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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１８日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 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
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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
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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
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健康福祉部長 小 川 勇 人 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。７番、高野美枝子議員からお

くれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１２番 大 石 健 二 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。

基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健やかに暮

らせるまちづくりについて審議いたします。

説明を求めます。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。私からは、基本目標Ⅱ、市民みんなが安心

して健やかに暮らせるまちづくりの主要施策につ

いて御説明いたします。

議案、中期基本計画案の８ページから１１ペー

ジになります。基本目標Ⅱについては、７本の主

要施策で構成されており、基本目標Ⅱの１、健康

の保持増進から順に説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、基本目標Ⅱの１、健康の保持増進

についてですが、現状と課題では本市では死因の

約６割を生活習慣病が占めていることから、生活

習慣病の発症及び重症化予防に重点を置いた健康

づくりが必要です。また、母子健康手帳交付時に

おける転勤者の割合が約５割を占めている状況で

あることから、母子健康支援の充実が必要です。

中期計画期間の方向性では、生涯を通じた健康

づくりの推進や感染症対策に努めるとともに、妊

娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制

の充実に向けた取り組みを推進することとしてお

ります。

成果指標では、女性のためのがん検診推進事業

における受診率を５０％、３歳児健診受診率を１

００％に引き上げるなど、健康づくりのための目

標値を設定しております。具体的には、生活習慣

病の予防や母子健康支援などを実施します。また、

健康増進計画健康なよろ２１などの関係する個別

計画に基づき、健康づくりに取り組んでまいりま

す。

次に、基本目標Ⅱの２、地域医療の充実につい

てですが、現状と課題では今後さらなる人口減少

や高齢化の進展が見込まれることから、北海道医

療計画に定める地域医療構想に基づき、病床機能

の分化、連携の促進、在宅医療などの充実、医療

従事者の確保、養成等の推進が必要です。

中期計画期間の方向性では、地域医療の充実を

図り、地域包括ケアシステムの役割を担うために

も、市内の医療機関における医療機能と病院連携

の実現に向けた取り組みを推進するとしておりま

す。

成果指標では、地域医療支援室における医師派

遣数の増、道北北部連携ネットワーク、ポラリス

ネットワークの参加施設拡大などの目標値を設定

しており、前期計画から継続する７事業に取り組

んでまいります。地域医療の充実を推進するため

にも新名寄市病院事業改革プランの評価と検証、

適時修正を行い、名寄市民はもとより医療圏域住

民の皆さんが安心して暮らせるよう計画的な病院

運営に取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの３、子育て支援の推進につ

いてですが、現状と課題では子育て環境の変化に

伴って子育てサービスに関するニーズが多様化し、
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各種施策の充実や公立保育所の整備が求められて

おります。また、安心して子育てし続けるために

も妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支

援や施策、体制の充実が必要です。

中期計画期間の方向性では、多様な子育てニー

ズへの対応と支援が必要な子供や家庭に対するサ

ービスの充実と子育て支援施策を進めるとしてお

ります。

成果指標では、子育て支援センター、ファミリ

ー・サポート・センター事業、こども発達支援事

業のそれぞれの利用について利用者数を拡大する

こと、また待機児童数については年度ごとの４月

１日時点でゼロ人とすることを掲げております。

具体的には、保育サービスの充実など名寄市子ど

も・子育て支援事業計画に基づき取り組んでまい

ります。

次に、基本目標Ⅱの４、地域福祉の推進につい

てですが、現状と課題では住民の福祉に対するニ

ーズは複雑多様化していることから、誰もが暮ら

しやすい社会の実現に向けて市民や行政、各関係

機関などとも取り組むことができる体制づくりと

環境づくりを進めていくことが必要です。

中期計画期間の方向性では、市民一人一人がお

互いに支え合う共生の地域社会を目指し、さまざ

まな支援の促進を図るとともに、地域福祉社会の

体制づくりや環境づくりを進めるとしております。

成果指標では、町内会ネットワーク事業参加町

内会数を全町内会の７２町内会にするなど目標値

を設定しております。具体的には、町内会ネット

ワーク事業など第２期名寄市地域福祉計画に基づ

き取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの５、高齢者施策の推進につ

いてですが、現状と課題では６５歳以上の高齢者

数は増加傾向にあり、高齢者が安心して暮らし続

けるために除雪、交通の確保、住まい、切れ目の

ない医療と介護、地域資源の確保、整備が課題と

なっております。

中期計画期間の方向性では、各種高齢者施策を

推進し、地域包括ケアシステムの深化を進めると

しております。

成果指標では、健康づくり体操教室について利

用者数を拡大すること、地域包括ケアシステムの

深化を推進するために医療、介護、福祉などの支

援関係者が適時連携する仕組みとしてＩＣＴによ

る情報の共有化を構築し、その利用登録者数を増

加させることなど、目標値を設定しております。

具体的には、介護予防の推進、認知症施策の推進、

生活支援体制の整備など、第７期名寄市高齢者保

健医療福祉計画・介護保険事業計画に基づき取り

組んでまいります。

次に、基本目標Ⅱの６、障がい者福祉の推進に

ついてですが、現状と課題では障がいがあっても

住みなれた地域で安心して暮らせるさまざまな支

援を提供していくため、関係する計画に基づき施

策を推進していく必要があります。

中期計画期間の方向性では、障がいのある人が

必要なサービスを利用しながら安心した生活がお

くれるよう関係機関が連携し、地域全体で支える

サービス提供体制の充実を図る取り組みを推進す

ることとしております。

成果指標では、重度障がい者ハイヤー料金助成

事業の交付率を６５％にするとともに、相談体制

の継続などを掲げております。具体的には、各種

助成事業を初め安心して暮らしていけるための支

援など障がい者福祉計画や障がい福祉実施計画に

基づき取り組んでまいります。

最後に、基本目標Ⅱの７、国民健康保険につい

てですが、現状と課題では被保険者数の減少に伴

う税収減と、一方では医療の高度化、高齢化など

医療給付費は減少しないことで、財政運営は厳し

い状況にあります。平成３０年度からは、都道府

県単位化により財政運営の責任主体が北海道とな

り、財政の安定化や効率化を目指すことになりま

すが、引き続き医療費の適正化など加入者の負担

軽減につながる取り組みを推進する必要がありま

す。
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中期計画期間における方向性では、保健事業を

推進し、生活習慣病の早期発見、重症化予防から

医療費の抑制を図り、国民健康保険事業の安定健

全化を目指すこととしております。

成果指標では、後発医薬品の数量シェア、特定

健診の受診率、糖尿病重症化予防にかかわる保健

指導率など、いずれも医療費適正化につながる項

目を指標としております。具体的には、第２期名

寄市保健事業実施計画を基本としながら、関係機

関と連携して取り組んでまいります。

以上、私からの説明といたします。よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。

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。

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、お伺いを

したいと思います。

東病院についてお伺いをしたいと思うのですけ

れども、計画の事業にはのっておりませんので、

特に計画をされていないということなのかなとい

うふうには思うのですけれども、利用者が少しず

つ減っていく状況の中で、将来像を描こうという

ことで調査をされている最中だったのかなという

ふうにも思います。また、一定程度の基金も積ん

でおりますので、４年間ぐらいの中期計画の段階

のどこかで新しい方向性が示されていくのかなと

いうふうに思っていたのですけれども、ここに掲

載がされておりませんので、そこら辺の進捗状況

と考え方についてお伺いをしたいというふうに思

います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の中期の計画の中

におきましては、まだコンサルタントの業務、分

析が全て終わっていませんので、細かい範囲はさ

れておりませんので、現在病院の改革プランの中

での進捗というふうになっているということであ

ります。現状今コンサルタント業務、それから各

関係者といろんな分析をしている最中なのですが、

懸念材料としてはやはり入院患者数が減ってきて

いるのが現実としてありまして、これから再度分

析しますけれども、経営のほうに少し影響が出て

きているような懸念材料として浮かび上がってい

るところであります。

基金の活用ということと、それから現在では交

付税、普通交付税、特別交付税合わせて約１億

０００万円から１億 ０００万円ぐらいの需要額

の算入がありますので、こちらを基金あるいは備

荒資金等に今積んできているところですが、建物

の老朽化も踏まえて、今後早急にどういうような

方向性出すかというのは、これは詰めていかなけ

ればならない状態であります。全て分析等終了し

ていないことから、まだこの計画に反映されてお

りませんけれども、適宜いろんな形でまたお示し

できればと思っております。どうぞ御理解よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そんなに急げという

わけではありませんけれども、市内の状況、これ

は特に市立病院との関係、あるいは開業医の皆さ

んとの関係性をしっかりと調査分析をして、どう

いったものが名寄の地域医療にとってベストなの

かということを模索していただきたいなというふ

うに思っております。

現在どこら辺まで議論が進んでいるのかはちょ

っと聞き及んでおりませんけれども、名寄地域の

中でもう少しこういう部分があったらいいなとい

うふうな医療の役割分担もあるのではないかなと

いうふうに思います。それは、１つには予防医療

ですとか、健診ですとか、ドックというのが市立

病院では多忙のためになかなか受ける機会がない

ということで、そういった病気になる前だとか、

あるいは今の東病院の位置的にいうと外来で行き

づらい位置にあるのかなだとか、そういった部分

で一部もう少し外来も担っていただけて、予防医

療、あるいはドックだとか、健診だとかが受けら

れるようなものが必要なのかなと私はちょっと想
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像していたのですけれども、現在コンサルとの話

し合いの中で若干、どの程度まで話し合いが進ん

でいるのかについてお答えいただけるようであり

ましたら、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） 現在コンサルとは、最

初手始めに東病院そのものではなくて、この地域

の医療需要の動向というところをまず分析して、

それについてはある程度終了しておりますが、中

身をお話ししますと、医療需要については今減っ

てきているという分析が出てきております。これ

は、東病院あるいは市立総合病院のみならず、道

北地域の医療圏域の総体的な分析になるかと思わ

れますが、医療需要自体は今減ってきていると。

なおかつ、宗谷管内のほうから名寄に来るのかな

と思っていたのですが、それは名寄に来ないで、

かえって道央圏のほうに出てきている、そういう

ような外部要因の分析をしているところです。プ

ラス東病院の状況についても今着手している状況

なのですけれども、先ほどお話ししましたとおり

今入院患者数が減ってきているのはこれ間違いな

い事実ですので、ここも経営的な影響、それから

お話しのとおり外来は逆にふえてきている状況に

ありますので、ドック等もできるようなものまで

踏み込めるかどうかというような検討もしている

ところですが、総体的な経営状況につきましては

やはり入院が大きな根幹を占めておりますので、

ちょっと厳しさが増しているなというような分析

をしているところであります。

東病院の立ち位置につきましては、さらにこれ

詰めていく必要がありますけれども、大枠で考え

ますと地域医療構想の中でどういう位置づけをす

るのか、当然療養病床との関係、ほかの民間病院

との関係もありますので、その中で外来にどうい

うような役割を持たせるのか、あるいは市立病院

の混雑を緩和するための要因、支援という形もあ

るかもしれません。いろんな形でどういう方法が

いいのか、さらにちょっと検討を進めている、そ

ういうような状況であります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ただいま答弁いただ

きまして、一定程度理解をさせていただこうと思

います。これは、東病院単体ということではなく

て、地域医療全体見回して何が求められているの

かということを探りながら計画を立てていくとい

うことでしたので、ぜひそのような方向で進めて

いただければと思います。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） １点ちょっとお伺い

いたします。

今東議員から地域医療の関係で質問がありまし

た。その中で名寄の開業医の誘致事業なのですけ

れども、平成３３年である程度の予算づけが終わ

っております。これも地域医療、内科も含めて名

寄は２件廃業いたしまして、また３２年には上川

北部の准看護師の学校がなくなるという状況で、

地域医療がちょっと複雑になってくるのかなとい

う部分があります。そしてまた、市立総合病院に

行ってもかかりつけ医に行きなさいという方向で

今進んでいる中で、この地域医療を考える中で開

業医というのは大変重要な部分ではないかなとい

うふうに考えております。その中でこの３３年に

予算づけがなくなったということは、ある程度内

科の開業医だとか、名寄で必要な医療が充実でき

たのかというのを考えるのですけれども、その辺

お考えがあればお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 地域医療の関係

で開業医の誘致に関する御質問でございました。

高橋議員おっしゃられるように、開業医の誘致、

確保というのは大変重要だというふうに考えてお

ります。一方で、話のありました北部医師会の准

看護学院が３２年度で閉じるということで、そう

いった面では人材確保についても大変重要な課題
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ということで、この地域医療を守るというか、安

心して受けられる医療体制をつくるためには、し

っかり今後も北部医師会とも連携とりながら、施

策いろいろ展開しながら医者の確保だったり、人

員確保について努めてまいりたいと思っておりま

す。

開業医の誘致事業につきましては、これにつき

ましては各方面に情報発信をしながら、また道を

初め関係する機関にお願いをしながら、情報収集

にも努めながら何とか市内に誘致するということ

で現在も積極的に取り組んでいるところでありま

す。予算上につきましては、ちょっといつ誘致が

来るかどうかわからない部分がありますので、具

体的にはのせていませんけれども、そういった具

体的な話がある時点ではしっかり予算づけもしな

がら対応してまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 今のお話ではある程

度、まだ誘致の医院と、また内科医だとか、そう

いう部分が決まっていないという状況だというこ

とでありますよね。先ほど副市長が外来の患者数

が減っているという部分を言われておりましたけ

れども、結局名寄市内の民間の医院が少ないもの

ですから、市立総合病院に集中してしまうという

部分が多いのかなという部分を考える中で、やは

り開業医というのはある程度推進していかなけれ

ばいけないというふうに考えております。稚内等

はちょんちょんと入ってきているのですけれども、

やはり今回赤石さんの病院が介護施設に変わるみ

たいな話があります。そういう中でまだ岡崎医院

だとかしっかりした病院運営できるところが残っ

ているだとかという状況の中で、もうちょっとし

っかりとした地域医療構想を考えて、この部分は

やはり入れなければいけないという部分は積極的

に推進する必要があると思うのですけれども、そ

の部分、推進されていると思うのですけれども、

どのようなお考えでいるのか、ちょっとお聞かせ

をいただきたいな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） まず、最初のお尋ねの

平成３４年度にゼロということであるということ

なのですけれども、今まで私どもの計画ではまず

平成３３年まで集中的に取り組むと。それ以降も

し来ない場合は、これ新たなＰＤＣＡを回して次

の展開しなければならないということでのゼロと

いうことですので、必ず開業医の誘致ということ

についてはずっと持続性を持って続けて取り組ん

でいくということで御理解いただければと思いま

す。

それから、お話しのとおり市内に病院だった施

設がまだあるということなのですが、介護施設等

の絡みでいきますと恐らく改造すること、介護さ

れる方１人当たりの面積等も決まっておりますの

で、かなりの改造が必要になるかなというような

懸念材料があります。それから、まだ使っていな

いことによりまして少し老朽化が進んでいる。さ

まざまな条件がありますので、すっとそのままい

くのは難しいかもしれませんが、開業医誘致とい

うことにつきましては条例でも御説明のとおり名

寄市内の医療従事者の確保、それからさまざまな

面でこれは取り組まなければならないということ

でありますから、改めて市内のいろいろな条件、

それから市民ニーズなど、それから先ほど申しま

した地域医療構想の中での位置づけも踏まえて、

それをチェックしながら取り組んでまいりたいと

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） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

ぜひこの地域医療構想を含めて、名寄、また道北

の医療の安心、安全を進めていただくことをお願

いして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三お尋ねを申し

上げたいと思いますが、質疑を申し上げたいと思

います。
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６月１日に市長との意見懇談会を医療、福祉、

子育て分野でやられておりまして、ホームページ

を見る限りでは１２点について市民の皆さんから

要望や御意見も、提言やらあるわけでありますが、

これらについて今説明をいただいた基本計画ある

いは実施計画想定のものに対比をして、具体的に

どのように検証され、市民の皆さんにお返しでき

ている状況なのか、１点お願いをしたいと思いま

す。

それから、もう一つは、今高橋議員から話のあ

った、いわゆる開業医と市立総合病院との関係の

中で、平成では３３年まで、副市長が御説明いた

だいたとおり継続的に全国に情報発信をして、何

とか来ていただきたいということを継続するよう

ですけれども、先般新聞、地元紙だったと思いま

すけれども、市民の声なんかで、あるいは審議会

の中でも意見があったような気がいたしますけれ

ども、開業医を募集をする。来ていただければ本

当にかなったりでありますけれども、市立総合病

院との関係で総合内科だとか、いろいろここで市

立総合病院の中でお仕事をされるということから、

もう一つ地域の、残念ですけれども、今高橋議員

言ったように赤石先生のところは違う施設にとい

うことになってしまいましたけれども、いわゆる

市立総合病院から出て、広域的にもう財源措置を

道を中心にして出張で行かれるケースがたくさん

ありますけれども、名寄市内においてそういう構

想みたいのは中期の中で検証経過があったのかな

いのか、あるいは具体的にそれについての基本的

な考え方についてお知らせ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 午前１０時２６分

再開 午前１０時２６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 済みません。ま

ず、開業医の関係につきましては、先ほども申し

上げましたけれども、市内の医療体制の充実確保

については大変重要だというふうに思っています。

言われていますように、開業医、情報発信をして

もなかなか名寄の地に来てくれる方が見つからな

いという状況である中で、市立総合病院との連携

という話もされておりましたけれども、基本的に

は先ほど申したとおり今現在におきましてはこれ

まで同様しっかりとした情報発信だったり、関係

機関との連携、市立総合病院との情報共有もしな

がら誘致活動に積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。今後将来的に医療体

制がなかなか市内で確保できない部分については、

また別途東病院を含めたいろんな部分での検討に

なっていくかと思いますけれども、今現在には従

来どおりの体制の中でしっかりした対応をしてい

きたいというふうに思っております。

先ほど６月１日の部会の中での話しされました。

部会の中では、それぞれの団体の中から多岐にわ

たって子育てだったり、除雪だったり、話が出さ

れていました。そういった意見につきましては、

そこをしっかり踏まえながら今回の個別事業も含

めて私たちのほうで取り組めるものは取り組んで

反映をしてきているというふうに考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 開業医の関係は、も

ちろん継続的に今現在病院を開いていただいてい

る市内の開業医の情報やら、あるいは市長やら副

市長やら、あるいは全国を歩いていていろんな情

報も発信をしながら、それをキャッチをしたいと

いうことで努力をされているのでしょうけれども、

ここにきて一定の時間がたって、非常に困難な状

況も伝わってきていたり、私どももかかりつけ医

によく行くのですけれども、そのときにも情報は

できるだけ市に集中するようにというようなこと

なんかも言っていただきますけれども、なかなか

若いお医者さん等々がそういうところに来ていた
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だけるという情報は少ないというような話も聞い

ておりまして、やっぱり一定の時期には、３３年

までというけれども、その間ずっと市民の目から

見ると空白のまま続くわけで、数年単位で。一定

の時期の判断もまたそこに必要になってくるのか

なと。それだけまた市立総合病院に過剰な負担を

かけるということにもつながるのですけれども、

開業医的な市立総合病院派遣のお医者さんの具体

的な対応などについても今からもうやっぱり想定

をした人材確保も含めてやることも並行して非常

に大事なのではないかというふうに思っていまし

て、改めて市長や副市長の考え方をこの中期の段

階で具体化することについての検証も必要ではな

いかというふうに思っていますので、改めてお答

えをいただきたいと思います。

今健康福祉部長、それぞれ基本計画あるいは実

施計画の中に盛り込めるものはということであり

ましたけれども、大変失礼なのですけれども、１

２件の項目は市長との意見交換の場で出されてい

て、そのほか審議会の中でも所管の関係では幾つ

か出されているのですけれども、具体的にもし例

を挙げていただいて、これについてはもう十分織

り込んでいるとか、これは全然見込みが立たない

とかという、少し市民にもわかるようなお答えを

追加でお願いをしたいと思います。一番大切なの

は、私ども議会も意見交換始めてまだ歴史は浅い

ですけれども、できる、できないは即答できる、

できないということでもありますけれども、どう

伝わって、それが今状況はどうなのかというとこ

ろが少しでも、せっかく言っていただいた御意見

に対してナシのつぶてで本当にどうなっているの

だろうということの市民の意見もございますので、

具体的に少し例を挙げてお答えをいただきたいな

と思っています。せっかく実施計画の概要につい

て、そのとおりになるかどうかはこれからまだ一

年一年ローリングしながら変化は出てくるのでし

ょうけれども、さっきの佐藤靖議員が言ったよう

にそういうキャッチボールの姿が今投げたボール

がどこにあるのかというところあたりを関心を持

ちながら、やっぱり市政に重要な関心を持って深

まっていくのではないかと思っています。もう少

し具体的な例についてお聞かせをいただきたいと

思います。

済みません。もう一ついいですか。追加なので

すけれども、これも本会議場できのう私もちょっ

と取り上げましたけれども、この所管の市民みん

なが安心して健やかに暮らせるまちづくりのＫＰ

Ｉの項目は、大きくは健康保持増進から７の国民

健康保険まで合計２５件のＫＰＩの設定をされて

おりますけれども、特にＫＰＩの中期の最終年度

あたりの根拠みたいのを余り私どもも聞いたこと

もないのですけれども、例えば例挙げればどうし

てこういう数値になったのですかということなど、

これはもちろん財政との関係は当然ながら、市民

ニーズとの関係もあるでしょうし、少し具体例お

知らせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 最初の開業医の関係につ

いて私のほうからお話しさせていただきますが、

かかりつけ医の重要性と、それと一方で市立総合

病院の外来が非常に混雑化しているということも

含めてこうしたことの重要性というのは当然理解

をしておりまして、市立総合病院のほうでも総合

内科を充実をすることでできるだけほかの科の負

担軽減を図ろうという独自の内部でのそうした努

力もしていただいていまして、そうしたことと、

加えて一方で開業医さんが少なくなっていくこと

で、開業医さんが今まで担っていただいている、

例えば介護認定審査の会議だとか、あるいは学校

医、地域のいろんなところで担っていただいてい

る役割、さらには民間のさまざまなまちづくりに

関しても開業医の皆さんが深くかかわっていただ

いたというところに対してのマンパワーというの

は大変重要だというふうに思っていまして、やっ

ぱり引き続きここは継続してしっかりとこの誘致

活動を続けていきたいというふうに思っています。
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なかなかこれは個人情報等にもつながりますので、

逐次どういう状況なのだということはお示しでき

ないので、何もやっていないのではないかという

雰囲気が、どうもそういう見方もされるかもしれ

ませんけれども、打診等もございますし、さまざ

まな情報もキャッチしながら、できるだけいろん

なところで活動を続けておりますので、もう少し

見守っていただければというふうに思います。重

要性はしっかりと我々も感じておりますので、今

後とも全庁挙げて推進し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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ６月意見懇談会

の部会等において具体的な項目について対応をど

うしているかという質問でありますけれども、詳

細についての整理については時間かかるので、１

つずつ全部全てのものは対応はこの場ではちょっ

と難しい状況でありますけれども、出されていた

中では例えば公園のベンチ、児童公園です。ベン

チとか遊具等が老朽化しているかという状況があ

りました。これについては、建設水道部のほうで

年次的に改修しているという、そういった状況で

盛り込まれていますので、対応していくことにな

るかというふうに思っています。あと、保育所と

か放課後児童クラブの時間の延長の部分、就労時

間もあって、さらにちょっと延長できないかとい

う話が出されていました。これにつきましては、

人員確保であったり、いろんな状況がありますの

で、今後の検討課題として進めていきたいという

ふうに考えているところであります。あと、除雪

の関係では、いろいろそれぞれの立場から意見が

出された状況であります。これにつきましても高

齢者の除雪サービスであったり、建設水道部との

連携によって全てが住民のニーズに応える、軒先

までの除雪というのはこれは限界がありますので、

できる範囲の中でしっかりとした体制を進めてい

く、そういったことで計画の中でも反映をしなが

ら対応していきたいというふうに考えております。

審議会の中でも地域包括ケアシステムの関係に

ついての御質問が出されています。これについて

は、この間も議会の場等でもいろんな御意見出さ

れていますけれども、ＩＣＴの活用による連携を

強化しながら、しっかりとした介護サービス等の

必要になった方への情報を共有しながら適切な、

円滑なサービス提供ができる、そういった環境づ

くりについてという御質問がありました。これに

つきましては、計画のとおりまだ具体的なＩＣＴ

の部分のところには検討中ということでなってい

ませんけれども、これも鋭意今ワーキンググルー

プの中で検討を進めながら、早期に連携ができる

仕組みづくりを構築していきたいという、そうい

ったことで進めています。全ての意見がすぐでき

る、実現可能という状況でもありませんけれども、

そういった意見というのはしっかり受けとめなが

ら、今後いろんな作業、施策を推進する中で少し

でも前進できるように対応してまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私のほうからＫ

ＰＩのお話と、それからいただいた御意見に対し

ての球はどこにあるのだというお問い合わせいた

だきましたので、その部分についてお答えをさせ

ていただきますけれども、まずＫＰＩにつきまし

ては数多くの主要施策、全般的なお話をさせてい

ただきますけれども、主要施策ごとにそれぞれ複

数のＫＰＩを今回初めて設定をさせていただきま

した。ここは、それぞれ総合計画を支える、その

下にある個別計画もいろいろございまして、その

中で使っているＫＰＩも使いながら今回は構成を

させていただいております。その中で根拠という

お話でしたけれども、なかなか明確な根拠をそれ

ぞれ持っているかというと、そういう部分ではご

ざいませんけれども、間違いなく厳しい施策につ

いてはこのような厳しい施策の中で現状を維持し
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ていくのだという部分であったりとか、その中で

もまだ上に行ける部分については高い目標を設定

したりとかという部分がございます。その部分を

全て審議会の中でＫＰＩ一つ一つ説明をさせてい

ただきながら、御理解をいただいて、今回中期計

画期間の目標値と設定をさせていただいてきたと

ころでございます。

それから、いただいた御意見に対してのどうい

う考えなのだという部分については、議員御指摘

のとおりこれまでなかなかそういった機会に我々

も注力してこなかったというのも正直反省点とし

てありましたので、ことしは広報の中でＶｏｉｃ

ｅという、声というコーナーをつくりながら時期

的にもうちょっと考慮しながら、除雪の部分につ

いては雪降るころに出してみたりとか、そういっ

た部分でなるべくいただいた意見の総体的な考え

方というのを返さなければならないということで、

一応行動は起こさせていただいております。そう

いった部分で当然まだまだ不足だろうという御指

摘もあるかと思いますけれども、そこは我々もや

はり今後引き続きいろいろな御意見を出していた

だける環境をつくらなければならないと考えてお

りますので、しっかりと研究して、より伝わるよ

うな手法を検討させていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） きのう何回も引用し

ますけれども、佐藤議員のほうからそういう市民

への対応、あるいは市民の声を検証する、あるい

は市民の力をおかりをするということなどを含め

て熱心に質疑をされていますので、その方向性に

ついてはもう共有できているのではないかと思い

ますけれども、今の室長のお答えを受けながら、

またしっかりその姿勢を見守っていきたいと思っ

ていますので、そしてＫＰＩの目標、基準は正直

言ってそれは項目によって違うのでしょうけれど

も、財源あるいはニーズ、そしてそれは４年後そ

れを超えるような最低の目標というふうに受けと

めていいのではないかと私は思っていますけれど

も、結果的にそうならない場合ももちろんあるで

しょうけれども、どれだけ汗をかいたかというこ

とが問われているのではないかと思っています。

そこで、岡村病院事務部長がおられますので、

先ほど市長からお答えいただきました、いわゆる

総合病院としての役割と今開業医の募集をして、

もちろん一般募集ではないですからいろんな情報、

そして個人情報たくさん入っていますので、汗か

いているようなことについては十分受けとめるこ

とができますけれども、結果としてなかなか実ら

ないという状況で、一定の時間もたっていますけ

れども、総合病院がそのかわりをせいというふう

には私も基本的には思っていませんけれども、市

立病院の総合病院あるいは風連の国保の診療所を

含めて役割は大きいのですけれども、今は地域ご

とに開業医の場所が市内、名寄地区ではそれぞれ

分散化をしておりまして、やっぱり赤石先生の拠

点あたり、北方面というのは重要な位置でもあっ

たと思っておりまして、それを想定をして市立総

合病院の開業医を新たに追加募集をしてふやして

おきたいということの想定はないのでしょうけれ

ども、いずれにしても開業医が実らなかったら、

そういうことも頭に入れた人材確保を役割として

は非常に大きいのではないかと思っておりまして、

それについて病院の部長としての今のイメージに

ついて市長から具体的な話なかったので、あえて

お聞きしたいと思っています。

もう一つは、この所管の関係の中ではきのう地

域包括ケアシステム、今システムと入れると何か

物をつくるような、あるいは構造的なことがあっ

て、担当の参事も地域包括ケアと言い切って、シ

ステムという言葉は少し抜いてでもわかりやすく

したいというふうにあって、その体制が不十分だ

というふうに私も指摘しては、副市長のお答えは

重点プロジェクト以上に、この事項非常に重要な

案件だということで姿勢が出されておりますけれ

ども、この地域包括ケアの関係では医療、介護、
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福祉、それからあとは本当に元気な人をどうする

かという、力をかりるかということとそれぞれあ

るのですけれども、役所の中に包括ケアあるいは

センターがあって、いろんな相談を受けたりして

常時キャッチボールしますけれども、医療の分野

も認知症の問題だとか、医療を抜きに語れない市

民の皆さんも多くおられますので、そういう市役

所本体と総合病院の市立病院との関係というのは

いろいろ電算化あるいはコンピューター上の個人

情報の統一の問題だとか、あるいは法的な担保の

裏づけの問題だとか、さまざまな課題があると思

うのですけれども、決してそれは市役所がやって

いることだという認識は毛頭持っていないと思い

ますけれども、現実に医療側として具体的な課題

等も恐らく、本当に気持ち一体となって地域包括

ケアに対応しなければならぬということですから、

ある面では経営上も含めて具体化しないと大きな

課題としてさらに負荷がかかるということも、現

実には専門職あるいは医療従事者の確保の問題な

んかもありますから、ちょっと今想定をしている、

頭の中にあることも含めてお聞かせをいただいて、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） ２点御

質問をいただいたということでございます。まず、

市立病院、総合病院としての役割と、それから開

業医の関係ということでございます。これまでも

お話に出てまいりましたとおり、地域医療構想、

これは全国的に進められているということでござ

いまして、それはもう役割分担を明確にして、こ

の人口減少にマッチした病床数、医療機能をそれ

ぞれの地域ごとで相談して決めてくれというのが

地域医療構想ということでございます。今調整会

議が定期的に開催をされて、目指すべき姿という

ところに落ちつくようにということで、北海道で

は２１の医療圏ごとに進められているということ

でございますが、地域ごとに濃淡はあるかという

ふうに考えております。名寄の場合ですと、この

上川北部２次医療圏の中では名寄市立病院が果た

す役割というのは、これは急性期、センター病院

として救急から急性期、そして慢性期の医療をや

られている病院、施設等へしっかりつないでいく

ということになるということでございます。そう

いったことでございますので、開業の先生方がい

なくなりますと、特にこのところですとインフル

エンザが急激に拡大をするというような状況にな

ってきますと、どうしても予防接種ですとか、で

きるだけ早く先生にコンタクトをして治療を開始

したいというようなケースのときに、やはり窓口

が多くあるということは大切なことだというふう

に思っています。先ほど議員のほうから市内の地

域的な医療機関の配置ということもございました。

赤石先生のところで担っていただいた中央部分、

北側ということになりますでしょうか、そちらの

方面には三愛病院さんがございます。東の方面に

は東病院がございますというようなことで、風連

地区には診療所という、まだ一定の地域的な機能

を保たれているかというふうに思いますが、先ほ

ど申し上げましたとおり窓口はたくさんあってい

ただいたほうがやはりありがたいということでご

ざいますし、ことしの市立総合病院の外来の動向

からしますと、外来患者数は増加傾向にまた転じ

ているということでございます。特に内科系の医

師につきましては、この１０年の間に相当数の医

師が増員されてきました。これは、配置のお願い

をして、それに御理解をいただいて、旭川医科大

学を中心に派遣をしていただいているということ

でございますから、当時１０年前の開業医の皆さ

ん方を合わせた医師数よりも内科医師数は市内的

には多くなっているということでございますので、

先ほど市長が申し上げましたとおり総合診療科を

立ち上げてカバーできるような体制も組んできた

ということでございますし、いわゆる専門医、ど

の専門診療科にコンタクトしていいのかという部

分もそこが振り分けるというような機能も担って、

開業の先生方が減った部分をカバーしてきている
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ということでございます。

包括ケアの部分でいきますと、医療の部分でい

きますとやっぱり市立総合病院が中心的役割を担

うところは当然あるということでございますし、

医療機関との連携が求められるということでござ

いまして、地域医療連携室の職員体制の充実をこ

の間図ってきているところでございます。残念な

がら入職、退職という部分もございまして、まだ

十分な人数に達してございませんが、新年度での

採用者も内定もかけて増員を図るということでつ

くっております。また、それを包括ケアシステム

の中でどうやって生かしていくのかということに

つきましては、今ポラリスネットワークのために

つくってありますシステムが最近のシステムでい

きますとスマートフォンにメンバー登録をして、

いわゆるラインというようなシステムと同じよう

なシステムが開発をされております。そういった

ものの普及、導入というものが全国的に今求めら

れているということもありますので、そういった

システムの導入については調査検討も進めており

ますし、そうしたものに対応できるプラットホー

ムは市立総合病院としてはつくり上げてあるとい

う状況にあるということでございます。したがい

まして、今後の中ではそうしたＩＣＴの活用とい

う部分が少ない人材で包括ケアをやっていくとい

う部分においては力になっていくものというふう

に考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

以上で基本目標Ⅱ、市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりについて質疑を終了いた

します。

次に、基本目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさ

しく快適で安全安心なまちづくりについてを審議

いたします。

説明を求めます。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、基本

目標Ⅲにつきまして、１３本の主要施策で構成を

されておりまして、それぞれ市民部、消防、総務

部、建設水道部となりますが、一括して私から説

明をさせていただきます。

議案１２ページからということでございます。

まずは、Ⅲの１、環境との共生についてです。現

状と課題では、新エネルギーの活用、省エネルギ

ー推進を図り、地球温暖化防止に向けた取り組み

に対する市民意識の醸成と実践が必要となってお

ります。また、霊園、墓地、火葬場については老

朽化が進んでいることもあり、計画的な整備が必

要となります。

中期計画からの方向では、環境問題に対する総

合的な施策を引き続き推進するとともに、管理し

ます霊園等の適切な維持管理を行ってまいります。

成果指標といたしましては、名寄市が管理する

公共施設における二酸化炭素排出量の削減を指標

として掲げております。

次に、Ⅲの２、循環型社会の形成についてです。

現状と課題では、大量生産、消費、廃棄の社会構

造となっていることから、３Ｒ運動を基本とした

官民一体となった取り組みが求められています。

また、依然として不法投棄が後を絶たないことか

ら、環境美化に対する意識の向上に対する取り組

みが必要となってございます。

中期計画期間の方向ですが、市民と地域が連携

して行う事業への助成と環境美化についての啓発

などを引き続き実施するとともに、廃棄物処理施

設の安定的な運用が図られるよう適切な維持管理

と整備に向けた協議を進めてまいります。

成果指標として、循環型社会の形成を進めてい

く観点で、リサイクル実績、地域や団体で実施す

る集団回収事業、またボランティア袋配布枚数を

掲げております。
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次に、Ⅲの３、消防についてです。現状と課題

では、住宅用火災警報器の未設置世帯に対して早

期設置を促すなど、住宅防火対策の推進が必要と

なっております。消防車両の更新につきましては、

計画を立てて取り組んでおりますが、特殊かつ高

額な車両であることから、定期的な整備、点検、

更新年度の延期等も含めた検討をする必要がござ

います。

成果指標につきましては、住宅用火災警報器の

設置率を現在の８５％から１００％までに引き上

げることを掲げております。

次に、Ⅲの４、防災対策の充実についてです。

この現状と課題については、自然災害に備えるた

め、減災の考え方を基本とする対策や国が示した

水防災意識社会再構築ビジョンに基づく取り組み、

災害対応設備などの充実が必要であります。

中期計画からの方向性では、市民の防災知識及

び意識の向上など、確実な避難行動が行われるよ

う平常時からの取り組みを継続するとともに、災

害に備え、防災機器の整備更新を図るとともに、

関係機関との連携強化及び関係者の研修を充実し、

地域防災力の向上に向けた取り組みを推進します。

主な成果指標では、自主防災組織の設立団体数

について、出前講座などを活用しながら毎年度１

町内会での設立を目標に支援することを掲げてお

ります。

次に、Ⅲの５、交通安全についてです。現状と

課題では、運転免許保有者の減少や自動車の安全

設備等の進歩により交通事故の発生は減少傾向に

あります。しかし、高齢者の事故が目立つなど以

前とは状況が変化しており、事故防止につなげる

ための道路環境の整備、また街頭啓発や広報活動

による官民一体となった交通安全運動を推進して

いく必要がございます。

中期計画期間の方向ですが、関係機関と連携し、

さまざまな世代に向けた交通安全教育活動や街頭

啓発、道路交通環境の整備を推進してまいります。

成果指標として、交通安全意識の普及啓発の観

点から、街頭啓発や交通安全教室、関係団体と連

携した交通安全活動の機会促進、また交通事故発

生件数の抑制を掲げております。

次に、Ⅲの６、生活安全についてです。現状と

課題では、人口減少の社会の中で犯罪が多様化す

る中、安全で安心して生活できる社会形成が求め

られております。関係機関と連携した情報収集や

提供と地域ぐるみの防犯活動が大変重要です。ま

た、空き家等適正に管理されていない物件が増加

してきており、地域社会に悪影響を及ぼさないよ

う所有者に対する効果的な啓発が必要となってご

ざいます。

中期計画期間の方向性ですが、引き続き防犯意

識の向上を図る取り組み、また名寄市空家等対策

計画に基づいた具体的な施策について計画的に推

進してまいります。

成果指標としては、空き家等の実態把握及び特

定空き家等除却支援件数を掲げております。

次に、Ⅲの７、消費生活の安定についてです。

現状と課題では、消費トラブルや特殊詐欺、とり

わけ高齢者を狙った悪質事業者の勧誘など後を絶

たないことが課題であります。

中期計画期間の方向性では、対策のためには適

切な消費者情報の提供、消費者生活講演会、各種

セミナー、出前講座の開催など啓発活動を充実さ

せます。あわせて消費生活センターの機能充実に

向け、体制の充実強化、相談員のスキルアップを

図ることが必要となります。

成果指標では、消費生活相談件数、セミナー、

講座などへの参加者数、相談員のスキルアップに

つながる研修会など参加、受講などを指標として

ございます。

次に、Ⅲの８、住宅の整備についてです。現状

と課題では、少子高齢化の進展に伴い、居住人員

と住宅規模のミスマッチや住環境や不良ストック

の改善が課題となっているほか、民間住宅の耐震

化など安全、安心な住環境の確保が課題となって

おります。
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また、中期計画期間の方向性では、予防保全な

ど日々の修繕や状況に応じた改修や整備を計画的

に進めるとともに、住宅相談や耐震化の情報を提

供しています。

成果指標では、公営住宅の管理戸数では２８年

度末の管理戸数を設定し、長寿命化計画に基づき

整備を進めていく中において、用途廃止による解

体が進み、平成３４年度における管理戸数は７７

６戸となり、１２３戸減の予定でございます。公

営住宅の整備戸数につきましては、以前の長寿命

化計画の計画のスタート時から整備戸数が平成２

８年度で２１４戸であり、３４年度までには１８

１戸を整備し、目標値を３９５戸と設定してござ

います。

次に、Ⅲの９、都市環境の整備についてです。

第２次計画策定時に持続可能なコンパクトシティ

ー化について検討することとしました部分につき

ましては、都市計画マスタープラン見直し及び立

地適正化計画策定として作業を進めてまいります。

また、美しい市街地の形成、公園管理整備事業と

して街路灯のＬＥＤ化及び公園の計画的な改築に

ついては引き続き進めてまいりたいと思っており

ます。街路灯のＬＥＤ化につきましては、既に防

犯灯のＬＥＤ化を実施し、このほか街路灯や交通

安全灯などの照明などを計画的に整備をし、全体

２０１灯のうち全体の７５％を更新するものと

計画しております。公園施設長寿命化計画の進捗

につきましては、計画にのっとりまして遊具の更

新等を行っており、成果目標として３１年から３

４の４年間で９公園を実施することとし、全体で

２２公園の整備を完了しようとするものでござい

ます。

次に、Ⅲの１０、上水道の整備についてです。

現状と課題では、現在平成３５年を目標として風

連地区及び自衛隊駐屯地への送水など第２期拡張

事業に取り組んでいます。緑丘浄水場、風連浄水

場、そして施設、そして水道管の耐用年数を超え

たものが多く、耐震化の対応を含め課題となって

ございます。

中期計画期間の中では、経営戦略に基づき効率

化、健全化の取り組みを進め、安全、安心な水道

水を提供するため、計画的な改修維持に努めてま

いります。

主な成果指標では、配水管新設設備及び老朽管

更新整備、さらには浄水場取水施設の整備や改修

等計画的に行い、平準化を図ることを掲げてござ

います。

次に、Ⅲの１１、下水道・個別排水の整備につ

いてです。現状と課題では、名寄下水終末処理場、

風連浄水管理センターも機器の更新、さらには老

朽化した管渠についても計画的な施設更新をし、

効率的な維持管理が必要となってございます。郊

外の合併浄化槽の普及は、現在約７０％程度とな

っており、快適な生活環境保持のため、普及率の

向上に取り組むことが必要となってございます。

中期計画期間の方向性では、現在昨年度から本

年度まで２カ年で公共下水道ストックマネジメン

ト計画を策定中で、これに基づき個別排水処理施

設の整備と連携した総合的な整備を推進してまい

ります。

主な成果指標では、長寿命化計画に基づき管渠、

処理場施設の改築、不明水対策による水処理経費

の低減、汚泥処理経費削減のための有機肥料への

活用、郊外農村地区の合併浄化槽の普及率の向上

を掲げてございます。

次に、Ⅲの１２、道路の整備についてです。こ

れまでは、市街地内の未舗装道路の舗装を主眼に

進めてまいりましたが、舗装済みであるが、老朽

化した舗装道路や古くなった橋梁の補修、そして

この地域の冬の安全を守る上で欠かすことのでき

ない道路の除排雪とこの除排雪体制を維持するた

めの大型機械の更新等計画的な事業の継続が必要

であると考えております。

成果指標では、道路整備の成果目標について幹

線道路の整備、市街地、郊外地の道路整備、とも

に目標値につきましては計画期間である３１年度
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から３４年までの道路計画の合計延長としてござ

います。橋梁の補修計画につきましても中期計画

期間の橋梁長寿命化計画において予定している実

施予定橋梁数として目標値を１４橋としてござい

ます。除雪機器の更新も同様に計画どおりに進め

てまいりたいと思います。

最後となりますⅢの１３、地域公共交通につい

てです。現状と課題では、人口減少や交通体系の

多様化により鉄道やバスの利用者が減少していま

すが、子供や学生、高齢者や自動車免許を所有し

ない方の移動手段を確保することが必要であり、

鉄路においては遅延や運休が多発しているほか、

安全、安心な公共交通としての定時制の確保が求

められており、地域の実情に応じた生活路線の確

保が必要でございます。

中期計画期間の方向性では、宗谷本線活性化推

進協議会や地域公共交通活性化協議会などが中心

となり、地域公共交通の重要性を認識するととも

に、路線の現状維持に向けた取り組みを推進し、

利用者の増加に向けた事業者との自助努力とあわ

せて、利用促進対策を推進します。

主な成果指標では、バス利用の促進については

風連御料線、コミュニティバスなど市内運行バス

６路線の平成２９年度利用者数を基準とし、３４

年度時点においても２１万人の利用水準を維持す

ることを指標としております。地域公共交通活性

化協議会での見直し検討を行うなどの中で目標達

成に取り組んでまいります。具体には、名寄地域

公共交通網形成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達成に向け取り組んでま

いります。

以上、私からの説明とさせていただきます。

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。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） Ⅲの４、防災対策の

充実についてお伺いいたします。

中期計画期間の方向性の中に災害発生に備え、

防災機器の整備、更新を図るとともにという言葉

があります。この中期計画４年間の中で具体的な

実施計画の中に盛り込まれているものということ

で、ちょっと確認をさせていただきたいと思いま

すので、この中身についてお伺いいたしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時０８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） 今具体的な防災機器

の更新というお話ですか。議員協議会で資料とし

て添付をしました個別の事業名の中には、防災機

器ではないのですけれども、防災対策の充実とい

うようなことでハザードマップですとか、あるい

はそれぞれ避難所への案内看板ですとか、浸水の

レベルの表示板ですとか、そういったものの整備

を今後していこうという計画にはしております。

具体的な機器等については、今後一部スピーカー

の関係ですとか、あるいは備品、貯蔵品の関係で

すとか、そういったものについて少し考えている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した内容につきましては、以前からお聞かせいた

だいている中身でありますので、それについては

実施計画の中にも盛り込まれているというふうに

思うのですけれども、９月６日のブラックアウト

の状況も踏まえて、市民の方から災害、かつての

水害に対するものについても情報を広報車で広報

されたときに聞こえにくいということ、それから

情報を得ることについて一定程度示されている状

況をさらに改善していくことに対する要望も聞こ

えてきている中で、中期計画期間の方向性の中に

防災機器の整備、更新という言葉がありますので、

この点について中期計画の中でさらに盛り込まれ
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ていくのかなというふうに考えるところでありま

す。この点について再度御質問させていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今具体的に９月６日

というようなお話ございましたけれども、逐次こ

れは防災関係につきましてはしっかりと住民の安

全、安心を守るという立場ですので、今ここに来

年からということのしっかりとした明記はありま

せんけれども、これまで９月６日の停電時におけ

る市民の皆さんの要望ですとか、そういったもの

もしっかりと今後も踏まえまして対応はさせてい

ただきたいというふうに思っていますが。

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） 地域の状況を考えた

ときに、やはり高齢世帯、ひとり暮らしの方もふ

えている中では、情報を正確に素早くキャッチし

たいという声についてはもう当たり前のことだと

思っていますので、その点にかかわっての整備を

進めていただきたいという声があるということは

もう御承知の上であると思いますので、求めて終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） それでは、２点お伺

いをしたいというふうに思います。

まず、Ⅲの１の環境との共生というところで、

事業に関する資料の中で次期処理施設の整備の検

討ということで、３４年までずっとゼロの予算づ

けというふうになっておりますけれども、他の老

朽化した施設はまだやるかやらないか、いつやる

のかというのが決まっていないので、ゼロでもい

いのかなと思うのですけれども、これはおおむね

自治体間の合意もできて、やろうということが決

まっている中で、タイムスケジュールがほぼもう

組まさっているのかなと思うのです。いつアセス

をやらなくてはいけない、いつ基本設計、実施設

計というのがおおむね決まってきているのかなと

いうふうに思うのですけれども、この予算づけの

中で入っていないのは、最終的に名寄市がお金を

支出するのは起債を償還するときになって初めて

発生するのか、あるいは本当は設計の段階でも名

寄市として組合のほうに払っていかなくてはいけ

ないのか、そこら辺の仕組みもちょっとお伺いし

たいのと、あわせて財源なのですけれども、現在

どういった財源を求めようとされているのか、そ

こら辺の状況についてもお伺いしたいなというふ

うに思います。

もう一点は、Ⅲの４の防災対策ということだっ

たのですけれども、ことし本当にブラックアウト

という経験をいたしまして、これが冬だったらど

んなことになったのかなというふうにぞっとする

思いではあるのですけれども、これから北海道電

力は、このブラックアウトという今までドラマで

しか考えられなかったようなことが現実となって

しまいました。こういった中で北海道電力は、こ

れらに対する対策というのをとっているのではな

いかというふうに思います。とっていながらも、

自治体として備えなくてはいけない部分というの

もあろうかというふうに思いますので、北電とし

てどういうふうにこれからブラックアウトを起こ

さないような対処をしていくのか、そこら辺を自

治体としてもしっかり情報を入手した中で適切な

備えをするということが必要になってくるかなと

いうふうに思うのですけれども、今後そこら辺北

海道電力とのやりとりだとか、状況の聴取だとか、

そういったことを行う考えがあるのかどうなのか

について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） 私から前段の衛生施設

事務組合における御質問でありますけれども、大

きく３点、タイムスケジュールの関係、それから

財源のスキーム、そして特財、ちょっと関連があ

りますので、一括のお話になるかもしれませんが、

当然想定されている財源としては環境省の特財あ

るいは防衛省の特財ということを今想定しており
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ますけれども、これどちらも枠がある程度決まっ

ておりますので、他市町村の動向を見ながらとい

うお話になるかもしれないと思っております。そ

れから、それぞれ交付金につきましては補助率今

明確にはお伝えできないのですけれども、補助率

が違うということもありますので、これタイムス

ケジュールにもかかわってきます。枠が十分余り

そうなところを狙うというようなお話もあります

が、それと同時に老朽化している施設をいかに早

く対応していくかという、この２つテーマを両方

とも適切に処理していかなければならないという

状況にあるということです。ですので、タイムス

ケジュールについては、まだ流動的なところがあ

りますので、明確には申し上げられませんが、こ

の施設は当然ながら環境アセスメントあるいは周

辺調査等の時間も相当とらなければならないとい

うことがありますので、改めてここのタイムスケ

ジュールについては情報交換あるいは情報の収集

を密にしながら、できるだけ早目に確立していき

たいと思いますけれども、他市町村とのお話もあ

りますので、そこも丁寧に進めなければならない。

他市町村とのお話、丁寧にというのがやはり財源

問題であります。大まかに言いまして起債の償還

に対して立てた後に負担金としてお支払いするも

の、それかあるいは建設時にそれぞれの市町村で

借りてそれを負担金として持つもの、それと両方

のミックス、いろんな手法があると思います。こ

れは、それぞれの市町村の財政状況あるいは計画

によって変わりますので、ここが一番大きな課題

かなと思っておりますし、使う交付金によりまし

ても起債の償還ベースがまた変わってくるという

事態も想定されますので、改めてここは少しだん

だんかたまってはきておりますけれども、それぞ

れの市町村と連絡を密にしながら進めていきたい

と思います。ちょっと分割してお話しできればい

いのですけれども、それぞれ絡んでいる問題であ

りますので、一括してお答えさせていただきまし

た。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 東議員のほうから今

回の停電の関係で北電との情報交換なり進める考

え方あるのかということの御質問かと思いますけ

れども、今現段階で具体的に北電のほうと直接私

どもがお話をするような機会というのはちょっと

まだ考えてはいません。ただ、北海道段階におい

ては一定程度北電と知事なりがホットラインを結

ぶですとか、北電自体が道内の今回のブラックア

ウトを受けまして、本州のほうからの通電ですと

かというような、そんなような状況も情報として

は持っているところでありますし、あわせて市長

会としてはたしか要望等を出して、北電のほうに

も要望を出していたのかなというふうにちょっと

記憶をしております。ただ、議員の御質問の名寄

市としての北電との情報交換というところにつき

ましては、単独ということはまだちょっと考えて

いません。ただ、今後言われたように冬期間にお

ける長期間にわたる停電というのも想定はされる

と。北電のほうも一定程度いろんな努力をされる

ということはもちろんあるのでしょうけれども、

ただそういったことも想定をされるということで、

北電との情報交換について今後具体的に近隣の市

町村も含めまして少しどういうふうに進めていっ

たらいいのか検討してまいりたいというふうに思

っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ごみの新しい処理施

設については、そのようなことでさまざまな補助

金をこれから模索をしていこうということで、ぜ

ひ最も有利な形で進むように求めていきたいなと

いうふうに思っております。

それと、環境アセスに時間がかかるというふう

なお答えをいただいたのですけれども、想定され

る建設場所というのは今の炭化施設のすぐ近くに

建てられるというふうにお考えなのかどうなのか、

そういった場合に今の旧名寄市の焼却施設との関
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係ですとか、そういったものとの協議ですとか、

どの程度進んでいるのかについてお伺いをしたい

なというふうに思います。

それと、北海道電力との協議についてなのです

けれども、私一応高校は電気科出ていまして、そ

ういったことからそういう関係する同級生だとか

いろいろいて、少しずつ情報交換をしたりだとか、

教えてもらったりだとかすることというのはある

のですけれども、やはり市民の皆さんは正しい状

況を情報として知りたいのではないかというふう

に思うのです。これから北海道電力はどういう対

応をするから、ここまでは大丈夫だけれども、こ

こから先が危ないのだよと。では、そこに対して

備えましょうというふうな、私は行政としてもそ

ういう説明ができたほうがいいのではないかとい

うふうに思うのです。そういった意味から、北海

道電力といろいろ話し合いをしていただいて、正

しい情報を得ていただいて、それを市民にお伝え

する、そして正しく危険を予防して、安全を確保

してもらう、そういった取り組みが必要ではない

かなというふうに思いますので、再度その件に関

して答弁を求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 次期施設の建設位置の

お話でありますけれども、名寄市でつくりました

基本構想では、その位置を想定して今のところ建

てかえるということを想定してのつくりにはなっ

ておりますが、例えば浸水想定域だとか、そうい

うものを考慮すると果たしてそこでいいのか、そ

の部分でまた事業費のかさ上げ等も出てくるとす

ると、どういうような説明ができるのかも含めて、

想定はしておりますが、その位置でまだ確定とい

うわけではございません。

それから、もう一つ、今名寄市の持っている焼

却の煙突等の後処理につきまして、これは交付金

あるいは補助金との絡みが出てまいります。跡地

の中でそこをやると、何らかのストーリーのもと

でそこはやっぱり補助金の対象、交付金の対象と

いうこともできますけれども、なかなかこれはス

トレートボールではいかない問題だと思っており

ますので、経費もかかりますので、それぞれの市

町村はもとよりさまざまな上級官庁との情報交換、

意見交換もしながら、これは慎重に進めていく必

要があると思っております。いずれにしろ、次期

中間処理施設、ごみだけでなくて衛生センターの

ほうもかなり老朽化進んでおりますので、組合の

ほうとしてもこれかなり大きな課題抱えていると

いうことで話が出ておりますので、改めてここは

意見交換、情報交換密にしながら進めてまいりた

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） しっかりやっていきたい

と思います。大分９月以降も北電さんのほうもい

ろんな事後処理の関係で社内もいろいろばたばた

していたというふうにもお聞きをしておりますの

で、一定の鎮静化も図られたというふうに思いま

す。北海道電力さんは民間企業ですけれども、改

めて電気というのは公共的なインフラであるとい

うことも鑑みると、議員がおっしゃるようにお互

い情報をしっかりと交換をして、不測の事態にど

ういう役割をそれぞれが果たしていくのかという

ことを話すのは非常に重要なことだというふうに

思いますので、できる限り早急にそういう対応を

とっていきたいと。そしてまた、できる情報は公

開していきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 水害が万が一起こっ

た際に今の場所ではどうなのかという議論もやは

り必要かなというふうに思いますので、そういっ

たことも十分含めて、慎重な中にもなるべくスピ

ード感を持って進めていただきたいというふうに

思います。経験のある専門的な知識を持った方か

らいろいろお話を伺うと、やはりなるべく早くあ

れは更新したほうがいいなという方の意見もお伺

いすることもございますので、慎重に、そしてス
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ピーディーに、ぜひ中間処理については進めてい

きたいと思います。市長の答弁もいただきました

けれども、ぜひそのような形でお願いしたいと思

います。

以上です。

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） 以上で基本目標Ⅲ、自

然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なま

ちづくりについて質疑を終了いたします。

次に、基本目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりについて審議いたし

ます。

説明を求めます。

臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それでは、基本目標

のⅣ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあ

るまちづくりにつきまして御説明を申し上げます。

お手元の資料では、１９ページから２１ページ

にかけて記載がされてございます。基本目標のⅣ

につきましては、６本の主要施策で構成されてお

りまして、主要施策１から順に御説明をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

初めに、主要施策１、農業・農村の振興につい

て申し上げます。現状と課題につきましては、農

業情勢が変化する中で農畜産物の安定生産と収益

性の高い農業の確立や高齢化、担い手不足へ対応

するため、多様な担い手の育成が必要です。また、

農業、農村の多面的機能の発揮や食育の推進や有

害鳥獣への対応が必要となってございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

第２次農業・農村振興計画を基本にＪＡを初め関

係機関、団体と連携をし、本市の特色である多様

な農畜産物の生産維持、持続可能な農業経営の促

進や担い手の育成と確保を目指すとともに、豊か

な農業、農村の構築を目指します。

成果指標といたしましては、新たに就農する農

業後継者、新規参入者を合わせた新規就農者数を

年間１４人、平成３４年度の１頭当たり平均生乳

生産量を ３０６キロとすることなどを目標とし

てございます。具体的には、第２次農業・農村振

興計画などに基づき基幹産業である農業の持続的

発展、豊かな農村の構築に向けて努めてまいりま

す。

次に、主要施策の２、森林保全と林業の振興に

ついて申し上げます。現状と課題につきましては、

林材価格の低迷などを背景といたしまして、森林

所有者の施業意欲の減退や高齢化が進んでいるた

め施業の集約化が必要となってございます。市有

林におきましては、伐採適齢期を迎える森林が増

加するため、計画的な伐採と植林が必要となって

います。また、民有林では補助事業などを活用し、

計画的に整備を進める必要がございます。さらに、

森林づくりの中核を担う林業従事者の育成、確保

も必要となっております。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

森林経営計画に基づき補助事業を活用しながら森

林の適正管理を推進するとともに、市有林、民有

林一体となった森林認証の取得など林業振興を目

指してまいります。

成果指標といたしましては、平成３４年度の森

林作業員就労人数を３０人、市有林皆伐面積を伐

採適齢期の森林面積増加に対応するため、年間２

０ヘクタールとすることなどを目標として定めて

ございます。具体的には、名寄市森林整備計画に

基づき森林環境の適正管理と森林が有する公益的

機能が発揮されるよう努めてまいります。

次に、主要施策の３、商業の振興について申し

上げます。現状と課題につきましては、消費者ニ

ーズの多様化、後継者不足などにより中心市街地

は空洞化が進行しております。既存商業者の廃業

増加が見込まれる中、創業の支援制度の補完、拡

充が必要であることから、市内金融機関などとの

連携強化を図り、中小企業などの経営実態に即し
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たきめ細やかな支援制度の検討が必要となってご

ざいます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

にぎわいがある魅力的な商店街づくりや事業者の

経営基盤の強化などの取り組みを推進します。経

営の安定や設備投資を促すために中小企業などの

経営実態に即した市融資制度の整備を推進してま

いります。

成果指標といたしましては、市の創業支援事業

を活用した創業件数を４年間の累計で５件、店舗

支援事業を活用した店舗の新築などの件数を同じ

く４年間の累計で２５件とすることなどを目標と

して定めてございます。具体的には、商業者など

の経営基盤の強化を図るため、名寄市中小企業振

興条例に基づく各種支援策の充実、商工団体の機

能強化などに努めてまいりたいと考えております。

次に、主要施策の４、工業の振興について申し

上げます。現状と課題につきましては、企業立地

に係る国や道の支援制度は幅広いことから、行政

と商工業支援機関が積極的に情報の収集を行い、

企業誘致や起業につながるよう継続した情報発信

を行う必要がございます。また、若年技術者が不

足していることから、技能者育成に係る支援制度

の見直し、拡充も含めた対策を今後も関係機関や

団体と協議検討していくことが必要でございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

新しい技術や製品開発力の向上に取り組める環境

整備、企業支援、育成を図るとともに、地域の特

性を生かした企業誘致を推進してまいります。

成果指標といたしましては、先ほどの商業の振

興で掲げた創業支援事業を活用した創業件数を再

掲としているほか、本年度より新たな支援策とし

て取り組んでおります先端設備等導入計画の認定

事業者件数を４年間の累計で１０件とすることな

どを目標としてございます。具体的には、地場企

業の育成や経営の安定を図るため、名寄市企業立

地促進条例や名寄市中小企業振興条例に基づく支

援制度を充実するとともに、企業誘致に向けたＰ

Ｒ活動などに努めてまいります。

次に、主要施策の５、雇用の安定について申し

上げます。現状と課題につきましては、過疎化の

進行や人口減少、景気の低迷が続く中、求人倍率

は回復の傾向にありますが、業種ごとにアンバラ

ンスが生じており、非正規雇用、正規雇用の労働

条件改善に向けた取り組みを進めるとともに、従

業員などの研修事業への派遣や技能労働者の育成

を行うことが必要です。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

人材育成、労働条件の向上を目指すとともに、関

係機関と連携しながら人材、雇用の確保に関する

支援を行い、地元就業と定住促進を推進してまい

ります。

成果指標といたしましては、平成３４年度の新

規高卒者の管内就職率を５ ７％とするとともに、

季節労働者数を３５５人とすることを目標として

ございます。具体的には、新規学卒者の就職支援

と定着化や若年者の離職防止、中高年齢者や障が

い者の就労支援と通年雇用化などに努めてまいり

ます。

最後となりますが、主要施策の６、観光の振興

について申し上げます。現状と課題につきまして

は、観光の拠点として交流人口の拡大や地域の活

性化を図ってまいりましたが、観光施策は多様化

する観光ニーズに十分対応したものではなく、観

光関係組織の連携、観光客の受け入れ環境の整備、

各種イベント内容の見直しなど既存の環境を充実

させていくことが必要でございます。

中期計画期間の方向性についてでありますが、

観光振興計画に基づき既存観光資源の保全、受け

入れ態勢の充実を目指します。また、観光の振興

につきましては、地域を活性化させる大きな効果

が期待されるため、広域での連携を強化するとと

もに、市外からの観光客の誘致促進を推進してま

いります。

成果指標といたしましては、名寄市観光振興計

画の最終年度であります平成３３年度の観光入り
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込み客数を６１万 ０００人とするとともに、外

国人観光客宿泊数を ６３５泊とすることを目標

として定めてございます。具体的には、名寄市観

光振興計画に基づき広域観光の推進やスキー場な

どの整備、ホスピタリティーを充実させ、インバ

ウンドとあわせ通年観光による観光客誘致に努め

てまいります。

以上、基本目標のⅣについての説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議くださいますようお

願い申し上げます。

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。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、基本目標

Ⅳの１、農業・農村の振興についてお伺いをした

いと思います。

ただいまⅣの１の農業・農村の振興の関係で現

状と課題と中期計画期間の方向性ということで御

説明をいただきました。また、具体的な成果指標、

平成３４年度までの目標値という部分で４点につ

いて指標が定められていますけれども、具体的に

この中期計画期間の方向性という中では、農業・

農村振興条例及び第２次農業・農村振興計画に基

づき今関係機関、団体と連携しというふうにあり

ますけれども、４つの指標を達成するためにどの

ような取り組みをしていこうとしているのか、少

し具体的な取り組みについて御説明をいただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 具体的な取り組みと

いうことでいただきました。Ⅳの１の農業・農村

の振興については、今山田議員からあったように

４つの成果指標を設けさせていただいたというこ

とであります。いろんな目標はあるのだと思いま

すけれども、代表的なものとして設けさせた４点

ということです。

まず、新規就農者数の関係についてであります

けれども、これは現状の農業、農村の大きな課題

の一つが担い手の確保ということがあります。後

継者の就農はもとよりでありますけれども、新規

参入も含めた後継者の確保が必要だろうというこ

とで設けさせていただいた項目ということであり

ます。ここについては、過去の実績を踏まえて目

標を定めさせていただいたということであります

が、今後とも新規就農者への支援策があったり、

担い手に対する支援策がありますので、ここをし

っかりと周知、ＰＲを図りながら優秀な後継者を

確保していきたい、そのような考え方をしており

ます。

また、１頭当たりの、酪農については今外圧の

影響などもあって経営体の強化が強く求められて

いる状況にあります。議員も御存じのように、酪

農家は今随分大規模化が進んでいるということで

ありまして、そこの一つの目安になるのが生乳の

生産量ということであります。特に今経営形態の

強化ということでは、畜産クラスター事業が進め

られておりますけれども、その中で地域の一つの

目標として１頭当たりの生乳量、この数字で頑張

ろうということ、目標そのものはちょっと高いの

かもしれませんけれども、皆さん生産者も含めて

ここに一歩でも近づけるように頑張りたいという

ことでありますので、そういった目標を設定させ

ていただきましたし、個々の頑張りとあわせて畜

産クラスター事業の推進も含めて推進していきた

いと、このように考えるところでございます。

次に、法人経営体の関係についてであります。

この関係については、今後の農業のあるべき姿の

一つとして個別農家ではやはり限界があるだろう

というのがありますので、法人経営体の育成とい

うのが必要だろうということで考えているところ

であります。ここについては、現状２９年度２２

の法人経営体がございますので、一個でも多くの

法人化を進めたいという思いも込めて法人化の経

営体を目標として設定をさせていただいたと。な

かなか取り組むのは、経営者の皆さんが主体とな

っているということで、私たちがどういう役割を
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果たせるのかについて、これは日々私ども勉強さ

せていただいているところですが、今回の総合計

画策定のときの市長との団体との意見交換の中で

は、まず情報が足りないのだというところがあり

ましたので、私どもの当面の役割とするとそこの

情報をどう提供できるのか、失敗の事例も含めて

ぜひ紹介してくれというような、そんな生産者の

声もありましたので、それらの声に応えていく中

で法人経営体育成をしていきたいなというふうに

考えております。

最後に、食育の関係についてですが、これは経

済部ということに限らずに庁内でもさまざまな部

局で連携をさせていただきながら取り組みを進め

ているところでありますし、山田議員も食育の関

係の組織の代表をされているというふうに伺って

おりますけれども、各団体の皆さんの御協力もい

ただきながら今後とも進めていきたいということ

であります。それぞれの団体の取り組みをしっか

りと情報共有しながら、尊重してそれぞれが役割

を果たしていくというのもありますし、今不足し

ているのかなと思うのは具体的に各団体が連携し

て何ができるのか、ここについてもう一歩踏み込

んで検討していく必要があるのではないかと思っ

ておりますので、ここについては今後の課題と受

けとめていますので、ぜひ食育の協議会もありま

すので、その中で検討し、この目標達成に向けて

進めてまいる、そのように考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁いた

だきましたが、特に酪農の関係で１頭当たり平均

生乳生産量を３４年度までにこの数値まで目標と

したいということで、特に畜産クラスター事業の

話部長から今ありましたけれども、実施事業の関

係の中でも新規で登載されています。ゼロ事業の

関係はいろいろほかの議員とのやりとりの中で理

解しますけれども、今後検討していかれるのだと

いうふうに思います。部長からも一部お話ありま

したけれども、特に今酪農業の関係の方々、規模

拡大という部分も含めて、また労働力不足という

のが本当に顕在化してきている状況であります。

主にこの地域の酪農業というのも家族経営が主体

の部分も、一部法人化にしているところもありま

すけれども、依然家族経営が主体ということで、

どういう形で労働力不足を補っていくか、またや

はり生乳生産を効率化、また拡大していくかとい

う部分が非常に課題になっているという部分、当

然部長も御認識だというふうに思っています。

そんな中では、昨日総括質疑の中でも若干触れ

られていましたけれども、ＪＡ道北なよろのほう

から農業施策に関する要望というのも当然行って

いるかというふうに思いますけれども、畜産クラ

スター事業を活用した哺育育成センターの設立に

向けて今ＪＡのほうでも具体的に協議が始まって

いるという中で、事業の関係もありますので、行

政にもぜひ協力いただきたいというような内容で

の要望もあったかというふうに思います。畜産ク

ラスター事業、今回新規事業として登載されてい

る中では、当然その中にも哺育育成センターの設

立検討という部分で表記がなされている部分もあ

りますので、行政側としてもそういった部分への

協力体制も含めて設立に向けての検討も今後具体

的に進めていくお考えがあるのだというふうにこ

この部分では私も受け取っておりますけれども、

そのあたりの考え方について改めてお答えをいた

だければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 山田議員のほうから

今哺育育成センターについての考え方ということ

でいただきました。言われるように、今回資料２

として実施計画事業に関する資料というのをつけ

させていただいております。これの８ページの中

段あたりに畜産クラスター事業ということで、新

規で事業を設けさせていただいたということであ

りまして、その事業内容の③のところに今言われ

たように哺育育成センターについて検討していく
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必要があるということで記載をさせていただいた

ところであります。畜産クラスター事業そのもの

は、国の事業、補助事業ということでありまして、

これが実は毎年度国の当初予算ではのらないで、

補正、補正で対応されてきているという部分があ

るのとどの程度国で採択されるかわからないとい

う部分もありますので、ここはゼロでのせさせて

いただいておりますけれども、基本的に国の補助

金を使って支援するところについてはローリング

を通じながら、ここにしっかりと掲載をしていき

たいなというふうに思っているところです。

哺育育成センターのところについては、先ほど

山田議員もありましたけれども、個別の酪農家が

経営体として大きくなってきているという状況で

あります。この大きくなっていくときに恐らく分

業化をしていくということが１つ必要になるのだ

と思います。その一つの姿が今農協が検討してい

る哺育育成センターということで、個別の酪農家

さんについてはある意味粗飼料の確保と搾乳、牛

から乳を搾る、ここに特化をすると。それで、労

働力の軽減も図られるのと畜舎にも限りがありま

すけれども、そこにやっぱり乳を搾れる牛を一頭

でも多く入れるということが経営体として所得に

つながるということでありますので、そこの分業

化が１つ必要だろうということであります。行政

としてもこの哺育育成センターの設置については、

地域として必要な事業だろうという認識をさせて

いただいているところであります。現在農協を中

心に運営体ですとか、設置場所ですとか、その事

業の内容について検討されているというふうに伺

っておりますし、一部聞いている部分もあります

けれども、まだ確定ではないということでありま

す。行政としてどのようなかかわりができるかに

ついては、その内容が、制度がまさに、それにあ

わせて我々のほうとしても考えていきたいという

ふうに思っておりますので、御理解いただければ

と思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） お答えいただきまし

たけれども、部長おっしゃるとおり哺育育成セン

ターの設立が今検討されている中で、やはり効果

としてはいわゆる育成牛の一元管理を行うという

ことですから、簡単に言うと酪農家の皆さんが本

当に生乳生産に、搾乳に特化できるという部分。

ですから、そういった部分では先ほど冒頭御説明

いただいた３４年度までの１頭当たりの平均生乳

生産量 ３０６キログラムという部分の目標達成

にもやはりこの事業がつながっていくのだという

ふうに思いますので、今まで酪農家さんと話す中

でもどうしても酪農家、酪農業に対する支援とい

うものがこれは全般的になかなか少なかったので

はないかというような御意見も聞く中では、今回

のそういった事業を活用したという部分になって

きたと思いますけれども、大きな経営改善も含め

て効率化、また規模の拡大、そして経営の安定に

とつながっているのだというふうに思いますので、

中期計画の期間の方向性という中でやはり関係機

関、団体と連携しという部分ではしっかりＪＡと

連携をしていただいて、具体的な今協議していく

中では酪農家さん総意での意向も受けている中で

は一日も早く設立したいという考えで進んでいる

ということでありますので、そのあたり情報共有

もしていただいて、行政としてもいろいろな部分

でバックアップしていただきたいと思いますし、

ここは名寄市畜産クラスター協議会との連携とい

うのがやはり必要になってくるのだというふうに

思いますので、そのあたりの体制も今後整えてい

ただきたいというふうにお願いをしておきたいと

思います。お答え等あればお受けして、終わりた

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） ここは、また適宜議

会にも報告をさせていただきながら、市としての

対応については検討させていただきたいと思いま

すが、今山田議員が言われたように今回哺育育成

センター事業の成功の鍵の一つは生産者の皆さん



－116－

平成３０年１２月１８日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

が一丸となって取り組めるかというところがある

のだと思っています。酪農家さんはどうしても個

別の経営体が大きいので、どちらかというと個別

に考える傾向が強かったのですけれども、今回の

事業については生産者の皆さん、酪農家の皆さん、

本当に一丸となって市にも要望いただいています

けれども、そこがバックにあるというのは私ども

も大きな力になるというふうに思っていますので、

議会とも相談させていただきながら、市としての

対応について検討させていただきたいと思ってい

ます。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） １点お伺いしたいと

思います。

商業の振興というところで、住宅改修事業、こ

れが継続事業となっていただいたのは大変よかっ

たなというふうに思っておりますけれども、さき

に新聞報道にもありましたけれども、今後の考え

方について今考えていることについてお知らせを

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） 住宅改修事業の考え

方ということであります。これは、先般の所管の

委員会の中でも現段階の内容については説明をさ

せていただいたところですが、１２月の市長の行

政報告の中でも報告させていただいておりますが、

基本的に現状の住宅改修に係る補助の対象ですと

か補助の水準についてはそのまま継承していきた

いというのが一つの考え方です。それにあわせて

さまざまな政策課題がありますので、政策課題に

ついてその中に取り込めるかどうか、今その検討

をさせていただいているという状況にあります。

これに当たっては、市民の皆さんからのアンケー

ト調査ですとか、あるいは実際に工事を施工され

た事業者の皆さんからの声を今聞かせていただい

て、内部で検討して、できれば近いうちに方向性

についてはお知らせできるような機会を持ちたい

なと思っておりますので、御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひそのような形で

お願いしたいと思います。

このことに関しましては、比較的小さい業者さ

んだとかが大変仕事を確保するのにも有利な制度

で、そういった面では非常に雇用にもつながって

いるなというふうに思って見ておりますので、ぜ

ひ続けていただきたいというふうに思うのと近年

名寄のまちの全体をちょっと見回してみたときに、

共同住宅や個人の住宅がほとんど地元の建設会社

の旗が立っていないなと。それは、予算や決算で

もいろんなデータを出してもらっていますので、

それでも明らかになってはいるのですけれども、

本当に特に共同住宅なんかはほとんど地元が担え

ていないのかなというふうに思っております。こ

ういう状況がずっと続いていっていいのかなとい

うふうな、ちょっと疑問というか、不安というか、

方向性がどうなのだろうなというふうに思うので

すけれども、例えば市民からの要望の中だとか、

庁内の議論の中で、そこまで広げるとかなり大が

かりなことにはなってしまうのかなというふうに

思うのですけれども、他の自治体ではそういった

共同住宅に関してもやはり我がまちで担おうとい

うふうな考え方をもって制度化されている自治体

もあるようでございますので、そういったことの

議論経過等があればちょっとお知らせをいただき

たいのとそういうことに関する考え方についてお

話しできる範囲で結構ですので、お伺いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の住宅改修等推

進事業の見直しに当たっての検討の中では、さま

ざまな部局にも入っていただきながら、これまで

になかった政策課題の解決にもつながらないかと

いう、そんな視点で実は検討させていただいてお

ります。その中の一つには、今東議員が言われる

ように地元事業者が特に新築等の受注機会が減っ
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ているのではないかという議論もさせていただい

ているところであります。ここは、各事業者さん

からの聞き取りなどさせていただいているものが

ありますけれども、１つこの事業のスケジュール

的に考えたときに、４月１日からのスタートとい

うのが必要だろうというのがあって、まずそこに

は住宅改修のところについては切れ目のない事業

として実施をしていきたいというふうに考えてお

りまして、そこを受けて早い段階で市長の発言と

してリフォームのところについては継続をするの

だということでお話をさせていただいたというこ

とであります。

新築のところについて申し上げますと、確かに

事業者さんからも新築があるといいねというお話

について伺っているのは事実でありますけれども、

４月１日までに事業効果とか含めて十分コンセン

サスが得られるのかというと、ちょっと時間的に

足りないのかなというところもありまして、まだ

結論は出ておりませんけれども、４月１日からの

切れ目のない事業スタートとすると新築を４月１

日からすぐスタートできるかどうかについては、

そこの実施の有無も含めてですけれども、判断す

るには少し時間が足りないのかなと今思いもして

いるということで、あくまでも経過ということで

御理解いただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 答弁をいいただきま

して、４月１日からはなかなかちょっと制度設計

上も難しいのかなというふうなお話をいただきま

したけれども、全体を見回したときにこれまでは

ずっと思っていたのですけれども、一般住宅とい

うのは建設業者さんはずっと継続してきちっとつ

くってもらいたいなというふうな思いが実はあり

ました。特に北方圏の名寄という厳しい環境の中

の住宅というのは、地元の人たちが一番その環境

をわかっていて、住みやすい家を建てられるのか

なというふうにも思っておりましたので、できれ

ばそういう技術の継承というのをしっかりと担っ

ていただきたいというふうに思っていたのですけ

れども、近年はなかなか、やはり価格の競争のせ

いなのか、そこら辺がまだちょっと私は原因がど

こら辺にあるのかがわからないのですけれども、

余りにもよそから来られて建てられるというパタ

ーンが多いなと。できればそういうことを解消す

るためになよろっぽい家づくりの会というのもい

ろいろ活動していただいているのですけれども、

再度そこら辺何か要因はどこにあるのかだとか、

要因を探った中で何か行政として対策がないのか

だとか、そういったことをこの制度に絡めていた

だいてもいいですし、ちょっと別の項目でも結構

ですけれども、やっぱりこれは技術の継承と雇用

ということも考えられますので、今後ぜひ検討し

ていただければありがたいなと思いますけれども、

考えをお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 実は、先週末になよ

ろっぽい家づくりの方がちょうど定例の会議とあ

わせて忘年会もあったようですけれども、その前

の会議に出席をさせていただきました。そこで、

私も実は初めてだったのですけれども、本当にざ

っくばらんな意見交換をさせていただきまして、

リフォームに係るところはもとよりですけれども、

皆さんの考えについても限られた時間の中でした

けれども、聞かせていただいたつもりです。これ

については、非常に私も有意義な意見交換だった

と思っていますので、今後も続けて意見交換しま

しょうということでその場は終わっております。

今言われたところも含めて、行政として施策を打

つことも大切なのですけれども、それが効果的に

なるのは、効果を発揮するのは今東議員が言われ

たところがやっぱり課題があるのかというところ

についてもここは明らかにして、そこをどうカバ

ーできるのかということが必要だと思いますので、

ぜひ意見交換の中からそういった点についても調

査あるいは検証していきたいと思っておりますの
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で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） お伺いいたしますけれ

ども、この項目でまだ質疑を予定されている方は

いらっしゃいますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） それでは、以上で基本

目標Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力の

あるまちづくりについての質疑を終了いたします。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

なお、議会運営委員会開催のため暫時休憩をい

たします。

休憩 午後 １時００分

再開 午後 １時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

次に、基本目標Ⅴ、生きる力と豊かな文化を育

むまちづくりについて審議いたします。

説明を求めます。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、基本目標

Ⅴについて説明させていただきます。

基本目標Ⅴについては、９本の主要施策で構成

されており、健康福祉部、市立大学、教育部にま

たがりますが、私のほうから一括して説明させて

いただきますので、よろしくお願いします。

まず初めに、基本目標Ⅴの１、幼児教育の充実

についてですが、現状と課題では子ども・子育て

支援新制度に基づく施設運営移行に伴い、幼児教

育の提供体制の充実が図られておりますが、質の

高い幼児教育を保障するためのさらなる体制の充

実が必要となっています。また、支援が必要な園

児に対して就学する小学校と発達支援機関が連携

していくことが必要です。

中期計画期間の方向性では、施設運営に対する

支援、体制の充実、全ての園児の小学校教育への

円滑な接続、移行に向けた取り組みを進めるとし

ております。

成果指標では、支援が必要な乳幼児の幼児教育

受け入れ施設数、特定教育の必要量の確保、幼児

教育、保育における小学校への接続人数をそれぞ

れ増加させることを掲げております。具体的には、

民間特定教育、保育施設への運営支援など名寄市

子ども・子育て支援事業計画に基づき取り組んで

まいります。

次に、基本目標Ⅴの２、小中学校教育の充実に

ついて説明いたします。現状と課題につきまして

は、知、徳、体の調和のとれた子供の育成のため、

授業改善や体力づくりの取り組みが必要であり、

また信頼される学校づくり、さらに危機管理体制

の確立や学校施設の保全が必要となっています。

このため中期計画における方向性では、きめ細

やかな教育の提供、地域とともにある学校づくり、

教職員の資質向上、危機管理体制の確立と学校施

設の補修、改築事業を進めるとしております。

成果指標では、全国学力・学習状況調査、全国

体力・運動能力調査の結果が毎年度全国平均以上

になることを目標とし、あわせて学校運営協議会

を全小中学校に設置することを掲げております。

具体的には、名寄市学校教育推進計画などの計画

を基本としながら、各種施策を推進してまいりま

す。

次に、基本目標Ⅴの３、高等学校教育の充実に

ついて説明いたします。高等学校教育においては、

少子化の進行に伴う中卒者数の減少などから、市

内高校での１間口削減が示されています。高校進

学者数に見合った募集定員の確保、生徒の希望に

沿った学ぶ環境の整備など、地域の実情を考慮し

た適正規模の高校配置が必要です。

このため中期計画における方向性では、生徒の

希望に沿った学ぶ環境の整備や地域の産業を支え
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る人材育成などが重要なことから、学科や学校の

再編のあり方、有効な支援策などを検討しながら

進めるとしております。

成果指標では、高校生資格取得支援者人数を成

果指標の一つとしていますが、目標値を２００人

としているところです。

次に、基本目標Ⅴの４、大学教育の充実につい

て説明いたします。現状と課題につきまして、大

学施設の整備については大型の施設整備は終了し

たものと考えておりますが、２号館、恵陵館や３

号館、本館など既存施設の老朽化が進み、修繕や

維持管理経費が年々増加傾向にあるのが大きな課

題となっております。また、本学は質の高い専門

職を養成することはもとより、さまざまな面で地

域貢献が求められております。平成２８年に設置

したコミュニティケア教育研究センターにおいて

専門職の継続教育及びスキルアップを目的とする

セミナーや研修会、公開講座の実施などリカレン

ト教育の推進に取り組んでいるとともに、学生ボ

ランティアの派遣も行っており、今後もこれらの

取り組みを継続する中でこの地域で安心して暮ら

せる環境づくりに取り組んでまいります。

中期計画における方向性では、１つ目として施

設及び設備の整備、充実を推進すること、２つ目

として地域貢献の取り組みをさらに進めること、

加えて学生が卒業した後もこの名寄市に定着する

よう取り組みを進めるとしております。

成果指標では、卒業生の地元定着に係るものと

して卒業生の市内就業者数とミニジョブカフェの

２本、地域貢献に係るものとして公開講座、リカ

レント講座の２本を掲げております。本学として

は、これらの施策を推進し、成果指標にある目標

値達成に向け取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの５、生涯学習社会の形成に

ついて説明いたします。現状と課題については、

ライフスタイルの多様化や地域教育力の低下など

から、市民が積極的に学び、社会参加する環境づ

くりが必要となっています。図書館など老朽化し

た社会教育施設が多いことから、改修など施設整

備に向けた検討が必要です。また、天文台や北国

博物館は交流人口の拡大や研究施設としての役割

を担っていく必要があります。

このため中期計画における方向性では、市民が

将来にわたって主体的に学べる環境の充実や社会

教育施設の整備に向けた検討を進めます。また、

市立天文台などを活用した市内外への情報発信や

交流事業を進めるとしております。

成果指標では、市民講座への参加者数、各社会

教育施設の利用者数増を目標値として掲げており

ます。具体的には、名寄市社会教育推進計画や第

３次名寄市子どもの読書活動推進計画などの計画

を基本としながら、各種施策を推進し、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、基本目標Ⅴの６、家庭教育の推進につい

て説明いたします。現状と課題については、子供

の生活習慣や思いやりの心を育む家庭教育力の低

下が指摘されており、学習機会や親同士の情報交

換の場つくりが必要となっています。また、子育

て家庭の孤立や地域教育力の低下が指摘されてい

ることから、家庭、地域、企業が一体となった教

育力の向上を図っていく必要があります。

このため中期計画における方向性では、家庭や

学校、地域などの連携、協力体制を構築し、地域

力向上のための取り組みを進めるとしております。

成果指標では、家庭教育学級で実施する事業へ

の参加者数、各種講座等への参加者数の増を目標

値として掲げております。具体的には、市内に幼

稚園で実施している家庭教育学級への支援を各種

交流事業などを実施しながら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、基本目標Ⅴの７、生涯スポーツの振興に

ついて説明いたします。現状と課題については、

市民ニーズに対応するためスポーツ施設の改修な

どが必要となっています。また、子供たちの体力

低下などが指摘される中、指導者の確保などジュ

ニア選手の育成システムの構築が必要です。さら
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には、スポーツによる交流人口の拡大を図ってい

く必要があります。

このため中期計画における方向性では、本市の

特徴を生かしたスポーツの推進、またスポーツに

よる地域振興や交流人口の拡大を進めるとしてお

ります。

成果指標では、スポーツイベントへの参加人数、

ジュニア選手の全国大会出場者数、合宿入り込み

人数の増などを目標値として掲げております。具

体的には、冬季スポーツ拠点化事業などの各種施

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、基本目標Ⅴの８、青少年の健全育成につ

いて説明いたします。現状と課題については、少

子化による子ども会活動の低迷などから、子供た

ちの体験交流活動の充実が必要となっています。

また、子供たちを犯罪から守るために地域全体で

の見守り体制を構築するなど安全体制が求められ

ています。さらには、児童センターの老朽化や児

童クラブの利用料金の格差など、検討を進めてい

く必要があります。

このため中期計画における方向性では、子ども

会育成連合会と連携した子ども体験・交流事業を

進めます。また、教育相談体制、児童館など子供

たちの居場所づくりの充実、児童センターの施設

整備などについて検討を進めるとしております。

成果指標では、子ども体験・交流事業への参加

者数、各施設の利用者数、登録者数の増を目標値

として掲げております。具体的には、子ども・子

育て支援事業計画などがありますので、これらの

計画を基本としながら各種施策を推進し、成果指

標にある目標値達成に向け取り組んでまいります。

次に、基本目標Ⅴの９、地域文化の継承と創造

について説明いたします。現状と課題については、

ＥＮ―ＲＡＹホールなどを拠点とし、関係団体な

どとの連携、協働による発表や鑑賞機会の充実が

必要となっています。また、本市の歴史や文化財、

郷土芸能について、各種展示会などの普及活動や

次世代への継承など調査や保存などに取り組んで

いく必要があります。

このため中期計画における方向性では、文化施

設を核として市民が文化芸術に親しむ環境づくり

を進めます。また、文化財の保護や郷土芸能の継

承に向けた支援を進めるとしております。

成果指標では、芸術鑑賞事業での来場者アンケ

ートによる満足度や市民文化祭事業での出展及び

出演団体数を目標値として掲げております。具体

的には、舞台芸術劇場実行委員会など各種団体と

連携しながら、芸術鑑賞事業を推進するなど、成

果指標にある目標値達成に向け取り組んでまいり

ます。

以上、私からの説明とさせていただきます。よ

ろしく御審議をお願いします。

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。

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） ３点ほど質問させて

いただきたいと思います。

１点目です。Ⅴの２にかかわりまして、小中学

校教育の充実にかかわるところで、実施計画の心

の教室相談員配置事業についてであります。昨日

も重点プロジェクトにかかわっても質疑も出てお

りましたけれども、この中期計画に掲載されてお

ります事業費１２０万円というのは、これは今ま

でと同様の心の教室相談員の配置の事業費であろ

うというふうに判断いたします。以前から子供た

ちの不登校、それから現在のさまざまな状況に対

応するところでの支援が必要であるという話が出

ていることから、この部分につきましては小学校

での配置等も話題に上ってきているところであり

ます。中期計画としてこの部分についてさらに取

り組みを進めていく必要があると思いますが、こ

の考え方について質疑させていただきます。

２点目です。Ⅴの３のところ、高等学校教育の

充実についてであります。この中期計画、来年度

から４年間の計画でありますので、この期間の中
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で名寄市内にある２つの道立高校が具体的にどの

ように変容していくのかということについては、

関係者のみならず地域の人たちの大きな関心事に

なっていると思います。この点について少し中身

について質疑させていただきたいと思いますので、

現在わかる状況についてお知らせいただきたいと

思います。

最後、３点目です。Ⅴの９のところ、地域文化

の継承と創造についてであります。成果指標の中

にあります市民文化祭事業のところの成果指標、

５０団体がそのまま４年目も５０団体というふう

に掲載されていると思います。これは、数字的に

変わりがないということでありますので、今現在

達成されているところを４年後も団体数を落とす

ことなく継続していくというふうな受けとめ方を

すればいいのかなというふうに思いますけれども、

同じ数を成果指標として掲載されたところの考え

方についてお伺いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、１点目の心の

教室相談員の関係でございます。実施計画事業に

掲載をさせていただいておりますけれども、この

事業につきましては３中学校に相談員を配置する

という事業でございますけれども、近年各学校に

おいていじめですとか不登校、いろんな問題がさ

まざまにまざり合ってといいましょうか、進化を

していっている状況にございます。大変相談員の

活動といいましょうか、範囲も広くなってきてい

るのだろうなというふうに考えております。特に

また、小学校においても不登校傾向にある子供た

ちが増加傾向にあるということはデータ的にも出

てきてございます。今後の課題といたしましては、

中１ギャップのような問題について、やはり小学

校の段階から小中がうまく連携をしながら進めら

れるような相談体制というのも重要になるのかな

というふうに考えております。これについては、

いろんな場面で各委員さんからの御意見をいただ

いているところでございますし、それを参考にさ

せていただきながら、新たな制度設計ができない

のかなというようなことも含めて中期計画の中と

いいましょうか、早々に制度設計等も検討させて

いただければと思っております。事業費について

は特に触れませんけれども、考え方としてはその

ような形で進めていきたいというふうに考えてお

ります。

また、２点目の高等学校のあり方についてでご

ざいます。御承知のとおり３２年度、３２年にお

いては名寄産業高校で建築システム科と電子機械

科が一緒になって機械・建築システム科というこ

とで、４学級が３学級になるということでもう進

んできております。さらに、それ以降の中卒者数

の名寄市内、また上川北部の減少状況を鑑みます

と、さらに３３年から３７年の間に１学級減が必

要というふうなことが適正配置計画の中でも言わ

れております。現在そのような中で、名寄市とい

たしましては本年３月２８日に道のほうに意見書

というか、要望書を出しておりますけれども、そ

の中で先ほど議員御指摘のとおり名寄高校と名寄

産業高校の今後のあり方も含めて早い段階で道と

しての考え方も示してくれという話をさせていた

だいておりますので、そのようなことを道と道教

委の考え方も含めながら今後また検討していかな

ければならない案件と。中期計画にちょうどぶつ

かることになりますので、この計画の中でしっか

りと議論を詰めていければというふうに思ってお

ります。

また、最後の３点目です。地域文化の継承と創

造ということで、市民文化祭事業の参加者数です

けれども、５０団体が目標値としても５０団体と

いうことになっていますけれども、これにつきま

しては毎年参加される団体もかわってきていると

いうか、一部特定されてずっと通年、毎年参加し

ている団体もありますけれども、やはり年度によ

って若干５０団体より多かったり、少なかったり

ということもありますので、継続していろんな活
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動を通しながら、参加団体については現状維持と

いうような状況で進んでいくのかなというふうな

ふうに考えておりまして、目標値についても今同

じ５０団体ということで設定をさせていただいて

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） 心の教室相談員のこ

とにつきましては、小中連携の中で必要というお

話もありましたので、今後検討していただけると

いうふうに思っています。教育改善プロジェクト

委員会が設置されていて、そこでの成果も大きく

成果として捉えられる状況が生まれておりますし、

名寄市内から他の自治体に転任された先生方から

名寄市の教育改善プロジェクトの成果を感じると

いう声も直接伺う機会もある中で、この教育改善

プロジェクトが成果を上げるためには子供たちの

精神的な安定、学校に出てくることの安定という

ことがやはり大きくかかわってきますので、それ

については安心子育てプロジェクトも大きな重点

プロジェクトとしてうたっておりますので、ぜひ

とも前向きな御検討をお願いしたいと思っており

ます。改めて御答弁はいただきませんけれども、

それについては強く求めたいと思っています。

それから、高等学校のほうの件ですけれども、

体力のあるうちに道に要望ということで新聞報道

等見せていただいておりますけれども、なかなか

その中身について市民が議論に加わる機会が少な

いのかなというふうに思っております。突然とい

うイメージで受けとめられた方もいらっしゃった

中で、この総合計画中期基本計画の総括審議の中

でも対話的な取り組みですとか、市民との意見の

キャッチボールということ、多く言葉になってき

ております。その点にかかわりまして中期計画の

中でどのような市民理解といいますか、市民への

情報提供、要望等の吸い上げがされるのかどうか、

その点については再度御答弁を求めたいと思いま

す。

それから、文化祭の５０団体という成果指標に

ついては、数だけが問題ではないというふうな受

けとめ方もしたいと思っておりますので、中身の

問題ということで受けとめさせていただきまして、

５０団体、数が減らないようにということの目標

の中で成果を、それぞれの団体の方々の活動を支

えていただくその成果のほうに注目していきたい

というふうに思っています。

２つ目のことについてだけ御答弁をお願いしま

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） それでは、２点目の

高校のあり方についてでございますけれども、産

業高校の１間口減の結論を出した経過の中でも、

高等学校の在り方検討会議というのを開催させて

いただきながら方向性を生み出してきたという現

状もありますので、引き続き在り方検討会議の委

員の皆様ともやりとりをさせていただければと思

いますし、当然市民に周知可能な面につきまして

は周知をしていきたいと思っておりますけれども、

今後やはりハードの部分も含めてさまざまな問題

が出てくるのかなというようなふうに想定をして

おりますので、そのまま公表できるか問題もある

でしょうし、やはりなかなか難しい問題もあるの

かなというふうに今はちょっと考えておりますけ

れども、いずれにいたしましても地元の高校です

から、その方向性ということですので、市民の皆

様には可能な部分について積極的に情報公開をさ

せていただきながら進めていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 検討委員会での審議

は当然のことだと思いますし、代表の方たちは市

民の意見も吸い上げていただいていると思います

が、何分今の中学生ではなく小学生にとっても、

その保護者にとっても大きな課題になってきてい

ると思います。名寄の子供たちがきちっと名寄の
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中で将来につながる後期中等教育を受ける、その

ことを保障していくということにおいては、出せ

ないところもあるでしょうけれども、審議の経過

についてもしっかりと市民に公表していただくと

いうことについてお願いしたいと思います。これ

は御答弁結構ですけれども、お願いして、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

９の地域文化の継承と創造についての中なので

すけれども、名寄市史の編さんに向けての考え方

をお聞きしたいというふうに思っています。現状

と課題の中では、本市の歴史や文化財、郷土芸能

について云々と。市民の理解を深める取り組みの

充実が必要ですというふうになっています。さら

に、基本計画の中でも歴史や文化財の継承という

ことで、実現の方策として地域にかかわる歴史、

自然、文化にかかわる資料や文献をと。収集した

資料を活用した展示会や講座の開催などにより、

地域を知る機会を提供し、普及啓発に努めますと、

このように実現の方策が出ているところでありま

すけれども、今回中期計画の方向性の中では歴史

のところが触れられていないということで、前回

編さんされてから随分日がたっているのとこの間

旧名寄市、旧風連町と合併して大きな名寄市とし

ては、名寄市史上としては大きな事業に取り組ん

できた。このことがやはり歴史の中に残していく、

その作業が少しでも早く行われたほうがいいので

はないかというふうに考えていまして、この辺の

考え方についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時４０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） お待たせをしまして

申しわけございません。

大変大きな問題ですので、私も全然想定をして

いなかったのですけれども、ちょっと今調べさせ

ていただきますと、名寄市の市史、名寄市史と言

われるものにつきましては１巻目が平成１１年、

２巻目が平成１２年、３巻目が平成１４年と３巻

にわたって発行されているということで、非常に

壮大なものなのだろうというふうに思っておりま

す。また、風連町史につきましても平成１１年に

第２編が編さんされているということで今確認を

させていただきました。

市史編さんについてどのような考え方というか、

１８年に合併しましてもう１２年程度たっている

ということで、今後どのような形、どのようなタ

イミングで例えば名寄市史を発行する、それに向

けて編さん室、準備室みたいなものをつくってい

くという、形については今のところ今この場で答

えるということにはなりませんけれども、今後そ

のようなタイミングというか、時期が来ましたら

検討させていただければというふうに考えており

ますけれども、私が言っていいのかちょっとわか

りませんが、合併してある程度どの時期がいいの

かというのもあると思いますけれども、その辺も

含めて検討させていただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今河合教育部長のほう

からお話ありましたが、この市史編さんの作業に

ついては非常な労力をかけなければならないとお

聞きしております。前回名寄の市史についてであ

りますけれども、聞き取り調査もかなりの回数、

かなりの時間やらなければなりませんし、また中

にはデリケートな情報も入っておりますので、そ

の編集作業をどういう形であらわすかについて非

常に細やかな神経を使うという作業ということで

お聞きしておりますので、やることになりますと

大きな労力がかかるということでありますが、今
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河合部長がお話ししましたとおり、合併後もう既

に１０年以上経過している。また、北海道命名１

５０年ということで、何らかのタイミングを見計

らってやることが必要であるとともに、過去の情

報を十分知り得ている方とコンタクトをとらなけ

ればならないということも考えますと、そう遠か

らずこの作業は着手しなければならないかと思っ

ております。中期計画の中ではまだそこまで具体

的な議論出ておりませんけれども、今後ローリン

グなどを通じてこの議論は深めていきたいと思っ

ています。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、

膨大な資料を集めての市史編さんということだと

いうふうに思うのです。ですから、お聞きしたと

ころによると少なくても３年から５年くらいの準

備期間は必要だろうというふうに言われていまし

た。そういう年月をかけてつくられていく市史な

のですけれども、合併してその前の準備段階から

すると、だんだん日がたって２０年の月日がたっ

てくると、その当時のことが紙に書いたものは残

りますけれども、それぞれの携わった皆さん方も

１年ずつ年を重ねていらっしゃいますから記憶も

薄らいでくるというところでいえば、やっぱり早

目の計画ということが、いつ編さんできるかは別

としても、そういう準備というのは必要ではない

かなというふうに考えています。私も何回か合併

後の合併したことの研修でなくて……どういうふ

うなことがあったのかという振り返ることも必要

ではないかというふうに何度かお話をさせていた

だいてきましたけれども、そういったところも含

めてやはりきちっと形にしたものに残して、次の

世代の皆さん方に残していくことが今の私たちの

仕事かなというふうに思っています。今のお話、

やりとりを聞いていると、このことがほとんど議

題に上っていなかったのかというふうに今受けと

めたところでありますけれども、市長はその点に

ついてどのようにお考えで、今後どのような方向

性を持って取り組んでいかれるのかお聞きをして、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 部長と副市長から答弁さ

せていただきましたが、それぞれ旧風連、旧名寄

ともに２０年ぐらい前に開基恐らく１００年的な

ところを節目にこうした編さんをされたのかなと

いうふうに……違いましたか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 開拓、その１００年の節

目にそうした事業をされたのではないかなという

ふうに思います。改めて今約２０年ぐらいの経過

をしているということで、そのときに携わった方

もまだ御存命でいらっしゃる方も多くいらっしゃ

るということのタイミングだとか、やっぱり風連

と名寄の合併という本当に大きな出来事があった。

そのことのしっかりとした検証ではないですけれ

ども、そうしたことが何があったのかということ

をしっかり積み重ねて残しておくということは非

常に重要なことだろうというふうに受けとめまし

た。総合計画の議論の中ではなかなかそうしたこ

とは出てこなかったということでありますけれど

も、それぞれに思いはあったのかなというふうに

は思います。改めて議員から今そうした指摘とい

うか、御示唆をいただきましたので、副市長がお

話しされたとおりそう遠くない段階でどういう準

備ができるのかということをしっかりと内部協議

をさせていただいてというふうに考えますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 基本計画２２ページ

の２番の小中学校教育の充実についてお尋ねをし

たいと思いますが、前文があって現状と課題、関

連して実施計画が連動するわけなのですが、現状

と課題あるいは今後の方向性などについてはある

程度共有できますけれども、いわゆる相手が子供

であったり、家庭であったり、地域であったりと

いうことで、非常に大きな取り組みになります。
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この２２ページの現状と課題と中期計画の方向性

について読む限りでは、これを実践をしていくた

めにはもっと大きな課題が教育現場にはあるのか

なということで、その裏づけみたいなのについて

の問題意識は今までも一般質問等でやらせていた

だいていますけれども、少し抜け落ちているので

はないかなというふうに印象として強く持ってお

りまして、そういう問題意識が抜けているわけで

はなくて、恐らく記載漏れなのか、あるいはそこ

まで触れなくていいということなのか、言ってい

ることについては十分わかっているかと思います

ので、基本認識について改めてお尋ねをしておき

たいと思います。

もう一つは、これ小さいことですけれども、教

育全般にかかわることではないのですけれども、

実施計画に関する資料は議会決議ではないのです

けれども、来年からこれは全部に、名寄市全体に

かかわることですけれども、資料に来年５月から

いずれにしても元号が変わって、天皇陛下もかわ

るということの中で、今までこれからは記載を去

年総計の論議のときに西暦といわる元号の両方記

載でできればわかりやすくしていくということに

なっているのですが、実施計画のほうはスペース

の関係もあるのかもしれませんけれども、元号記

載だけ。平成、Ｈの３１、３２、３３、３４、こ

れはどっちにしても事実関係が明らかにもう示さ

れているわけだから、計画が議決された以降、訂

正文を市民にちゃんとつくるべきかなと。このま

まずっといくと矛盾も出てくるのでないかと思い

ます。これはささいなことですけれども、大事な

ことでもありますので、あわせて。これはそっち

になるかもしれませんけれども、２点についてお

伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、１点目の小中

学校教育の関係について私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。

計画案自体につきましては、コンパクトにとい

うことですので、全体的に私たちの思いというの

をそのままコンパクトにまとめて表現するという

のは非常に難しかったというのは１つございます。

ただ、教育問題については諸課題本当に山積して

いるという実感を持っていますし、学校力向上に

関してはやはりプロジェクト委員会ですとかで積

極的に進めていただいております。また、ハード

の部分についてなかなか思うようには進んでいっ

ていない状況もございますけれども、その反面や

はり南小学校ですとか、今回風連中央小学校のハ

ードが整備できたということで、着実に一歩一歩

ですけれども、前進しているのかなというふうに

考えております。また、先ほどありましたとおり

子供たちが楽しく健やかに学校に行けるようにと

いうことで、やはりいろんな教育問題、不登校で

すとかいじめの問題等もあります。そのような面

もいろいろ包含をされているのだろうと。多種多

様に問題はあるというふうに思っておりますけれ

ども、それにつきましては教育委員会総力をもっ

て取り組んでいきたいと思っておりますし、当然

教える側の教職員の関係の研修とあわせて働き方

の問題につきましても、働き方一つをとってお答

えをさせていただきますけれども、現在３回の委

員会を開催しながら、働き方改革に向けた改善策

といいましょうか、等について検討を進めている

という状況もありますので、総体の中で小中学校

教育を前進させていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 熊谷議員のほうから

来年５月１日以降元号変更ということで御意見を

いただきました。現在の議案としての形のほかに

冊子を出させていただくときに、今回の議員協議

会でお示しをした資料１のＫＰＩの部分と、あと

それぞれの個別事業の関係について、西暦も追加

をしながらという形で市民の皆さんにはお配りを

したいというふうに考えていますので、御理解を

いただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 後段の部分は、ぜひ

そのようになるかと思いますけれども、指摘だけ

させていただきたいと思います。

それで、前段のほうの課題は私聞き方、質疑の

仕方がまずかったかもしれませんけれども、いわ

ゆる一番最後にお答えをいただいた学校現場の話

が非常に抜け落ちていると。そして、字数をふや

せという話もそんなことも言っておりません。コ

ンパクトはコンパクトで結構ですけれども、ただ

課題と方向性が示されながらも、これらをこの向

こう４年間実践をして、知力、体力含めて上げて

いかなければならぬと。そして、実施事業の中に

も例えば学力の場合は全国平均以上とか、体力も

全国平均以上ということであえて数字は挙げてい

ないわけですけれども、いずれにしてもその目標

に向かっていくために一番大事なのが先生たちの

労働現場のことについて、働き方改革は今までも

何回も指摘をしていますけれども、一瀉千里で大

きな改善がされていないということで、ここがし

っかり土台なかったら、いろいろ課題や方向性が

出されていても大きく改善は、目標に向かって届

いていくというのはむしろさらに負荷をかけると

いうことになるので、そこら辺についてあえてこ

この時間、この時間に来てこう修正をということ

を求めたいところですけれども、改めて市長なり

教育長に認識を聞いた上でこの後の質疑をどうし

ようかというふうに思っていますけれども、その

ことを聞いている。

ハードのことは、金あるかないかという問題と、

ただオールゼロの表記はほかの目標にもあります

から、おおむねそれは理解しているのだけれども、

学校に関してはオールゼロではなくて、どの年度

にやるかということは向こう４年間の中でこれか

ら名中かとか限られてくるわけですけれども、こ

の４年間だと。そこは、最低の数字を押さえると

いうことは、きょう聞くつもりはなかったけれど

も、そう聞いたら答えたので、あえて再質みたい

な感じになりましたけれども、きょう私は前段言

ったのはそのことが一番重要だというよりも、学

校現場の先生たちの労働改善の、あるいは今国は

文科省やら自民党文教部会の中でもとりあえずい

ろいろ言っているから、夏休みシフトと平常の平

日を変形労働制度で何やらかにやらという話まで

話題で出てきて、本末転倒のような感じがします

けれども、いずれにしても現場は改善をされなか

ったら、せっかく目標をしっかり定めても届いて

いかないということになるのではないかと思いま

すので、教育長、市長、特に法律も変わりました

から両方にお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 前段に働き方改革の

働き方についてお答えをさせていただきたいと思

います。

なかなか実効のある取り組みができてはいない

のではないかということで、何度かにわたり議員

からも御指摘をいただいております。今回３回委

員会を開催したというふうに先ほど御報告をさせ

ていただきましたけれども、その中で本当の実際

の働き方をやっぱり把握しなければならないとい

うことで、実は９月と１０月の２カ月間、出退勤

調査を全教職員にさせていただいております。そ

の中で明るみに出てきたのが道で言っております

週６０時間以内の勤務ということを目指すという

ことになっていましたけれども、名寄でもやはり

実際換算すると６０時間以上になるという教職員

の割合が９月で１１％弱、１０月で１５％ありま

した。その方々が週６０時間以上勤務をしている

ということで、調査の中で明らかになってきたと

ころです。今後それをいかに削減をしていく有効

な手だてがどういう手だてがあるのかという、や

はり真剣に検討していかなければならないのだろ

うというふうに思っています。その一つとして、

校務支援システムの内容を精査していただいて、

やはり使いやすい、使い勝手のいいシステムはど

のシステムがいいのだというような内容の検討も
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今させていただいておりますし、そのほかにも長

期休業期間中の完全閉庁日の設定はもちろん当然

もうしなければならないと思っていますし、さま

ざまな例えば午後７時以降は電話等も受けないと

いうような、そういう実効のある取り組みがどの

ような取り組みができるのかというのも含めまし

て今後さらに委員会の中でも検討をさせていただ

いて、実効あるものにしていきたいというふうに

考えておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今熊谷議員のほうから

御指摘あった点についてでございますけれども、

一応総合計画の中の記述については、教育といえ

ども公教育でございますので、もちろん計画を立

てる際には子供の実態と教職員の状況についてき

っちり踏まえた結果の表現上なのです。ただ、総

合計画と教育のほうの計画、これに整合性を持た

せるには総合計画の１０年間の時期と学習指導要

領の１０年間のこれが統一できるように調整して

今回期を一にするような状況にしております。た

だ、一番最初に基本的な考え方として学習指導要

領の内容と、それから国の教育振興基本計画とい

うのがありまして、それに基づいて、また道の教

育推進計画というのがありまして、これにきちっ

と基づいて整合性をとりながら今回の第２次総合

計画の内容と連動させたということについては御

理解をいただきたいなと思います。

それで、我が国の子供たちの状況はもちろんで

すが、名寄市の子供たちの状況についてもしっか

り把握した上で、そこの総合計画の内容にもあり

ますように、まず１点目につきましては生きる力

を育成する教育の推進についてと書いてあると思

いますが、子供たちの生きる力を育むためには子

供たちに向き合う時間をしっかりと確保して、質

の高い授業や個に応じた重点的な授業によってこ

れからの時代に必要な資質能力を育成することが

極めて大切ということで考えておりますし、また

２つ目は特別支援教育について記述してあります

けれども、インクルーシブ教育の構築を目指す特

別支援教育の視点から、特別な配慮を必要とする

子供たちの自立と社会参加を目指してそれぞれが

持つ能力を最大限に育成していきたいと、そうい

う教育を進めていきたいということ。そして、３

つ目には、今大きな課題になっております地域と

ともにある学校の観点から、学校と地域の連携、

協働による社会総がかりの教育を実現すること、

いわゆるコミュニティースクールの実現について

推進していきたいということ。具体的に言います

と、こういうことを中心にして今後進めてまいり

たいと思います。当然名寄市の子供たちの実態を

しっかりと踏まえ、先生方の実態も踏まえて今後

進めていきたいと考えておりますので、御理解い

ただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 教育全般の問題につ

いては、名寄市だけの課題ではなくて本当に全国、

日本の社会全体の問題としてクローズアップされ

ておりまして、クローズアップされるというのは

当然のことで、今いる子供たち、これから生まれ

る子供たちが本当に日本を支えるという意味合い

では重要なエネルギーを注いでいかなければなら

ないわけで、教育長だけを、あるいは市長だけを、

そのことについて私も求めているつもりはござい

ません。ただ、与えられる現場にとって校長先生

が一番、そして教頭先生あるいは現場の先生皆さ

んが一番子供のことあるいは現場のこと、状況、

課題含めて知っているわけで、その働きやすい体

制をしっかり基盤があって初めて挙げられる目標、

課題について、できるだけ高い次元に引き上げて

いこうという、恐らく現場の先生たちも頑張って

いると思いますけれども、限界もあるということ

を何回も全国的に大きな社会的な事件も起きたり

していますので、改めてあえて私もこのことにつ

いて取り上げているつもりでいますので、十分そ

のことについても底辺に置きながらこの４年間推
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進をいただきたいし、力を注いでほしいのはやっ

ぱり現場の声、校長先生やら皆さん、学校の先生

たちです。声をしっかり常時聞きながら、一歩で

も二歩でも階段を上って、それこそ子供たちとし

っかり触れ合う時間を確保して質を高めるように

求めておきたいのですが、もう一度やっぱり市長

に、かつて働き過ぎだということで随分民間も含

めてこんな川柳が一時はやったのはもう記憶だと

思いますけれども、無理を言って無理をするなと

無理をさせるという言葉、気をつけてやりなさい

よと、頑張りなさいよと、余り無理するなよと言

いながらも無理させているという川柳も思い出し

ていただきたいと思いますけれども、今の教育問

題に限定して結構ですけれども、制度が少し変わ

りましたし、加藤市長の御見解もいただきながら

現状と課題、あるいは方向性の実践ができていく

ように願う立場で改めてお願いをしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今教育現場にかかわって

働き方改革と今回の目標設定の整合性についての

御議論だったと思います。改めて今教育長からも

お話あったとおり、このことについて実態も調査

をして、できることはやっていこうということで、

その働き方そのものの具体的な変更のあり方や地

域を巻き込んでできるだけそこの負担を減らして

いこうだとか、さまざまな、あとは教育部局だけ

でなくて市長部局でもやれることを共同でやって

いくことで仕事を減らしていく。いろんなやり方

をこれからも推進していくと、こういうことだと

思います。これは、教育現場だけでなくてもう我

々の役所の屋根下そのものの課題でもあると思っ

ていまして、人口は減っておりますけれども、し

かし行政ニーズというのはますます多様化してい

る。あるいは少子高齢化の中で、議員もよく言わ

れる高齢者福祉の多岐にわたるサービスの増加、

あるいはニーズの多様化という問題もあると。一

方で、そうしたことにかかわる財源というのは頭

打ちあるいは右肩下がりにどうしても見えてくる

中で、これをばかばかとサービスのニーズのとお

りに人をふやしていくということになると、これ

はもう行政そのものが成り立たないわけでありま

して、そこをいかに知恵を絞ってできるマンパワ

ーで、あるいは行政だけでない、いろんな方と協

調して、あるいはできるところは民間にお任せし

てとか、さまざまな手法でこの問題を解決してい

かなければならない。これは、教育現場だけでな

い、行政全体の問題として受けとめていくという

ことだと思います。

改めてそういう意味では、今回の総合計画にば

しっとはのっておりませんけれども、これから人

口が減っていく中でどうしても政策も色をつける

ところはつける、あるいは落とすところは落とし

て少し選択と集中をしていかなければならない。

そうした部分も場合によっては出てくるのかなと

いうふうにも思っております。改めてそのことも

含めて、こういうことを進めていきます、こうい

うことをあるいはやめていきますとか、こういう

ことを変えていきます、そうしたことをしっかり

市民の皆さんと一緒に議論をさせていただきなが

ら、市民の皆さんにもしっかりと行政にかかわっ

ていただく、参画をしていただく、その機運を高

めていくということが何よりも重要なことではな

いかなというふうに思っているところでございま

す。答えになったかちょっとわかりませんけれど

も、そうした思いでいるということで御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） ２点お伺いしたいと

思います。

９の地域文化の継承と創造というところで、問

題があるというわけではないのですけれども、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールの運営についてお伺いをしたい

と思います。これまで非常に多くの事業をこなし

てきていただいております。多分これは当初の予

想を大きく上回るものではないのかなというふう
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に思っております。そしてまた、ホールだけの運

営だけではなくて、アウトリーチ活動であるとか、

さまざまな文化を伝えていこうという活動をして

いただいているわけですけれども、総合計画の中

で記載がなかったのですけれども、特にこの４年

の間でこういう取り組みをしてみたいだとか、こ

のホールとしてここまで成長してみたいだとか、

何かそういうふうなお考えがあればお伺いしたい

というふうに思います。

２点目ですけれども、５の生涯学習についてな

のですけれども、天文台についてちょっとお伺い

をしたいと思いますけれども、この４年の間で多

分１０周年を迎えるのではないかなというふうに

思っておりますけれども、この１０周年に対して

何かお考えがあればお伺いをしたいなというふう

に思いますし、できれば１０年という節目を越え

てさらに何かの形で飛躍していただきたいなとい

うふうな思いでもおりますので、その辺に対する

考え方も含めて考え方をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ＥＮ―ＲＡＹホール

につきましては、文化芸術振興助成金等を活用し

ながら自主企画等、また貸し館業等をさせていた

だいておりまして、おかげさまで順調にといいま

しょうか、入場者数も経過しているという状況で

ございます。今後といいましょうか、先ほども申

し上げましたとおりアンケート調査でいろいろ毎

年ＥＮ―ＲＡＹホールに来ていただいた方々に調

査させていただいておりまして、その中でジャン

ルですとか、どのような企画が好評を得たですと

か、例えば市内外からの入り数がどうだったかと

いうようないろんなアンケートをさせていただい

ております。おおむね満足をいただいているとい

う状況もございますけれども、その数字に甘える

ことなく、今後もさまざまな活動、先ほどありま

したとおりアウトリーチ等も含めてしていきたい

なというふうに思っていますけれども、私個人的

にこういうふうにということは今ちょっと思い浮

かばないのですけれども、そのような形でアンケ

ートをもとに今後も引き続き市民、また市外の皆

さんからも愛されるようなホールづくりを目指し

ていければというふうに考えております。

それと、天文台の関係でございますけれども、

あちらに移って１０年、グランドオープンしてか

ら１０年になると思います。メモリアル的なとい

うこともあるのですけれども、今旧木原天文台の

模型等を作成して掲示してみようかというような

話を天文台の職員ともさせていただいております。

その辺も含めて１０周年といいましょうか、なよ

ろ市立天文台の新規開館１０周年等に向けて企画

を今後天文台の運営委員会ですとか、さまざまな

関係していただいている団体の方々もいますので、

その方々の意見等もいただきながら検討していき

たいなというふうに思っています。将来的にどの

ような形ということもありますけれども、一つ一

つ地道に進めていきたいなというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ＥＮ―ＲＡＹホール

についても御答弁をいただきまして、順調に進ん

でいて、事業数も当初より多分多くやられている

のではないのかなというふうに思います。これは、

主催事業だけではなくていろんな方が実行委員会

をつくったりだとか、そういった形の中で運営し

ていただけるのが形としては非常によいなという

ふうに思っておりますし、例えばポスターの掲示

の中で皆さん、こういう補助制度がありますので、

事業をやってみませんかなんていうＰＲもしてお

られて、やっぱりこういう方向はとてもいいなと

いうふうに思いますので、ぜひそこら辺は今後と

も進めていただきたいというふうに思います。

そこで、例えば当初の予定より事業が多くて、

私見ていると土日に皆さん働いているなというふ

うに見受けられるのですけれども、担当の職員、

それと事業量、ステージの上での事業量がこれだ
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けふえたということは受託をしているエフエムな

よろのほうも相当数作業量がふえているのかなと

いうふうに思っているのですけれども、そこら辺

の状況というのはどのように把握しておられるの

かお伺いをしたいなというふうに思います。

それと、もう一点なのですけれども、名寄市の

観光大使をしていただいているサックスプレーヤ

ーの深田さんという方が最近ちょっと名寄に軸足

を置くというか、月に１回ＦＭラジオに出演する

のだとか、いろいろ帰ってきてイベントをやって

おります。彼も相当おもしろい情報を持っており

ますので、今後何か企画をする際には何かの情報

交換をしていただけるとおもしろい、さらにちょ

っと違う企画もできるのかなというふうに思いま

すけれども、そこら辺の考え方についてもお伺い

をしたいというふうに思います。

それと、天文台についてはメモリアル的なこと

を考えておられるということで、今後の課題なの

かなというふうにも思っておりますけれども、そ

のように進めていただきたいと思います。決して

人数がたくさん来たから立派だということでは必

ずしもないのかもしれませんけれども、やはり担

当の皆さんはそこら辺は相当気にしておられるみ

たいで、一方で市民の皆さんも実は行ったことが

ないのだよねという方が結構いらっしゃるのです。

例えばうちの町内会の皆さん連れていくととても

喜んだりなんかするのです。北国博物館にも行っ

たことがない。天文台にも行ったことがない。連

れていくととても喜ぶ。ここら辺と生涯学習の中

でコースで回るような、何かそういうふうなこと

って考えられないのかどうなのか、ちょっと突拍

子もない質問なのですけれども、お答えをいただ

ければありがたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ＥＮ―ＲＡＹホール

の関係につきましては、委託の部分も含めてスタ

ッフに過大な負担がかかっていないかということ

なのですけれども、確かにかかっていないという

ことはないと思うのですけれども、やはり意気に

感じて頑張ってもらっているという言い方が適切

かどうかはちょっとわからないのですけれども、

かなり代休とか有休とかを使いながらうまく職員

同士が回しながらやっていただいているのかなと

いうふうに思っています。エフエムの委託に関し

ても貸し館業等でやっていただいていますけれど

も、その辺もちょっと担当のほうに状況等を聞い

てみたいというふうに考えております。

それと、深田さんですよね、サックス奏者の。

中学校３校で吹奏楽部が昨年でしたか、お世話に

なりました。ありがたく思っていますし、芸術ア

ドバイザーということで佐藤さんにもなっていた

だいていますけれども、そこはそこでいろいろア

ドバイスをいただきながら、新たな視点で深田さ

んとまた接点を持たせていただきながら、いろん

な情報を今後いただければなというふうに考えて

おりますので、その辺のことについてもちょっと

担当と検討させていただければと思っております。

天文台ですとか北国博物館の関係、名寄市内の

転入者については４月でしたか、いろんな名寄市

内の施設を見て、見学していただけるような取り

組みを広聴広報でやっていただいていると思いま

す。ただ、教育委員会としてそのような取り組み

は今までしたことがないのですけれども、新たな

取り組みといいましょうか、アイデアをいただい

たということで、担当を含めて今後検討させてい

ただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 前向きな御答弁をい

ただきまして、ぜひよろしくお願いしたいという

ふうに思います。意気に感じてというか、できれ

ばきちっと休みとって体壊さないように勤務をし

ていただきたいなと思いますし、委託を受ける側

にしてみると多分人数的にいうともっと限られた

人数で作業をこなさなければいけないという状況

もあろうかなというふうに思いますので、そこら
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辺調査していただけるということなので、お互い

実態に合った適切な運営のあり方をしていただけ

ればありがたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、１点だけ

教育長に確認をさせていただきたいというふうに

思います。

９番の地域文化の継承と創造というところで、

文章の中に拠点施設を中心として鑑賞機会や参加

機会の充実を図るということと現状と課題の中で

は市民文化センター、ふうれん地域交流センター

を拠点としてさらに多くの市民が文化芸術に親し

む機会の拡充が期待されることからという文面が

ある。さらに、中期計画期間の方向性の中でも文

化施設を核として、市民が文化芸術に親しむ環境

づくりを進めますというふうに記載をされており

ます。一方、平成３０年度の行政評価結果報告書

の文化講演会の欄を見ますと、これは目的は市民

文化の向上を目的として取り組んでいることであ

りまして、１次評価はＢでありますけれども、著

名な方を講師に招聘して多くの市民が参加したと

いうことで一定評価をしているけれども、しかし

５０万円の予算では魅力ある事業づくりが困難、

改善が求められるということを書いて、ではこれ

は相当増額できちっと市民の文化度を上げていく

のかなと思ったら、実施計画を見ると２年に１回

にして１００万円にして、要するに一年一年やる

のを５０万円をやめて２年に１回にして１００万

円にすると。それが本当に教育長が目指している

文化度を上げるということなのですか。やっぱり

財政を優先をしてというよりも市民の皆さんの文

化度を上げる。名寄の文化度を上げるといってこ

の地域文化の継承と創造でうたいながらも、実態

を見るとお金５０万円なら無理だったら１００万

円、２年に１回ねというのは教育長の目指してい

る地域文化の継承と創造ということに合致してい

るという理解をしてよろしいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２２分

再開 午後 ２時２６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の御指摘の件につい

てですけれども、市民、実行委員会のほうからの

お話がありまして、隔年、毎年５０万円というこ

とであれば著名人が呼べないという現状がありま

して、それに対応するために２年に１度１００万

円を計上して、そして実施しているという、そう

いう現状を踏まえてのお話でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それはわかるのです。

教育長として名寄市の文化度を高めるというとき

に、実行委員会はそうです。５０万円、５０万円

しかくれないから、それなら呼べないと、著名人

が。だから、２年に１回でもいいから１００万円

にしてもらえれば著名人が呼べるのだというのは、

それは実行委員会はそう言うかもしれないけれど

も、教育長として教育宣言をしている名寄市の教

育、人づくりあるいは文化度を高めるためには、

極端でないですけれども、５０万円というのは毎

年ではなくて１００万円にして、では本当に著名

人を呼べるのなら、それで市民の皆さんの文化度

あるいは認識度あるいは社会教育度が上がってい

くのなら、それはそうすべきだというのが私は教

育長の本当の本心ではないかなと。そういう意味

でここで基本計画で言っていることと実態と乖離

していると言ったら怒られるのですけれども、こ

こでは理想論を言っているけれども、実数見たら

２年に１回にしても１００万円にしてやるからい

いだろうという話ではないと。ここでいうのなら、

まさにきちっと名寄の文化度を上げるために教育

長として、あるいは教育委員会として、教育部と

してちゃんとした姿勢を出すのだというのがあっ
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て当然だというふうに思いますので、私が聞いて

いるのは小野教育長としてどういうふうに認識を

したのかということでありますので、お答えをい

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２８分

再開 午後 ２時２８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の佐藤議員の御指摘

のとおりでございまして、私も今後の名寄の地域

文化の継承、それを発展させるために再度ちょっ

とこの件については協議いたしまして、文化度を

上げるよう今後の方向性を考えていきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 基本的には、多分私

も教育長も同じ認識、同じ線に立っているのだと

いうふうに思います。人口がこれだけ少なくなっ

てきて高齢化が進んできて少子化が進むと、やっ

ぱりいろんな市民の皆さんにいろんな機会を与え

させていただいて、例えば旭川に聞きに行け、札

幌に行けといったって行けないという人たちにち

ゃんと名寄で聞かせてあげる。それは、もう近隣

でいえば士別のサンライズホールですとか、美深

さんもＣＯＭ１００でやっているわけであります

ので、やはり名寄は名寄らしく、それこそ小野イ

ズムではないですけれども、教育長の姿勢でぜひ

名寄の文化度を高めていく４年間にしていただき

たいと思いますので、それは強く求めて、終わり

たいと思います。

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） 以上で基本目標Ⅴ、生

きる力と豊かな文化を育むまちづくりについて質

疑を終了いたします。

これより、全体を通しての質疑に入ります。御

発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３０分

再開 午後 ２時３２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

これより議案第４号採決に入りますが、議決に

当たり附帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、平成３０年第

４回定例会議案第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にかかわ

る集中審議終了に際し、名寄市の最高規範である

名寄市自治基本条例第１９条において、まちの将

来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営

を進めるという見地から、意見を付議します。１

つ、中期基本計画の市民周知により一層努めるこ

と。２、基金に依存する厳しい財政運営が見込ま

れることから、財政規律を堅持し、財政健全化の

維持に努めるとともに、策定した名寄市公共施設

等総合管理計画の具現化に努めること。３、重点

プロジェクト推進に加え、地域包括ケアの確立、

急速に進む高齢化対策にも努めること。４、市民

意向、時代の趨勢を的確に捉え、実施計画に反映

することに努めること。５、実施計画の具現化に

際しては、十分な関係機関との協議、市民説明に

努めること。６、主要施策の成果指標（ＫＰＩ）

の目標値達成に最大限努めること。以上、決議す

る。以上、意見をつけるという附帯決議をつける

ことに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、その

ように決します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

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、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時３４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 奥 村 英 俊

署名議員 大 石 健 二


