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平成３０年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年１２月１７日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

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 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

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

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

総合政策室長 石 橋 毅 君

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） ただいまより平成３０

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

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、

５番 川 村 幸 栄 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第４号

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定め

ることについてを議題といたします。

初めに、議案第４号はお手元に配付の審議日程

（案）のとおり進めたいと思いますが、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、日程につきましては、配付の審議日程

表のとおり決定いたしました。

なお、審議順序については、中期基本計画の総

括説明、各会派代表者による総括質疑を行い、そ

の後中期基本計画の項目ごとに質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づく質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないことといたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

（「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、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定をいたしました。

ただいまから中期基本計画の総括説明を行いま

す。

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。

それでは、私から議案第４号につきまして総括説

明をさせていただきます。

初めに、総合計画（第２次）中期基本計画の策

定経過について申し上げます。本年２月から３月

にかけまして無作為抽出による１８歳以上の市民

０００人に対しアンケート調査を行い、現状の

各施策に対する満足度や自由記述による御意見を

いただきました。６３０件の回答をいただき、４

４１件の御意見をいただいたところです。その後

４月からは、各種団体の総会の場でアンケート等

による意見聴取を行い、４月２６日には名寄市民

で構成する名寄市総合計画審議会を開催をし、市

長から中期基本計画の策定について諮問をさせて

いただきました。その後経済、福祉、医療など各

分野の方々や市立大学生を対象とした市長との意

見懇談会を開催をし、膝を交えた意見交換を行っ

てきたところです。この間市民の皆さんからいた

だいた意見を審議会に提供しながら、７回の審議

会を開催をし、８月２９日に答申をいただきまし

た。また、９月３日、議員協議会にパブリックコ

メント素案を提示をいたしまして、９月１８日か

ら１０月１７日までの期間パブリックコメントを

実施をし、１２月３日、議案として提出をさせて

いただいております。

以下、お手元に配付をしてございます議案書、

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画（案）に

より順次概要について説明を申し上げます。

表紙をめくっていただきまして、目次がござい

ますが、基本目標につきましては５つ、それぞれ

主要施策ごとにページ番号が付されております。

この主要施策までが基本構想となっており、平成

２９年度からスタートしております現総合計画の

１０年間の枠組みとなります。

１ページおめくりいただくと、２ページ目、重
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点プロジェクトとなっておりますが、ここからが

基本計画部分でございます。重点プロジェクトは、

現総合計画から新たに取り入れたものであります

が、施策間連携と名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略との整合性を重視し、前期計画を踏襲し

た重点プロジェクトとなっております。

２ページ下段の表では、重点プロジェクトと基

本構想及び基本計画の関係をあらわしております

が、特にかかわりがあると思われる基本目標に星

印を記しております。

３ページ目をお開きください。こちらは、重点

プロジェクトの成果指標の一覧となります。経済

元気化プロジェクトでは、前期３本の指標に対し

まして５本となっております。安心子育てプロジ

ェクトでは、前期３本の指標に対しまして４本、

冬季スポーツ拠点化プロジェクトでは前期２本に

対して４本となっております。それぞれ重点プロ

ジェクトのさらなる推進を図っていくため、指標

の見直しを行い、項目や目標値を設定しておりま

す。

４ページからにつきましては、５つの基本目標

と主要施策についてそれぞれ記述をしたものでご

ざいます。基本的にはそれぞれの施策項目につき

まして現状と課題を述べ、中期基本計画の方向性

という順で記載をしてございます。これは、細部

につきましては基本目標ごとの審議にて別途説明

をさせていただきます。

以上、総括説明を終わらせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、総括質疑を

行います。

市民連合・凛風会を代表いたしまして、佐藤靖

議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民連合

・凛風会を代表して名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画の総括質疑を行いたいと思います。

この後重点プロジェクト及び５つの基本目標に

ついては審議が行われるということでありますの

で、私のほうからは総括ということで、自治基本

条例との整合性や財政課題を中心に質問をしたい

というふうに思います。

それでは、まず市長にお伺いをします。名寄市

自治基本条例は、名寄市の憲法というか、名寄市

の最高規範という位置づけでよろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのように承知しており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 橋本副市長にお伺い

します。

地方自治法が改正されて、自治体の総合計画と

いうのはこれまでの基本構想義務づけが廃止され

て、それぞれ市町独自に市町村の判断によってつ

くるということになりましたけれども、名寄市で

はあえて自治基本条例第１９条に総合計画等につ

いて盛り込んだ背景とそれについてどういう理解

をされているのかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まちづくりを進めてい

く上におきましては、やはり総合計画という市民、

議会、それから行政それぞれの共通理解のもとに

進めていくことが一番肝要なことだと思っており

まして、その中では総合計画の位置づけは引き続

き非常に重要なものと、そういう背景があったと

思います。それを受けまして、自治基本条例１９

条におきましても１条でそういうような旨が記載

されているということで、やはり総合計画をもと

にこのまちづくりを進めていかなければならない

という認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ただいま市長あるい

は副市長からそれぞれ御説明をいただきましたよ

うに、名寄市の自治基本条例はまさに名寄市の憲

法であり、最高規範という位置づけであります。

その中で自治基本条例の第１９条、今のお話にあ

りましたけれども、総合計画等ということで盛り
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込んでおりますけれども、その３項で「市長等は、

総合計画の策定に際しては、その計画に関する情

報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映

させるため、広く市民の参加を求めなければなら

ない」というふうにしておりますが、この条文に

のっとった対応と言い切れるでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 自治基本条例との整

合性ということでお尋ねかというふうに思います。

今市長、副市長からもございましたとおり、自治

基本条例につきましては総合計画の計画策定につ

いて位置づけをしているものでございます。この

条例の第３条にまちづくりの基本理念において

「市民は、まちづくりについて考え、決定し、行

動する権利を有する」とうたわれてございます。

この行動する権利を保障していくために、私ども

行政はしっかりと市民の皆さんにまちづくりに関

する情報を提供し、市民の皆さんと協議をする、

そして連携をするということが不可欠であるとい

う裏づけにもなっているというふうに考えている

ところです。

総合計画の基本計画策定に当たりまして、この

間名寄市総合計画審議会において素案を策定をい

ただいてございます。市の政策決定の過程におい

て市民の皆さんの参加の機会をパブリックコメン

トを実施をし、議案として提案をさせていただい

ているということでございます。また、毎年度当

初開催をされる各種団体の総会の場においても意

見聴取を行い、市民アンケート調査等も寄せられ、

意見として参考とさせていただいているという状

況になってございます。

お尋ねの自治基本条例の第１９条の条文に沿っ

た対応と言い切れるのかという御質問でございま

すけれども、作業過程、基本条例に基づいて総合

計画の策定作業を進めてきたという認識を持って

おります。より多くの市民の皆さんに参画をいた

だける仕組みあるいは手法につきましては、さら

に引き続き総合計画審議会等の場において御意見

をいただきながら研究を進め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ので、御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今中村総務部長から

るる説明をいただきましたけれども、第１９条第

３項の中で言っているのは、部長は情報は市民に

提供しているということでありますから、その前

段にあらかじめという表現がありますが、あらか

じめ市民に情報は提供されたのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 総合計画は、平成２

９年度からスタートしております。第２次の総合

計画ですけれども、基本構想につきましては１０

年を計画期間としていることから、基本構想であ

る主要施策以下の部分について、いわゆる基本計

画について今回策定をするということでございま

す。基本計画に関しましては、現状と課題の洗い

出し作業、あるいは中期計画期間の方向性を定め

ることとなりますので、改善をしてほしい事項、

あるいはもっと行政として力を入れてほしいとい

う事業などの意見を集約をすることが基本になっ

ているかというふうに思っています。この作業に

つきましては、先ほども申し上げましたけれども、

この間市民の皆様から出された意見を市民の代表

として委嘱をさせていただきました名寄市の総合

計画審議会の皆さんにその都度市民の皆さんのい

ろんな御意見を情報提供を行いながら計画の策定

をさせていただいたという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今のことを聞いて、

全体的には基本構想は市民の皆さんとしっかりあ

らかじめ提起しながら協議をしていくというので

すけれども、基本計画はある意味課題解決だから

いいのだというようなニュアンスにもとれるので

すけれども、私が心配するのは今回この１年間、

特に総合計画の中期計画を策定している作業の中

で、いろんな市民の皆さんとお話をする機会とい
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うのは町内会を含めていろいろあるのですけれど

も、まず総計が話題になることはないのです。そ

れはなぜかというと、やっぱりあらかじめ今総計

を、中期計画をつくるのだと。課題はしっかりあ

るのだから、皆さんの課題を吸収してという、こ

のあらかじめ情報を提供しということが少しおろ

そかになっていたのではないかなというふうに思

いますけれども、部長はそこはそういうふうには

思わないということでよろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 広く市民の皆様から

声を集約をし、それを総合計画にどう反映してい

くかということにつきましては、私どももいろん

な手法をとりながらやってきているわけでござい

まして、多くの市民の皆さんが参加をしていただ

ける場面において意見を聴取をするですとか、あ

るいは先ほども言いましたけれども、広くパブリ

ックコメントを実施をしながら、あるいは市の広

報あるいはエフエムなよろなどを活用しながら広

くこの間市民にお知らせをしてきたというふうに

考えているところでございまして、なかなか広く

ということで市民の皆さん全体ということには、

御意見をしっかりと集約できたかということはい

ろいろ御意見があるかと思いますけれども、私ど

もとしてはこの間総合計画中期基本計画策定に当

たりましては誠心誠意集約に努めてきたというふ

うに考えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、今のお話

からいうと広く市民に参加を求めたのかというこ

とでありますけれども、求めたという認識でいら

っしゃいますけれども、例えば新名寄市総合計画

の後期計画では基礎資料とするため広報にアンケ

ート用紙を配布した。つまり全戸にアンケート用

紙を配布して、回答は４９６件と少なかったです

けれども、一応という言い方は失礼ですけれども、

まさに基本条例にのっとった広く市民の参加を求

め、さらに意見を求めたという裏づけにはなって

いるのですけれども、今回はアンケート調査は無

作為の ０００人ということで、回答率は先ほど

御説明あったとおりでありますけれども、これが

本当に広く市民の参加を求めたということになる

のか。あえて計画審議会もあるのだと、４月２６

日から８月９日まで７回開いていたり、２月２７

日から３月１６日まで先ほど言った１８歳以上を

対象にアンケート調査を実施、加えて各種団体と

の意見交換が１３団体と。それぞれのいろんな団

体とは、５日間にわたり市長ともお話を実施した

と。この参加者は４８人ということでありますが、

これが全てが広く市民に参加を求めたということ

で解釈してよろしいのですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） アンケート調査につ

きましては、いろいろと前回と少しやり方を変え

たということでありまして、従前は市の広報に折

り込みまして全市民を対象に総合計画にかかわる

市民の皆さんの御要望等について集約をしてきた

わけですけれども、今回は無作為といえども ０

００人という皆さんに少しでも、回収率、前回の

関係でアンケートをどうとるのかというところで

内部の議論をした経過がございますけれども、広

く市民にというところと、あとできるだけアンケ

ートをやるに当たっては回収率も上がったほうが

いいのでないかというようなこともありまして、

今回は無作為ではありますけれども、封書で受け

取った市民の皆さんは自分のところにやはり総合

計画のアンケートが直接来たということで、そう

いう方法のほうが少し回収率がいいのではないか

ということで今回そういうアンケートをさせてい

ただきまして、結果としては前回のアンケート結

果よりも回収をした件数としてはよかったという

内容になっておりまして、アンケートの方法につ

いては無作為ということでありましたので、 ０

００人ということでありましたので、これがこの

アンケートについては全市民というような意見を
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集約したのかということについては一定の人数の

制約があったということでありますけれども、全

体的な市民の皆さんの御意見につきましてはこれ

までもこの１０年の計画をつくる際にも、それ以

降まちづくり懇談会等においても、あるいはそれ

ぞれの担当の部署において日常的な市民の皆さん

との接する機会なども通じながら意見集約につい

ては十分させていただいたというふうに認識をし

ているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今の部長の説明を聞

いていると、やっぱり自治基本条例１９条の第３

項に書かれている総合計画策定に際しては、その

計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市

民の意見を反映させるため、広く市民の参加を求

めなければならないというふうに条文では、条項

では定めているにもかかわらず、ある意味では回

答率を上げるために無作為で ０００人にしたの

だとかという内部協議が主になって、ここの条例

には則していないように感じるのですけれども、

その辺はこれでもしっかりのっとった対応をした

というふうに言い切れるということですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） いろいろな市民の皆

さんの意見を聴取する際の一つの手段としてアン

ケートということであります。内容につきまして

は、先ほど言いましたように前回とは少し変えた

ということでありますけれども、先ほども申し上

げましたけれども、私どもとしてはこの１０年の

計画をつくる際にももちろん御意見をいただきま

したし、この間中期計画策定に向けて市の広報等

でも御案内をさせていただきながら、市民の皆さ

んの意見をしっかりと集約をするということにつ

いてはさせていただいたというふうに考えている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画については、

時代の変遷もあるのでしょうか。例えば旧風連あ

るいは旧名寄のときの総合計画というのは、ある

意味で白紙的にやると。町民の皆さんあるいは市

民の皆さんからいろんな声を吸収をして総合計画

をつくり上げるというのが両方の市町の総合計画

のつくり方であります。それが合併後も、例えば

先ほど申し上げたように広報で全員に話を聞く。

その前には１００人委員会をつくってみる。いろ

んな取り組みで市民の皆さんの意見を吸収した総

合計画にしているから、いろんなところで今度の

計画では１０年後の名寄はどうなっているのだろ

うねと。あるいは、４年後の名寄はどうなってい

るのだろうねという話がいろんな場で聞かれたの

です。今回はほとんど聞かれない。総合計画の話

題を持っていっても、いやいや、それ何よという

話が出てくるぐらいの状況だと、本当にこの条文

にのっとった物事であったのかというのはやはり

疑問にならざるを得ないというふうに思います。

では、部長にお伺いしますけれども、審議会及

び意見懇談会、この意向はどういうふうに反映さ

れ、市民の皆さんからも４４１件ですか、意見を

いただいているようでありますけれども、これは

どういうふうに反映させたというふうに自信と確

信をお持ちになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市民の皆さんからい

ただいた御意見につきましては、先ほども申し上

げましたけれども、審議会の場において、全ての

御意見につきましては各審議会の中で報告をさせ

ていただきまして、その中で議論をいただいてお

りますし、またそれぞれ担当のほうでも内容を精

査をしながら今回の総合計画の素案を策定をさせ

ていただいたということで考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） では、合併以降、新

名寄市になってから人口が大きく、約 ０００人

近く減っている状況がありますけれども、これを
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打開するために今回はどういう盛り込み方を協議

をされてきましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 人口減少に伴う事案

につきましては、重点プロジェクトなどを中心と

しながら、担当部署においても議論をさせていた

だいてございますし、また審議会の場においても

御意見をいただき、素案としてまとめたという状

況になっているところで、この間確かに人口減少

ということで、これは名寄のみならず自治体の抱

える課題として大変重要な重たい課題だというふ

うには考えているところでございまして、それぞ

れ担当する部署が連携をとりながら進めてきたと

いう流れになっているかというふうに思っていま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 人口減少というのは、

本当にいろんな意味で経済あるいはまちの活性化、

いろんな面で大きな影響を与えて、総合計画とい

うのはやっぱりそれをどう打破していくのだとい

うことが基本になかったらだめだというふうに思

います。戦略、重点プロジェクトについては、い

ろんな課題を解決していくために必要なことかも

しれませんけれども、もっと市民の皆さんは底辺

でいろんな悩みを持って名寄市に大きな期待をか

けているのではないかなというふうに思うから、

市民意見をどういうふうに吸収をして、どう反映

させるかというのは私は総合計画の重要な課題だ

というふうに思っております。これは、市長も副

市長も、当然ながらここにいる全員が出席された

まち懇を見ても、総務部長が総合計画を一生懸命

説明してもほとんど反応がないというのは、私ち

ょっと異常な事態だと。今後４年間名寄をどうや

ってつくり上げていくのだという説明を部長がし

ているのに、市民の皆さんは全くそれよりももっ

ともっと底辺の課題を何とかしてくれと。農村部

に光ファイバーを入れてくれ、市長もお聞きにな

っていたと思いますけれども、そういう声を出す

ともっと町内であちこちなくなったときに行くと

きに一括で行けるようなうまいシステムをつくっ

てくれという目先の問題で、総合計画という大き

な議論にならなかったのは、私はやっぱりどうし

ても事前の情報提供なり、市民の皆さんの意見を

吸収するということよりも、原課ですとか、審議

会ですとか、そういうところが重点を置かれた、

その前に戦プロもやっていますので、十分意見は

聞いているということで今回のものは乗り切った

のかなと思いますけれども、ではもう一つ、今回

の基本計画が大きくこれまでと変わったのは、２

年、４年、４年という市長の任期に合わせたとい

うことでありますけれども、今回の中期計画では

市長の選挙公約がどういうふうに反映されており

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） 今回の基本計画につ

きましては、市長任期に合わせて実施計画を策定

をしているということでございまして、市長任期

と連動した計画期間ということになっております。

市長選挙ということで、市民が参画をされる。政

治に参加をした結果、市長の公約が反映しやすく

なるというような制度として取り入れたというこ

とでございます。しかし、具体的には第２次の総

合計画、基本構想という１０年の中の中期、長期

的な計画がベースとなってございますので、この

ことを踏まえながらしっかりと市長任期の連動な

ども図ってまいりたいと思っているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回は、無投票とい

うことでなかなか市長の公約が市民の皆さんに浸

透したかというと疑問があるところではあります

けれども、それでも市民の皆さんは無投票で現加

藤市長を決めたわけでありますので、その面を含

めてやはり市民意見というのを考えるときに、市

長の公約あるいは時代の背景や、あるいは名寄市

の課題をしっかり盛り込んだ計画にしていかなけ
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ればならない。そのためには、ぜひ市民と行政、

議会もそうでありますが、市民、行政、議会、こ

れがやっぱり三位一体で物事を進めていく、それ

が目標となるのが総合計画だというふうに私は認

識したいのです。それは、プロセスは見解の相違

ですから、私は不十分だと思っても理事者の皆さ

んは十分というふうに思っているのかもしれませ

んけれども、せっかく例えば今回できょう、あし

たあるいは最終日を含めて議決される総合計画中

期基本計画というのは、より一層市民の皆さんに

浸透させて同じ目標で同じところに進んでいかな

いと名寄市はやっぱりだめだというふうに私は思

いますけれども、あえて総合計画の市民への見え

る化については今後どのように考えているのかを

お教え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） ただいま前段の御質問

から市民への情報提供というお話がございました。

私どもまち懇あるいは広報、ホームページ、また

あるいはふだんの業務なども通じていろんな形で

情報提供させていただいておりますが、やはり見

える化といいますか、どういうふうにわかりやす

く伝えるかというのはこれ一番重要なことで、さ

らにそれを問題意識を持っていただくという工夫

も当然しなければならないかなと思っております。

ある程度そのあたりにつきましては、例えば市長

と市民との意見懇談会等も何回か開催させていた

だきまして、できるだけ小さな範囲で、まち懇に

なりますとかなり大きくなりますので、細かいと

ころでの意見交換、対話型のもの等も一応取り入

れておりますけれども、これは本当に非常に大き

な課題でありまして、ここをもう少しさらにこれ

から積極的に取り組んでいく必要があるのだろう

なというような認識でおります。

それと同時に、やはり特にまち懇の中でも財政

問題等についてもお話しさせていただきましたが、

なかなか行政用語ですとか難しい面もありますの

で、できるだけわかりやすい情報提供、しかも見

える化というものを進めていかなければならない。

これは、いろんな形があると思います。グラフで

つくったり、そういう具体的なものもありますが、

できれば一方通行ではなくて対話型、いろんな形

で対話するような形をより多く設けていきたいな

と思っております。今月の１２月１２日に大学の

ほうで立地適正化のほうでのシンポジウムやらせ

ていただきましたが、結構対話型といいますか、

車座になってやった経緯があります。形もそうで

すし、いろんなさらに意見を出しやすくするとい

う工夫も踏まえてこれから取り組んでいかなけれ

ばならないなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今回の総合計画、当

然ながら市長が指揮を振って、中心的に動いたの

は松岡前参事監であります。その前は戦プロでは

道から来ていただいた金須さんが中心的につくり

上げていただきました。今問われているのは、こ

れ名寄市の職員としての力ということだと思いま

す。策定は力を注いでくれた金須さんや松岡さん

がいらっしゃいましたけれども、これからは市の

職員独自がやっぱりどういうふうに総合計画を理

解し、推進をし、そこに市民をどう巻き込んでい

くか。その基本にあるのは、もう一つ、やっぱり

自治基本条例を改めて、これは議会もそう。議会

基本条例が我々の最高規範でありますので、議会

としての憲法でありますけれども、これをどう理

解してどう推進していくかというのが、改めてや

っぱり今回の中期計画を含めて私はやっていく必

要があると思いますけれども、橋本副市長はどの

ように感じますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 名寄市自治基本条例第

１条で、目的というところで記載されております。

これが本当に大事なことだと思っておりまして、

中身は行政、議会、そして市民の皆さん、冒頭お

話ししましたけれども、この３者が一体となって

同じ土俵の上と言ったらちょっとおかしいですが、
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同じ情報、同じ共通認識を持ちながら今後どうし

ていくかということがこの条例の根幹だと思って

おります。それに基づきまして１９条で総合計画

の位置づけがされているということです。今御指

摘のありましたとおり、行政が、特に職員がどう

いうふうな動きをするのか、時代もだんだん変わ

ってきておりまして、政策立案も含めてこの名寄

市が今後どうなっていくのか、必ず問題意識を持

って政策はこうしたらいいのではないか、あるい

はこういうニーズがあるからこれからこっちに切

りかえてみようだとか、いろんな具体的なものを

行政側も打ち出していく、そういう時代になって

きております。この点に関しましては、もう少し

職員の政策立案能力も高めなければなりませんし、

そしてあと市民の皆さん、議員の皆さんにどうい

うような情報を提供するかという、そういう細か

な技術的な問題もさらに研究していかなければな

らないと思います。人口減少も踏まえて考えます

と、これから先名寄市でなかなか厳しい状況にな

るかと思いますが、ここで踏ん張らないと明るい

未来は見えてこないと思っておりますので、改め

てまた職員にもこういう状況だよということで説

明しながら次に進んでまいりたいと思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長がおっしゃ

るように、自治基本条例、議会の基本条例もそう

でありますが、非常に厳しいたがをはめておりま

す。これを実践するのには本当に大変なことかも

しれませんけれども、これが行政、議会、市民、

全ての共通理解というか、共通認識でありますの

で、ぜひそれを推進をしていただきたいというふ

うに思います。

それと、市民の皆さんはいろんな、議会のほう

でも経済建設常任委員会が除排雪の問題を提起さ

せていただいておりますけれども、市民の皆さん

にとっては目先のことというか、自分の生活にか

かわることというのは非常にやっぱり目につく。

要望が強いというところでありますけれども、総

合計画というのはやっぱりそこを我慢してでもこ

ういうまちをつくろうということへの共通理解が

ないと前へ進んでいかないと思うので、改めて職

員の皆さんにはそこの総合計画の見える化につい

てぜひ求めておきたいというふうに思います。

次に、実施計画の事業についてお伺いをします

けれども、今回の実施計画の中でゼロ計上事業と

いうことで、ゼロで計上しているもの、例えば市

立保育所の整備事業、これはもう現在規模なら約

６億円というふうに言われておりますけれども、

なよろ温泉整備事業、市内小中学校改築事業、こ

れは名寄中、東中で約２４億円から２５億 ００

０万円、智恵文小で約６億円、図書館本館の改築

で約６億 ０００万円、児童館の整備で約２億

０００万円というふうに、計上は数字的には上が

っておりますけれども、計画上はゼロということ

で、今後の見通しについて改めてお伺いしたいと

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） 議員のお話のとおり、

実施計画の中で事業費をゼロ計上とさせていただ

いた各種事業がございます。今後これらの事業に

つきましては、中期計画期間中に各施設あるいは

事業のあり方も含めて検討が必要であるとの認識

でお示しをさせていただいたということでござい

ますけれども、今回の中期計画スタートに当たり

ましては具体的な事業計画のスケジュール等が決

定をしていないということで、事業費をゼロ計上

とさせていただいたところでございます。各事業

の推進に当たりましては、特定財源等の検討など

事業費の確保を初め公共施設等総合管理計画との

整合性など今後クリアしなければならない課題も

あることから、慎重な検討が必要というふうに考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、ここに

上がっているゼロ計上事業というのは、ある意味
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でこの４年間やるかやらないかの決定はされない

と。あるいは、財源措置や何かを含めて見通しや

何かを確立しないとこの数値は出てこない。ある

いは、もう協議入っているのだけれども、数字が

出てこないので、やるということの色分けもされ

ていないということでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども申し上げま

したけれども、ゼロ事業で計上させていただいた

内容を見ますと、特に老朽化をした施設ですとか、

行政として当然課題として抱えていますけれども、

今スタートの時点で具体的にその施設をどうする

というところまでの見解を持っていないというこ

とで、今後各施設について集約をする。複合化を

するですとか、あるいは改修をする、あるいは長

寿命化をするといったことも含めて、ここにのっ

たもの全てについて実施をするということでなく

て、この４年間において少なくても行政としては

課題としての認識を持ちながら検討をしていくと

いう事項であるというふうに押さえていただけれ

ばというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 例えば先日市長のほ

うにも届いたと思いますけれども、道北なよろ農

業協同組合から平成３０年度の農業振興施策に対

する要請書というのを組合長がお持ちになってい

ると思いますが、その中で哺育育成センター設立

に向けた支援ということで、今回の計画の中では

入っておりますけれども、農協のほうでは既にこ

の計画を今の段階では約２０億円ということで、

できれば３１年度着手をして３２年度稼働したい

ということで、何か中期計画上に入ってくるとい

うことでありますが、こういうことも含めて全然

見通しがないということでよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 事業としての見通し

がないということではなくて、あくまでも現段階

では要望書なり受け取ったという事項もあります

し、現在これから検討させていただくという内容

だということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） もう一方、策定作業

が始まった立地適正化計画では、コンパクトシテ

ィー化や交通ネットワークというところが取り組

まれますけれども、この具現化を図る際に中期計

画内で新たな事業が浮上するという可能性はない

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 立地適正化計画につ

きましても御承知のとおり３０年、３１年でつく

るということですので、新たなその計画を策定す

る上においては公共交通網ですとか、あるいは公

共施設ですとか、そういったものも含めて一定の

方向が出れば現在ゼロベースのものについても事

業費ということで変わってくるというふうに認識

をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それは、例えば名寄

市立総合病院と士別市立病院を中心にいろいろ協

議をされていますけれども、急性期医療と慢性期

医療で新たな連携をするということで、公共バス

の運行をさせるような自治体もあるかと思います

けれども、そういうことも可能性を含めて浮上す

るということは今のところは考えられないという

ことでよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 具体的な事案につき

まして十分把握はしてございませんけれども、い

ずれにしましても都市間を結ぶバスについては現

状民間事業者のほうでもやっていただいていると

ころでございますので、そういった業者間との公

共交通とのかかわりですとか、そういったところ

もしっかりと協議をしながらということで、今後

事業としてスタートをするのかどうなのかという

ことになるかというふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。



－41－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを聞いてい

くかというと、やはり名寄市は財政規律の確立を

して、これからの財政は厳しいのだという見通し

がある中で、どういうふうに展望していけばいい

かなという一つの指針になるかなと思ったのです

けれども、例えば第１次総計あるいは第２次総計

の前期、ここで当初見込んではいませんでしたけ

れども、ローリングの中で浮上した事業あるいは

拡大した事業というのはどのぐらいありますか。

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） まず、第２次総

計の部分ですけれども、スタート時点からしまし

て２９年度で追加になった部分につきましては、

８本の事業がこの間追加ということになってござ

います。それから、第１次の前期５年間というこ

とで、スタート時点の台帳数につきましては１９

６本でスタートをしておりまして、最終年の５年

後につきましては２５２本までの増加と。後期計

画につきましては、スタート時１６９本から最終

年度、５年後、平成２７年度ですけれども、２２

３本ということで、本数についてはふえてきてご

ざいます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今石橋室長からお示

しをいただいたように、それぞれこれはどうして

も時代の趨勢あるいは施設の老朽化、市民ニーズ

を含めて当然ながら事業を展開されるのですけれ

ども、そこに必要なのは財政的裏づけというか、

財政的ものがなかったら、私はやっぱりならない

というふうに思いますけれども、その中において

名寄市は２８年１１月に名寄市における財政課題

というのを公表しました。ここでさまざまな数値

を記載しておりますけれども、この後も人口が急

激に減少しているという状況の中で、この数値の

変化というのはあくまでも名寄市における財政課

題に盛り込んだ数値でありますけれども、この変

化というのはありましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 平成２８年１１月に

策定をしております名寄市における財政課題とい

うことで、数値の変化についてということで御質

問ですけれども、基本的には平成２８年１１月に

策定した数値とは当然状況変わってきていますの

で、数値の変化はございます。これは、２８年１

１月に今後の名寄市の財政運営を考えていく上で

一歩先を見通す必要があるということで、財政的

な課題として４点、さらに３点財政規律について

ということで記載をさせていただいた内容になっ

ています。

数値の変化の関係でございますけれども、公債

費の推移についてでありますけれども、平成２８

年、平成２９年の市債借入額の確定ですとか、推

計の変化から、当時の数値から変化はしてござい

ますが、所管の一般財源負担分、いわゆる自腹分

ということですけれども、大きな変化はないとい

うふうに考えております。また、公共施設の老朽

化の関係につきましては、各施設に更新費用を記

載をさせていただいておりますが、これらも現状

の単価により積算をした場合、若干の変化は生じ

るものというふうに考えています。３つ目として

は、基金の推移でございますけれども、平成２９

年、３０年と残高については当然数値的には変わ

っているということでございます。４点目の交付

税の関係ですけれども、当時の合併算定がえの状

況を記載をさせていただいてございます。これも

毎年度の交付税の算定後には変化をしているとい

うことになってございます。最後に、財政規律の

市債発行額での公債費の推移ですけれども、これ

も平成２８年１１月時点での推計でございました

ので、現在の推計とは変化をしてございます。

なお、数値の変化につきましては、今回の中期

財政計画の７ページに記載をしてございますので、

参考としていただければというふうに思っていま

す。

以上でございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これらの数値の変化

は、財政規律を改めて見直すまでには至っていな

いということでよろしいのですね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的な財政規律に

ついては、引き続き従前と同じということで考え

ているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかりました。

それでは、財政規律についてちょっと教えてい

ただきたいのですが、特に市債発行額、臨時財政

対策債を抜く市債の借り入れについては元金、利

子含め３１年度は２０億 ３９０万円、３２年度

が２２億 ６６０万円、３３年度が２２億６１０

万円、３４年度２２億 ０３０万円というふうに

示しております。一方、今回示した中期基本計画

を見込んだ中期財政計画では、３１年度が１１億

０８０万円、３２年度が６億７５０万円、３３

年度が７億 ４５０万円、３４年度が７億 ７９

０万円となっておりますが、この差額、つまり３

１年度９億 ３１０万円、３２年度１６億 ９１

０万円、３３年度１４億 １６０万円、３４年度

１４億 ５８０万円が事業展開可能額というふう

に考えてよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市債発行可能額につ

いてということの御質問かと思いますが、平成２

８年１１月にお示しをしました財政規律における

市債発行可能額の考え方について改めて説明をさ

せていただきたいというふうに思いますけれども、

市債につきましては公共施設整備の財源として非

常に有効な財源であるということでございますけ

れども、長期的な借り入れであるということで後

年度負担、大きな負担とならないよう計画的な借

り入れが必要と考えているところで、このため市

債の残高を抑制をして後年度の公債費負担を軽減

するために、臨時財政対策債を除く市債の借り入

れについて毎年度の元金償還以内に努めるものと

して規律を設けたところでございます。

議員の御質問にございました前半の数字につき

ましては、平成２８年１１月にお示しをしてござ

います財政規律の市債発行可能額の説明時の臨時

財政対策債を除く公債費の数字でありまして、こ

の表の見方としては各年度の元金償還額を上限に

市債を発行できるということでございます。よっ

て、３１年度であれば元金償還額が１９億 ７５

０万円ですので、市債の発行も１９億 ７５０万

円まで可能であるということになります。この数

値は、先ほどお答えをしました平成２８年１１月、

シミュレーションしたときの数値ということでご

ざいまして、当然公債費の数値も変わりますので、

現段階での今回お示しをした中期財政計画の先ほ

ど言いました７ページを参考としていただければ

と思いますけれども、最新の数値となるかと思い

ます。よって、平成３１年度における臨時財政対

策債を除く元金償還額は１７億５７２万 ０００

円であることから、平成３１年度の市債発行可能

額は１７億円となります。財政規律を守るために

は、この数字を上限として考えなければならない

というふうに考えているところです。したがいま

して、３１年度であれば１７億円が市債発行額の

上限であるということで、今回の中期財政計画に

おける市債の発行額は地方債、その市債の額が１

１億 ０８０万円とさせていただいておりますの

で、この差額であります５億 ９２０万円までが

３１年度において市債の発行ができるということ

になります。言いかえますと、３１年度において

市債の発行ができるということでございますので、

今後普通建設事業等で新たな事業が実施をすると

いうことになりましたら、その財源としての市債

発行可能額については先ほど言いました５億 ９

２０万円までということで、市債発行可能額など

特定財源を十分に検討した上で事業を展開をして

いくということになるかというふうに考えていま

す。
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） わかりました。発行

上限額ということで考えて、いずれにしても財政、

せっかく財政規律を確立をして、それを堅持をす

ることが名寄市の財政の課題についてはやっぱり

大切だということでありますので、せっかくつく

った財政規律というのはしっかり堅持をしていっ

て、ただ一方では市民のニーズにしっかり応えた

事業を展開していただくことを期待するばかりで

あります。

次に、財務省及び総務省は地方歳出水準につい

ては国の一般歳出の取り組みと基調を合わせつつ、

一般財源の総額については２０１８年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保するというふうにしておりますが、一方では地

方一般財源総額実質水準ルールというのも、これ

は２３年度に導入されて、ある意味ではことし６

月に策定された新経済・財政再生計画においても

同ルールは平成３３年度まで維持するという旨が

規定されておりますが、中期計画の中で国からの

財政措置というのはある意味では不透明感は否め

ませんけれども、どういうふうに認識をされてお

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） 地方財政、地方への

財政に対する御質問かと思いますけれども、地方

一般財源総額実質同水準ルール、いわゆる骨太の

方針において２０１８年度までにおいては２０１

５年度の地方財政計画の水準を下回らないという

ことで、実質的には同水準を確保するということ

が注記をされてございます。それ以降の地方一般

財源については、現在まだ決まっていない、白紙

の状態ということでございます。私たち地方にお

きましては、どのように今後見直しがされるのか

と非常に危惧をしているところです。

その後本年の６月に閣議決定をされた骨太方針

２０１８においては、改めて地方の一般財源総額

については先ほど言いましたように２００８年の

財政計画の水準を下回らないという、実質的には

同額水準ということを２０１９年から２０２１年

度の３年間について確保するというふうに記述を

されているところでございます。ただ、地方財政

圧迫への警戒感がございまして、このルールが３

年間延長されたとしても、地方においては喜ばし

いことでありますけれども、全国知事会において

は知事の提言を踏まえてもらって評価をするとい

う表明はしているところでございますけれども、

しかし本ルールが堅持される一方で、国と市町を

あわせ歳出の改革ですとか、効率化に取り組むと

いう記述もされていることから、地方交付税を初

めとした地方の財政に係る制度改革も引き続き検

討されるのではないかというふうに想定をしてい

るところでありまして、いずれにしましても本ル

ールは先ほど述べましたように２０２１年、平成

３３年までのルールでありますから、その後につ

きましては白紙ということでございまして、現在

平成３１年度の地方財政対策に向け、総務省と財

務省の折衝が本格化をしているという報道もされ

ているところでございます。議員の御指摘のとお

り、地方への財源対策につきましては大枠のルー

ルに基づいて調整をされているというふうに思っ

てございますけれども、不透明な部分も多いこと

から、しっかりと情報の収集などに努めてまいり

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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長のおっしゃると

おりだというふうに思いますが、ただこれは毎回

総合計画あるいは中期財政計画や何かのときに懸

念するのは国の動向。特に今日本の借金は ００

０兆円をはるかに超えてしまったという状況もあ

ったり、どうもやっぱり赤字財政であったり、加

えてオリンピックは２０２０年で開幕をしますけ

れども、その後大阪万博がまた始まるということ

でありますので、ある意味では設備投資がまた始
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まる。一方、東日本大震災への復興はなかなか進

まない。あるいは、自然災害への復興がなかなか、

毎年のように起きるという状況の中では、私は楽

観視できないというふうに、国の財政は。うちの

名寄市も御承知のとおり合併算定がえの交付税が

どんどん減っていくという状況が続くということ

を考えると、さらには今の老朽化する施設、ある

いは先ほどから言っている立地適正化の問題、人

口減に伴う病院のいろいろな問題、課題、それら

を考えていくとやはり３３年までは安閑とするど

ころか、一年一年しっかりとした情報確保と財政

見通しを持つ必要があるというふうに思いますけ

れども、財政畑の長い橋本副市長はどういう認識

をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、来年度の予算の

状況、国のほうの予算状況でありますけれども、

年末に大体第１回目の地財の関係が出ますので、

それを待ちたいなと思っておりますが、３１年度

まだ正直少し動向がつかめていない状況にありま

す。この地財の中でまず一番私ども懸念している

のは、先ほど議員の御質問の中にもありましたけ

れども、公共施設の関係、あるいはインフラの関

係がどうなのだろうというのをまず１つ考えてお

ります。近年の地財対策の流れにいきますと、マ

クロベースですので、それぞれの市町村の実情は

オミットして、省略してマクロベースで考えてい

ますので、国の地財対策は投資が一回り終わった

という認識のもとにつくられております。ただし、

名寄市におきましてはもう御案内のとおり公共施

設老朽化しているのがまだ残っているということ

でありますし、道路あるいは下水道、水道といっ

たインフラにつきましてもかなり老朽化進んでい

る。このギャップをどう埋めていくのかが今後の

地財対策と私どもの予算編成の中での鍵になるか

と思っております。その中でもやはり立地適正化

計画あるいは公共施設等総合管理計画などで進め

ておりますけれども、できるだけ効率的に、そし

て市民サービスをより一層向上させるような取り

組みが必要ということでありますので、少ない投

資でいかに効果を上げるか、さらにはいろんな形

でコンパクトにしながらも、これでよかったねと

言われるようなまちづくり、一番大事なところで

はないかなと思っております。

それと、ハードにつきましては文字どおりハー

ドでありますから、一度つくったり、建てたりす

るともうこれは動かすことできないのです。です

ので、今回の総合計画の中ではそれぞれの建物に

ついてはまだゼロベースですけれども、議論につ

いてはそれぞれ濃淡ございます。ある程度進んで

いるものもありますし、まだまだ財源も不明確で

すし、それよりもどういう状況が一番いいのか、

まず議論進めなければならないものもございます

ので、今回はゼロということで掲載させていただ

きましたが、立地適正化あるいは公共施設の管理

計画、そして４年間の中期の中で、これはもう十

分議論進めなければなりませんので、改めてそこ

については意を尽くしてまいりたいなと思ってお

ります。

財政に戻りますと、ハードについてはそういう

形でありますので、地財とのギャップをどう埋め

ていくか、これは特財の関係にもあります。そし

て、今議員御指摘のとおり東京オリンピック、そ

して万博もありますが、その後の需要動向、現在

は労務単価がかなり上がってきておりますので、

ハードでは見えない部分でそこの歳出圧力が高ま

っているというような状況にもあります。こうい

った国の全体の動向と名寄市ならではの問題意識

とどういうふうにギャップを埋めるか、これを含

めて考えていかなければならない。そのときに一

番重要なのは、やはり持っている基金をどういう

ふうに活用するか、これが一番大きな鍵だと思っ

ておりますので、改めて情報収集を進めながら、

市民ニーズを酌み取りながら財政については進め

てまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。
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〇１４番（佐藤 靖議員） さすがに橋本副市長

も中村総務部長も読みがいいので、どうも先に先

に答えていただけるので、ちょっとあれですが、

私は名寄市の大きな課題というのはやっぱり公共

施設の総合管理計画だというふうに思っておりま

す。やはり今副市長がおっしゃるように、スクラ

ップ・アンド・ビルド、ビルド、ビルドだけだっ

たら維持管理費を含めて当然ながらもたない。や

っぱりスクラップをしながらビルドを、ちゃんと

物を建てていくことを考えると、管理計画は２８

年度から４７年度までの２０年間ということに先

送りするのではなくて、できるものはちゃんとし

ていく、あるいは財政的に基金も含めてあるうち

に市民ニーズをしっかり押さえながらやっていく

ことが、これがないと名寄市の財政は相当厳しい。

これは、もとの佐々木副市長もよく総合管理計画

については着実な進行をしていかないと財政的に

は厳しくなるというのは言っていたわけです。物

をスクラップしていかないと、あるいは統合して

いかないと、なかなか維持管理費、微々たるもの

かもしれませんが、維持管理費あるいは防犯上の

ものを含めていろんな課題が出てくるものですか

ら、やはり私はある意味ではここに最大の力を尽

くすべきだというふうに思いますけれども、改め

てその決意をお伺いをしていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 自治体の話から入りま

して、公共施設あるいはインフラの老朽化は恐ら

く、ちょっと私もほかのまちの状況も少し見まし

たけれども、名寄市まだほかのまちに比べるとそ

この取り組みは若干おくれているなという印象が

正直ございます。その時々の財政状況等によりま

してなかなか進まなかったという背景がありまし

たので、これにつきましては真摯に反省しなけれ

ばなりませんけれども、やはり今後におきまして

は市民ニーズをより向上させた形でスクラップし

て、何か新しいものをコンパクトに建てていくと。

これがハードの展開では一番重要なことだという

ような認識でおります。ただ、その際にはやはり

どこかで市民の皆さんの御協力も必要になります

ので、そのときは先ほど来のお話になりますけれ

ども、情報の提供、そして見える化、いかに市民

の皆さんにこれだったらもうこの方向でいくしか

ないよねというような合意をとるという、合意し

ていただくような努力、そして市民の皆さんの意

見を十分に反映するという、その手法もあわせな

がら進めていかなければならない問題と思ってお

りますが、議員御指摘のとおり余り時間はないよ

うな気はいたしております。ただ、急速に進めま

すとまた財政状況あるいはまちづくりの進め方に

もよりますので、ここは丁寧な議論も進めながら

やらせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長のお話もあ

りました。総合計画というのは、まさに市民と名

寄市、市民を含め名寄市全体の目標にして、それ

を目標にみんなで歩んでいくというのが総合計画

でありますので、今回の中期計画の４年間、まさ

に市民の皆さんとしっかり我慢することは我慢を

してやることはやってというためにも、計画の見

える化は当然でありますけれども、市民の皆さん

と改めていろんな場を通じて御意見を交わしなが

ら、それをローリングの中や、あるいは新年度そ

れぞれの年度の予算の中で反映していくような姿

勢をぜひ貫いていただきたいというふうに思いま

す。大きな目標は基本構想で合意をしているわけ

でありますので、１０年後の目標値はそれはもう

共通認識がありますので、なかなかこの基本計画

になってくると、具体計画に入ってくると、これ

よりこっちが先でないか、あれよりこれが後では

ないかという議論が優先するのではなくて、やは

りそのためにも今これをするのだという必要性を

市民の皆さんが理解をしてともに歩んでいけるよ

うな取り組みを求めて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

疑を終わります。
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次に、市政クラブを代表いたしまして、東千春

議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、市政クラ

ブを代表いたしまして、名寄市総合計画（第２

次）の中期基本計画に対する総括質疑を行いたい

と思います。一括で全部まず質問させていただこ

うと思います。大項目で５項目ございます。その

中に少し小項目も織りまぜておりますので、よろ

しくお願いしたいなというふうに思います。

まず、１点目ですけれども、総合計画の期間に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。名

寄市総合計画の第２次におきましては、市長任期

と合わせるということで、実際に今２年間という

少し短い期間を経験しておりますけれども、まず

このことに対する評価をお伺いしたいのと将来を

見据えて総合計画の期間というのは１２年計画と

いうのはどうなのか、そこに対する見解をお伺い

をいたしたいというふうに思います。

これから少し重点項目にもかかわりますけれど

も、どうかお許しをいただきたいなというふうに

思います。大項目の２点目、重点プロジェクトの

民間との連携の状況についてということでお伺い

をしたいというふうに思います。１つには、経済

元気化プロジェクトについてでございますけれど

も、経済元気化プロジェクトでは市役所内部とと

もに商工会議所や観光協会、旅館業組合などと連

携をして事業を進めなければなりませんが、現在

どのような状況で進捗をしているのかお伺いをい

たしたいと思います。また、これまでの課題と今

後の進め方に関する考えについてお伺いをいたし

たいと思います。

２つ目、安心子育てプロジェクトについてお伺

いをいたします。安心子育てプロジェクトでは、

その多くは名寄市が進めるものでございますけれ

ども、一部民間法人等が担う部分もあり、現状と

今後について考えをお伺いしたいというふうに思

います。

３点目、冬季スポーツ拠点化プロジェクトでご

ざいますけれども、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトでは体育協会、それから観光協会等との連携

が必要になってくると思いますけれども、現状と

今後の取り組みについて考えをお伺いをしたいと

いうふうに思います。

大項目の３点目、これは冬季スポーツ拠点化プ

ロジェクトを総合的にちょっとお伺いをしたいと

いうふうに思います。まず、その中の１点目、総

合的マネジメントについてお伺いをいたしたいと

いうふうに思います。冬季スポーツの拠点化プロ

ジェクトを総合的にマネジメントする人材が今後

必要になってくるのではないかと思いますけれど

も、考えをお伺いしたいというふうに思います。

２点目、プロジェクトの将来ビジョンについて

お伺いをいたします。このプロジェクトは、国や

さまざまな団体との関係もあり、不確実な部分が

多いかなというふうにも思いますけれども、それ

であってもやはり我が名寄市として将来ビジョン

を描いて、スケジュール感を持って進めることが

必要ではないかと思いますけれども、考えをお伺

いをしたいというふうに思います。

３点目、国や企業との連携についてお伺いいた

します。この事業では、国との関係はもとより企

業を巻き込んで調整を図る、あるいは参画しても

らうなどの取り組みが必要になってくると思いま

すけれども、スキートンネルもあわせて考えをお

伺いしたいというふうに思います。

４点目、名寄市立大学との連携についてお伺い

をいたしたいと思います。さきにフィンランドに

訪問させていただきました。その際にユヴァスキ

ュラ大学は、スポーツを中心とする大学で、倍率

がかなり高いというふうにお伺いをしております。

その学生の３分の１が高齢化社会に伴い総合的に

高齢者の健康づくりを研究するヘルスサイエンス

学科の学生で、卒業後の就職のニーズが大変多い

というふうに伺いました。日本でも健康寿命の延

伸やフレイル予防の大切さが語られておりますけ

れども、名寄市が進めるスポーツの拠点化に伴う
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運動ノウハウやトレーニングスタッフを活用して、

名寄市立大学の社会福祉学科等で総合的に高齢者

のケアができることを学ぶということができれば

社会的なニーズは大きいのではないかと思います

けれども、考えを伺いたいと思います。

大項目の４点目、公共施設の今後の計画につい

てお伺いをいたしたいというふうに思います。今

回の中期計画に公共施設の更新についての掲載が

ありません。先ほどの佐藤議員からの質問にもあ

りましたけれども、そのような考え方だというふ

うにお伺いをしたところでございます。公共施設

の総合管理計画や立地適正化計画にも関連します

が、極力平準化した施設建設の発注という形に対

する物の考え方とこの４年間にどのような議論経

過を経て公共施設の計画策定を行おうとされてい

るのかについてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

最後です。大項目の５点目、中期財政計画の基

本的な考え方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。中期財政計画は、基本的に何を目的に策定

をされているのか、改めてお伺いをいたしたいと

いうふうに思います。この計画を市民が素直に見

たときに数年後には名寄市は財政破綻をするので、

転出を考えるという人も出てくるのではないかと

いうふうに思いますけれども、どのような認識を

持たれているのか、またこのようなことを市民に

どのように説明される考えなのかお伺いしたいと

思います。あわせて財政の改善策についてもお伺

いをして、１度目の質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま東議員から

大項目で５点にわたっての御質問をいただきまし

たので、私のほうから全般にわたって一括して答

弁をさせていただきますので、よろしくお願いを

いたします。

まず、大項目１の総合計画の期間についてとい

うことで御質問いただきました。第２次の総合計

画から基本計画期間を市長任期に合わせるという

ことで策定をしてまいりました。スタートである

前期基本計画では、任期に連動させるために２年

間という計画期間となりましたが、基本構想では

１０年間の計画を策定をしてきているところでご

ざいます。中期基本計画、また後期基本計画につ

きましては４年間の計画期間となります。基本構

想を根底に据えながら計画を策定をしていくこと

となります。議員の御指摘のとおり、次の計画、

第３次の総合計画につきましては、計画期間につ

きましては市長任期４年に連動するという形をと

れば、８年あるいは１２年といった基本構想ある

いは計画期間になるものというふうに考えていま

すけれども、ただこれは総合計画策定の際に時代

背景ですとか、あるいは状況等、情勢等をしっか

りと勘案をしながら策定方針、計画期間等につい

ても方針が決まるものというふうに考えていると

ころです。

次に、大項目の２ということで、民間との連携

の状況ということで、１点目として経済元気化プ

ロジェクト、これにかかわる民間との連携という

ことで御質問いただいたというふうに思っていま

す。経済元気化プロジェクトにおきましては、地

域経済の好循環を図りながら、まちに元気を生み

出すために産業の創出あるいは雇用の場と人材の

確保、事業継承への支援、交流人口の拡大に取り

組むこととしております。主要施策としては、農

業、農村の振興、交流活動の推進、商業の振興、

工業の振興、観光の振興などを掲げているところ

であります。取り組みを進めるに当たりましては、

各経済団体あるいは観光協会、各関係機関などと

個別に連携することはもちろんでありますけれど

も、名寄市の農業振興対策協議会ですとか、中小

企業振興審議会ですとか、観光交流振興協議会あ

るいは移住にかかわる促進協議会などさまざまな

協議会を通してオール名寄の体制で地域経済の活

性化に努めているところであります。

具体的には、農業分野では農業振興計画の見直
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しにあわせてＪＡとの協調による担い手施策の拡

充ですとか、６次産業化における民間との連携を

深めているところであります。商工分野では、中

小企業振興審議会の審議を経まして中小企業振興

条例を改正をし、支援メニューに人づくりあるい

は総合支援を加えるとともに、産官金サポートネ

ットワークによる民間との連携を図っているほか、

観光分野では観光振興計画の推進に向け官民一体

となって取り組むことに加え、観光協会など民間

が中心となり国が進める広域観光の取り組みの一

環として、自然風景や歴史、文化に触れ、地域の

アクティビティーを楽しむ新たな旅の提供など進

められているところであります。また、移住分野

では、名寄市移住促進協議会を中心に市と連携し

て移住ＰＲとお試し住宅での受け入れなど、移住

者の獲得に努めております。今後とも地域経済の

活性化における課題解決に向けては、民間の皆さ

んはもとより一層の連携、協力が必要と考えてい

るところで、さまざまな団体、協議会での議論を

経ながら引き続きオール名寄の体制で取り組んで

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。

次に、小項目の２として、安心子育てプロジェ

クトにおける民間との連携の状況ということで御

質問いただいたかというふうに思います。子育て

支援に当たりましては、安心して子供を産み育て

ることができる環境を充実させるために、子育て

と仕事の両立支援や子育て家庭への支援が重要で

あると考えています。そのために、幼児教育、保

育及び小学校の放課後児童クラブの運営など民間

法人等に一部担っていただきながら、施策の推進

を図っているところです。本市の幼児教育におき

ましては、民間の認定こども園、幼稚園が担って

おり、その全ての園が子ども・子育て支援新制度

に基づく施設型給付費による施設運営に移行をし、

幼児教育の提供体制の充実が図られてきていると

ころでございます。保育においては、認可外保育

所等がございますが、１法人が平成３１年度から

乳児教育と同様に給付費による施設運営に移行す

る予定となっていることから、引き続き支援を実

施してまいります。また、放課後児童クラブにお

いては民間が運営している学童保育所が２カ所あ

ることにより、市街地の全小学校区に設置するこ

とができている状況でございます。今後におきま

しても子ども・子育て支援計画等に基づき引き続

き民間法人等と連携を図りながら、子育ての支援

の充実を図ってまいります。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトにおけ

る民間との連携状況ということで、体育協会です

とか観光協会との連携についてということの御質

問だったと思います。冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトについては、平成２９年２月にプロジェク

トの中心となるなよろスポーツ合宿誘致推進協議

会を設立をし、名寄旅館業組合や名寄体育協会等

に加盟をいただき、合宿、大会誘致、ジュニア育

成等の各種事業に取り組んでいるところです。平

成２８年度から地方創生推進交付金を活用しなが

ら事業に取り組む中で、冬季スポーツの振興だけ

ではなくて冬季スポーツによる地域振興も目指し

ていることから、今後はさらに地域の関係団体等

と連携をしてプロジェクトを推進させていくこと

が有益だと考えているところであります。今年度

中に本プロジェクトに賛同し、プレーヤーとして

活動いただいている団体、個人を募って既存の合

宿誘致推進協議会をスポーツコミッションへ組織

移行させていただきたいと考えています。これま

での取り組みを進化させるとともに、スポーツツ

ーリズム等新しい取り組みにもチャレンジをしな

がら、冬季スポーツによる地域振興を実現してい

きたいと考えているところであります。

次に、大項目３、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトの今後についてということで、１点目として

総合的なマネジメントをする人材が必要ではない

かという御質問でありました。拠点化プロジェク

トにつきましては、本市の特別参与でスポーツ振

興アドバイザーの阿部雅司さんから大会や合宿誘
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致、ジュニア育成等に対して助言をいただいてい

るところでございます。さきに答弁をさせていた

だきましたけれども、今年度中にはスポーツコミ

ッション組織を立ち上げたいと考えていますが、

組織の運営には地域の状況やスポーツに精通して

いるだけではなく組織運営に必要な財政、企画等

にも精通した人材を配置することが望ましいと考

えております。現在地方創生事業の取り組みの一

つとして、自治体が必要とする企業や専門の人材

を得るために行われるマッチング事業に登録して

います。スポーツ関連企業の方々などを中心に総

合的なマネジメントが可能な人材の確保に努めて

いますが、互いの要望に隔たりがあるなど難しい

ところもありますが、引き続き拠点化プロジェク

トの方向性を見据えながら必要な人材の確保につ

いては検討してまいりたいと考えているところで

あります。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトにかか

わりました小項目２として、プロジェクトの将来

ビジョンについてという御質問だったかというふ

うに思います。拠点化プロジェクト事業は、冬季

スポーツのアスリートが集まるまちへ、スポーツ

になれ親しんだ健康な市民が暮らすまちへの２つ

の将来像を描きながら事業を実施してまいりまし

た。今後のプロジェクト事業ですが、ジュニア育

成を含めた青少年の人材育成、市民の健康増進、

地域経済活性化の３本の柱を軸に事業を推進する

とともに、広域化を視野に入れながら事業を推進

していきたいと考えています。また、プロジェク

トを実現させるにはソフト、ハードの両輪で進め

ていく必要がありますが、特にソフト面ではプロ

ジェクト事業について今後のスケジュールを明確

に示しながら活動内容について市民の皆さんにわ

かりやすく情報発信していきたいと考えていると

ころでございます。

次に、小項目３ということで、国、企業との連

携ということで御質問がございました。拠点化プ

ロジェクト事業では、地域一体となったスポーツ

コミッション組織を設立し、冬季スポーツによる

地域振興を目指しておりますが、関連事業として

ウインタースポーツコンソーシアム事業を実施し

て、国、北海道との連携によるジュニア育成のノ

ウハウ、環境について多くのことを学ばせていた

だきました。また、今後は拠点化プロジェクト事

業を推進する中でスポーツを通じた健康づくりを

進める企業などと連携をし、新たな商品開発の可

能性について研究していきたいと考えております。

スポーツコミッションでは、さまざまな企業、団

体、行政がそれぞれの特徴を生かしながら連携し

て事業を推進をする組織でございます。また、プ

ロジェクトの推進に必要なハード整備については、

仮にスキートンネルを設置することになれば数十

億円単位での費用が必要となることから、民間の

発想、アイデアが不可欠と感じています。アジア

圏域では、冬季オリンピック、パラリンピックが

２０１８年、２０２２年に２大会連続で開催され

ることで、冬季スポーツのマーケットは拡大して

いると言われています。今後は、スポーツコミッ

ション組織に加盟していただける企業等の皆さん

とともに、アジア圏域も視野に入れた戦略的な冬

季スポーツにかかわる事業に取り組んでいくこと

も必要と考えているところです。

次に、４点目です。名寄市立大学との連携とい

うことでございます。これまで３度のウインター

スポーツコンソーシアム事業を本市で実施をした

ことで、特に高い評価をいただいているのが冬季

スポーツで利用する施設がコンパクトに集約をさ

れて、市街地からも近距離であることです。また、

今年度は市立大学や市立総合病院に協力をいただ

き、メディカルキャンプを実施しましたが、質の

高いプログラム構成になったことにより関係者か

ら高い評価を受けたところであり、今後は拠点化

プロジェクト事業においてメディカルキャンプの

ような科学的なデータ、知識に基づきジュニアの

育成等を推進していきたいと考えております。名

寄市立大学との連携については、市民の関心が高
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い健康づくりや高齢者ケアに関して専門性の高い

教員もおりますので、今後スポーツを通じた市民

の健康づくり等に寄与する事業推進についてその

可能性を関係者と協議してまいりたいと考えてい

ます。

次に、大項目の４、公共施設の今後の計画につ

いてということで御質問がございました。議員御

指摘のとおり、公共施設に関する具体的な実施計

画の提示は今回しておりませんけれども、実施計

画の事業費をゼロでお示しをしているものにつき

ましては、検討に着手する予定となっております。

本市の将来を見据えて公共施設が果たす役割、機

能について一から見直しを行う必要があると考え

ており、この間それぞれ研究を重ねてきている担

当職員の考え方の聞き取りを行ってきているとこ

ろでございます。施設の配置等につきましては、

今後策定される立地適正化計画との整合性を図る

必要があり、利用していただく市民の意見を反映

しながら進めていかなければならないと考えてお

ります。

平準した発注についてということでございます

けれども、特定財源の確保にも大きく左右される

こととなりますけれども、当然一般財源の投入も

あることから、必然と平準化していくことが必要

であるというふうに考えているところでございま

す。

大項目の５でございます。中期財政計画の基本

的な考え方についてということで御質問がござい

ました。さきの議員協議会でも御説明をさせてい

ただきましたけれども、中期財政計画は総合計画

を実施をする裏づけとなるもので、過去の決算状

況あるいは想定される事業の予測をもとに作成し

ており、今後の本市の財政収支の見通しから財政

運営上の課題を明らかにし、持続可能で健全な財

政運営を目指すため、毎年度総合計画のローリン

グにあわせて計画作成しております。議員お話し

のとおり、今回の中期財政計画では毎年度１０億

円以上の収支不足となり、その調整財源として基

金などを活用させていただいてございます。この

結果、基金残高も大幅に減少しており、将来の財

政運営が非常に厳しい状況であるという計画にな

っております。しかしながら、こうした厳しい財

政状況ではあるものの、総合計画の将来像の実現

や喫緊の課題に対しさまざまな施策、事業を実施

していかなければなりません。そのためにも現在

の本市の財政状況がどうであるのか、今後どうな

っていく可能性があるのか、どうあるべきなのか、

市民の皆さんにもしっかりとお伝えしていかなけ

ればならないものと認識しております。

最後に、財政の改善策についての御質問ですが、

人口減少や少子高齢化の影響などから、市税収入

の減少の懸念や本市歳入の根幹である地方交付税

の減少を考えますと、歳入増はなかなか望めない

ことから、基金など限られた財源を有効に活用す

るとともに、財政規律を遵守し、より一層事業の

選択と集中に努めていくことが健全な財政運営の

維持につながるものと考えているところでござい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問させていただきたいと

いうふうに思います。

まず、冬季スポーツの拠点化プロジェクトとい

うことで少しお伺いをしたいと思います。今回私

加藤市長とも御一緒させていただいたのですけれ

ども、せっかくフィンランドのほうにも行かせて

いただいて、いろんな勉強になる点を見せていた

だきましたので、この場で質問に織り込ませてい

ただきたいなという若干の思いから、少し質問の

項目に挙げさせていただきました。

まず、冬季スポーツ拠点化プロジェクトの目指

すところということで質問をさせていただきまし

た。その将来ビジョンについてお伺いをしたとこ

ろでございますけれども、その中でアジア全体を

目指したいというのは１つわかりやすかったかな
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という答弁をいただきました。そういった中で、

市民に説明をわかりやすくしていきたいというふ

うなお答えをいただいたのですけれども、プロジ

ェクトを進めるということは先行投資、やっぱり

ハードの部分も必要になってくるのかなというふ

うにも思います。そのためには、やっぱり企業的

な発想ということも必要になってくるわけであり

まして、市長は企業に勤めておられたり、経営を

されたりということで、あるいは集客に対しても

ノウハウがおありだということで、こういう事業

を行うためには本当に適任な市長がここにいたも

のだなというふうに思うわけなのですけれども、

こういった事業を行うためにはやはり一定の皆さ

ん、私たちも含めて共通した覚悟というものが必

要になってくるのかなというふうに思っておりま

す。

そして、目指すところをアジアというふうに明

確に決めていただいたということは、これから先

の行動というのが変わってくる、明確になってく

るのではないかなというふうに思っております。

アジアから人を集めて、ここで冬季スポーツの拠

点化を図ろうという、その見通しのために、では

どこまでやらなくてはいけないのか、そのスケジ

ュールをどうするのかというのをやっぱりもう少

し綿密につくっていかなくてはいけないのかなと

いうふうに思っております。そういったことに関

する考え方について少しお聞かせをいただきたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） お答えをさせていた

だきたいと思います。

冬季スポーツ拠点化プロジェクトについて、議

員のほうからアジア政策といいましょうか、アジ

アの関係ということで言われていますけれども、

基本的にはこの事業の目指すものとして考えられ

るのは青少年の人材育成、あわせて地域経済活性

化、市民の健康、生きがいづくり、それと下川、

名寄以北の市町村の広域連携というようなことが

４つの大きな柱になるのかなと思っています。青

少年の人材育成につきましては、ジュニアアスリ

ートの育成ということで今既に進められておりま

すし、道の事業でありますＴＩＤの関係でもバイ

アスロンを中心に進められておりますし、スポー

ツ少年団等のトレーニング指導というのも進めら

れております。また、地域活性化ということです

けれども、合宿の受け入れが予想以上にふえてい

るという状況もございますし、新たなスポーツ関

連の新商品の開発も今後目指していきたいなと。

地元企業と一緒になって目指していく部分と、ま

た日本的な大きな会社の中ともどのような連携が

図られるのかということも含めて今後研究をして

いきたいというふうに考えております。市民健康、

生きがいづくりにつきましては、阿部雅司さんを

中心としていただきまして、ノルディックウオー

クですとか、いろいろ東風連地区では大学とも協

力をいただきながら、運動会を開催しながら地域

の皆さんの健康づくりの関係の研究を進めている

という部分もございますし、もともとは広域で進

んでおりました。美深が事務局で進んでおりまし

たけれども、今後はその広域化の事業もあわせて

展開をしていきたいというふうに考えております。

ただ、先ほど議員からもありましたけれども、

アジア圏域ということですけれども、北海道、特

に名寄の冬といいましょうか、雪質というのが非

常にいいということで、ことしも台湾からカーリ

ングの選手団が視察に来ていただいていますし、

年明けには中国からコンバインドの選手も長期滞

在というか、合宿をしていただくようなことにな

っております。２０１８年には平昌、２２年には

北京ということで、東アジア圏域を中心に、それ

と２０年には東京オリンピックもあるということ

で、今東アジアが非常にスポーツ的には注目を受

けているのではないかというふうに感じておりま

すので、その流れの中でさまざまなといいましょ

うか、何か対策がとれないのかなということも含

めて今後検討していきたいなというふうに考えて
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おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） １度目の質問の国や

企業との連携ということで答弁をいただいた中で、

スポーツコミッションをこれからつくっていって、

いろんな団体等に入っていただいて、こういった

事業を進めていくというふうなお話を伺う中で、

アジアを見越したというふうな答弁をいただいた

かなというふうに思いましたので、このように再

度質問をさせていただきました。今部長が答弁し

ていただいたようなことは、現段階として既にや

っておられて、これも大変いい傾向だなというふ

うに思っております。しかし、多分ここが最終目

的ではないのだろうなというふうに思っておりま

すので、その最終目的をどこに持っていくのかと。

そこら辺を多分明確にしたほうがいいのではない

のかなというふうに思っておりますけれども、そ

こら辺の考え方について再度お伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど答弁させてい

ただいたとおり、今年度中にスポーツコミッショ

ン、コミッションという名称が使えるかどうかと

いうのは今不明なのですけれども、立ち上げると

いうことで進んでおります。この中には、名寄の

各種団体、また賛同していただける個人等に加入

していただいて、進めるということになると思い

ますけれども、先ほど申しました４つの柱を軸に

どのような展開の仕方があるのか、その一つ一つ

の方向性がいろんな多種多様なエリアに行くのだ

ろうと。そこで取捨選択をしながら、どのような

形で今後進めていくかというのもあわせて、スポ

ーツコミッションの中、当然行政としても助言と

いいましょうか、参画をしながら進めていかなけ

ればならないだろうというふうには考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ多分そういう庁

舎内で明確な方向性というのが策定されていない

から、部長のお答えのような現状こうですよとい

うふうな答えになろうかなというふうに思うので

すけれども、ちょっと加藤市長にもお伺いをした

いのですけれども、やはり私たちがフィンランド

のヴォカティに行ったというのは、一定程度そこ

を見て、何を感じて、我々は何を目指していかな

くてはいけないのかということを学びに行ったの

かなというふうに思っております。そういった中

でちょっと質問項目にも挙げさせていただいたの

ですけれども、正直行くまではスキートンネルと

いうのは夢としてはすごくいいなというふうな認

識を持っていましたけれども、行っていろんなお

話を聞いてみるとこういう運営の方法があるのか

だとか、こういった企業と連携をすればこういう

ふうになるのかだとか、いろんなことを学ばせて

いただいて、そういった知識、ノウハウをいただ

いた中でこれから私たちは判断をしていかなくて

はいけないのかなというふうに思っております。

そういった中で市長、ちょっとこれ少し夢入って

もいいですから、名寄市としての今年度から始ま

る、スポーツコミッションが始まって、現在はこ

ういう活動をしていく、そして将来的にはさっき

アジアというふうな、多分アジアも今でもアジア

のいろんなところから合宿に来ていただいている

という傾向もあるのかもしれませんけれども、ど

こら辺を目指していきたいというふうにお考えな

のか、差し支えない範囲でお答えをいただければ

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） 冬季スポーツ拠点化事業

も今年度で３年目を迎えたということでございま

して、合宿、入り込みも含めて着実に成果が出て

いる部分もあると。一方で、市民の皆さんにいま

一つどうなのだというようなお声も聞こえてきて

いるところもありまして、改めてそこを具体的に
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市民の皆さんにこういうことでやっていくのだよ

ということを目標をある程度具体的に示して進ん

でいくということは非常に大事なことだというふ

うに思います。

ヴォカティトレーニングセンターが立地するソ

トカモ市は、１万 ０００人の人口でありますけ

れども、そこにナショナルのトレーニングセンタ

ーが、あそこはノルディック系中心のセンターで

すけれども、そこを核として、設立してもう七十

数年たつということでございますけれども、設立

当初は３人しかいなかった協会が今は８０人以上

の雇用を創出をして、さまざまなトレーニングメ

ニューもソフト、ハードともに提供していると。

そのことを核として、ソトカモ市全体で年間１０

０万人のお客さんが訪れると。これは、冬だけで

なくて夏も含めてそうしたスポーツトレーニング、

あるいはスポーツを通じたツーリズムというので

しょうか、そうしたことでそれだけの人が集まっ

ているということでありました。名寄市もかなり

似たような環境を持っているなというふうにも感

じましたので、大いに私は可能性を感じて帰って

きたところでございます。ヴォカティは７０年、

８０年かけてあそこまでの姿になっているという

ことなので、それはその壮大な積み重ねもあった

ということでございますけれども、我々としても

具体的に、あるいは５年なのか、１０年なのか、

そうしたところでここにこういった目標を定めて

いこうということは非常に大事なのかなというふ

うに思います。

市民の皆さんによりこの事業を理解していただ

くために、やっぱり冬のスポーツも含めて、スポ

ーツ全体の裾野をさらに広げていくということが

大事だろうというふうに思います。それと、加え

て一団のスポーツを通じて地域の活性化を求めて

いかなければならない。その一つの例として、今

アジア圏で非常に冬のスポーツの機運が高まって

いるということで、名寄市がそうしたことにとが

った政策を打ち出していくことで、全国から、あ

るいは世界からさらに注目をされてたくさんの人

が集まってくることになっていくのではないかな

というふうに思っています。その先に国がそうい

う方針を示せばナショナルトレーニングセンター

の指定ということも出てくるのかもしれませんけ

れども、そこに行くまでにでは具体的に５年後ど

ういう姿で、どういう目標を定めていくのかとい

うようなことをしっかりと皆さんに見えるような

形でお示しをできる、していかなければならない

というふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 少しわかりやすく説

明をしていただきまして、ありがとうございます。

私も人口の減少であるとか、交流人口だとか、名

寄市はさまざまな取り組みをしている中で、やは

り交流人口を求めていくという施策としては多分

これは本当の目玉になっていくのかなというふう

に、そんな思いもあるものですから、少し重点的

にお伺いをさせていただいております。市長おっ

しゃっていただいたように、５年後こういう姿と

いう物の考え方、表現方法というのは大切でない

かなというふうに私は思うのです。市民もどこに

行くのだろうか、私たちは何を協力をすればいい

のだろうかというのが多分見えていないのかなと

いうふうにも思いますので、そこら辺は少しスピ

ーディーに内部協議をしていただいて、コミッシ

ョンができた段階になるのかもしれませんけれど

も、ぜひそういった部分の情報発信についてしっ

かりと取り組んでいただければありがたいなとい

うふうに思っております。

ちょっと具体的な話をして済みませんけれども、

スキートンネルというのを実際私たち見せていた

だいて、なかなかすごいなと。あの目的というの

は、閑散期に対して集客を求めるというのが目的

だったというふうにも教えていただいて、ああい

う施設をつくっておられて、ヨーロッパ圏には５

つ程度のトンネルがあるというふうに伺ってきま

した。そして、ドイツでは少し幅の広いトンネル
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をつくって、そこでは自動車メーカーと連携をし

て運営を図っているというふうなお話を伺ったと

きに、なるほどこういうふうな仕組みと、あるい

は国や企業、団体の支援、インフラ整備、うまく

組み合わせたら全く不可能ではないのかなという

ふうな感を私は持ったのですけれども、市長、そ

こら辺の感覚について少しお話をいただけますで

しょうか。例えば名寄市にはダンロップのテスト

コースがあったりだとか、士別にはトヨタ自動車

があったりだとか、そういったところとの連携と

いうのを模索をしていくのも少しおもしろいのか

なというふうに思うのですけれども、そこら辺の

考えについて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） 先ほど佐藤議員の総括質

疑の中で財政の規律をしっかりと確保しなければ

ならないというお話もございました。恐らくスキ

ートンネルをつくるとなると数十億円程度の設備

投資がかかるということで、当然これは行政だけ

でできるものではないなということを実感してき

ました。一方で、いろんな知恵を出せばできるこ

ともあるのかなということも感じて帰ってきたと

ころでございます。

もう一つは、スキートンネルがすごく大事なこ

とだなと、なるほどなと思ったのは、ヴォカティ

は１０月にもう既にスキートンネルも含めて雪を

ばっと敷き詰めてクロスカントリーのコースを、

１０月からもう天然雪というか、人工雪でためた

のもありますけれども、雪を敷いてクロスカント

リー活動がもうできる設備を整えていると。この

ことが非常に重要だなと思って帰ってきまして、

シーズン入る前にどれだけそういった環境を整え

られるかでたくさんの方たちがトレーニングに集

まる環境ができていると、そういうことも実際見

てきたところであります。これは、名寄市でもた

くさんの雪がありますので、そうしたことをどこ

かに貯蔵して、そこをうまく使っていくというよ

うなやり方というのはできるのではないかと。ま

ずは、そうしたところの実証からできないものか

と。そして、できるだけ雪を、多く乗れる期間を

延ばしていくことで、まずはそこにどういったニ

ーズがあるのかということをしっかり調査した上

で、その次に先があるのかというふうに思ってい

ます。当然トンネルつくるとなるとかなりの運営

費もかかっていくということになるでしょうから、

ヴォカティもあのトンネルだけでは非常に採算は

合っていないという話をしておりました。全体的

なさまざまなソフト、ハードを組み合わせた中で

あれが象徴的に生きているということだというふ

うに思っていますので、まずいろんなソフトでで

きることはあるなというふうに感じてきたので、

そうしたことの実証から始めて、将来的にはさま

ざまな知恵を使ってそういうトンネルみたいなこ

とをつくっていく。そこの夢も持ちつつ、この事

業を進め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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 若干一般質問的にな

って申しわけないなというふうに思うのですけれ

ども、せっかく行かせていただいた。そこで、も

う一つ私がすごいなと思ったのがユヴァスキュラ

大学だったのです。まさかあそこで高齢者のケア

という話が聞けるとはゆめゆめ思わなかったので

す。本当にスポーツの中身を研究をしてアスリー

トをサポートする大学かなと思ったのですけれど

も、スポーツを通して高齢者のケアという考えと

いうのが、それが３分の１も学生がいるというこ

とで、社会ニーズが非常に高いということで少し

私は驚いたわけなのですけれども、先ほど名寄市

立大学との連携ということで質問させていただき

ましたけれども、日本のニーズというのは非常に

高いのではないのかなというふうに思っておりま

す、これは名寄だけではなくて。日本の中の大学

教育ってどういうふうになっているのか少し調べ

てみました。そうなのですけれども、こういった

事業をやっている大学というのはほとんどなかっ

たのかなというふうに思っております。今名寄の
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大学では、保健師さんを育てたり、そういった高

齢者のケアというのがしっかりしているのですけ

れども、もう少し運動も含めたトータルケアとい

うのがやっぱりこの大学のような発想というのは

これから日本社会の中で必要になってくるのでは

ないのかなというふうに私は感じたのですけれど

も、そこら辺に関して、大学のことですから行政

がやれということはなかなかできないのかもしれ

ませんけれども、そういった情報交換をしながら、

そういった日本国内のニーズもあるのではないか

なと思うのですけれども、大学との協議について

市長に少し考えがありましたら、お聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大学と冬季スポーツ拠点

化のかかわりということでの御質問だと思います

けれども、既にコミュニティケア教育研究センタ

ーを通じて大学と連携をさせていただいて、地域

での冬のプログラムでありますとか、さまざまな

活動を展開をさせていただいているということで

ございます。今後改めて総合戦略をまた改定して

いく中で、冬季スポーツ拠点化をさらに盛り上げ

ていく。その中に名寄市立大学もしっかりとそこ

にかかわっていただいて、一緒に進めていこうと

いうような議論は教授会のほうでも担当職員から

させていただいたということでございまして、今

後大学ともしっかりと連携をしていきながら、冬

季スポーツが名寄市の特異な課題、テーマでもあ

り、そこに大学もコミットしていただける体制を

しっかりと連携をしながら構築をしていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、公共施設

についてお伺いをしたいというふうに思います。

今回計画の中に公共施設の金額的なものは入っ

ていないということで、さきの答弁でも一定程度

の答弁をされております。この４年間の中で何も

やらないということではなくて、やれるものがあ

ったらやるというふうな答えだったかなというふ

うに思います。しかし、これから私たちがやらな

くてはいけないのは、今あったものを同じように

建てるということでは許されないのではないかな

というふうに思います。その場合には、例えば２

つのものをどういうふうに結合させて１つで機能

を賄い合うのかだとか、これは当然平成３２年ま

での計画の中にも大枠については織り込まれるの

ですけれども、その具体論という話になるとかな

り時間がかかるのではないのかなというふうに思

います。それで、この４年間の間に、いろんな老

朽化した施設があるかなというふうに思います。

保育の施設にしても老朽化をしております。図書

館も老朽化して、こういったことを本当に今のま

までやるのだったら、それはそれでそんなに難し

くないかもしれませんけれども、これを議論をし

てどういう形にするかという議論から始めて最終

結論を出すというのが相当時間がかかると私は思

うのです。ということは、この４年間というのは

あっという間に過ぎ去ってしまうのではないかと

いうふうな気がしております。今定例会の最終日

に総務文教で図書館に関する報告というのをさせ

ていただく予定になっておりますけれども、その

中でいろんな自治体の図書館を見させていただい

た中で、やはり数年かけて議論をするという自治

体が結構ございました。それだけ市民議論を重ね

て、市民に納得していただいて、これでいいのだ

というところに結論を落とし込むためには、やは

り１年、２年では今これからの時代少なくなって

くる。足りなくなってくるのかなというふうに思

います。そういった総合的な物の考え方をしなが

ら、一つの結論を見出していく。このためには、

この４年間というのが非常に大切な期間になって

くるというふうに思いますけれども、できるもの

はできればやっていただきたいし、そこら辺の認

識について再度お伺いをしたいなというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。



－56－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

〇総務部長（中村勝己君） 佐藤議員の関係でも

公共施設の関係について、この計画の中で事業費

ゼロベースということで提示をさせていただいた

関係についてお話をさせていただきました。今改

めて３２年までということでございまして、時間

的には非常に短いということについては私どもも

しっかり認識はしているところでございますけれ

ども、広く市民の皆さんにどういった資料に基づ

いて情報を提供する、その中で議論していただく

ということになるというふうに思うのですけれど

も、まだそこの個々の施設についてどのように今

後利活用するのか、あるいは複合化するのか、そ

の辺も含めて庁内検討委員会等、あるいはこれは

立地適正化計画の関係にもかかわってくるもので

すから、その辺との整合性などを図りながら今庁

内でも議論していますし、立地適正化計画の検討

委員会の中でも議論をさせていただきながら、市

民の皆さんにこの施設どうするのだということで

なくて、行政としてこんな方向でちょっと考えて

いるのですけれどもというような、少し市民の皆

さんが議論しやすいようなことも含めてそういっ

たものを示しながら、時間はありませんけれども、

いずれにしても必要な公共施設については当然建

てかえなりということで検討しなければならない

というふうに考えてございますので、今後早急に

議論のほうは進めてまいり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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょうど今立地適正

化であるだとか総合管理計画というのは、これは

両方ともとても大切な計画だというふうに思って

おります。それとあわせて、やっぱり現実的に名

寄市では着実に公共施設等の環境整備も整えてい

かなくてはいけないという、こういう時間的な制

約もある中で、例えば３２年までの間には市民議

論を経て２つの計画を策定をしていくということ

になろうかと思いますけれども、この間に老朽化

した施設に対して個別にこれはどうするのだとい

う、そういった市民議論と並行してやっていくと

いうお考えなのか、あるいは全体の総合管理計画

ができた後から始めようというお考えなのか、そ

こら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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共施設老朽化してい

るものをどうするかというのは大きな課題であり

まして、今御質問のあったとおり４年間非常に短

いスパンだなと思っております。せんだって行わ

れました立地適正化の市民との今後３０年後の名

寄をどうするかという市民シンポジウムの中でコ

ーディネーターやっていただきました北大の森先

生のほうから、公共施設をどうするかというのは、

これは手段であって、まちづくりをどうするのだ

というのを市民の皆さんに考えていただくという

ことですから、確かにそのとおりだと思います。

ということになれば、４年間の短い期間ではあり

ますけれども、市民の皆さんとの議論を進めなが

らここでどうするというのは当然並行してやらな

ければならない問題だと思っております。

ただ、その中で私どもの中で一番懸念している

のは、老朽化が余りにも進んで安全、安心にかな

り赤信号がともっている、そういうような状態の

施設をどうするか、これはまた別の角度で見る必

要があるかなと思っております。現在の立地適正

化の庁内検討委員会の中では、老朽度の著しいも

のについてはまた担当課の意見も聞きながらとい

うことで先行して進めておりますので、スケジュ

ール的には今後年明けにまた庁内検討委員会ある

いは庁外検討委員会の中で今までの議論を一回ま

とめた上で、ではどのように進めるかということ

で、そういう進め方をさせていただきたいと思い

ます。それと同時に、市民の皆さんに情報を提供

して、今こういう状態なのだけれどもというのも

並行してやらなければならない。そして、公共施

設の総合管理計画につきましては平成３２年度を
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１つめどとしておりますが、立地適正化は平成３

１年度ですので、若干のタイムラグがあります。

ですので、立地適正化の中では改めてそのエリア、

ゾーンをどうするか、個別の中はまだ若干時間あ

りますけれども、これは４年間の中ですので、か

なり絞られた時間の中で早急に進めなければなら

ない。かなり難しい課題ではありますが、市民議

論を進めなければならないのはそのとおりであり

ますから、今並行してやるというようなイメージ

でいるところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 最後に、中期財政計

画の考え方についてお伺いをしたいというふうに

思います。

これまで計画された数字と実際にやってみた数

字というのの乖離が大変これまでも多かったのか

なというふうに思っております。中期計画のとお

りに財政が運営していったというのは、正直言っ

て記憶にありません。こういった状況で市民に何

かを判断してくださいと言ったときに、先ほど私

は半分冗談めいて言ってしまったのですけれども、

この計画を見たときには数年後には破綻をするの

で、名寄から出ていこうかなというふうなちょっ

と嫌らしい表現をしてしまいましたけれども、そ

ういう状況がわかっていない人にはそういうふう

に見えてしまうと思うのです。これは、こういう

物の考え方、厳しく物を見るという物の考え方と

いうのは大変よいことだというふうには思います

けれども、余りにも実態と乖離しているというの

は私は正直いかがなものかなというふうに思って

おります。そして、総合計画などをこの中期財政

計画をもとに市民議論をしていただこうとすると

きに、私がもし市民で、議員ではなくて市民の委

員だったら、これは何にもできませんね以外に言

うことはないのではないかなというふうに思いま

す。ですから、今までの発想はそれはそれでよか

ったのかもしれませんけれども、やはり実態にあ

る程度即したものを明らかにして、そしてそれを

市民議論の糧にしていただくというシフト、そう

いう考え方にシフトをしていったほうがいいので

はないかというふうに思うのですけれども、考え

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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 中期財政計画と実態と

の乖離ということでありますけれども、各年度の

決算の中でさまざまな手法でここは御説明させて

いただいておりますが、中期財政計画については

今現在で得られている情報をもとにということで

あります。また、いろんなことを吸収しながらで

すので、多少厳し目に見ているというのは議員御

指摘のとおりでありますが、この間の経緯を鑑み

ますと、例えば地方創生交付金につきましては当

初ハードは使えないと言っていたものがハードに

使えるようになったりですとか、さまざまなプラ

ス要因が働いてきたというのも事実でありまして、

そういうようなのも含めて実績としてはまあまあ

良好だというような判断させていただいています

が、今回の中期財政計画でもお示ししましたとお

り、今後はかなり厳しいというのは、これは間違

いない状況であります。例えば交付税等につきま

しても今回の中期財政計画と平成３０年度の今の

普通交付税の状況を見ますと、算定が平成３０年

度で８０億円、３１年度は７９億円の普通交付税

の推計ですので、あるいは特別交付税についても

かなり実績値に近づけた形でやっております。か

なり今後はよっぽどの好転材料がないと厳しいな

というのがありますので、そこは中期財政計画の

中でお話しさせていただいたとおりであります。

市民の皆様には、やはりこういったことも今私

いろいろお話ししましたけれども、言葉ではなか

なかすっといきませんので、いろんな形でお示し

する必要があるかと思います。あるまちづくり懇

談会の中では、単年度実質赤字、ことしある。２

９年度ありました。基金もこういうふうになって

いますというお話をさせていただいたところ、市

民の皆様から財政状況悪いのだったらそれなりの



－58－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

対応すべきだと、私は子供の子育てにもっと力を

入れるべきでないか、そういう建設的な御意見も

いただいたところであります。さまざまな手法で

今後のまちづくりをどうするか、これは市民の皆

さんもともに考える課題でありますので、厳しい

ものは厳しい、ここら辺が厳しいのだよというこ

と、もう少しわかりやすい表現のもとで進めるこ

とが一番肝要だと思っています。御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

疑を終わります。

１３時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで午前中に行いました総括説明に誤りがあ

り、訂正したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけござい

ません。私のほうの総括説明の中で、議案の３ペ

ージにございます安心子育てプロジェクトの関係

でございますけれども、成果指標について、前期

３本指標がありますということで報告をしました

けれども、前期は２本の指標に対しまして今回４

本の成果指標ということで、改めて訂正をさせて

いただきまして、大変申しわけございませんでし

た。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、基本計画に

ついて項目ごとに審議を行います。

まず、重点プロジェクトについて審議をいたし

ます。

説明を求めます。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私のほう

から重点プロジェクトにつきまして概要説明をさ

せていただきます。

総括説明でも申し上げましたけれども、中期計

画における重点プロジェクトは前期計画における

３つのプロジェクトを踏襲し、継続して取り組ん

でいくこととしております。

議案３ページをお開きください。初めに、経済

元気化プロジェクトについてでございますけれど

も、雇用の場、人材の確保、事業継承の取り組み

支援などに努めるとともに、交流人口の拡大に向

け移住、交流の推進に取り組むこととしておりま

す。

成果指標では、観光入り込み客数で平成２９年

４４万 ０００人を基準値として、平成３３年で

は６１万 ０００人を目指すものでございます。

外国人観光客宿泊数では、平成２９年 ０９４泊

を基準値として、平成３３年では ６３５泊を目

指すものとなります。先端設備等導入計画の認定

事業者件数につきましては、米印で補足しており

ますけれども、生産性向上特別措置法において固

定資産税の特例措置等の支援を受けるため、事業

者が作成する計画を認定した件数としております。

現状の基準値は実績がないためバーとなっており

ますが、中期計画期間中である４年間で累計１０

件を目指すものとなっております。また、新規就

農者数や市立大学卒業生市内就業者数につきまし

て新たな指標として達成に向けて取り組むことと

しております。

次に、安心子育てプロジェクトについてでござ

いますけれども、安心して子供を産み育てること

ができる環境を充実させるため、子育てと仕事の

両立支援や子育て家庭への支援などを行い、少子

高齢化対策、人口減少対策の強化に取り組むもの

です。

成果指標として、待機児童数では平成２８年６

人おられましたけれども、中期計画終了時までに

はゼロを目指すこととしております。ファミリー

・サポート・センター事業利用者数につきまして
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も平成２８年１２８人に対し、中期計画終了時と

なる平成３４年には１６０人までふやすことを目

指すとしております。また、全国学力・学習状況

調査全教科の結果について全科目全国平均以上を

目指して取り組むとしており、放課後児童クラブ

登録数も基準値より若干ふえ、２９０人の登録を

目指していくというものでございます。

次に、冬季スポーツ拠点化プロジェクトでは、

本市の自然環境、施設環境の強みを生かして冬季

スポーツの拠点化を目指すために、冬季スポーツ

合宿、大会誘致とあわせてジュニア世代の育成強

化を推進するとともに、冬季スポーツを通じて故

郷への誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組む

としております。

成果指標といたしましては、新たな指標として

親子参加型スポーツイベント参加人数を設定し、

今後参加機会を創出し、中期計画終了年時には延

べ８００人を目指すとしております。ジュニア選

手全国大会出場者人数では、基準値８人に対しま

して、計画終了年時ではほぼ倍増の１５人を目指

してそれぞれ事業に取り組んでいくこととしてお

ります。スポーツ合宿入り込み人数、全国、全道

規模大会の誘致、開催につきましても前期から引

き続き目標値を上方修正しながら取り組みを進め

ていくこととしております。

以上、重点プロジェクトにつきまして概要説明

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、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） 午前中は、私どもの

佐藤副議長から質疑をさせていただいて、大まか

の総合計画や、あるいは中期財政計画全般にわた

っての有効な質疑をしていただいて、かなり理解

ができたのですけれども、その一部の関連なんか

を参考にさせていただきながら、あるいは重点項

目等の関係で中期財政計画にも少し触れたいと思

いますけれども、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

１つは、まず重点プロジェクト絡みでは３件あ

りまして、これは総計２年前の経過も踏まえてあ

えて掲載をしたもの、ＫＰＩを入れて掲載をされ

たというふうに思いますが、それはそれとして是

とするのですが、２年前の反省として、私も所管

が高齢者福祉も担当している関係で何か忘れ物を

したような気がしてならないものですから、改め

て読み返してみますと、やっぱり高齢者施策につ

いてここ１０年非常に重要な時期、この２期の計

画とも中期、後期と重なる時期でもありまして、

３つの重点プロジェクトだけではちょっと不十分

かなという感じでお聞かせをいただきたいという

ふうに思っていますが、２年前の議会論議の中で

橋本副市長の答弁の中に重点プロジェクトはある

けれども、いわゆる少子高齢化の時代に重要な案

件として高齢者案件の諸策についても触れており

まして、重要プロジェクトではあるけれども、そ

れより優先するものも、何が何でもそれが全てで

はないというようなやりとりがあったように記憶

しておりますけれども、２年たった今の状況、あ

るいは高齢化、まさに３２％以上、もう３３％近

くなるという状況だとか、あるいは名寄と風連と

智恵文、あるいは遠くは風連日進など地区が幾つ

か分散をしている関係では年齢構成もそれぞれで

ありまして、このことを認識をした上では重点プ

ロジェクトにやや同格以上のものではないのかと

考えておりまして、改めて２年前を振り返ってい

ただきながら、橋本副市長あるいは市長から重点

プロジェクトの意味についてもう一回お答えをい

ただければというふうに考えております。

２つ目には、総計の審議会の皆さんとのやりと

りの中で、詳細に各回数ごとに、最終的に８月で

したね。そして、答申をいただいているというこ

とで、非常に関係者には敬意を表するのですけれ

ども、情報公開、説明責任との関係ではＫＰＩの

数値、私これネットで参考資料から取り出してみ
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て、いいものを随分提示して説明していたのだな

というふうに思ったのですけれども、約１３０以

上にかかわる５本の柱の具体的なＫＰＩの数値を

入れてよりわかりやすい提示があったように聞い

ておりまして、これは一般市民、ネットで探せば

７月の時点ですから見ることはできるのですけれ

ども、先ほど午前中の佐藤靖議員が質問した、い

わゆる市民と向き合うということでいくと、関係

者には説明をしたり、あるいはいろんな団体だと

かということにはされたかもしれませんけれども、

大事な資料についての提示というのは一般市民に

どのように提示をされていたのか、改めてお聞か

せをいただきたいという、要するに市民的なもの

になっていかなければならないというふうに思っ

ておりますので、あえてお聞きをしたいと思いま

す。

そして、これは最終が中期が平成でいくと３４

年になって、平成終わりますけれども、その時点

ではこれらをそれぞれ実施ができたということに

なると、４年後にはどういう名寄市をイメージで

きるのかどうか、少し概括的な話で恐縮ですけれ

ども、お聞かせをいただきたいといういうように

思っています。

それから、３つ目には、中期財政計画の関連に

戻りますけれども、午前中東議員からも少しだけ

触れられておりましたけれども、数値を２年前と

比較させていただいたのですけれども、歳出のほ

うのまずお聞きしますけれども、人件費だとか公

債費、維持補修費だとか普通建設事業だとか、幾

つか挙げれば結構２年前と数字が大きく変わって

いる。信憑性の問題については先ほど論議もあっ

たのですけれども、私どもはできるだけこういう

流れの中で動くのだなという理解をずっとしてお

りましたから、数字にはびっくりしませんけれど

も、今言った人件費、維持補修費、普通建設事業

あたりの大きな変化について特徴的なことについ

て、推計の考え方は資料でいただいていますけれ

ども、具体的にお聞かせをいただければと思いま

す。

それで、この数字の変化はイコール市民ニーズ

とのギャップもまた逆に言えば感じられるところ

が幾つかあるのですけれども、あわせてお聞かせ

をいただきたいと思います。

４つ目には、各会計、特別会計７つほど、大学

も含めて今７つですね。それから、あとは事務組

合の関連だとか、企業組合、企業会計の関係もあ

りますけれども、これはそこそこのところで一部

事務組合もあっちの別な議会がありますので、中

身には入りませんけれども、大きな大型事業がこ

の中期、後期との重なりがかなりある時期なので

すけれども、そういう大型の工事との関係につい

ての見通しについて、数字としては一定のものが

個別計画の中では出ていますけれども、差し支え

ない範囲でお聞かせをいただきたいというふうに

思います。

それから５つ目に、備荒資金や大学の振興基金

の関係で、個別には入りませんけれども、ここも

一定の一般会計との関係の中では大きく変化を与

える関係にあるのですけれども、いわゆるこれを

上限数字として捉えていいのか、あるいは現状の

段階で推計として捉えるのがいいのか、どういう

捉え方をすればいいのか少しお聞かせをいただき

たいと思います。特にその理由というのは、基金

に依存するここ数年以上の時期があるので、その

因果関係も非常に出てくるものですから、あえて

お聞かせをいただきたいというふうに思っていま

す。

以上、今回３回だね。とりあえず１回目終わり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それでは、私のほうか

ら一番最初の御質問と、それから中期財政計画関

連の御質問についてお答えさせていただきたいと

思います。

まず、最初の重点プロジェクトと、それから高

齢者施策の関係につきまして、２年前のいろいろ
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な御議論をさせていただいた中で重点プロジェク

トは必ずしもこれ最優先というものではなくて、

ほかにも十分重要な課題があるので、バランスを

とりながらというお話しさせていただいたという

ことであります。御指摘のとおり、重点プロジェ

クトにつきましては総合戦略との整合性をとりな

がらということがありますので、いわゆるまち・

ひと・しごとの中での文脈で捉えることが可能だ

ということでありますが、御指摘のとおり当然高

齢者施策についてはこれ名寄市も高齢化率３割以

上でありますので、非常に大きな課題だという認

識をしております。この間私の記憶の中でありま

すのは、使用料の改定のときに一定の年齢以上の

方の使用料を少し安くして、例えばスポーツに取

り組んでいただくような環境をつくるですとか、

あるいは高齢者の雪おろし対策等についての一定

の施策は打ってきたものと考えておりますけれど

も、後段個別の中でも出てきますが、やはり一番

これから大切なのは地域包括ケアシステムをどう

いうふうに構築するか、これが一番大きな課題で

はないかなと思っております。非常に大きな範囲

の中で、これ名寄市全域と捉えるのか、それとも

名寄地区、智恵文地区、風連地区それぞれの特性

を生かしながら捉えるのか、そういう基礎的な部

分からの議論が必要になるかと思いますけれども、

何といっても高齢者の皆さん、御家族も含めて安

心して生活できる環境を整える、これは非常に大

事なことだと思っております。部分的には、認知

症のケアの部分で幾分なりとも歩を進めておりま

すが、例えば連絡体制あるいは追跡等、万が一徘

回されている高齢者の方が出た場合ですとか、い

ろんな想定されなければならないと思っておりま

す。まだ若干時間は、大分詰まってきております

けれども、この総合計画期間中に地域包括ケアシ

ステム、これ一歩でも二歩でも先進めなければな

らない、そういうような認識しておりますので、

他市町村の先行事例も研究しながら、ここは進ま

させていただきたいと思っております。

それから、中期財政計画のほうに移らさせてい

ただきたいと思います。今回個別の中で新規ある

いは物件費等のお話が出てきておりますが、一回

頭の中に入れておかなければならないこととして、

今回大学が特別会計になっておりますので、その

分を加味しながら考えなければならないと思って

おります。人件費自体につきましては、今回の中

期財政計画でお示ししているのは一般会計ベース

でありますので、これに大学会計が加わると本来

の前の決算ベースでの人件費が出るということで

あります。その部分を加えると、やはり大学のほ

うは社会保育学科４大化に伴いまして人件費がふ

えているというような現状にあるのは間違いない

ところであります。このあたりは、大学に係る交

付税である程度補填されておりますので、今のと

ころ経営としては着実に進んでおりますけれども、

これも前々からのお話のとおり大学のトップラン

ナー化、そういうようなことが出ておりますので、

この点では予断を許さない状態だというふうに認

識しているところであります。

それから、物件費、維持補修費につきましては、

午前中のお話もありましたけれども、今現在労務

単価が非常に大きくふえてきている状況にありま

して、これは働き方改革あるいは人手不足等の影

響もあるというふうに分析しております。この傾

向はしばらく続くのではないかと思っております

し、これに加えて今グローバル化ということで、

いろんな要因がすぐ出てきます。例えば燃料単価

ですとか、それに伴います電力料金ですとか、そ

ういうようなものもありますので、非常に中身を

つかむのが難しいという状況にありますけれども、

今わかる状況でもってこの物件費、維持補修費に

ついては進んでいる、推計させていただいている

ところであります。

恐らく一番その中でも名寄市特有の課題として

は、除排雪経費どうなるのかということが１つ挙

げられると思いますが、これについては決算ベー

スからいきますと四、五年前は４億二、三千万円



－62－

平成３０年１２月１７日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

でしたけれども、今かなりふえておりまして、４

億五、六千万円ぐらいのベースで進んでおります。

今冬はまだどうなるかわかりませんけれども、一

定の金額はこの中で使っていくものであると思っ

ております。

普通建設事業費につきましては、推計上、前の

中期財政計画では２０億円という一通りの標準的

なものを定めさせていただきましたが、午前中の

議論にあるとおりまだ公共施設等のどういうよう

な優先順位あるいはどういうような配置も含めて、

議論は進んでいる部分はありますけれども、まだ

明確にはなっておりません。ただ、これについて

も普通建設事業費、公債費、また若干発行額のす

き間があるのと特財を確保しながらということが

ありますので、その財政的な面からも目配りしな

がら、なおかつ平準化を図られるように計画進ま

せていただかなければならないなと思っておりま

す。

それから、備荒資金あるいは大学の基金の問題

でありますけれども、備荒資金組合からいわゆる

支消、取り崩すということにつきましては、基金

のほうの残高とどういうふうな調整するか財政課

サイドと今検討しているところであります。一定

の備荒資金からの支消は、しないとこれは間に合

いませんので、やらなければならないのですけれ

ども、基金に重きを置くのか、備荒資金のほうに

重きを置くのか、もうちょっと検討する時間が必

要になると思っております。といいますのも、２

年ぐらい前に地方の基金についてかなり関心が高

まっていたという時代があります。それからどう

いうふうに転がってきているのか、まだ私ども確

実な情報を得ておりませんので、正直申しますと

余り財政調整基金を持っているとどうなのだろう

という議論が出たのはこれ間違いないところであ

ります。再度その情報を収集させていただきまし

て、間違いのないような運営をしていきたいと思

っております。

それから、一部事務組合あるいは特別会計のほ

うで大きな事業があるのかというような御質問と

いうふうに受けとめさせていただいておりますけ

れども、間違いなく出てくるのは衛生施設事務組

合のほうで今後どういうような施設が必要となる

のかという、これは必ず出てくる問題だと思って

おります。中期の４年間の中でどの時点で出るの

かというのはまだ明確にはなっておりませんけれ

ども、今度衛生施設事務組合のほうで次期の中間

施設あるいは次期の衛生センターになりますとか

なり大規模なものになるのはこれは間違いないと

いうところであります。それで、構成市町村と連

携をともにしながら、またそれぞれの地域住民の

方と意見交換しながら、どういうものがいいのか、

これは詰めていかなければなりませんけれども、

大きい事業であるだけに補助金、交付金を入れな

いと成立しないという部分もあります。ですので、

それと同時にいろんなところでアンテナを張って、

どういう交付金が一番いいのか、どういう負担が

一番いいのかということも十分協議しながら進め

ていかさせていただきたいと思います。

また、名寄市の特別会計の中でいきますと、下

水道の部分、下水道の施設整備あるいは水道の上

水道の設備が今後出てくる可能性があります、か

なり老朽進んでおりますので。そういったところ

がハードの面では出てくるような予想をしており

ますが、まだ議論は十分に尽くされておりません

ので、改めていろんな形でお示しできればと思っ

ております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ＫＰＩの情報につい

て、今回新たに市民の皆さんにも数字的にわかり

やすいようにということで設定をさせていただき
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ました。この情報につきましては、実は総合計画

の審議委員会第４回の議論の中で資料提供させて

いただいたということで、報告も含めてインター

ネット上でＫＰＩについては市民の皆さんにもお

知らせをしたという状況になってございまして、

広く市民の皆さんにこの内容について議論をいた

だくということでは決してありませんでしたけれ

ども、審議会の中での資料として提供したものに

ついて市民の皆さんに情報公開をさせていただい

たということの内容であります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのＫＰＩを通じて市民

の皆さんにどういった情報をお示しをし、そして

その将来像はということでございましたけれども、

まさに総合計画の中で基本理念あるいは将来像が

うたわれているわけでありまして、そこの将来像

に一歩でも二歩でも近づいていく姿を具現化して

いくということで今回こうした目標を立てさせて

いただいた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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今最後の加藤市長の

言葉をもう少し具体的に市民がわかるように説明

いただければありがたいですけれども、また３回

目に時間がありましたら聞くかもしれません。

これ私３ページ物できのう入っていったら出て

きたのですけれども、説明資料に。みんないい資

料ですし、いわゆる新聞程度で見る以上に４年後

こういう、例えば一番上に書いてあるところは町

内会加入率基準値７ ９８、これは去年の数字で

す。これは、平成３４年には７ ５％と。これは

一番頭に書いてあるからあれですけれども、それ

ぞれ関心のある具体的な個別計画に、気になる人

はこうなるのかなと。少しはやっぱり期待度を、

障がいやら福祉やら建設関係全てにわたって私の

計算では１２８件かな、数えたら。非常にいいも

のだと思いますが、今答弁いただいたとおり、こ

れは総合計画審議会で出しただけで、恐らく後か

ら読んでおいてくださいというぐらいの感じだと、

細かく全部を説明したのではないかと思いますけ

れども、それにしてもごく一部の関係者、せっか

くいいものを市民的に中期の計画をどうつくり上

げていくのだいという意識を高めていく上でもも

う少し丁寧な活用の方法があったのではないのか

なと思っていますけれども、改めて午前中の佐藤

議員から指摘を受けていることとも含めてお答え

をさらに求めておきたいと思います。あのやりと

りで佐藤議員もいいというふうには理解はしてい

ないというふうに言っていましたので、あえて渡

しますので、この資料を参考にさせていただいて、

指摘をさせていただきたいと思いますので、お答

えをいただきたいと思います。

それで、冒頭中期計画の副市長からいただいた

関係で、人件費の話に行きますけれども、年齢も

これから名寄の職員の年齢の動きは山を過ぎて少

しずつ若返っていくという、順調に補充をされれ

ばです。かなというふうには思っていましたけれ

ども、そのほかにも大学の話もありましたので、

両方かみ合っての、人件費でいくと相当この４年

間だけでも１９億円ぐらいの数字に落ちています

から、そうですね。それで、ちょっと数字は私の

間違いあるかもしれませんけれども、いずれにし

ても少なくなっているのです、大幅に。改めてこ

れから向こう４年なり８年の１０年の計画の全体

の中で、いわゆる職員の合理化、行革絡みも含め

てどういう変化になっていくのかなというふうに

思っていますので、お聞かせをいただきたいので

すが、一番関心事はやっぱり市民サービス、行政

サービスにどう影響与えていくのかということで、

たまたま私も所管で今副市長お答えいただいた地

域包括ケアシステムの重要性についてはどんぴし

ゃりであって、非常に大きな課題だというふうに

思っていますし、現行の状況を見ても担当のほう

からお話を聞けばあれもやりたい、これもやりた

いけれども、なかなか、最終責任者は１人であっ
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た、あるいは五、六人の窓口含めた市民相談、地

域包括支援センター、本当に ３００件を想定を

していたけれども、もう ０００を超えたり、相

談が。これは、さまざまな市民相談がありますけ

れども、やっぱり専門資格を持った人たちが対応

しなければならぬということでありますので、か

なり負荷がかかっているような気がしまして、こ

れからそれこそ２０２５年に向けて仕上げていか

なければならない。２０２５年にでき上がればい

いのではなくて、日々毎年毎年市民サービス対応

していかなければならぬということで、いわゆる

地域包括ケアについてはこの４年なり８年の総合

計画の中でも重点施策以上に、重点プロジェクト

以上にしっかり体制を整えていかないといかない

のではないかというふうに思っておりまして、改

めてそのことについてしっかり対応、具体策を執

行者としての責任をもう少し明確にしてもらわな

いと容易でないなという感じがしておりまして、

私は４つ目の重点施策、プロジェクトに加えるこ

とも必要ではないかというふうに考えておりまし

て、トータルとしてこのことについてお答えをい

ただきたいと思います。

それから、同じ中期財政計画の関係では、物件

費の関係については２年前との比較ということで

ここにも書かなかったのですが、今副市長が言っ

たような形で従前の入札だとか、いろんな燃料費

のことだとか、人件費のことだとか、非常にトー

タルとして上がっていくという傾向はもう明らか

であったり、人がいないということでの確保もし

なければならないということでかなり、具体的な

例１つ御紹介しますけれども、現行長寿命化で橋

の強度を上げるための、何年か前から始めていま

すね。これも落ちるけれども、入札では。実際に

やっぱり専門業者に新たに発注をしなければなら

ぬとか、地元ではできない仕事もこれはあるよう

に聞いたりしますから、かなり利幅なりもう赤字

覚悟でも役所の仕事だからやらなければならぬと

いう声もまちの中では時たま聞くわけでありまし

て、これも物件費も相場上がっていく可能性とし

ては非常に高いわけで、そういう地域のニーズ、

声と中期財政計画の数字との乖離についてお答え

をいただきたいと思うし、普通建設事業も大体そ

れに類した傾向になるのではないかと思います。

特に普通建設事業は、数字上計算していけばもう

これが限界と。今までのやってきた大型投資等の

影響なんかで、比べると２年前の数字からは大体

２０億円でしたよね。今回は、来年からはもうい

っとき２１億 ４００万、３１年度でありますけ

れども、あとは１４億円台、１３億円台、１３億

円台、軒並み数億円単位で数字を削らなければな

らぬという状況をとる関係もございまして、これ

はまた地域の活性化だとか、いろいろニーズ、市

民の声なんかと比べたら非常に乖離するものにな

って、いわゆるまちに元気をなくすのではないか

という心配もありまして、これらについて数字は

中期財政計画で私どもにはお示しはしていただい

ているのは十分わかりますけれども、そういう不

安な要素というのはどのように頭に置きながら中

期財政計画を見通したのか、目いっぱい、もう１

０億円近く毎年基金で穴埋めしながら、備荒資金

にも手をつけなければならぬということでの一目

瞭然の数字になっておりますので、もう少し副市

長、市長含めてこれを私どもにどう理解をせいと

いうことなのか、実際は東議員言うように数字は

大きく乖離するものだというふうに理解すればい

いのかというのはまたこれは無責任な話だと思い

ますので、あらかじめお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。

あと、高齢者等の関係は本当に４本目の柱に入

れてくれというように私も言いましたけれども、

これは高齢者イコール現役の世代にももちろん親

の介護だとか、問題だとか、あるいは病院だとか、

福祉だとか、保健だとかということで因果関係、

介護、保健、医療、それから元気な人にはもっと

頑張ってもらわなければならぬということのトー

タルとして、これは除雪の話は必ずついて回る話
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で、このことからすると重要性について改めて理

解をして、どのように予算を担保していこうとす

るのかお聞かせをいただきたいと思います。

２回目の終わりにしますけれども、高齢化率、

直近の数字担当のほうからもらいましたけれども、

名寄市といえども地域包括ケアシステムは名寄市

に本体を置いて全体をしっかりカバーしていくの

だという基本的なところは出ているのですけれど

も、いわゆる文化、育ち含めて全員で、それぞれ

地域の産業との関係で違いますけれども、名寄地

区だけでいくとちょうど３０％ですね。風連が４

４％、１４％も違うのかということ、あるいは智

恵文で３ ７、全体で３ １も、３ ２か３ ３

になっているかもしれませんけれども、こういう

特徴も見据えてもかなりきめ細かな地域包括ケア

支援やら、あるいはシステムを構築していかなけ

ればならぬという状況がありまして、改めて事の

重要性について危機認識を持っていただければと

いうふうに思っていますけれども、お答えを再度

求めたいというふうに考えております。

とりあえず２回目をこれで終わります。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの項目は、重

点プロジェクトということですけれども、総合的

な判断をしながらこのまま進めさせていただきた

いというふうに思います。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それでは、１番目の人

件費の関係でありますけれども、今一般会計、庁

舎含めての話ですけれども、議員御指摘のとおり

かなり年齢は若返ってきておりまして、職員の年

齢構成でいきますとちょうど５０代からその上に

かけてが大分少なくなっているという状況であり

ます。そういうこともありまして、今人件費は大

学を除きますとかなり低目に抑えられている状況

ではありますが、今後年齢が上がるに従いまして、

ここはふえてくる可能性が十分想定できるという

ことであります。こういった中で業務を遂行する

にはどういうような工夫をしなければならないか

ということがありますが、国のほうでは行政サー

ビスで標準化できるものは標準化して、広域でや

ったらどうだろうみたいな、そういうようなお話

も出てきております。これは、ほかの自治体さん

との関係もありますし、ここは改めて研究させて

いかなければなりませんけれども、大命題は少な

い人数であっても行政サービスを向上させるとい

う命題がありますので、これはもう十分いろんな

形で検討していかなければならない問題だと思っ

ております。これは、必ずしもお金の面だけでは

反映できません。実際の行政活動の中で大事にな

る項目だということで答弁させていただきたいと

思います。

それから、ちょっと地域包括ケアシステムは一

番最後にさせていただきたいと思います。

それから、維持管理費、それから物件費あるい

は普通建設事業費と市民ニーズとの乖離といいま

すか、そこの点でありますけれども、前段お話し

しましたとおり物件費、維持補修費については恐

らく人材不足の面、あるいは専門職の不足の面で

かなり高どまってきているのはこれは間違いない

ことだと思っております。そんな中で、いわゆる

市内経済も含めて名寄市の発注する業務をどうい

うふうにしなければいけないか、これもまた大き

な課題であります。お示ししました中期財政計画

で普通建設事業費が低目になっているというのは、

まだ十分議論がされていなくて、ゼロベースで申

しわけないけれども、検討はするという意味合い

でゼロベースで入れている事業でありますので、

これは市民の皆さんとの意見交換あるいは時の例

えば特定財源のあり方だとか含めて、これはもう

すぐやらなければならないというような普通建設

事業費、特に箱物についてはこの計画期間中に出

てくる可能性は十分あるということでありますの

で、普通建設事業費から上のほうに振れていくと

いうような傾向にあるのは間違いないと思ってお

ります。
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これに加えて、今年度もやらさせていただきま

したけれども、市民ニーズを的確に捉えるという

意味では、例えば今やっています西１条通の改良、

あれにつきましてもできるだけ時の財政の状況も

ありますけれども、拾いつつ、そこは業務量の確

保も目配りしながら進んでいかなければならない

課題だと認識しているところであります。

それから、最後地域包括ケアシステムのお話で

あります。重点プロジェクトにおきましてもどう

しても総合戦略、いわゆるまち・ひと・しごとと

の整合性ということで、たてつけはそうなってお

りますので、今３つということでありますけれど

も、地域包括ケアシステム、私どもは本当に大事

なことだと思っておりますし、議員のおっしゃる

とおり重点プロジェクトに匹敵するぐらいのもの

ではあると思っております。それだけに、また非

常に今難しい側面もあります。御指摘のとおり、

それぞれの地区で高齢化率が違っていたり、ある

いはその地区で求められているニーズもまた違う

ものがあると思いますが、ここは包括ですので、

どこの誰でも安全、安心で老後暮らせるというこ

とが第一の目標であります。なおかつ、ここに力

入れるというのは別の側面からいいますと名寄市

は病院があります。ケアの未来を開くという形で

大学があります。この２つの資源を十分活用しな

がら、名寄独自の地域包括ケアシステムをつくれ

るという、そういう面もあるかと思います。なか

なか時間はないのですけれども、先ほどの人件費

のところで話しましたとおり、少ない職員になる

かもしれませんが、職員の理想数を十分有効に生

かすような仕組みもまた必要になるかと思います。

外部の人材というところもあるかもしれません。

いずれにしろ、ここは非常に大きな問題だと認識

しておりますので、改めてまた担当のほうとも協

議しながら、一歩でも進ませていただきたいと思

っております。

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） 私のほうからは、

ＫＰＩの市民への情報提供ということで御質問い

ただいたかと思います。これまでの間は、先ほど

総務部長が答弁したとおり、審議会のほうへ情報

提供させていただきながら、審議会の中で議論を

し、その結果をホームページ上で公表したという

ことと、あわせてパブリックコメントを実施する

際にはそれぞれ主要施策の下に資料としてそれぞ

れぶら下がるＫＰＩを載せた状態で皆様方にお示

しをさせていただいたところです。このＫＰＩに

つきましては、それぞれ担当から象徴的にこの施

策に対して効果の上がるものということで、かな

り頭を悩ませながら今回は洗い出しをさせていた

だきました。その部分が市民を巻き込んでどのよ

うな議論をしてきたのかといったところの問い合

わせをいただいているのかなと思います。その部

分については、正直反省しなければならない部分

もあるのかなということで、佐藤議員の総括の中

でもお問い合わせいただきましたけれども、その

部分を深めていくために今後審議会等の場も活用

しながら、どのような手法が一番効果的なのかと

いうことも含めてしっかりと議論を進めて研究を

させていただきたいというふうに考えているとこ

ろです。

なお、最終的に冊子のほうをおつくりしますけ

れども、そのときには今お示ししている議案のよ

うな形ではなくて、きちっとＫＰＩなり、それか

ら想定される実施計画事業なり、関連する計画等

も入れた中で総体的にわかりやすいような構図に

なった冊子をつくる予定でおりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後になりますけれ

ども、資料とか、審議会はもちろん優先をしなが

らも、議会も当然そうなのですけれども、それを

超えるような仕組みをしっかりやっていかない限

りは、本当に名寄市の課題、厳しさ、あるいは楽

しさをどう創造するかということは多くの人に身

近なものが伝わらないと、結局は団体とか審議会
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とかということで、それで仕事が終わったという

認識では多分ないと思いますけれども、それはい

ろいろ時間との競争との関係も担当におかれては

非常に困難もあるのでしょうけれども、名寄のま

ちを全体的にやっぱり総合計画のもとにできるだ

け行きやすい、楽しみやすい、あるいは元気が出

るようなものに感じないと全く意味がないわけで

ありまして、そこはもうちょっと知恵を絞ってい

ただきながら、ぜひ総合計画というのはこんなに

大事なのだぞというところあたりを伝わるように、

さらに引き続き努力を求めておきたいというふう

に思っております。

副市長の地域包括ケアシステム、いわゆる高齢

者施策全般あるいは保健、医療、福祉、介護、こ

のことにどう本当に安心して名寄市で日々過ごせ

るのかというところあたりはもう市民の力抜きに

語れないのではないかというふうに思っています。

今病院の役割、介護施設の役割、もちろん市の職

員が中心になりながら頑張ってもらわなければな

らぬけれども、元気な人は地域でしっかり支えて

いけるような、そういうトータル的な計画を意識

していかない限りは乗り切ることは非常に困難な

のかなという感じがしておりまして、そのために

市役所の職員もっともっと専門資格を持った人、

あるいはそれ以外の方も含めて体制を整えてやる

ということは市長あるいは副市長、皆さんが先頭

になってそれを理解を示した上でしっかり市民サ

ービスに応えてくれと、不安のないようにやって

くれと、あの相談もこの相談も全てですが、それ

が全て今あした、あさってのことではないかもし

れないけれども、やっぱり市民と対話することに

よってまた原因や解決策を模索することもたくさ

んできることもあるのではないかと思っています

ので、ぜひそこは従前のような発想ではなくて、

専門資格あるいは市の職員の十分な余裕配置をし

ながら、計画の実行力を高めていただきたいと思

いますので、これは副市長は重点プロジェクト以

上のものとしてお答えいただきましたけれども、

さらに４点目に加えていただくかどうかは今晩寝

ないでちょっと考えてみたいと思いますけれども、

これは市長にここを絞って、職員体制をしっかり

担保した上で市民サービスに応えていただくとい

うことについて改めて求めておきたいと思います

ので、お答えをいただきたいと思います。時間の

関係もございますから、またあしたもありますけ

れども、全てが重点施策という認識で質問してお

りますので、誤解のないようにぜひ認識をしてい

ただきたいというふうに思っています。

中期財政計画については、総合計画とのリンク

をした関係にできるだけ近づけていただかなけれ

ばならないのですけれども、４割を超える交付税

の動向だとか、あるいは市民税がどうなっていく

のか、特に２年後にはもう既に介護保険がどうな

るかというのは本当にこれ危機的な状況の中で市

民の不安も日々国保の問題とあわせて気にされて

いる意見をたくさん聞きますので、国に言うこと

だけはしっかり言っていただくとか、トータルと

してやっぱり市民のニーズや安心、安全に近づい

ていただくよう一層努力をしていただきたいとい

うふうに思っていますので、聞いたことだけ２点

ぐらいあったと思いますけれども、よろしくお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢者福祉の施策、ある

いは地域包括ケアについて議員から御質問があり

ましたが、住民福祉の向上というのはまさに総合

計画そのものであるというふうに思っていますの

で、これが重点プロジェクトとどうなのかという

のはやっぱりこれは議論が分かれるところなのか

なと思いますが、ある意味で包括ケアというのは

もうこの計画そのものであると。これをいかに役

所内もそうですし、あらゆる民間の皆さん、ある

いはいろんな団体の皆さんとの連携の中でこうし

たことをしっかりと構築していくかということが

大変重要になっていくというふうに思いますので、

ここは本当に難しい課題ですけれども、しかし副
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市長からもあったとおり名寄には大幅なアドバン

テージのある施設等もありますので、そうしたこ

とも活用しながら、名寄市ならではの包括ケアと

いうのはどうあるべきかというのを早急に、かつ

具体的に議論をさらに進化させていきたいという

ふうに思っています。

重点プロジェクトは、基本的には総合戦略から

の流れということで、人口減少にどう歯どめをか

けていくかという文脈の中からこの総合戦略ある

いは重点プロジェクトというのは浮かび上がって

きているものだというふうに思います。高齢者福

祉そのものも当然高齢者の皆さんにスポットを当

てて、これは政策的にもそれはそのとおりなのだ

けれども、人口がどんどん減っていくと特に今人

手不足、生産年齢人口が非常に劇的に少なくなっ

てきているということが大きな持続可能なまちづ

くりに影を落としているということもこれ見逃せ

ないところでありまして、ここはどうやったら人

口減少に歯どめをかけていくのかということを重

点プロジェクトを通じてしっかりと担保していく

と。そうすると、一方でそうはいっても人口は減

っていくので、包括ケアだとか、しっかりと連携

をしていく、あるいは政策の取捨選択をしていく

中で、より限られた財源をどう効果的に、効率的

に投資をしていく、活用していくかということに

しっかりと意を払っていきたいというふうに考え

ております。

ＫＰＩをしっかりと策定をさせていただくこと

でより市民の皆さんに御評価をいただける、市民

の皆さんに関心を持っていただける総合計画にな

っているのでないかというふうに思っていまして、

この辺の情報発信の仕方もホームページだけでな

くて、あらゆるところを捉まえていろんな形で市

民の皆さんに今後総合計画をよりつくっただけで

なくて、そこからまた議論を生み出していくと、

そんなことに意を払っていきたいというふうに思

っていますので、よろしくどうぞお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） ２点についてお聞きを

したいというふうに思います。

１点目、経済元気化プロジェクト、成果指標、

ＫＰＩで数値化されているので、非常にわかりや

すいというふうには思うのですけれども、この中

で観光入り込み客数、これが基準値から３３年度

には約３８％の６１万 ０００人、それから外国

人観光宿泊数、これは２９年度を基準として４９

％ふやすというふうな数値になっております。そ

れで、２９年度からスタートしているわけで、今

第２次の中期を進められて、２９年度から今まで

に具体的にどのような取り組みをされて、今後そ

れをこの数値に結びつけようとされているのか、

１点それについてお聞きをしたいというふうに思

います。

それから、２点目なのですけれども、ちょっと

重点プロジェクトには入らないのですけれども、

今回の中で将来人口の推計、これは当初の計画の

中でまち・ひと・しごと創生ビジョンで策定をさ

れた将来展望というようなことで、当初の中期計

画に織り込まれております。自分が第３定の中で

第７期の保健福祉計画及び介護保険事業、このと

きに総合計画との人口見直しを行っていると。実

態に近いというふうな形での答弁をいただいてお

ります。始まって、まだスタートして中期計画も

３年目ですからそんなにころころ人口の推計を見

直すというわけにもいかないのかもしれないので

すけれども、総合計画と福祉計画でも差が出てい

ますし、実態とはもっと大きな差が出ているとい

うふうに思うのですけれども、この辺の人口推計

を財政課題だとか、いろんなお話も午前中もあり

ましたけれども、どういうふうな視点で捉えてい

るのか、この辺の考え方についてお聞きをしたい

というふうに思います。直接重点課題ではないの

ですけれども、ちょっと質問する場所がないので、

あえてこの場で質問させていただきたいというふ

うに思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私のほうからは、観

光入り込み客数と外国人観光客宿泊数の関係につ

いて申し上げたいというふうに思います。

まず、ここの基準値と目標値の考え方でありま

すけれども、目標値につきましては観光振興計画

がございますが、観光振興計画の考え方をここに

入れさせていただいたということであります。し

たがいまして、ほかの指標の目標年が３４年とな

っていますけれども、ここは観光振興計画との整

合性ということで、３３年を目標値として設定を

させていただいたということであります。観光入

り込み客数については、観光振興計画の基準年が

２７年でしたので、２７年からそれぞれ毎年５％

の伸びを目指すというのが１つでありますし、外

国人観光客宿泊数については同じように２７年の

外国人客の延べ宿泊数、これから毎年度、それの

３倍を目標とすることで設定をさせていただいて、

観光振興計画と整合性を持たせていただいて、こ

の目標設定をさせていただいたということであり

ます。

具体的な取り組みということでありますけれど

も、これは議員もよく御存じのとおり観光振興計

画に基づいてさまざまな取り組みをさせていただ

いているということであります。午前中の総括の

中で東議員から民間との連携大切ではないかとい

うふうに言われていましたけれども、この観光に

ついてはオール名寄の体制でこの間進めさせてい

ただいたというふうに見ております。基本的には、

これまでのイベントについても継続はされていき

ますけれども、特に今広域の関係の観光推進を目

指しているところであります。これは、広域観光

周遊ルートであったり、あるいはシーニックバイ

ウェイがあったり、あるいは今インバウンドの取

り込みを目指して農家で体験をしていただくとい

う、そういう小さな観光メニューなんかも用意し

ているところでありますけれども、これらの取り

組みを推進する中で観光入り込み客数目指してい

きたいと思いますし、インバウンドについても目

指していきたい、そのような考え方をしています

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうからは、

人口の将来展望ということで、数値の扱いの認識

ということでお問い合わせがありましたけれども、

総合計画のほうの人口ビジョンの考え方について

は、基本構想の部分で人口のほうをうたわせてい

ただいております。この基本構想というのは、策

定時からの１０年間の部分での議決をいただきま

した部分となっておりまして、スタート時点に１

０年間を見越した中でこの部分で計画をつくらせ

ていただきましたという認識でございますので、

総合計画の現状の人口ビジョン、人口の推計につ

いては現状のままいくという認識でございます。

当然その中で長期的な中で推計値がいろいろ動く

ということ想定されますけれども、策定時の１０

年間の中でお示しさせていただいた計画という位

置づけという認識でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今観光の入り込み人数、

外国人の関係について臼田部長のほうから答弁を

いただきました。それで、今広域だとか、あるい

はインバウンドの関係のお話、特に外国人観光宿

泊数がこの約５年間で５０％増しということにな

ると、インバウンドの受け入れに対しての実際の

取り組み、例えば観光ガイドだとか、あるいはホ

スピタリティーだとか、こういうふうな具体的な

ものというのがどうもまだ見えていないような気

がするのですけれども、その辺の具体的な取り組

みについて、現状と今後の考え方についてお聞き

をしたいというふうに思います。

それから、人口の問題、基本的な基本構想の考

えはわかりました。ただ、現実の問題として、例

えば１０月の名寄市の人口が２万 ６５６人、広

報にこれは掲載をされていたのですけれども、こ

の基本構想の人口推計はわかるのですけれども、
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実際に対応を進めているときには現在の人口とい

う形の中で試算を計画をされているのかなと。と

いいますのは、例えば地方交付税、 ０００人減

ったとすれば年間１億 ０００万円ぐらい変わる

はずなのです。ですから、それをどういうふうな

計画の中に織り込んで進められているかという、

この計画の段階とあわせてその辺の基本構想の部

分は十分わかります。でも、もう財政だとか、い

ろんな形からするとそういうのも非常に大きな影

響が出てくるのではないのかなというふうに思い

ますので、その辺との関連も含めてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 言われるように、こ

れからインバウンド受け入れに向けての体制につ

いては拡充、充実をさせていかなければいけない

だろうなと思っていますけれども、この間にも例

えば観光パンフレット、多言語のバージョンを用

意させていただいたり、あるいはホームページの

中でも同様な対応をさせていただいているところ

であります。あるいは、これは観光交流振興協議

会の中でホスピタリティーに係る研修会なども開

催させていただきながら、受け入れ態勢の準備を

させていただいている部分でありますし、あるい

はインバウンドの方についてはワイファイの関係

を随分お使いになるということで、施設にワイフ

ァイも整備させていただいたりしながら、順次対

応を進めさせていただいているところであります

けれども、まだまだ足りない分についてはたくさ

んあると思いますので、ここは民間の皆様とも検

証しながら、足りない分については順次整備をさ

せていただきたいと考えておりますので、御理解

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今人口の将来推計ある

いは各種計画における位置づけということでの理

解させていただきました。前段室長よりお話しし

ましたとおり、総計の中における人口、もともと

は総合戦略の中から派生してきたものであります。

これは、このままだとこうなってしまうので、減

ってしまうので、まち・ひと・しごと創生総合戦

略あるいは重点プロジェクト、関連性のあるもの

でこの減りをできるだけ抑えようという、こうい

う数字、いわゆる目標値を設定しているというこ

とでの押さえであります。それに加えて中期財政

計画ですとか、あるいは各種計画におきましては

現実のものを把握しないとより実効性のあるもの

にはなりませんので、そういう押さえでやってお

ります。ただ、今原則中期計画における人口推計

と出ていますけれども、余りにも乖離が大きくな

った場合に、これは当然見直しする場面も出てく

るかもしれません。上方修正ならば減り方がより

少ないというようなのは非常に結構なのですけれ

ども、かなり低くなってくるとこれはどうなのだ

ろうと。根本的なものに係りますので、そういう

ことも想定をしておりますけれども、基本的な考

えは今お話ししたとおりであります。御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今の人口推計の問題は

一定程度というか、これについては理解をさせて

いただきました。当然人口の増減というのは、社

会増減あるいは自然増減があるわけですから、こ

れをどの時点である程度計画の数値も見直してい

くのかというのはそのときの情勢判断だと思いま

すので、今の内容については理解をさせていただ

きます。

あと、外国人の関係の受け入れ、これに関して

今臼田部長のほうから観光協会等のお話もござい

ました。できれば当然宿泊という形になれば、今

お話もありましたように民間との連携、あるいは

おもてなしという形の中では今進められている数

は少ないのですけれども、研修会、もっと人を多

く、研修会と企画されている案内だけで、実際本

当に呼び込みどうなっているのというふうな形の

ものもあるので、少しでも多くの方が参加をして、
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インバウンドなりそういう人たちを今実際にもう

来ている方もいらっしゃいますので、やっぱりお

もてなしの心をふやしていくためにも、そういう

ふうなものをより強化をしていただきたい。これ

は、要望としてお話を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） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 重点プロジェクトの事

業本数にかかわってなのですけれども、実施計画

事業に関する資料の中で、小中学校の教育充実の

中で、心の教室相談員配置事業、この事業が安心

子育てプロジェクトの重点プロジェクトの事業の

中に入っていない。この点について御説明をいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１６分

再開 午後 ２時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 時間をとらせまして

申しわけございません。

心の教室相談員の事業につきましては、今回安

心子育てプロジェクトに入っていないのではない

かという御意見をいただきました。実は、第２次

総合計画を２年前に策定しましたときに、この２

年前策定したときも自主事業ということでは掲載

はさせていただいておりましたけれども、プロジ

ェクトの事業項目ということでは入っておりませ

んでしたので、今回も内容的に新たに特に子育て

の面で追加したというような内容等がなかったも

のですから、そのまま重点には掲上していなかっ

たということでございます。

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） 総合計画最初につくる

ときに私も気がついていなかったのか、ちょっと

私としても失敗だったのですけれども、ただ、今

見ている中で新たな取り組みがないのでというこ

となのですけれども、先ほども熊谷議員の中でも

ありましたように、高齢者の施策についてという

ところと同じように、市民の皆さん方にとっては

ここの重点プロジェクトということがやっぱり重

いふうに受けとめる方が多くいらっしゃいます。

それで、後ろの青少年の健全育成のところでい

うと、教育相談体制の充実だとか、放課後児童ク

ラブの充実だとか、こういったところが重点プロ

ジェクトの事業の中に含まれているということで

あれば、やはり今心の教室相談員配置事業という

のは、配置する先生方のことばかりではなくて、

そこにかかわる児童生徒のことを考えると非常に

重いものがあるのではないかなというふうに思う

のです。これがここにある重点プロジェクトとい

うところに含まれていないというところについて、

改めて御説明を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） 心の教室相談員配置

事業、御承知のとおり市内中学校３校に配置をさ

せていただいております。大変子供をめぐる社会

情勢、学校の関係、特に不登校ですとかいじめの

問題等が出てきて、以前よりもふえているという

状況だとは思っております。そこで、当然心の教

室相談員の配置事業につきましても重要な事業だ

ということで、これにつきましてもそういうよう

な観点から、ずっと個別計画にはのってきている

案件でございます。先ほどの議論でもございませ

んけれども、当然担当としましてはこの事業につ

いては引き続き重要な施策だということでは考え

ておりますので、たまたま重点にはのっていませ

んけれども、引き続きこの事業は継続していきた

いとは考えております。御理解をいただければと。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やはり重要な部分だと

いうことです。子供たち、児童生徒の皆さん方の

これからのことを思うと、安心子育てプロジェク
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トの重点プロジェクトの中の大きな事業だという

ふうに思っていますし、やはり子育て中の保護者

の皆さん方、そして当事者である児童生徒の皆さ

ん方にとっては非常に大きな重点事業だというふ

うに考えていますので、ここへの配慮を強く求め

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 何点か質問させてい

ただきます。

まず、（２）の安心子育てプロジェクトのこと

についてであります。先ほどからいろいろ議論が

なされているところでありますけれども、総合戦

略にかかわっては直面する地域課題に対応するた

めにということで、直面する地域課題、少子化対

策、これは地域の中で大変重い課題であると受け

とめています。今回中期計画として示していただ

きました指標項目４点出されておりますけれども、

この４点についてはやはり産み育てるという環境

についての整備ではありますけれども、産むとい

うことに対して、産みというところの部分につい

ての項目からすると少し外れていて、産んで子供

たちが育っていくところの環境整備というふうに

受けとめることができるのではないかと思ってお

ります。産み育てることのの産みの部分について

の重点プロジェクトとしての考え方について伺い

たいと思います。

それから、次ですけれども、（３）の冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクトについてであります。先

ほどから総括質疑でもいろいろやりとりがありま

したけれども、ここに示されております本市のと

いうところから３行、この重点プロジェクトにつ

いて考え方が示されているところには、冬季スポ

ーツを通じてふるさとへの誇りと愛着を持てる人

材の育成に取り組みますというふうに書かれてい

ます。この指標項目の４項目、人数的に、また大

会の数、きちっと目標値を達したときに果たして

ふるさとへの誇りと愛着を持てる人材というのは

単なる数字を追いかけるだけで育て上げることが

できるのかどうかということについて、やはりこ

の後基本目標についての審議も進められていきま

すけれども、重点プロジェクトの中であえてこの

部分についての考え方をお尋ねしたいと思います。

それから、あわせてちょっとページ数戻ります

が、２ページのところに重点プロジェクトと基本

構想及び基本計画との関係ということが図式で示

されています。この図の中に冬季スポーツ拠点化

プロジェクトの星印は、基本目標の教育・文化・

スポーツというところにだけつけられております。

でも、先ほどからの総括質疑の中にもありました

スポーツコミッションの立ち上げと市内のオール

名寄で取り組むところの経済活性化というような

話を踏まえてみますと、基本目標のⅣ、産業振興

のところにもひょっとすると星印がつけられるの

ではないかというような受けとめ方を先ほどの議

論からも感じるところであります。この点につい

て、以上３点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２７分

再開 午後 ２時２７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、（３）、冬季

スポーツ拠点化プロジェクトの関係で、文言的に

子供たちがいかに郷土愛といいましょうか、ふる

さとの誇りと、名寄への誇りを持ちながらスポー

ツに取り組んでいけるかという、その考え方をど

ういうふうに捉えるのかという、数字では捉えら

れないのではないかというようなことでございま

すけれども、ＫＰＩに、成果指標につきましては

あくまでも目標とする数字でございますので、気

持ち的なものをどう推しはかるのかというのはな

かなか難しいのかなというふうに思います。ふる

さとへの誇りと愛着ということですから、当然子

供たちがジュニア時代から名寄市内でいろんな同

級生、友達と同じ目的を持ちながらスポーツに取
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り組むというようなことから、名寄、地元の郷土

愛を育んでいくというのも一つの手法でございま

しょうし、その子たちが大きくなってオリンピッ

ク等に出たときに、郷土、ふるさと名寄というよ

うな気持ちを持ちながらスポーツに取り組んでい

ただければということを目標としてといいましょ

うか、一つの考えということで文言的に記載をさ

せていただいておりますので、なかなかそれを成

果指標であらわすのは難しいということで、指標

的には出ていませんけれども、考え方としては当

然冬季スポーツ拠点化プロジェクトにはジュニア

の育成、大事な一つのプログラムになっておりま

すから、そのジュニアの育成についてはやはりそ

ういう気持ちを持ちながら、地域全体として育成

していこうという気持ちを込めてこのような文言

にしたということで御理解をいただければと思い

ます。

また、戻りまして２ページ目の重点の星抜きが

教育だけになっているということですけれども、

これにつきましては議員おっしゃられるとおり産

業の振興、特に合宿誘致等も関連してきますので、

それとまたスポーツコミッションということで、

今後も新たな取り組みをしていくということで、

当然基本目標Ⅳとも関連はしていくということは

十分認識しながらも、とりあえずこちらで１個い

ただいてしまったということですので、済みませ

ん。よろしく御理解を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） 私のほうから安

心子育てプロジェクトの部分について御説明をさ

せていただきます。

指標のほうで産むという着眼点の部分がという

お話でしたけれども、実はこの重点プロジェクト

の吸い上げというか、包含されるという意味では

総合戦略の人口減少対策の部分からもかなり大き

く来ているわけなのですが、総合戦略のほうで実

はＫＰＩのほうについては合計特殊出生率といっ

た数値も計上しております。ここでもう数値の設

定なのですけれども、プロジェクトの説明の中で

安心して子供を産み育てることができる環境を充

実させるためということで、ここでいう環境とい

うのは我々名寄市の最大の強みの一つでもある病

院の環境であったりとかという部分をしっかりと

堅持しながら、実際にここの取り組みを評価して

いただくための指標として象徴的なものでわかり

やすく出していこうという部分で議論した結果、

こちらの今回お示ししている４本のＫＰＩという

ことになったということで御理解いただければと

いうふうに思います。

それから、その議案２ページの星印の記し方と

いう部分で御指摘いただきました。冬季スポーツ

拠点化の部分では、基本目標のⅣの産業振興にも

深くかかわるだろうということでした。ここは、

審議会の議論の中でも特に当然横串が刺さる取り

組み、横断的な取り組みがメーンになりますので、

基本的には全ての目標に関連は少なからずあるだ

ろうと。議員おっしゃるように、濃淡があるわけ

なのですけれども、その中でも特に関連が強いと

思われる、いわゆるストライク的なところの部分

で星印ということで、基本目標のⅤのところを冬

季スポーツ拠点化には記させていただきました。

その中で議員のおっしゃられるように、その取り

組む部門によっては基本目標のⅣにちょっと深く

かかわるのではないのといったところもあるのは

承知しておりますけれども、冬季スポーツ拠点化

プロジェクトを全体的に包含してみると、やはり

一番かかわりが強いのは基本目標Ⅴの教育・文化

・スポーツが一番わかりやすく伝わるだろうとい

うことでの星印ということで、決してそこでそん

なに強くかかわるつもりはないとか、そんな意思

表示のための丸ではない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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、まず安心子育てプロジェクトの

関連で出生率云々というところについては当然今
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までにも示していただいておりますし、理解はす

るところなのでありますけれども、具体的にこの

施策があるから、この指標項目があるから、今ま

でためらっていた若い女性が産めるというふうに

決心できるかどうかということを考えたときに、

もちろん産むということにかかわっても産まない

という選択についても個人的なデリケートな部分

がありますので、その部分については十分配慮を

しながらということではありますけれども、やは

りもっと産むということにかかわっての項目が上

がってきてもいいのではないか。ここは、本当に

産まれなかったらこのまちの存続が危ぶまれるぐ

らいのところまで来ているのが今の地域課題では

ないかなというふうに思っておりますので、あえ

てもう一度ここのところの考え方について、さら

に厚くこの項目を産むということに関して入れら

れるお考えはないのかお伺いしたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

についてでありますけれども、やはり先ほど河合

部長から御答弁いただきましたけれども、この重

点プロジェクトがジュニアアスリート、ジュニア

世代の育成というふうにはうたっていますけれど

も、どうしても数人のトップアスリートを目標に

しているところも見え隠れしているというふうに

市民の方から声を頂戴するところであります。ト

ップアスリートを育てるためには、当然底辺の幼

児からのスポーツ環境を整えるということは重要

なことでありますので、それも含めて親子参加型

スポーツイベントという項目もつくっていただい

ているのかなというふうに思いますけれども、一

つのイベントを立ち上げたから、それで一つの成

果が上げられるということは少し違うのではない

かなというふうに思っておりまして、そのイベン

トに取り組むときの取り組み方、イベントとイベ

ントをつないで何を目的にどんなアスリートを育

てていくのかということについてはもっともっと

拠点化プロジェクトの中では大事にしていただき

たいと思っております。という考え方において、

ふるさとへの誇りと愛着を持ってという、そうい

う気持ちの部分での育成をどのように考えておら

れるのか、もう一度お尋ねしたいと思います。

先ほどから基本目標の経済振興についての部分

の関連性について話をさせていただいております

けれども、スポーツコミッションをやるというこ

とはまさしくここともっと絡めるという考え方が

あるということなのかなというふうに受けとめて

います。今日本、それから世界がスポーツによっ

てまちおこしですとか、スポーツがちょっと言葉

違うかもしれませんけれども、利益を生み出す、

そして生まれた利益からさらに循環型の新しい目

標に向かっての取り組みを進めていくということ

で、大きくスポーツ界が動いているというふうに

思っています。そのことについての名寄市でのス

ポーツコミッションということが立ち上がってき

ている。計画が具体化を帯びてきているというふ

うに思っておりますので、感覚の問題ではなく、

今後４年間の中期計画を総合戦略と総合計画、縦

軸と横軸をしっかり組み立ててやっていくのだ、

次の４年後にはこんな姿をつくり上げていくのだ

ということにかかわって、何となくということで

は少し弱いのではないかと思いますので、その考

え方についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の安心子育てプロ

ジェクトの関係で、産むという部分の御質問ござ

いました。出生率を上げるということであります

けれども、これ政治的な課題としてはかなりデリ

ケートな課題でもあるというような認識はしてい

るところであります。後ほど個別の目標の中にも

ここの部分では例えば特定不妊治療の助成事業で

ありますとか、母子健康支援、あるいは産後ケア

事業等の事業出ておりますけれども、この中でＫ

ＰＩ立てるのはかなり難しい側面もあるかと思い

ますので、出生率ということでも確認させていた

だいておりますけれども、出生率を上げるという

ことはさらにもう一歩いろんな角度から見なけれ
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ばならないというのもあると思います。これは、

さらに議論進めなければなりません。例えば女性

の方の労働環境ですとか、そういった部分もある

かと思いますので、ここはもう一つ進めさせてい

ただきたいと思います。後ほどまた室長のほうか

らフォローの発言があると思います。私のほうか

らまずそこまでにさせていただきたいと思います。

それから、冬季スポーツの関係でありますけれ

ども、今スポーツコミッションということで午前

中お話しさせていただきました。ただ、スポーツ

コミッションは議員今のお話のとおり、利益を生

み出すという形のスポーツコミッションを今我々

目指しておりますけれども、これから立ち上げる

スポーツコミッション、なかなかそこまでは一足

飛びにはできないのではないかというようなこと

も想定しております。これは、将来的にそこまで

至るまでの道筋を立てなければならないというこ

とでありますので、まず３１年度はこのスポーツ

コミッションを中心に合宿をもう少し手厚く、そ

して受け入れ環境の整備だとかをやりながら、自

走できるスポーツコミッションを立ち上げるとい

うようなところで進んでまいりたいと思っており

ますので、ここの経済の部分に星印がつくのは、

それも進化を待って、その過程の中で出てくるも

のだと思っております。今回の冬季スポーツの拠

点化につきましては、経済の活性化、それからジ

ュニアの育成、そして市民の健康づくりという３

本柱でいこうと思っております。ジュニアの育成

の中では、冬季スポーツだけですとお話しのとお

りトップアスリートを対象とするということもあ

るのですけれども、その前に名寄でジュニアを育

成して、それも幅広くいろんな形で子供たちの体

力面の底上げを図るということも当然来年度視野

に入れておりますので、またその中で名寄でこう

いうことをやってきたのだというような意識を子

供たちとともに育んでいければと思っております。

これにつきましては、室長のほうからさせていた

だきます。

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） 副市長のほうか

ら答弁があって、その後私がということでいうと

非常に敷居が高くなってしまったという感じで難

しいのですけれども、実は副市長さすが上手に言

っていただけたなと思ったのがやはり産むという

ことについては指標としては非常にデリケートな

数値であると。私も今ちょっとどうお答えしよう

かと考えていたのですけれども、やはりそれぞれ

の価値観があって、うちの家庭では子供はごめん

なさい、今必要ないかなという家庭も当然あるし、

もしかなうのであればどんどんもっとふやしたい

という家庭もあると思います。そういった部分で、

その部分を指標にすることによって、ではもし子

供はそんなに必要ないという価値観の家庭がある

としたら、その家庭は達成に寄与しない家庭とい

うことにもなりかねませんので、指標としてはそ

れよりも我々行政ができることとすれば、もし産

んでいただけるのであれば安心して産んでいただ

ける指標をこの中でわかりやすく設定させていた

だいて、推進していきたいという部分で御理解を

いただければというふうに思います。

それから、星印の部分でございますけれども、

重々議員おっしゃっていることわかります。当然

そこにつながってくるでしょうと。経済の部分に

つながってくるでしょうということで、なので重

点という位置づけで横断的な取り組みをさせてい

ただいております。この部分でここはそれぞれの

濃淡あると思いますけれども、星ではなくてしっ

かりここは丸をつけて、ただやみくもに丸をつけ

ているわけではなくて、よく考えるとやはり関係

はあるよねということで丸をつけておりますので、

その部分でここは横断的に取り組むという意思表

示もさせておりますので、どうか御理解をいただ

きたいというふうに思います。

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） 先ほどの御答弁いた
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だきました言葉の中の安心して産んでいただける

ようにというところを加味しての子育て環境、育

てるところの環境整備というふうに理解したいと

いうふうに思いますけれども、やはり具体的に数

がふえていくようにということはもう誰しも願っ

ていることでありますので、その部分については

具体的な基本目標の中の実施計画についてこの後

も審議はされていくと思いますので、その点につ

いては常に意識された上での重点プロジェクトの

指標項目だということについて確認させていただ

いたというふうに受けとめたいと思います。

それから、冬季スポーツの拠点化プロジェクト

についても先ほどからジュニア世代の育成強化と

いうこと、それから全ての市民についてのスポー

ツ環境というところも含めての御答弁をいただき

ましたので、そのとおりだというふうに思ってお

りますけれども、ジュニア育成ということにかか

わっても単純に数からいっても本当に名寄の小中

学生、幼児も含めて、高校生、何％の子供たちが

冬季スポーツに現在積極的にかかわっているのか

ということについても真摯に受けとめて、その参

加できる環境についてはやはり具体的に目標値が

上がるように啓発等、それから積極的な多方面で

のアプローチをかけていく必要があるなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思っています。

なおかつ、本当にやはり産業振興のところは、

私はここは星印だと思っておりますので、今進め

ていかれようとしているその方策についていずれ

ということであれば、そのいずれはいつなのか、

何年後であるのか、その何年後かということを明

確にするために、ここで具体的な姿をみんなが納

得できるところまで審議する必要があるのではな

いかと思っておりますので、この星印のところに

ついてはあえてもう一度こだわらせていただきた

いと思います。もう一度御答弁お願いしたいと思

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） 冬季スポーツの拠点化、

スポーツコミッションの中で前段お話ししました

とおり、自走できるスポーツコミッション、自走

というのは利益を上げることのできるスポーツコ

ミッションということの成立を我々は目指してい

るということですが、これはかなりハードルが高

いというのも間違いありません。地方創生総合戦

略の中では、ちょっと間違っていたら訂正してい

ただきたいと思うのですけれども、平成３３年に

はそういう形、自走するという形での計画を今立

てているところであります。それに向けてどうい

うような戦略、それこそ戦略です。構想練ってい

くかということなのですが、平成３１年度につき

ましてはまず足りない部分を補強していくという

ことと今やっているところを伸ばすということを

考えておりますので、３１年度は合宿のほうの強

化、そして合宿の閑散期において合宿の人数をふ

やすことができないか、そして名寄の産業力を使

いながら、あるいは地域のいろんな知恵を使いな

がら、例えばアスリートフードの開発ですとか、

そういったものをフォローできるものができない

のかというようなことを今念頭に進もうかなと思

っているところであります。これは、予算の査定

もありますので、まだ明確には言うことはできま

せん。ただ、工程からいくと３１年、３２年、十

分その実力をつけた上で利益を生み出せるスポー

ツコミッションというふうな形が今のところの計

画でありますが、冬季スポーツの拠点化は非常に

難しい事業での一面はあります。ですので、１つ

ずつ実績を積み重ねた上にそういう形が見えてく

るということでありますので、いきなりこういう

ことができる、いきなりこういうことができると

いうのはなかなか今現状では申し上げることはで

きません。ただ、１歩ずつ着実にそれに向けて進

んでいきたいというふうに思っているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、経済元気
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化プロジェクトの３ページになりますが、観光入

り込み客数の関係のところと、それから大学生の

関係でちょっとお尋ねしたいと思います。

それで、観光入り込み客数、基準値４４万 ０

００人、これ平成２９年度でありますが、これは

平成３３年に向かって６１万 ０００人と１７万

人の増加を目指すという計画であります。少し調

べてみましたら、平成２８年度が４８万 ０００

人ということでありましたから、Ｖ字回復を目指

すのだという、そういう意気込みがあらわれてい

るのかなというふうに思っております。この６１

万 ０００人という数字なのですが、上川管内の

観光入り込み客数、市町村別見ましたら近くでい

ったら剣淵が健闘しておりまして６２万 ０００

人ということでありますから、決して単年度でこ

れを目指すといっても不可能な数ではないという

ふうに思っております。そこで、この１７万人の

観光客の増加で幾らの経済効果の増を見込んでい

るのか、ここについてお知らせいただきたいのと、

それから基準値としては平成２９年度の集計では

特に何月の入り込み客数が多いのか、ちょっと順

番を教えていただきたいと。多い順番です。

それとあと、市立大学生の市内の就業者数のと

ころで、平成２９年度が７人、これを基準値とし

まして平成３４年が２０人ということで、これは

かなり高い目標数値かなと私は思ったのです。相

当思い切った施策を打たないと達成は難しいので

はないかというふうに思っているのですが、特に

考えられている具体策について今お話しできるこ

とがありましたら、お知ら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） 観光入り込み客数の

ところで御質問をいただきました。経済効果につ

いては、少しデータを調べて、ちょっと時間をい

ただきたいと思います。

まず、観光入り込みの多い月ですけれども、２

９年度で見ますと一番多いのが８月であります。

約６万 ０００人ぐらいです。その次に多いのが

５月で５万 ０００人ということで、このデータ

を見ると夏休みの期間あるいはゴールデンウイー

クの期間に多くの方が名寄市に訪れていると、そ

ういう数字ということで私どもは認識しておりま

す。

また、２８年度と２９年で落ち込んでいるとい

うところの御指摘もいただきましたが、２９年度

につきましては道の駅等への大型バスの入り込み

が少し落ちてきたというような、そんな分析もさ

せていただきまして、この辺につきましては道の

駅の指定管理者等とも協議をしながら、さらにサ

ービスの向上を含めて対応していきたいというこ

とで、いずれにしても私どもも少し高い目標では

あるかなというところの思いはありますけれども、

民間の皆さんとも努力をしながら、あるいは先ほ

どインバウンドの話なんかもありましたけれども、

新たな切り口も含めてこの目標達成に向けて一歩

でも近づいていきたいと、そのような思いという

ことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 市立大学

生の市内就業者の件でお答えをさせていただきた

いと思います。

基準年が２９年度、ことしということで７名だ

ったのですけれども、直近３年間の就業者の状況

を報告させていただきますと、２７年度は１６名、

このうち短大生が５名なので、学部生は１１名と

いうことで、２８年度は実は２４名おりまして、

そのうち短大生が４名なので、学部生が２０名と

いう、そういう状況になっておりまして、２９年

度、ことしはちょうど短大の卒業生がいなかった

ということもあって、７名ということで少ない数

字となっている状況でございます。目標値の２０

人につきましては、安定的に２０人を出すという

のは少し難しいといいますか、ハードルは高いと

いうことは承知しておりますけれども、２８年度

から人材定着推進会議というのを大学と関係機関
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と持っていること、あるいは市内の事業所さんを

集めたミニジョブカフェみたいのもやっておりま

すこと、さらには地元定着化事業なんかを一昨年

からやりまして、来年度、新年度からはそれの増

額なども今検討しておりまして、これらの施策を

推進しながら、安定的に２０人程度残っていける

ように取り組んで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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたので、再質問させていただきますが、

観光入り込み客数を伸ばすという目的なのですけ

れども、幾つかあると思うのですけれども、私は

経済効果を考えて、売り上げを伸ばすのだという

決意を持ってこれは取り組んでおられることだと

いうふうに思うのです。それで、宿泊の関係は地

元のホテル業界結構頑張って、新たなものもそれ

は準備されながら、しかし一気に入ってくる宿泊

客についてはキャパ数オーバーということで、近

隣に流れていくということで、これはしようがな

いと思うのです、一気に大きなホテルをどんどん

建てるなんていうのはどだい無理なことですから。

ところが、もう一方で日帰り観光客に対するケア

があるのかということなのです。日帰り観光客と

いうのは、これは名寄市内で幾らお金を使ってい

ただけるか、お土産を買っていただけるかという

ことだというふうに思うのです。その受け皿が残

念ながら風連、道の駅です。あそこ南の玄関口と

いう位置づけがされておりまして、あそこにはあ

るのですが、名寄の中心市街地にはそろっていな

い。いわゆる名寄の特産品とか、そういったもの

を集中的に買えるお店がないという、つまり受け

皿を用意をしないで外からお客さんに来てくださ

いと言っている状態が今の状態ではないかという

ふうに指摘せざるを得ないと思うのです。

それで、ここら辺をどういうふうにするのかと。

屋外イベントを結構取り組んでおりますから、こ

れは仮設のテントを立てたりして、それぞれ出店

されている方頑張っておられると思うのです。あ

るいは、例えば産業まつりであるとか、それから

文化センターを使った、市内の出店者を募ったも

ので、キャパを広げたものでやっているときはい

いと思うのですが、常設というのは難しいのかも

しれぬのですけれども、ここら辺はどういう仕組

みかは別にして、中心市街地でせっかく来たお客

さんに空で帰ってもらうようになるというか、む

しろやっぱり経済効果を高めると。市内の産業が

文字どおり元気になるような取り組みが必要でな

いかというふうに考えております。ここら辺につ

いて考え方をお聞かせいただきたい。

それと、もう一つは、先ほどお聞きしましたら

８月と５月、この月が一番多いのだということで

あります。それで、平成２８年の統計も見ました

ら、やっぱり同じ月が伸びているのです。そうす

ると、冬季拠点化プロジェクトのものでも頑張っ

ているのですけれども、比較的２月は少し上位の

月に入っているのですけれども、トータルで見る

とやっぱり経済効果、ここのところの取り組みも

含めてなのですが、客の入り込み客数も上位では

ないということです、いろんな施策打っておりま

すけれども。ここら辺についてやっぱり分析が必

要でないかというふうに思っております。

それと、大学生の関係です。先ほどの松島事務

局長のお話でこれは可能なのかなというふうに思

えたのですけれども、先般ありました３０年後の

まちづくりを考えるシンポジウム、ここに私も行

かさせていただきまして、直接大学生のお話伺っ

たのですけれども、どうも私どもが思って頑張っ

ていることがなかなか、受けとめ方の違いもある

かもしれませんが、やっぱりもっと大きな都会に

行きたいという率直な声なんかがあって、まだま

だ名寄市の魅力を磨く努力が足りないのかなと。

いろんな観点から見たときに、これはまだ努力し

なければいかぬなというふうに思えたわけですけ

れども、先ほど人材定着化だとかということの事

業なんかをそろえながらやっていくということな
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のですが、しかしこれももう少し知恵を使って何

らかの形でやっぱり名寄に定着してもらえるよう

な有効な手だてを講じなかったら、残っていけな

いのかなという感じもあるのです。だから、これ

はまちづくり全般でありますから、やっぱりここ

ら辺のトータル的なお考えも改めてお聞きしたい

と。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人数だけではなくて、

経済的な効果も含めてしっかり分析をして取り組

みを進めるべきだろうと提案をいただいたという

ことであります。私たちもそのように考えている

ところでありまして、決して人数だけではなくて、

経済効果も含めて、特に人口減少の中で市内の消

費が落ちますので、そこを埋めるという意味でも

交流人口の中で地域にお金をぜひ落としていただ

くという言葉がいいかどうかわかりませんけれど

も、地域への恩恵がある、こういったことも含め

て目指しているということであります。

そういったことから、これまでの観光の取り組

みとしてもこれまでどうしても通過型で終わって

しまうところがありましたので、これは広域観光

も含めてでありますけれども、滞在型というので

しょうか、ここにお泊まりをいただいて、いろん

な体験もしていただきながら地域にお金を落とし

ていただけないかということで取り組みを進めて

きたところであります。あるいは、日帰りのお客

様でも例えば今年度のひまわり観光の中では、ひ

まわりを見ていただいた後に市内のお店に行って

買い物をしていただくような、そんな仕掛けもさ

せていただいて、見ていただく、さらには市内に

お金を落としていただく、そんな取り組みもさせ

ていただいているところであります。あるいは、

観光協会はよろーなの中で売上額についてはあれ

かもしれませんけれども、地場のものについて展

示をいただいて、販売なんかもいただいています

ので、そういった大きな取り組みではありません

けれども、まずは小さなところから今取り組みを

進めさせていただいておりますので、さらに民間

の皆さんと連携をしながら、地域にお金が落ちる

ような、そんな取り組みを進めていきたいという

ふうに思っています。

また、先ほど夏のところだけの観光入り込みの

ところをお話ししましたけれども、名寄市につい

ては冬季スポーツの拠点の関係もありますけれど

も、スキー場があるということもあって、冬期間

についても先ほどの言った人数とそう変わらない

人数が名寄を訪れていただいているということで

ありまして、これらについてはスキー場等含めて

体験をいただいて、お金を落としていただいてい

る、そんな状況もあるということでつけ加えさせ

ていただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １２月１２日のまちづく

りフォーラム、大学生と考える集いでしたか、ち

ょっと間違ったら訂正してほしいのですけれども、

議論の中から全体的なまちづくり像の話が今議員

から質問ありました。私ちょっと行けなくてとい

うか、あえて行かなかったというか、行かなかっ

たことでまた率直な意見も出てきたのかなという

ふうな思いもしていまして、後で議論を聞いてな

かなか大学生はこう思っているのだなということ

を率直に受けとめさせていただきました。あれが

１つ生の声だなというふうにも思いましたし、当

然そこに足りないものをしっかりと磨かなければ

ならぬなというふうなことを感じているところで

あります。

もう一つ大事なことは、ああいう大学生も含め

て、市民の皆さんがそういうもっと名寄こうした

いよねというようなことをやっぱり率直に公の場

で意見を言って議論をしていくということが、そ

ういう機会をたくさんつくっていくということが

すごく大事だなというふうに思います。このこと

によって、やっぱりみずから主体的にこのまちの
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ことを考えて、では今度どうしようというアイデ

アも浮かんでくるのではないかと。特に大学生は

そういうアイデアをたくさん持っているし、そう

いったことに主体的にかかわっていただくことで

このまちに誇りを持って、この地域に定着をして

いただける可能性も強まってくるのではないかな

というふうに思います。そういう意味では、大学

と地域の連携というのをさらに密接にやっていく

ことで、大学生が本当に地域にかかわって、そし

て地域も大学生を育ててというような好循環を生

んでいくことがより定着につながっていくのでは

ないかなというふうに思っています。

冬の話も出ましたので、私のほうからもちょっ

と補足しますけれども、北海道内の中で冬これだ

け宿泊稼働が高い地域って余りなくて、ほかのと

ころはもう冬どうしようと大変な悩みなのだけれ

ども、この地域はそういうアドバンテージも持っ

ているということは非常に優位性あるなというふ

うに思っていますし、この先の伸び代もあるので

はないかというふうに思っています。何よりも冬

は４カ月、５カ月どうしてもこの名寄においては

避けては通れないという言い方がいいのかはわか

らないが、冬こそがこの名寄のアイデンティティ

ーでもあって、冬を誇りには思えない地域は、そ

の市民が誇りに思えなければこの地域そのものが

やっぱり愛着を持っていただけないのではないか

という思いもあって、冬のスポーツ、あるいはこ

れまでも冬に親しむまちづくりということで先人

の皆さんが重ねてきた、その延長線でこのスポー

ツ拠点化も取り組んでいるということでございま

す。このことを全般的に、総合的にやっていくこ

とで、子供たちも冬にしっかりこの地域、風土を

感じながら成長していくことで地域愛を育んでい

く。そして、名寄市民全体が冬だからこそこの地

域が稼げるぞと、そんなことで冬を味方につける、

そうした市民の風潮も盛り上げていく。データ以

外のところでそうした思いも大切なのではないか

ということでの重点プロジェクトに置かせていた

だているということをぜひ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） 今総括的にお話しい

ただきましたから、宿泊業界の北海道内の平均稼

働率が高いところも６０％とかぐらいだと思うの

です。だから、ぜひそういう意味ではせっかく観

光客を、入り込み客を多く取り込むということは、

やっぱり本当に名寄のまちの経済の活性化に結び

つけるような、みんなが元気になるような取り組

みで今後も頑張っていただきたいというふうに思

います。

それと、先ほどの話に少し触れますと、やっぱ

り名寄をどうしてもこれは自然が自慢なのだとい

っても、自然を磨くのだといっても、いいところ

はたくさんあるのですが、なかなか交通弱者は特

に見て回れないということもありますし、そこに

触れられないという弱点もあると思うのです。だ

から、全般的に観光も、それから大学もでありま

すけれども、中期計画をしっかりしたものにしな

がら、名寄の魅力を磨いて発信をしていくという

ことを最後に申し上げまして、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、１点だけ

確認をさせていただきたいと思います。

今回議会に中期基本計画の議決が求められてい

るということは、文章あるいは表記あるいは数値

を含めて議会も責任を持つということであります

ので、１点お伺いしておきたいと思いますけれど

も、東川議員とのやりとりにもありましたけれど

も、外国人観光客宿泊数、２９年度で ０９４泊、

目標値では ６３５泊というふうになっておりま

すが、この ０９４泊という実感が２９年度では

ないのですが、この概要、外国人観光客というの

はどこを指して言っているのかをお聞かせをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ここは外国人という
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ことでありますので、日本以外の国から名寄市を

訪れて宿泊をいただいたお客様ということでの数

字ということであります。具体的に言いますと、

２９年度でいきますと一番多いのがやはり今交流

を進めている台湾からのお客様が一番多くて、宿

泊人数で２０１人、宿泊の延べ数でいくと３９３

泊となってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 台湾の方来ているの

は、教育旅行ということで来ている方も入ってい

ると思うのですけれども、この教育旅行で来てい

る人たちを外国人観光客という、観光客という表

現をすることがどうなのかと。この個別の資料、

実施計画を見ますと国内外のさまざまな分野で活

躍できる人材の育成、交流人口拡大による地域の

活性化などを図るため、教育旅行受け入れ事業と

して年間５５６万 ０００円、４年間で ２２６

万 ０００円を計上されておりますけれども、こ

れは観光客として名寄市としては毎年厳しい財政

の中にもかかわらず、５００万円を超える財源を

投入をして呼び込んでいるのかということで、私

は市民に疑念を与えるのではないかと思いますの

で、この表記は先ほど東川議員は質問の中で外国

人観光入り込み数という表現をしておりますけれ

ども、客という数字は私は間違いではないか。外

国人観光宿泊数とすると、当然ながら研修旅行は、

教育旅行で来ても交流もしながら名寄市の観光を

してもらうということもありますので、そうする

とこの表記は中でもいろいろありますけれども、

外国人観光客ということは十把一からげに教育旅

行を入れるというのは誤りではないかと思います

けれども、見解をお伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど申し上げた台

湾の方の宿泊の中には、２９年度については中山

国民中学校がバドミントンの関係で名寄市にお泊

まりをいただいています。１７名の方が７泊され

ておりますので、１００泊を超える宿泊数が先ほ

どの数字の中に入っているということであります。

台湾との交流、特にこの子供たちの修学旅行の受

け入れについては、今佐藤議員が言われたように

人材の育成というところ、あるいはそこの交流と

いうのを中心に進めさせていただいているという

ことであります。ですから、そこについてこの観

光客というところに包含してしまうのかというと

ころなのだと思いますが、これは北海道の調査の

言葉の定義でありますけれども、観光入り込み客

数、これの定義については日常生活圏以外の場所

へ旅行をし、そこでの滞在が報酬を得ることを目

的としないものをいうのだということでありまし

て、この中には修学旅行も含めて、観光している

ということであります。その中の北海道は訪日と

いう言葉を使っていますが、訪日外国人客という

形でその観光入り込み客の中の内数としてあらわ

しているということでありまして、そういった教

育旅行あるいは修学旅行等含めて、大きな意味で

の観光入り込み客に当てはまるのだと私たちは思

っておりますし、ある意味目的は先ほど申し上げ

たとおりですけれども、その結果として宿泊が伴

うということでありますので、我々とするとお客

様としてお迎えするという意味も含めて、ここに

記載のとおり外国人観光客宿泊数ということであ

らわさせていただきましたし、またここについて

は既に観光振興計画の中でも同様の言葉であらわ

させていただいておりまして、この間の経過等を

考えますと市民の皆さんにも一定程度定着し、理

解いただけているのではないかというふうに考え

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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 観光の定義づけにつ

いては、多分部長のおっしゃるとおりだと思いま

すけれども、それはあくまでの道の考え方、ある

いは国の考え方で、名寄市は午前中にも議論しま

したが、財政はより厳しくなると。ある意味では

財政の規律をしっかり堅持しながら市民ニーズに
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どう応えていくかというのが最大の課題と。その

中で年間５００万円台湾との交流にかけるという

ところに、中の１つに研修旅行、教育旅行が入っ

ているというならば、これはあくまでも台湾の方

々との目的にもあるように、活躍できる人材の育

成や交流人口の拡大ということが目的が違う、観

光客ではないのだということにすれば、名寄市独

自の解釈で全然おかしくないのではないですか。

それのほうが市民の理解を、観光振興計画に書い

てあるからと。あのころ教育旅行というのは入っ

ていますか。あのころは、まだ外国人の方をいろ

いろ導入していって、ニセコではないけれども、

いろんなところを含めて、スキー場を含めて導入

していこうということもあって、ここ何年か教育

旅行が定着をしてきて、それぞれ振興して、ある

いは副市長を含めて誘致にまで台湾にお行きにな

ったということもあるでしょうけれども、だから

私はより一層市民の理解を、厳しい財政の中でも

やっぱり台湾の皆さんに名寄に来ていただきたい、

あるいはリピートしていただきたいという思いを

含めると、これを観光客として十把一からげにす

るのではなくて、観光宿泊数ということに変更す

ることに何の疑問があるのか、改めてお答えを再

度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） 言葉の定義というと

ころではあるというふうに思いますが、観光振興

計画については議員御存じのようにこの間見直し

をして進めているということでありまして、見直

し時については台湾との交流も進んでいたという

ことでありますので、そこを踏まえて観光振興計

画の中ではこのような表記をさせていただいたと

いうことであります。私の見解といたしましては、

それらの経過を踏まえて、あるいは先ほどの言葉

の定義から含めていくと、この表現が名寄市にお

いて１００％なのかどうかについて御意見がある

ということは重々承知をさせていただきますが、

この表現が誤りであるというふうには私の中では

思っていない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） 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） 以上で重点プロジェク

トについての質疑を終了いたします。

１５時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時１３分

再開 午後 ３時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き会議を開きま

す。

次に、基本目標Ⅰ、市民と行政との協働による

まちづくりについてを審議いたします。

説明を求めます。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私から基

本目標Ⅰ、市民と行政との協働によるまちづくり

の主要施策について説明をいたします。

別冊の名寄市総合計画中期基本計画案の４ペー

ジから７ページとなります。基本目標Ⅰは、７本

の主要施策で構成をされておりまして、主要施策

１から順に説明をさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。

初めに、４ページ、主要施策１、市民主体のま

ちづくりの推進について説明をさせていただきま

す。この施策の現状と課題についてでございます

が、これからの公共サービスは行政だけでは地域

課題をきめ細かく対応することが難しくなってき

ていることから、市民と行政がそれぞれ役割分担

をしながらまちづくりを担っていくことが必要だ

と考えております。そのためには、行政側が積極

的に情報の公開あるいは提供により共有化を図る

こと、市民が主体的にまちづくりに参加し、地域

課題の解決にかかわることができる地域コミュニ

ティー組織を活性化させる必要があります。

また、中期計画期間の方向性についてですが、
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自治基本条例やパブリックコメントのさらなる推

進と周知に努めるほか、地域連絡協議会の活動を

促進するとともに、地域コミュニティー組織とし

ての体制強化を図り、積極的な情報提供による透

明性の高い公平、公正な行政運営に向けた取り組

みを推進していきます。

主な成果指標でございますけれども、町内会の

加入率を指標項目としまして、毎年各町内会から

報告をいただいております加入、未加入世帯数に

基づいて算定をした平成２９年の加入率７ ９８

％を平成３４年度までに ５％向上させることを

目標値として、町内会連合会と連携をし、転入者、

集合住宅居住者の加入促進などを図ってまいりま

す。

次に、主要施策２でございます。人権尊重と男

女共同参画社会の形成についてでございます。こ

の施策の現状と課題でございます。一人一人が人

権を尊重することの重要性、日常生活において人

権意識を育む取り組みの推進などが必要であり、

名寄市男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、

市民意識の高揚を図るとともに、女性の活躍推進

のための取り組みを積極的に実施する必要があり

ます。

この中期期間中の方向性でございますけれども、

国、道、関係機関の取り組みと連動し、市民とと

もに人権教育、人権啓発活動を進め、さまざまな

分野における女性参画の拡大に向けた施策の総合

的かつ計画的な取り組みを推進することとします。

主な成果指標といたしましては、市内小中学校

における人権教室の実施について、人権教室を全

校で実施することを掲げ、市内企業従業員アンケ

ート調査における職場における男女平等感につい

て、平等と感じる割合を４０％まで引き上げるこ

とを掲げております。具体的には、第２次名寄市

男女共同参画推進計画がありますので、この計画

を基本としながら施策を推進し、成果指標にある

目標値達成に向けて取り組んでまいります。

次に、５ページになります。主要施策３、情報

化の推進でございます。この施策の現状と課題に

ついてです。各種情報システムにより行政サービ

スの充実が図られてきましたが、一方でＩＣＴを

悪用した犯罪やコンピューターウイルスなどの新

しい問題が発生していることから、各種システム

を安定的に運用し、市民の利便性向上や業務の効

率化を進めていくとともに、個人情報の漏えい防

止のためのセキュリティー構築や機能強化を図る

ことが必要であると考えております。

このことを推進するために中期計画期間の方向

性としては、情報システムのクラウド化など機能

強化や情報システム機器の計画的な更新、職員研

修を実施するなど情報セキュリティーの維持、強

化を推進し、市民の利便性向上につながる取り組

みを推進してまいります。

主な成果指標では、情報セキュリティー研修の

開催回数を項目としています。情報セキュリティ

ー対策は、システムと人の両面から行っていくこ

とが必要でございます。その中でもシステムを運

用する職員の意識を常に高めておくための教育を

目的として研修は必要不可欠であり、研修を定期

的に行うことで情報セキュリティーの維持、強化

を図ってまいります。

次に、主要施策４、交流活動の推進でございま

す。この施策の現状と課題についてでございます

が、国内、国際交流では市民団体などが行う人的

交流を中心とした事業を支援することで相互交流

の推進に努めてきました。

なお、台湾との交流では、今年度交流の推進体

制を一本化いたしましたが、当面財政的支援はも

ちろんのこと、人的な支援も市として行う必要が

あると考えております。

また、移住では移住希望者のニーズを把握し、

民間との連携による情報発信や受け入れ態勢の整

備に努めますが、移住対策においてお試し移住住

宅など魅力的な受け入れ態勢を整備する必要があ

ります。

このことを推進をするために中期計画における
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方向性では、国内、国際交流ともに今後ともより

一層交流が深まるよう交流団体と協力をし、人材

の育成など地域の活性化に取り組んでまいります。

次に、ふるさと会交流において、各ふるさと会

では郷土のため各種ツアーや親睦活動などさまざ

まな活動を行っておりますが、会員の高齢化など

が進んでおり、今後とも各ふるさと会の活動に対

する支援はもちろんのこと、会員増強に対する支

援も行ってまいります。

次に、移住の推進では、住みよいまち名寄の魅

力発信などの取り組みを推進してまいります。

主な成果指標についてでございますけれども、

台湾で誘致活動を行うことで教育旅行を誘致し、

市内の高校生などに国際交流の場を提供するとと

もに、交流人口の拡大を図ろうとするものであり

ます。これまで毎年おおむね２件の受け入れとな

っております。近隣とも協力しながら、３４年度

には３件の誘致を目指そうというものであります。

また、移住の推進に関しましては、本市の住み

よさを実感していただくため、お試し移住住宅の

１軒当たりの年間利用日数を平成２９年度の実績

７３日を基準とし、平成３４年度には１００日と

することを目標としてまいります。

次に、６ページになります。主要施策５でござ

いますが、広域行政の推進についてでございます。

この施策の現状と課題についてでございますけれ

ども、周辺１３市町村で構成する北・北海道中央

圏域定住自立圏において医療や福祉、生活環境、

教育などの分野において連携した取り組みを推進

しており、物流など新たな課題に対し圏域とのさ

らなる連携が必要となっております。また、杉並

区との交流事業を実施してきており、都市部と地

方のそれぞれ抱える課題解決を図る必要があると

考えております。

このことを推進するための中期計画期間の方向

性では、地域医療における救急医療の維持、人材

確保、体制の充実、福祉関係においては連携の推

進を図るとともに、物流対策など民間を含めた新

たな広域連携の取り組みや交流自治体との新たな

連携した取り組みを推進いたします。

主な成果指標としては、定住自立圏共生ビジョ

ンへの事業追加、更新件数として４件増加とし、

市立大学生圏域内就職者数を３０人まで引き上げ

ることを掲げております。具体的には、北・北海

道中央圏域定住自立圏共生ビジョンがございます

ので、そちらのビジョンを基本としながら連携を

推進し、成果指標にある目標値達成に向けて取り

組んでまいります。

次に、主要施策６でございます。健全な財政運

営についてであります。この施策の現状と課題に

ついてでありますが、本市の財政状況は自治体財

政の健全化を示す財政健全化判断比率の指標では

適正な数値範囲にあるものの、地方交付税の削減、

老朽化した公共施設への対応など多くの課題があ

ることから、事業の厳選、基金と公債費の適正管

理が必要でございます。

このことを推進をするために中期計画期間の方

向性でございますけれども、限られた財源の中で

財政規律を損なわないよう基金や公債費を適正に

管理し、将来世代に過大な負担を引き継がないよ

う持続可能な財政運営に向けた取り組みを進めて

まいります。

主な成果指標といたしまして、既に策定してい

る財政規律を指標項目としまして実質公債費比率、

将来負担比率としては財政状況の健全性をあらわ

すため国が定めた指標で、実質公債費比率につい

ては１３％、将来負担比率については９０％を上

限値として設定しました。市債の借り入れとしま

しては、公共施設などを建設するために借り入れ

る市の借金の借り入れを毎年度の元金償還以内に

努めるよう設定をいたしました。財政調整基金、

減債基金の残高の項目では、市の貯金、いわゆる

基金でございますけれども、その中でも財政調整

機能を有している財政調整基金と減債基金の合計

について、１８億円以内の残高確保に努めるよう

設定いたしました。
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次に、７ページでございます。主要施策７とし

て、効率的な行政運営についてでございます。こ

の施策の現状と課題についてですが、総合計画の

実効性を高め、効率的な行政運営を行うためには、

行政評価による検証やローリングによる見直しを

行う必要があります。また、効率的な行政サービ

スと市民との協働によるまちづくりの担い手とし

て行政能力を養うためには、適正な人員配置を行

うとともに、職員の能力開発を図る必要がありま

す。

このことを推進をするための中期計画期間の方

向性ですが、ＰＤＣＡサイクルを確立し、計画の

実効性を高めるとともに、行政サービスの提供や

今後の庁舎のあり方について検討を行うとともに、

市民協働のまちづくりを担う優秀な人材の確保と

育成に取り組むための採用、研修の充実を推進を

いたします。

主な成果指標としては、行政評価により事業の

見直しを行った数を初め、外部講師導入研修への

平均参加人数を指標項目として、職員が市民の皆

さんと協働でのまちづくりを進める上で能力の向

上を目的とするために市役所の外部からの講師を

招いて実施する集合研修の１研修当たりの参加人

数を３０人に引き上げることを掲げております。

以上、基本目標Ⅰの概要説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

済みません。たび重なる訂正ですけれども、主

要施策６のところの健全な財政運営の後段のほう

で少しお話をしましたけれども、財政調整基金と

減債基金の合計金額について１８億円以内と先ほ

どお話をしましたけれども、１８億円以上の残高

確保に努めるということでございますので、訂正

をさせていただきます。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点ちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。

４ページ、Ⅰの２、人権尊重と男女共同参画社

会の形成のところなのですけれども、さまざまな

分野における女性参画の拡大に向けたというふう

になっているのですが、さまざまな分野、たくさ

んあるかとは思うのですけれども、特にこの部分

では強めていきたいというところがあればお知ら

せをいただきたいというふうに思いますが。

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） さまざまな分野、

特にどういうポイントを絞ってという御質問だっ

たと思います。その部分につきましては、我々現

状昨年から実施させていただいておりますけれど

も、個別事業のお話に入ってしまいますけれども、

これを具現化していくために、今優良企業の表彰

と。団体、企業の表彰ということをやらせていた

だいております。そういった部分でさまざまなと

いう部分をしっかりカバーできるかというところ

はまだ、ごめんなさい、しっかりとは担保とれま

せんけれども、そういった部分も含めていろいろ

な部分でやはり名寄市民全体の意識として、常に

考えていただくことをまずしていただかなければ、

この部分というのは理念の問題にも絡んできます

ので、しっかりとここは継続しながら訴え続けて

いきたいというふうに思いますし、きのうちょう

ど男女共同参画セミナーを実施させていただきま

して、非常にありがたかったのが想定した、用意

した人数よりも大幅に上回る席を用意しなければ

ならない状況まで来ていただきました。これは、

やはり継続したことで一定程度定着しつつあると

いう非常にありがたい、心強い動きであったなと

思いますので、こういったことをしっかりと継続

していきながら、この名寄市が男女共同参画に対

して非常に理解のある市民にあふれるようなまち

を今後つくっていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今おっしゃったように

個別事業になりますから、ここで話ができる範囲
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内でとは思ったのですけれども、さまざまな分野

というふうに言われると、本当に決定権を持たれ

るいろんな組織であるとか、政治的な分野、いろ

んなところがあるかというふうにあるかと思うの

ですけれども、やはり市民の皆さんの意識を高め

るという部分ではどこかに特化することも必要か

なというふうに考えていましたので、またそうい

った部分もあわせて今後の取り組みに期待をした

いというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） Ⅰの１、市民主体の

まちづくりの推進にかかわって１点質問させてい

ただきます。

自治基本条例の第１章、総則、第２条のところ

の定義で「この条例において「市民」とは、市内

に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校

で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を

行う者若しくは団体をいう」というふうに定義さ

れています。先ほど午前中にも総括質疑の中で総

合計画（第２次）の中期基本計画にかかわる部分

での市民からの意見聴取ということについてのや

りとりがありましたけれども、居住されていない

方、ここに職場を持っておられる方、大学生との

広聴の機会というものについては持たれたという

報告もありましたけれども、広くこの定義に沿っ

て市民と捉えたときの今までの意見聴取の状況に

ついて再度お聞きしたいと思っています。

それから、同じく自治基本条例の第６条、子ど

も及び青少年のまちづくりへの参加というところ

の第６条２項、「市民及び市は、子ども及び青少

年がまちづくりに参加できるように配慮するもの

とする」というこの項目があります。あわせて子

供及び青少年に対しての意見聴取の機会があった

のか、そして今後まちづくりにかかわる部分で具

体的にどのような機会を設けようとされているの

か、実施計画事業に関する資料をいただいており

ます１１分の２のところでは、主要施策の１の一

番最後の項目に多様な広聴機会の創出ということ

が提示されております。出前トーク、市長室開放、

その他懇談会の開催等というふうには書かれてい

るのですけれども、予算についてはゼロというこ

とであります。この考え方についてお尋ねしたい

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） ただいま山崎議

員のほうから御質問いたきました。子供たちの部

分という御質問いただきましたけれども、現状市

長、それから教育長が市内の学校に訪問させてい

ただきながら、直接子供たちのまちづくりに対す

る思い、意見をお聞きしてお答えするという機会

をつくらせていただいておりまして、そこは実践

をさせていただいております。

それからあと、住民登録がない市民の部分、勤

め先が名寄であるとかといった部分のお問い合わ

せもあったかと思いますが、現状エフエムなよろ、

それからホームページ等、広報をまいてもそのお

宅というところにはなかなか届かない状況もあり

ますので、現状の手段としてはそういったところ

が今考えられ、やっているところかなというとこ

ろで、その部分についても今後いろいろ審議会等

の場で御意見いただきながら、やはり研究してい

かなければならないかなというふうに思っており

ます。

それからあと、ケースもちょっと御紹介をさせ

ていただきたいのですけれども、例えば高校生と

いう部分でいいますと、今お話しあったとおりゼ

ロ予算ですけれども、出前トークというものを我

々提供させていただいておりまして、メニューも

たくさん用意してございます。これは、成果報告

の中でも数字報告させていただいておりますけれ

ども、実績的には結構御利用いただいておりまし

て、実はありがたいことに市内の高校生から総合

計画について教えてくれということでオーダーが

あって、ここ何年か続けて訪問して、高校生相手

に説明をしながら、高校生の思いなどを聞くよう
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なこともさせていただいておりますので、そうい

ったことをどんどんやっぱり広げていきたいと。

それは、よく御指摘されますけれども、やはり宣

伝をしっかりと浸透するようにさせていただくと

いうことも今後しっかりやっていかなければなら

ないというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今の御答弁でうれし

い報告をいただいたなというふうに思っています。

高校生の感覚がそこまで育ってきているというこ

とについては、本当にありがたいことと思って評

価させていただきたいと思っています。

ただ、まちづくり懇談会ですとか、それからこ

れは議会のほうでも行った市民との意見交換会も

あわせて、振り返って反省すべきは反省して、次

のよい方策を考えていかなければいけないと思っ

ているのですが、どうしても多世代というよりは

世代が同じ世代の参加が多かったかなというふう

に振り返っておりまして、なかなか多世代にわた

って一つの場でということについては難しいかな

というふうには思うのですけれども、一つの地域

としてまとまるときに必ず必要になってくるのが

多世代ということでありますので、その分につい

てどのようにお考えなのかということを改めてお

伺いしたいと思います。

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） 私も広聴という

部分では、非常に行政として重要な任務だと認識

しています。その中で今までの広聴のスタイルと

いうのは、行政なりが場を設定して、そこに来て

いただいてお話をしていただくという提供スタイ

ルをこの間ずっとしてきたのかなというふうに考

えておりまして、どのように一番効果的にいろん

な方の意見を吸い上げることができるかというふ

うになかなか知恵のない中で振り絞っているとこ

ろなのですが、場合によってはテーマを提供しつ

つ、場にはそれぞれの都合でお集まりいただいて、

その部分の意見を吸い上げるとか、いろんなやり

方がやはり考えられるのではないかということで、

今いろいろ四苦八苦しながら次期広聴のスタイル

構築に向けて我々も悩みながら研究しております

ので、また新たな形が皆様方にお示しできるよう

に鋭意努力させていただきますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 新たなスタイルを待

ちたいというふうに思います。

改めて、これはぜひ市長にお答えいただきたい

と思うのですが、今まで学校に出前トーク、教育

長と一緒に出向かれて、いろんな形で子供たちの

声を吸い上げていただいていると思います。その

成果について、市長はどのように捉えていらっし

ゃるのかなというふうに思っていて、子供たちと

のその場での協議、質問に対しての御返答も含め

てのそのことについてどのように評価されている

のかということについて伺いたいのですが、近隣

の市町村でもそういう形の取り組みはされている

と思うのですが、名寄市独自の独自性を持った、

さらに深いところでの青少年のまちづくりにかか

わるところの取り組みということについてはまだ

工夫ができる余地を残しているのではないかと思

っておりまして、以前から何人かの議員の中では

仮称ですけれども、子供議会の話も出ている中で、

そこにはまだ踏み込まれていない状況ではありま

すけれども、出前トークについての評価を市長御

自身はどのようにお考えになっておられるのか伺

わ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） ふるさと未来トークとい

うことで、約２年ぐらいかけて全校を回ろうとい

うことで、逐次こうやっておりまして、それぞれ

の学校でそれぞれの特徴があってすごくおもしろ

いなと思って聞いています。また、場所によって

は相当長い時間かけていろんなところを調査をし

て、それでみんなで積み上げてきたものを発表す
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るというような学校等もあって、本当に感心する

こともたくさんありました。なかなか全てのこと

を子供たちの政策実現するということは、大きな

夢もありまして、難しいところもありますけれど

も、できるところはやっていこうねということで

教育長とも話をさせていただいていますし、一方

でその考える過程というのですか、子供たちもそ

のことについてみんなで議論していくと。その過

程がやっぱりすごく大事だなと思っているのです。

これは、本当に意味があるなと思っていますし、

継続してやりたい。子供たちの意見にもやっぱり

しっかりと聞くべきところがあるので、引き続き

耳を傾けていきたいなというふうには思っていま

す。その先の発展ということは、ちょっとまだ我

々のほうでもそこまで思いは至っておりませんけ

れども、現状の今やっているやり方ですごく私と

しては効果があるなというふうに思っていますし、

引き続き継続してやっていきたいと。また、学校

を訪問することで私もすごく学校の雰囲気そのも

のをじかに感じる機会にもなって、非常にいい経

験をさせていただいているというふうに思ってい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それでは、１点質問

させていただきます。

健全な財政運営というふうなことで、これ中期

財政計画をいただいた資料をもとに質問させてい

ただくのですけれども、午前中の総括質疑、そし

て熊谷議員の質問にもありましたけれども、実際

に３４年までの部分でいうと収支不足が生じてい

て、３１年から３４年まで４年間でおおむね収支

不足というのは５０億２００万円足りないと。こ

れ基金で補うというふうなことの計画というふう

な部分でお示しをいただいているところでありま

す。その内容についてもまたあるのですけれども、

こういう基金や公債費を適正に管理をしていくと

いうふうなことで、この中期財政計画の中で先ほ

ど中村部長からもお話ありましたけれども、果た

してこういう基金に依存して収支不足を補うとい

うふうな手法といいましょうか、これはどうなの

かなというところで、その部分について考え方を

お知らせいただきたいというふうに思います。

それと、合併算定がえがあって、財政非常に厳

しいのだというふうなお話をいただくわけですけ

れども、２８年１１月に示された中期財政計画の

中の２８年ベースでいきますと、この特例加算と

いう３億 １５０万円かな、これを基本として３

３年にはゼロになるというふうなことで、２８年

から１０％、３０％、５０％、７０％、１００％

というふうな形で実際に交付税が加算がなくなる

というふうなことで、非常に厳しい状況が続くと

いうふうなことでありますけれども、現実この２

８年、２９年の実績という部分においては、１０

％、３０％ですけれども、これはどういう状況に

あるのかということをお知らせいただきたい。

それと、トップランナー方式というふうなこと

で導入されていますけれども、その中で２８年度

でこの影響で ６００万円の影響があったのだと

いうふうにお示しをいただきました。それから、

その後この影響というのは続いていくのかどうか

も含めてお知らせいただきたいなというふうに思

います。

それとあと、公債費について先ほどから２２億

円くらいの公債費が毎年毎年償還されていくとい

うふうなことになりますけれども、この中でいず

れにしても有利な有利債をお借りをしているとい

うこともあって、おおむね６８％ぐらいは地方交

付税で算入をされて、３２％部分が一般財源、俗

に言う自腹というふうな部分で、これは当然かか

っていくものというふうな部分でありますけれど

も、その中で今後の市債というふうな部分でいう

とおおむね１７億円というようなお示しをいただ

きました。これを超えない、要するにこれは臨財

債を除いた償還部分、限度額を超えない程度で考

えているのだというような御答弁をいただいたか

と思います。それと、副市長のほうから２８年度
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のときだと思うのですけれども、要するに２０億

円程度の起債を借りてそれを進めていくのだとい

うふうな中で、今回お示しをいただいたこの部分

でいうと普通建設事業費、この部分でいうと３１

年度については２１億円程度、それから１４億円、

１３億円ということで激減しているというふうな

状況を踏まえて、こういう状況が続いていくのか

どうなのか、２０億円程度は進めていきたいと。

これは、いろんな経済効果ということも含めた中

で、当然手を打っていく中では必要な事業、財源

だというふうに思っていますけれども、これがお

示しをいただいた数値からすると相当減額されて

いるというふうなことで、実際に今後のまちづく

りの部分から考えるとちょっと危惧する部分もあ

りますから、これらも含めてどのようにお考えに

なっているのかお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 若干関連がございます

ので、一番最後の御質問からお答えさせていただ

きたいと思います。

関連あるというのは、一番最初の質問の基金と

の関連であります。お示ししました中期財政計画

の中で、普通建設事業費が３１年度で２１億 ０

００万円、３４年度になると１３億 ０００万円

ぐらいということでありますけれども、午前中の

お話でも若干しましたが、全ての議論がそろって

いなくてまだ積み上がらないハード事業ございま

す。端的に言いますと、公共施設どうするかとい

うこと、あるいは衛生施設事務組合における負担

金どうするか、これも負担金ですけれども、分析

としては普通建設事業費に当たるということであ

りますので、今これらのものが議論が重なって積

み上がってきますとここの普通建設事業費は上振

れに進むだろうというような認識でおります。ま

た、それでなくても市内経済の状況あるいは市民

ニーズを酌み取りますと、一定の普通建設事業費

の支出については必ず考慮しなければならないと

いうことで、例えばということで西１条通の例を

お話しさせていただいたというところであります。

こういった議論がまだ十分なされておりませんの

で、今こういう形での中期財政計画でありますけ

れども、これについては財源の部分はまだ起債の

すき間がありますので、それの活用、その前段に

どれぐらい補助金なり交付金なりといった特財を

持てるのかというところが鍵になるということで

御理解いただければと思います。

この基金なのですけれども、先に公共施設のお

話しさせていただいたのは、中期財政計画つくる

に当たりまして名寄市の状況、今ほかのまちに比

べてどうなのだろうということで若干調べさせて

いただいたところであります。名寄市は、これだ

け基金ありますので、ほかの市に比べますと基金

の残高は非常に大きいです。ただ、もうちょっと

分析は必要なのですが、ほかのまちは基金は少な

いのだけれども、起債の残高も多いです。という

ことは、ほかのまちは先に公共施設のほうの改修

なり更新なりを既にし終わっているという可能性

があるのです。ということは、うちのほうはまだ

基金があるのだけれども、公共施設やっていない

ということは、この基金を使わないと公共施設の

改修が一わたり終わらないということにも、言い

かえると先にほかのまちが名寄市の先行している

というような状況にあるかもしれないということ、

ここもうちょっと分析が必要なのですけれども、

いずれにせよこの基金を使わないと、なおかつそ

の基金を使うに当たっては事業費の圧縮、あるい

は複合化、効率的な維持管理を進めながらしなけ

ればならないと。これはもう当然のことでありま

すけれども、そういった観点からもやはり基金の

重要性というのはゆるくないものなのだというふ

うに認識しているところであります。

それから、合併算定がえの現状につきましては、

今ちょっとデータが見当たりませんので、後ほど

お伝えさせていただきたいと思いますけれども、

まちづくり懇談会の中で示した資料ありますので、

それをごらんになれば出てくるかと思いますけれ
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ども、言えるのは２８年度当初考えていたよりも

合併算定がえのダメージは少し少ないような形で

今きておりますけれども、合併算定がえ、３３年

度はゼロになりますので、いずれにしろここは大

きな危機があるというふうに今考えているところ

であります。

それから、公債費の関係が１つありました。今

議員の御指摘のとおり自腹分ということでそれほ

ど変わらないということ、大体３割から４割の間

で推移しているということでありますので、ここ

は有利といいますか、交付税が使える起債を十分

活用しながら、これは公共施設のほうもあります

けれども、それ使わないとやっぱり私どもの財政

かなりきつくなりますので、ここは十分検討しな

がら進んでまいりたいと思っています。

私からは以上です。

済みません。合併算定がえの見込み推移につい

て今資料が届きましたので、平成２８年度の推計

では平成２８年度から３２年度まで、いわゆる合

併算定がえがこの５年間で約９億 ０００万円ぐ

らい減るだろうという推計していましたけれども、

今少しずつそれが減ってきまして、平成３０年度

の推計では大体６億 ９００万円ということで、

そのすき間が大分縮まってはきました。ただし、

それでも６億 ９００万円ぐらいの合併算定がえ

の影響があるということで押さえているところで

す。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時０９分

再開 午後 ４時０９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 済みません。時間いた

だきました。申しわけございません。

トップランナーにつきましては、平成３０年度

の影響額で、これは平成２８年度と比較してであ

りますけれども、大体 ４００万円ぐらいの影響

が出ているということであります。結構大きな影

響額です。こちらにつきましては、交付税それぞ

れ算定項目あるのですけれども、それぞれに応じ

て影響額出てくるということですので、まだ若干

その全て出切っておりませんので、この影響額は

大きくなる可能性はあるということでお答えさせ

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 細かく説明をいただ

きました。いずれにしても、ちょっといつもおど

かされていると言うと言葉は語弊ありますけれど

も、合併算定がえで大変な状況になっていくのだ

よという話を聞かされていく中で、今の影響額と

いうのはこの５年間で１３億 ５００万円ぐらい

影響があるのだというふうにずっと我々言われ続

けてきたわけですけれども、年々それが緩和され

ていくというのか、そんな状況で６億数千万円と

いうふうなお話をいただきましたので、少しはそ

の辺は緩和されてきているのかなと。しかしなが

ら、影響はないわけではないというふうなことと

今トップランナー方式の部分でいうと２８年度よ

りも影響はあるというふうなことで、これは我々

基金を多く持っているから削られているというこ

とではないのだろうと思いますけれども、いろん

な算定方式があって、その中で減額をされるとい

いましょうか、影響があるというふうなことで認

識をしますけれども、いずれにしても今までいた

だいていた交付税よりも減額をされてきていると

いう状況は、これは実際に９１億円、９２億円か

ら今８９億円、８５億円という形でどんどん、ど

んどん交付税は減ってきているわけですから、財

源として苦しいという状況にはなってくると思い

ますので、それらも含めてこの中期計画で言われ

ているように公債費なり基金を適正に管理をして

いくというようなことについては市民の生活を守

っていくために必要な部分だというふうに思いま

すから、しっかり対応していただきたいというふ
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うに思いますし、この市債の関係についても都度

そのときのいろんな経済の状況なりなんなりを見

て判断をされて、そして優先順位を決めながら進

めてこられるのだなというふうに思いますけれど

も、やはりいろんな現状をしっかり受けとめなが

ら対応していただきたいということを要望して、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

すか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で基本目標Ⅰ、市

民と行政との協働によるまちづくりについて質疑

を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１３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 川 村 幸 栄

署名議員 熊 谷 吉 正


