人で悩んでいる方も多いと

考えられます。こうしたＤＶ被害を受け、悩んで

いる人の相談窓口として、北海道立女性相談援助

センターがあり、また身近な相談窓口として本市

にも健康福祉部に相談窓口を設置をしているとこ

ろです。若い世代がＤＶに対する知識を深めてい

ただくことは極めて重要であり、相談機関の周知

の必要性についても認識をしてございます。引き

続き男女共同参画推進計画に基づき、庁内関係部

署及び教育機関や女性団体等と連携を図り、性暴

力や女性に対する人権侵害についての理解を深め、

女性の地位の向上に向けた各種セミナーの開催な

ど普及啓発活動に取り組んでまいります。

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制度にかか

わって、小項目１、名寄市の現状と今後の考え方

についてお答えいたします。

名寄市における障がい者雇用率ですが、最新の

公表値であります平成２９年度において実雇用率

３９％と法定雇用率の ３％を超えています。

本雇用率の算出根拠となります障がいがある職員

の掌握方法ですが、毎年度職員給与の年末調整を

行う際に障害者控除を申告しました職員に対して

障害者手帳の写しの提出を求め、手帳の内容に基

づき障がいの内容及び等級を確認しており、客観

的な資料により障がいの把握を行っております。

なお、議員御指摘の事例が大きく報道されたこ

とから、対象となる職員の障害者手帳の再確認を

行いましたが、問題は確認されませんでした。

今後の考え方につきましては、大都市のように

職員採用において障がい者任用枠を常設するなど

の対応は、それぞれの障がいの性質に応じた職種

を設定し、毎年募集することが小規模都市である

本市の場合、職員採用計画上困難であることから、

通常の職員採用の枠組みの中で可能な限り障がい

者の採用機会の拡大が図られるよう努めてまいり

ます。

また、市内の事業所における障がい者雇用の促

進でございますが、市は障がい者雇用に関する監

督権限を持たず、一義的には労働基準監督署が事

業所の障がい者雇用に関する監督及び相談を行っ

ております。市といたしましては、労働基準監督

署などと連携しながら、市の関係部局に対し事業

所から相談などがありましたら、適切な機関に取

り次ぐことや国の情報提供に積極的に協力してい

くなどの対応をとってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 私からは、大項

目３、観光推進にマンホールカードを活用するこ

とについてお答えいたします。

小項目１、マンホールカードの発行の考えは及

び小項目２、風夢くんをデザインしたマンホール

のふたをカードにについては関連がありますので、

一括して申し上げます。マンホールカードとは、

下水道の普及活動を目的としたカード型の下水道

広報用パンフレットであり、全国に実在するデザ

インマンホールふたをカード化したもので、ダム

カードなどとたびたびマスコミでも紹介されてい

るところでございます。現在名寄市の下水道事業
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特別会計は、平成３２年度から公営企業会計に移

行するため、その作業を行っているところでござ

います。平成３２年度以降については、水道事業

と同様に経営状況の明確化を図るとともに、経営

戦略を見直しし、改めて下水道事業への市民への

理解を広く深めることの必要性から、広報活動の

一環としてマンホールカードの発行についても平

成３２年度に向け検討する必要があると認識して

いるところでございます。

マンホールカードを発行するに当たりましては、

より身近に感じていただけるよう風連処理区と名

寄処理区について１基ずつカード化を図り、複数

年度にて発行したいと考えております。規則上登

録時点で設置されているデザインマンホールをカ

ード化することになります。名寄処理区は１種類

ですが、風連処理区は風夢くんを含む３種類の中

から１種類を選び、カード化を検討していきたい

と考えております。

なお、コレクターも全国各地に存在しているこ

とから、観光部局と連携し、配布場所についても

よろーなや道の駅などの活用を検討したいと思っ

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ御

答弁いただきましたので、随時再質問等をさせて

いただきたいと思います。

まず最初に、男女共同参画推進計画の推進にか

かわってでありますが、名寄市立大学、女子学生

が多く、女性教員も多いように感じていたのです

けれども、今お話を聞きましたらそうでもないと。

半々ぐらいだということがわかりまして、男性学

生もふえていることもあるので、こういった状況

かなというふうに思いながらお聞きをしていたと

ころであります。そうした男女が比率が拮抗して

くればくるほどやはり男女共同参画が強く求めら

れていくのかなというふうに思っていますが、先

ほどお話がありましたようにそれぞれ個人の能力

に応じて、また人権含めて、ハラスメントを含め

て研修も行われているということでしたので、ち

ょっとというか、かなり安心をしながら、胸を張

って疑問を持っている皆さん方にお答えをしてい

くことができるなというふうに思ってお聞きをし

てきたところであります。

ちょっと御紹介をさせていただければ、今回の

東京医科大学の女性医師が結婚、出産で辞職する

存在だと決めつけていたということでは、結婚や

出産で離職する女性が多いのは女性ではなくて病

院の労働環境にこそ問題があるのではないかとい

う女性弁護士の発言もあります。働き方こそ見直

すべきだと。今働き方改革も進んでいますけれど

も、男女共同参画の報告からも見ていく必要があ

るのかなというふうに思いながら考えているとこ

ろであります。

そして、もう一つ御紹介をさせていただければ、

女性の医師の割合です。ＯＥＣＤ、経済協力開発

機構加盟国の中で実は日本は最下位になっていま

す。女性医師率の割合、平均では４ ５％なので

すが、日本は２ ３％と最下位になっている、そ

ういう状況にあることをぜひとも皆さん押さえて

いただきながら、今後いろんなところで検討を進

めていただければというふうに思っているところ

であります。

それで、あともう一つ気になるところがありま

す。先ほど研修の中に人権の問題も話されました。

名寄市の男女共同参画推進計画の中の基本理念に

ある、１番に男女の人権の尊重というふうに書か

れていて、性別にとらわれず、お互いの人権を尊

重し、個人として能力を発揮する機会が確保され

ることを目指す、このように６つの基本理念の冒

頭に掲げられています。今ＬＧＢＴに対するいろ

いろな情報をメディアを通じて得ることがありま

すが、まだまだ多くの方々に理解できる状況には

ない。私自身もまだまだ勉強不足で、よくわかっ

ていない部分もあります。最近の報道で、名寄大

学の中でサークル等で取り上げられているという
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ふうなお話がありましたけれども、このＬＧＢＴ

に対する考え方についてお聞かせをいただければ

と思います。

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） 今川村議

員から御指摘がありましたように、先般新聞報道

で本学の学生が担当教員の支援などもありまして、

ＬＧＢＴに関係するサークルを設立をいたしたと

ころでございます。性の多様性などへの理解が十

分ではない現代社会において、日常生活の中でＬ

ＧＢＴが生きづらさを感じる場面などが数多くあ

るものと考えておりまして、大学としてもその活

動を見守りながら支援してまいりたいと考えてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 最近になって私たちの

周りの中では、ようやくこういう性の多様性とい

うことが話題に上がってきているのかなというふ

うに思います。なかなか今まで日本の社会的な問

題やら風土的な問題もありながら、広く知られる

ことがなかったのかなというふうに思っています

けれども、メディアで取り上げられるようになり、

また自治体でもさまざまな支援が始まっているか

なというふうに思います。パートナーシップ制度

だとか、証明制度というようなことで取り上げら

れていて、こういったところのそれぞれの皆さん

が性別にとらわれない、お互いの人権を尊重する

というところ、ここのところをやはりきっちり捉

えていく必要があるなというふうに思っています

し、今の御答弁にもありましたけれども、尊重し

ながらというふうに、見守りたいというふうにお

答えをいただきましたので、引き続き見守ってい

っていただき、私たち市民も見守っていきたいな

というふうに思っているところであります。男女

共同参画については、以上で終わらせていただき

たいと思います。

次に、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制

度にかかわってであります。今報告にありました

ように、名寄市では２９年度で ３９％というふ

うな雇用率になっているということでありました。

国の機関、民間を指導する立場でありながら、そ

の指導する立場のところが水増しということをや

ってしまっていたら、本当に指導ができるのかと

いうような、そんな不安の声があったところであ

りますし、怒りの声が上がっているところであり

ます。

これは、日本障害者協議会代表の藤井さんとい

う方がおっしゃっているのですが、今回の問題は

障がいを持った人に対する政府の姿勢の本質を感

じさせますと。障がい者を雇いたくないという差

別のような雰囲気を多くの障がい者は感じている

と思いますと。そこが一番問題なのだというふう

なおっしゃり方をしています。この点について障

がいを持った方々の働くことに対してのお考えを

いただければというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 国においては、障が

い者の雇用に関して障害者雇用促進法を制定をし、

これは国あるいは自治体、企業においても一定の

目標値を定めながら、障がいを持った方の雇用に

ついても拡大をしていこうという、そういう方針

があるということでございまして、これにつきま

しては先ほどありました男女共同参画、そういっ

た社会の実現にも少し踏み込んでいるのかなとい

うふうに考えておりまして、私ども自治体として

も推進をしていく方向については同じだというふ

うに考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回男女共同参画の部

分でもお話ししましたように、人権の問題という

ことをやはりこの間のいろんな、先ほどもお話し

しましたように東京医科大の女子受験生への差別、

また国会議員による差別発言、そして今回この障

がい者に対する雇用の水増し、本当に人権の大き

な根幹にかかわるところに関する大きな問題だっ
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たなというふうに思っているところです。それで、

今回取り上げさせていただきました。先ほども紹

介したように、部長も今おっしゃったように、共

同参画推進計画の基本理念の中にある人権、あら

ゆる性にこだわらず、そしてあらゆる人たちが本

当に安心して暮らせる、そして仕事につける、こ

のことが非常に求められているのだというふうに

思っています。この障害者雇用制度、障がいのあ

る労働者が経済社会を構成する労働者の一員とし

て職業生活においてその能力を発揮する機会を与

えられるようにするためにつくられたと、義務づ

けられているということであります。ですから、

国や地方自治体は民間企業を上回る割合の雇用を

義務づけられているわけですけれども、そういっ

たところに反していたということで、多くの国民

の皆さんがひどいということで怒っているという

ところであります。先ほど御答弁にありましたよ

うに、今後も通常採用をしていきたいというふう

におっしゃっていただきましたので、引き続き障

がいを持ったことで働く場がなくなるということ

のないようにしていってほしいなというふうに思

っています。

それとあと、今回の問題、地方自治体の中でも

若干あったようですけれども、国が大きくこの水

増し問題が出たわけですけれども、４年前にも同

様のことがあって、積極的に調査等していただい

て、再発防止をしていただいていたら、今回のよ

うなことはなかったのにというふうに強く思って

いるのですが、積極的に調査、審議を行い、再発

防止と障がい者雇用対策の抜本的な改善、これを

目指してもらうように地方自治体からも声を上げ

ていく必要があるのではないかというふうに思う

のですが、その点についてお考えはどうでしょう

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） 先ほども申し上げま

したけれども、国において、あるいは地方自治体

において、民間においてそれぞれ性の差別もなく、

障がいを持った、そういった身体的な差別もなく、

やはり社会の一員として働くことができる、そう

いった社会をつくるということは非常に重要なこ

とでございますので、私どもも議員が今言われた

趣旨については同じ考え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 同じようにお考えをい

ただいているというのはわかったのですが、国の

ほうにきちっと今回の問題を調査をし、やはり再

発防止、そういうことがないようにしていくよう

に地方からも声を上げていく必要があるのではな

いかというふうに思っているのですが、いかがで

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） この場で私の立場、

なかなか言いにくいわけでございますけれども、

全道的な都市での集まりですとか、あるいはそれ

ぞれ管内の会議ですとか、そういった場で今議員

がお話しになったことについてぜひ進めていく方

向で内部でも話をしていきたいというふうに考え

てございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回の水増し、私は水

増し問題というふうに思って言っているのですが、

この問題は障がい者を含めた雇用の場が大きく減

らされたというふうに思っています。この背景に

は、この間公務員の定数の削減があるのではない

かというふうな指摘もあるところであります。国

家公務員の定数削減が随分進んでいます。公務員

削減は、地方自治体にも押しつけられてきている

のではないかなというふうに思っています。地方

交付税などの算定基準に加えられるなど、政府主

導で地方公務員の削減が進められてきているとい

うのは事実だというふうに思っています。そうい

った中で今後先ほど部長からも通常で採用を目指

していきたいという御答弁いただきましたけれど

も、改めて市長から障がい者雇用に対するお考え
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等あわせてお聞かせをいただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来障がいのある方

の雇用に関しまして重要な御提言もいただきまし

た。ありがとうございます。いろんな種類の障が

いがございまして、一部やっぱり社会が文明が進

んでいくことによってもたらされた障がいもある

のかなというふうに思っていまして、我々そうし

たこともひっくるめて、みんなで社会の責任とし

て前に進んでいく必要があろうというふうに思っ

ていまして、そうしたことができる地域が、ある

いは自治体がしなやかで強い自治体運営につなが

っていくというふうに私も承知をしておりますの

で、引き続きこうしたことを積極的に進めていき

たいというふうに思いますし、名寄は大学等もあ

りまして、そうしたことに非常に理解が進んでい

る。ハローワークの名寄の状況を見ていても非常

に障がい者雇用率も全道でも上位にランキングを

されておりますので、そういう理解が進んでいる

地域だというふうに比較的認識をしておりますの

で、そうしたことをさらに推し進めていくように

しっかりと努めていきたいというふうに思います。

職員採用の観点の中でお話がございましたけれ

ども、採用時の特別枠の創設などというところは

なかなか困難なことかもしれませんけれども、職

員採用の手続におきましてより多くの障がいがあ

る方が本市の募集内容を確認できるように、障が

いのある方向けの求人などの活用方法、可能かど

うかなど、募集の方法については今後また深く研

究を進めていき、より多くの障がいのある方の採

用の機会をふやしていく努力を今後とも続けてい

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも雇用拡大に向

けて取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。さきの定例会では、非正規職員を正規職員に

という提案もさせていただいたのですけれども、

この点についてはまた違う機会にさせていただき

たいというふうに思いますけれども、雇用拡大と

いうところではぜひ積極的に取り組んでいただき、

そして差別解消になるといったところで、人権問

題も含めて、やはり働く中で差別をつくってはい

けないということをぜひともお願いをしておきた

いというふうに思います。

では、次、マンホールカードのお話をさせてい

ただきたいと思います。先ほどの御答弁では、経

営状況も含めて３２年度に向けて検討をしていき

たいという御答弁だったかというふうに思います

けれども、前向きなお答えをいただいたというふ

うに受け取ってよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 議員のほうから

御指摘がありましたが、下水道事業につきまして

は先ほども言ったように平成３２年度に公営企業

会計に移行するということで、今後につきまして

は経営状況とか、そういうのを透明化という部分

について市民に多く理解をいただく、そういう部

分を踏まえて３２年へ向けて、マンホールカード

の実施については基本的には実施をしたいという

考えは持っておりますが、主催団体との今後のや

りとりとか、そういう部分がありますので、詳細

な内容についてはこれから検討をしていくものと

いうことで、そういう回答とさせていただいたと

ころです。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） よしという声が上がり

ましたけれども、このマンホールカードは目的の

ところでさっきお話があった下水道の役割などの

周知、そしてそれとともに各地を訪れることで地

域の観光振興につなげていくことを目的としてい

ると。ここのところが今までなかなか押さえてお

られたのだとは思うのですけれども、前面に出し

ていただけなかったといったところがちょっと残

念だったなというふうに思っています。

それで、やはり先ほど御紹介しましたように、
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全国的には第８弾で、もう４１８種類、３６４の

自治体でつくられ、道内でも大変多いのです。２

５種類、２５自治体でもう進んでいるということ

ですので、今回先ほど御紹介した１８日から２１

日に第９弾の募集がされていますけれども、この

募集の要項がやはり変更になってきているという

ことなのです。私は応募数が多いのだと思うので

す。多くて、注目度も高くなってということで、

応募数が多くなっているので、何件までというよ

うな縛りになってきているということですので、

やはり早い取り組みが必要なのだというふうに思

うのです。今これもらってきていただいた部分の

カード、いただいたのちょっとお見せしますけれ

ども、このようにここに風夢くんのマンホールの

ふたのあれができたらすごくいいのにというふう

に思いながら見ているのですが、早くといったと

ころで、今９弾目です。この次募集がいつになる

かわかりませんけれども、早い取り組みをという

ふうに思うのですけれども、その点についていか

がお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 先ほど観光の部

分がということですが、最後のほうにお話しさせ

ていただいたように、議員が御指摘のとおり全道、

全国からコレクターと言われる方が来られると。

ある意味においては入り込みという部分も期待が

されるということで、その部分については今後観

光部局と設置場所等について検討していきたいと

いう答弁をさせていただいたところですので、御

理解していただきたいと思います。

もう一つは、当初からこれは広報型のカードと

いうことで発行されておりましたが、この８月、

第８弾で実施する団体のほうで考え方を改めまし

て、今までは一定程度コレクターの方が一気に出

すと参集というか、集めに行くのが大変と。それ

らのこともありまして、おおむね５０ということ

を基準に進めてきたというところですので、そう

いう部分で御理解していただきたいと思いますが、

この８弾までについてはブランド化の確立という

ことを第一の目的で進めてきたということで、実

は企画書を出して、企画の内容によって選定され

て５０だったり、６０になってきたというところ

です。一定程度ブランドの確立、要するに全国に

認知されたということで、この９弾からは登録制

というふうになっております。登録の条件は前と

大きく変わりませんが、今後登録されたものの中

で発行枚数については抽せんで、予定は大体６０

から７０ということですので、その中でそれを超

えると抽せんになるかと思っております。

早くというお話ですが、先ほどのお話しさせて

いただいたように、公営企業の関係で改めて企業

化になったときに市民への周知というのが下水道

事業のまず１番目の考えと思っておりますので、

そういう部分では御理解していただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ちょっと調べてみまし

たら、今まで総発行枚数が約２３０万枚となって

いるというふうに言われています。地元の人が受

け取りに行くところもあるとは思うのですけれど

も、これだけの人たちが移動しているということ

ですよね、たくさんの人が。ということでいえば、

やはり観光、今まで名寄市のことを知らなかった

方々に名寄市を知ってもらうというツールとして

は非常に大きな影響というか、活用の価値はある

というふうに私は考えているのです。そういう意

味では、やはり観光の問題も含めてという、今お

話もありました。そうであれば、平成３２年度ま

で待たないで早くということも視野に入ってくる

のではない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） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 内部的なものも

ありますし、先ほどお答えさせていただきました

が、実存するマンホールのふたということで、そ

ういう部分については名寄地区はアカゲラが１種
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類、風連地区には３種類ということがあります。

３種類の中から１種類、これについては風夢くん

のキャラクター、それから望湖台自然公園、それ

と風舞あんどん、この３種類がマンホールのふた

となっておりますが、この中からどれを選定する

のか、またアカゲラという名寄地区を先にするの

か、そういう部分はあります。今後については、

もう少し内容のほうを検討する時間をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今マンホールのふたの

デザインの話が出されていました。私は、いろい

ろな全国のマンホールカードを見せていただきな

がらしているのですが、つくられた目的の中にも

書いてあります。全国各地でデザインが異なる御

当地物で、その土地にゆかりのある各所、名物品、

スポーツ、キャラクターなどが描かれていると、

そのように書かれているのですが、そういう意味

で私は旧風連町がデザインしてきた風夢くんが残

っている、そして在庫もなくなってきて、今残っ

ている部分で使って終わりだというのもお聞きす

ると、やはり心情的に残っているもの、今あるも

のを、なくなっていくものを形として残していき

たいというふうな思いがあります。風連の方にそ

んなお話をすると、本当にそうだというお話もい

ただいている中で、やっぱりカード化して残すと

いうことも、そして観光推進にも活用できるとい

うふうなことでは非常に有効かなというふうに思

っているのです。確かにいろいろ名寄地域のアカ

ゲラのふたもかわいらしいですけれども、そうい

うことも含めて検討していただければというふう

に思いますが、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） 原課のほうは平成３２年

度に向けて、上下水道の見解としてはそういうコ

ンセプトだということでありますけれども、もろ

もろいろいろ準備もあるということでありますの

で、また審査があって落ちる可能性もあるという

お話もありますが、３１年度待たずしても準備が

整えばでき次第申請をして、早くカードをつくる

という準備をしていきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） よろしくお願いをした

いというふうに思っています。私の趣味で言って

いるのではなく、ちょっとやはり観光のところに

活用できるツールだというのをぜひ理解をしてい

ただきたいなと思っています。

それと、配布場所についても多くが下水処理場

に置いているところも多いのですが、私も駅前で

もよいかなと思ったり、道の駅でもというふうに

思ったりしたのですが、やっぱり下水処理場まで

巡回バスを使っていただいて来てもらうと。名寄

市内を回っていただくということもいいかなとい

うふうに思っていますので、そういったことも含

めて検討していただいて、早目の発行をお願いし

て、終わりたいと思います。ありがとうございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第５号

平成２９年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第６号 平成２９年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 平成２９年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第６号 平成２９年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第５号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報
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告第６号は同法第２２条第１項の規定に基づき平

成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率を御報告申し上げるもので、細部につき

ましては総務部長から説明をさせますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私のほう

から報告第５号 平成２９年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第６号 平成

２９年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して追加説明させていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きくだ

さい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況、

平成２９年度決算についてでありますが、実質赤

字比率及び連結実質赤字比率については赤字が発

生していないことから、なし、バー表示でござい

ます。実質公債費比率については前年度より ２

ポイント増の ４％、将来負担比率については

２ポイント増の３ ８％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況、平成２９年度決算につ

いてであります。初めに、表の左上の欄は一般会

計の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳を

記載しています。一般会計の実質収支は４億 ８

１９万 ０００円の黒字となっていることから、

分母である標準財政規模に対する割合はマイナス

８８％で、実質的な赤字が発生していないこと

から、なし、バー表示となります。次に、一般会

計に特別会計、企業会計など全ての会計を対象と

した連結実質赤字比率については、全ての会計の

実質収支を合計すると表の右下のとおり１６億

１９３万 ０００円の黒字となりました。この額

が標準財政規模に占める割合はマイナス１ ０９

％になり、実質的な赤字が発生していないことか

ら、同じくなし、バー表示となります。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況、平成２９年度決算につい

てであります。実質公債費比率とは、一般会計の

公債費に加え特別会計や企業会計、一部事務組合

などへの公債費に準じた繰出金や負担金などの合

計額が標準財政規模に占める割合をいい、直近の

決算、平成２７年から２９年の３カ年平均を用い

ます。平成２９年度決算では、前年度より ２ポ

イント増の ４％になりました。実質公債費比率

が増加した主な要因は、普通交付税額の減少が挙

げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況、平成２９年度決算についてであり

ます。将来負担比率とは、地方債残高など一般会

計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規

模に占める割合をいいます。平成２９年度決算で

は、前年度より ２ポイント増の３ ８％となり

ました。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰り入れ見込み額、職員の退職手当負担見込み額

など将来にわたって負担すべき金額を記載してい

ます。また、中段の充当可能財源等は、充当可能

な基金や特定歳入、将来にわたって地方交付税で

措置される基準財政需要額算入見込み額などを記

載しています。将来負担比率が増加した主な要因

は、地方債の現在高の増加、普通交付税額の減少

による標準財政規模の減少が挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当の額は貸借対照表における流動負債から

翌年度償還の企業債等の額を控除した金額を、ま

た歳入相当の額については流動資産の額をそれぞ

れ記載しており、その差額が資金不足額となりま

す。両会計とも歳入相当額が歳出相当額を上回っ

ているため資金不足額はマイナスとなっており、

資金不足比率はありません。

また、食肉センター事業特別会計ほか２特別会
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計については、それぞれ歳出歳入の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支均衡となっており、資金

不足は生じておりません。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第５号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 健全化比率の結果と

それに関連して説明を受けましたが、私の理解も

深める意味で３点ほどお尋ねをしたいというふう

に思います。

今お話ありましたように、実質赤字比率、連結

実質赤字比率の関係はバー表示で黒字ということ

でございますが、基準が赤字比率が１ ９９、そ

して連結実質赤字比率が１ ９９ということで、

説明のあった数字等加えるとそれぞれ１ ９ポイ

ント黒字、あるいは３ １ポイント黒字というこ

とであります。こういう理解でよろしいか、黒字

の中身の話になりますけれども、再確認でお答え

をいただきたいと思います。

それから、実質赤字比率はかつての実質収支比

率とほぼ同じ理解でよろしいかと思いますが、経

験的には今までどの黒字の水準が望ましいのかと

いう議論も過去にはあったような気がしますけれ

ども、今回の実質赤字比率と直接かかわりません

けれども、望ましい黒字の水準についてどのよう

に受けとめたらよろしいのかをお答えをいただき

たいと思います。

それから３つ目に、将来負担比率はもちろん発

生しないということは負担がないということでは

なくて、ありますけれども、各基金だとか、地方

債の交付税措置だとか、いろいろとの比較でマイ

ナスになるわけでありますけれども、特にここ何

年かで職員の減少だとか退職金の引き下げなんか

についても当然この中に含まれてありますけれど

も、それとの因果関係について少しお答えをいた

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） まず、最初の質問の実

質赤字比率、それから連結実質赤字比率と、それ

から基準との関係ですけれども、こちらの１ペー

ジに出ているそれぞれの基準についてはこれマイ

ナスの部分でありますので、うちの場合は逆に黒

ですから、当然その差が出ていますので、それは

議員御指摘のとおりの数字ということの整理でよ

ろしいかと思います。

２点目のこれも昔の実質単年度赤字との関係で

すけれども、ほぼ同じ意味であります。ですので、

これをもとに財政健全化の法律ができて、こうい

うふうに振りかわっているということですので、

中身としては同じ考えに立っておりますので、そ

れも構わないと思います。

それから、どれくらいが適正な黒字になるのか

ということで、さきの一般質問でも大石議員のほ

うからもいろいろやりとりさせていただきました

が、なかなかこの金額が適切というガイドライン

というものはありません。ただ、今までの経験則

からいいますと、今私どもの一般会計、普通会計、

大学も合わせますと大体予算規模で２００億円超

えて２１０億円から２２０億円ぐらいですので、

大体経験則からいいますと多くても５億円から６

億円ぐらいの黒字ということで推移しております。

ほかの市の状況を見ますと、出てくる不用額ある

いは黒字額それぞればらばらという状況がありま

すので、どれが適切かということは一概には言え

ませんけれども、今までの予算執行の流れから含

めますと大体２２０億円ぐらいの予算規模に対し

て５億円、６億円ぐらいがおさまりがいいところ

なのかなという一つの判断は持っておりますが、

これが適切という黒字についてはまだもうちょっ

と研究しなければならないなと思っております。

それから、職員構成あるいは年齢構成によりま

す健全化判断比率の影響でありますけれども、こ
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ちらにつきましては明確に反映されるのが４ペー

ジでありますが、４ページが将来負担比率になっ

ております。ここの中の一番上の表の左から５つ

目に退職手当負担の見込みがあります。こちらの

部分に大きな影響を与えるところであります。名

寄市の職員構成は、年齢構成を含めて若くなって

おりますので、職員退職手当の負担見込みについ

ては少しずつ下がってきているという傾向があり

ますので、これは将来負担比率においては下げる

ような流れになっているという、そういうような

状況になります。

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） 前段の赤字比率ある

いは連結赤字比率の関係、議会で佐藤議員からも

いろいろ現状の基金残高の問題だとか、黒字なの

だということだとかというやりとりもありました

けれども、市民がそれをどのように受けとめるか

というところのお伝え方については決して十分で

はないのかなという感じがしていまして、たまた

ま私去年の広報の１１月号のを今コピーして持っ

てきたのですけれども、いろいろ書いてあります

けれども、「青信号だったんだね」、「市債残高

が増えても青信号？」ということで、あと文章つ

けて丁寧に説明しているようには見えましたけれ

ども、実際に赤字比率を、あるいは連結赤字比率

も含めてバー表示で、これで青信号という理解を

すればいいのですけれども、先ほど前段私いわゆ

る基準と今回の数字と足した数字をあえてお伝え

をしましたけれども、もう少しどのような黒字な

のかということなどについて、お伝えをするにし

ても広報かネット上のお伝え方しかないわけです

けれども、少し工夫を凝らしてお伝えしたほうが

よろしいのかなという感じがしますが、改善もお

願いできればというふうに思っていますが、その

考え方についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

それと、これは名寄市のことではないのですけ

れども、同様にバー表示は総務省が発行している

決算カードも大体そのようになっていて、これは

なぜ総務省でこのような、法的な義務か、そうい

うことで必要ないということなのかもしれません

が、もしおわかりでありましたらバーの意味につ

いて、先ほど広報の改善なんかについてのお話し

したとおりちょっと説明をいただければと思って

います。

それと、２つ目のいわゆるどのくらいの黒字水

準かというところは、かつては実質収支比率の段

階ではいろいろ全国的にも３から５％程度の水準

があるということでありますけれども、一律にこ

れが妥当なのだということは言いにくいことかも

しれませんが、そういう理解で経験的には３から

５％ぐらいという数字も出ていたような気がしま

すけれども、そういう考え方については妥当なの

かどうかお聞かせをいただければというふうに思

っています。

あと、将来負担比率の関係は、基金だとか起債

の償還の交付税措置だとか、いろいろ退職金の関

係とか年齢構成だとか、さまざまな要因で数字は

決まっているのですけれども、数字を意識をする

ために住民生活だとか、福祉の向上だというとこ

ろを置き去りにするということはあり得ないとい

うふうには思いますけれども、ややもすると数字

を気にして抑制をするという危惧も多少あるもの

ですから、基本的には財政運営の基本については

数字だけではなくて住民生活や福祉向上との因果

関係は当然もう理解されているような話だと思い

ます。基本的な考え方についてもう少しお聞かせ

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） 順番は前後しますけれ

ども、バー表示につきましては今ちょっと確認で

きませんけれども、恐らく赤字が出ていないとい

う意味でもってのバー表示ということではないか

と思っております。ちょっと確認させていただき

まして、また何らかの機会に報告をさせていただ
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ければと思います。

それから、一番最初の広報における財政含めた

指標の周知方法につきましては、これ３番目の黒

字の水準等にもかかわってくる問題だと思ってお

りますが、黒字が出たら黒字出たその背景も含め

てできるだけわかりやすく、その黒字は何を意味

しているのだというのをわかりやすく周知するこ

とは、非常にこれから将来に向けて大事なことだ

と思っております。今までの決算の経緯見ますと、

黒字毎年度出ているということで、危機的な状況

は脱しながら進めておりますけれども、そのかわ

りこれから何があるのだということも含めてこれ

は必ず市民の皆様にお知らせしなければならない

ことでありますので、改めて財政当局のほうと話

をさせていただきまして、もうちょっとわかりや

すく、表現方法も含めて詰めてまいりたいと思い

ます。

それから、一番最後の今回の健全化判断比率、

資金不足比率につきまして、もともとは道内の自

治体の財政破綻に端を発しましてこういうような

法律ができて、実際にほかの会計も連結したとき

にどうなるのだろうというのを見える形にしよう

としたものであります。この一応の早期健全化基

準、財政再生基準、示されておりますけれども、

これを超えると今まで例えば起債、お金を借りる

ときに届け出だったものがこれ審査を受けなけれ

ばならなくなる、あるいは起債を制限される、そ

ういうような状況もございますので、非常に重要

な指標であります。ですので、これを一応念頭に

置きながら、財源配分で市民の皆さんの福祉をど

のように向上させるかということが非常に大きな

仕事の一つになってきております。この指標を守

りながらいろんな市民のニーズに応えるという、

この姿勢だけは絶対に忘れてはいけないというふ

うに思っております。特にこれから繰り返しにな

りますけれども、基金の活用がその中でどういう

ふうに出てくるのか、一番大きな課題になります。

前に申し上げましたけれども、お金を借りないた

めに基金を使うと。そうなると手持ちのお金がな

くなるので、将来に負担が残るよということで、

資金不足比率のほうが悪くなるという傾向があり

ますので、これらも含めて非常に難しい作業にな

りますが、基本は市民ニーズをいかに組み込んで、

この指標を守りつつ、時には大胆に財政出動もし

ければならない、そういう時代も来るということ

で、今後財政進めてまいりたいと思います。よろ

しく御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後になりますけれ

ども、結果は２９年度の数字、そしてあらわし方

は３年平均でそれぞれ数字が報告をされるわけで

ありますけれども、わずかな期間の間でこの数字

を判断をするというのは非常に難しいのかなと。

赤字より黒字のほうがいいというのは一般論では

当然ありますけれども、この数字が総合計画の継

続の中で今の財政の状況がどうなのかという中長

期的な視野で市政運営もされているかと思います

けれども、赤字より黒字がいいに決まっているけ

れども、いっとき赤字もあり得るということだと

思うのです。前後の行政施策、あるいはこれから

ライフラインや、あるいは公共施設の老朽化や耐

震化の問題も含めて考えるときに、市民がそれは

もうやむを得ないことだというときにはたくさん

これから水道の話も出てくるわけでありますけれ

ども、つらいこともやっぱり説明をした上で、本

当の財政実態を理解をいただく。あるいは、やっ

ぱりニーズを優先するかという判断はこれからの

議論の中で、市民抜きにそういう面では数字の上

がり下がりだけにこだわる必要はないのかなとい

う感じはしていますけれども、基準を超えると起

債の発行制限が出てくるので、そうはいきません

けれども、十分数字だけに目を向けることではな

くて住民福祉の向上やら市民ニーズをどう見きわ

めるかということについての財政運営についてし

っかりやっていただきたいと思いますけれども、

総括的に加藤市長からのお答えをいただいて、終
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わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 持続可能な自治体経営の

ためにこうした指標をしっかりと注視をしながら、

市民のニーズにいかに応えていくかというそのバ

ランスをとりながらの運営だというふうに思いま

す。今回特に２つの指標において、若干今までの

トレンドとは変わってきているということはやっ

ぱり注視しなければならないと思います。このト

レンドが変わってきたことが少し今後も償還がま

たこれからもふえていく見込みでありますので、

どちらかというと悪化の傾向が続いていくのかな

というふうに思います。そんなことも我々は予期

していたこともあり、財政的なキャップもはめな

がら、ここしばらくは基金も上手に活用しながら

やりましょうということでございます。当然こう

したことをこれからも財政の健全化に注視をしつ

つ、市民の皆さんのより多様となってきているニ

ーズをしっかりと酌み取りながら、やるべきこと

をしっかりとやっていくと。このバランスをしっ

かりととっていきながら、これからも市政の運営

を進めていきたいというふうに思います。御指導

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第５号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２２日から９月２

７日までの６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２２日から９月２７日までの

６日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で散会といたしま

す。

散会 午後 ２時１４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 東 千 春


