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平成３１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３１年３月６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

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） 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。１６

番、佐々木寿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、

４番 川 口 京 二 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成３１年度の市政執行について外２件を、佐

藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、７人の議員

で構成しています市民連合・凛風会を代表して通

告順に従い順次質問をさせていただきます。

最初に、今定例会初日の２月２２日に加藤市長

が行った平成３１年度市政執行にかかわり、名寄

市の将来を展望する見地からお伺いします。市長

は、執行方針の冒頭、当該年度について、名寄市

においても厳しい時代を乗り越えていくための取

り組みが必要になると位置づけられましたが、改

めてその意味するところをお伺いします。

また、総合計画中期基本計画のスタート年とな

る平成３１年度予算案は、一般会計で前年度比

１％減の２０６億 ２１７万 ０００円、特別会

計、企業会計を加えた全会計で４３７億 １５９

万 ０００円となりましたが、当該年度も財政調

整基金から６億 ４５９万円、公共施設整備基金

から３億 ５００万円を繰り入れ、収支の調整を

図っており、まさに基金に依存した財政運営とな

っています。道路網整備や学校改築など社会資本

整備の課題を抱える名寄市にあっては、財政規律

堅持を貫く姿勢であるとはいえ、このままでは基

金の枯渇化が懸念されますが、改めて財政の状況

及び見通しについてお示しいただきたいと思いま

す。

地域医療にかかわっても消費税対応の診療報酬

改定が予定され、現段階では非常に厳しい予測と

なっているとしていますが、地域医療を支える名

寄市立総合病院にあって厳しい予測がどういう影

響を与えると懸念され、どう対応されようとして

いるのかお伺いします。

一方、新年度施策にかかわって３点お伺いしま

す。まず、総合計画中期基本計画に関して、昨年

の第４回定例会において議会基本条例に基づく議

決事件として審議し、全会一致で可決をしました

が、附帯決議の第１項目に掲げたのが市民周知に

努めることでありました。加藤市長も執行方針の

中で市民周知に一層努めるとしていますが、具体

的にどう取り組まれようとしているのかお伺いし

ます。

コミュニティー活動の推進についても町内会を

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織と

位置づけ、各町内会の大きな課題となっている未

加入世帯や役員のなり手問題について触れ、財政

的な支援や町内会の必要性や加入促進に向けた啓

発など継続して町内会連合会と連携をし、取り組

むとしていますが、新たな発想に基づく施策の展

開があり得ると判断してよいのかについてお伺い

します。

自主的に道路排雪を行う町内会に対し、重機を

無償で貸し出しを行うレンタル＆ゴー事業に対し、

町内会内ではさまざまな意見がありますが、加藤

市長は３１年度においても推進に努めると方針を

示されたものの、各町内会の現状から抜本的な改

善が必要と考えますが、改めて見解をお伺いしま
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す。

最後に、平成２８年から３カ年実施し、市民か

ら好評を得ている名寄市住宅改修等推進事業につ

いて、当該年度からずっと住まいる応援事業補助

金として制度拡充を提案されていますが、名寄市

で住み続けようと決意され、住宅をリフォームを

する市民と移住者に５万円の補助差をつけた理由

について改めてお伺いします。

次に、総合計画の生きる力と豊かな文化を育む

まちづくりを基本目標に掲げた教育行政執行にか

かわりお伺いします。今年度懸案であった風連中

央小学校の校舎及び屋内体育場の整備が終了し、

児童たちが新しい学び舎で勉学に励む姿は喜ばし

い限りですが、平成３０年５月に策定した名寄市

立小中学校施設整備計画で示すとおり、改築から

３０年以上が経過している学校施設が６校、同４

０年経過している学校が２校となっていることか

ら、教育委員会としても施設の老朽化、劣化など

への対策や改善、改修など早急に検討する必要が

あるとしています。加えて、昨年９月に発生した

胆振東部地震に象徴されるように、これまで地震

が少ない名寄市の地にあって地震はあり得るとい

うことが改めて証明されました。現在市内で耐震

基準を満たしていないと判断される校舎及び屋内

運動場を有する学校が４校に７棟ありますが、名

寄市の将来を担う子供たちに生きる力を育む市教

育委員会は今後どのように対応されようとしてい

るのか、特に市の財政事情や対象学校の多くが中

学校である現状を踏まえ、見解をお伺いします。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールがオープンして間も

なく４年が経過しようとしていますが、文化の殿

堂として活用される同ホールの現状を鑑み、市教

育委員会として豊かな文化を育む名寄市の文化度

についてどういう見解をお持ちかお伺いします。

最後に、執行方針の中で青少年の健全育成にか

かわり、子ども会育成連合会などと連携をしたリ

ーダー育成事業、スポーツ大会、育成者研修など

の取り組みを進めたり、青少年の健全育成や育成

環境の整備に努めるとしていますが、地域の子供

会の現状をどう認識され、どう対応されているの

かについても具体的にお示しをいただきたいと思

います。

先ほども述べましたように、市民連合・凛風会

は４年前の改選後に政策を同一とする議員７人で

構成し、平成３０年第４回定例会までの間、代表

質問、一般質問を合わせて２１７項目、５９１点

に上る質問を行うとともに、各年度の予算審査特

別委員会、決算審査特別委員会、各常任委員会な

どで積極的な質疑、提言をし、理事者の理解を得

て施策に取り入れていただいたもの、検討方針を

打ち出していただいたもの、残念ながら施策に反

映いただけなかったものとさまざまでありました。

現議員としては、最後の定例会となる今議会にお

いても一般質問に４議員が登壇し、名寄市の諸課

題について質問を行います。また、平成３１年度

予算審査特別委員会においてもそれぞれの視点で

質疑が行われるものと思いますので、改めて理事

者においては意のある御答弁をこの場からお願い

をいたします。しかしながら、この間の議論を含

め、本定例会代表質問では８点について基本的見

解をお伺いします。

１点目は、合併後の人口動態に対する見解につ

いてで、合併時の平成１８年３月の人口は３万

２１２人でありましたが、昨年１２月末において

は２万 ５８２人と実に１ ７％、 ６３０人の

減となりました。年齢別では、１３歳から１５歳

の中学生がマイナス２ ２％、２３歳から４０歳

までがマイナス２ ９％で、プラスとなっている

のが６５歳以上の１ ５％増のみでした。合併以

降、過疎化、少子高齢化に対し、さまざまな施策

を展開してきましたが、この現状についての認識

をお伺いします。

市長就任以来、営業戦略室を初め、時代の趨勢

や施策に対応するため、さまざまな機構改革に取

り組んできました。改めてその成果と総合計画中

期計画のスタート年を迎え、新たに機構見直しに
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取り組まれる考えについてお伺いします。

庁舎のあり方については、立地適正化計画及び

公共施設等総合管理計画において方針が打ち出さ

れるものと認識しますが、昨年の胆振東部地震に

よるブラックアウト停電、近年の大雨などの危機

対策上、加えて厳しさを増す財政展望の見地から

庁舎のあり方について現状の分庁方式を堅持され

るのか、総合庁舎方式に変更されるのか、改めて

基本的姿勢をお伺いします。

名寄地区中心市街地活性化については、合併以

前から大きな課題となっており、行政としてもさ

まざまな取り組みを行ってきましたが、結果的に

衰退の一途をたどっている状況です。駅前交流プ

ラザよろーな開設後を見ても市街地活性化につな

がっていないのは明らかであり、たとえ公共施設

を配置しても市民の皆さんの思いや心に直結しな

い限り活性化は望めません。改めて市民を巻き込

んだ市街地活性化の検討が必要と考えますが、見

解をお伺いします。

基幹産業である農業労働力の確保は、喫緊の課

題です。この間、名寄市立大学生による協力はあ

りましたが、市長は新たな雇用労働者の確保に向

け、一般の農業未経験者の作業従事や他業種との

連携について検討としていますが、具体的にどの

ような対応をお考えなのか見解をお伺いします。

平成７年９月、ＪＲ深名線が廃止となってから

線路跡地に対して地域要望もあり、整備が行われ

てきましたが、豊栄地区内に位置する天塩川右岸

側の築堤から東側約２４０メートルについては旧

態依然のままであり、近年は雑草、雑木が生い茂

り、キツネ、野ネズミ、カラスなどがすみつき、

近隣農作物にも甚大な被害を与えています。地域

町内会では、過去数度にわたり市に整備を申し入

れ、歴代の副市長、建設水道部長も現地を訪れ、

実態を調査していますが、改善には至っていませ

ん。改めてこれまでの経緯と今後の対応について

お伺いします。

昨年度、会派として新年度施策に対して申し入

れをさせていただきました。その中で、名寄市立

大学について地域経済、地域社会、文化の発展に

寄与できるシンクタンクとして位置づけられるよ

う大学機能の充実と人材育成を求めたのに対し、

コミュニティケア教育研究センターを中心とする

大学機能の充実と人材育成に努めると回答されま

したが、その具体策についてお伺いします。

最後に、名寄市立総合病院では、特に看護師確

保が大きな課題となっております。過去１０年間

の看護師採用者は２１１人で、このうち現在在籍

している看護師が１５８人と定着率は７ ９％と

なっています。新規看護師確保に大きな役割を果

たしている学資金貸与の状況及び返還免除後の定

着率についてお伺いし、この場からの質問とさせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。佐

藤議員から大項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１及び大項目３については

私から、大項目２については教育部長からの答弁

となります。よろしくお願いいたします。

大項目１、平成３１年度の市政執行について、

小項目１、将来展望にかかわって①、名寄市にお

いても厳しい時代を乗り越えていくための取り組

みが必要となる年と位置づけた意図についてお答

えをいたします。国内では、人口減少が始まった

とされる２００８年から人口減少、少子高齢化が

進行しており、地方にとっては大変厳しい首都圏

一極集中が現在も進んでおり、自治体のあり方を

模索しなければなりません。名寄市においても公

共施設等整備してきたものが老朽化が進み、建て

かえなどの時期も迎えており、総じて厳しい時代

と考えているところであります。名寄市において

も厳しい時代を乗り越えていくための取り組みが

必要となると位置づけたことにつきましては、本

年度総合計画中期基本計画を策定をし、主要施策

ごとに数値目標を設定させていただきました。策

定作業では、現状と課題などを議論し、方向性を
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決定をした中期基本計画がこの４月からスタート

いたしますが、数値目標を達成していくため、し

っかりと取り組みを進める年という意図でござい

ます。よろしくお願いをいたします。

②、財政状況見通しについてお答えいたします。

平成３１年度一般会計予算案は、前年度の肉づけ

予算後と比べ １％減の２０６億 ２１７万 ０

００円、一般会計に特別会計、企業会計を加えた

全会計の総額は ４％減の４３７億 １５９万

０００円となりました。予算編成に当たり、財政

調整基金から６億 ４５９万円、公共施設整備基

金から３億 ５００万円を繰り入れするとともに、

備荒資金超過納付金を３億 ０００万円支消する

こととして収支の調整を図ったところであります。

平成３１年度は、大型の投資的事業の計画がな

いことから、予算総額としては減少しているもの

の、基金の繰入額についてはさきに述べた財政調

整基金、公共施設整備基金を含む総額で１１億

４７１万 ０００円となり、歳入の ８％を占め

ております。本市の歳入構造は、御存じのとおり

国からの地方交付税に大きく依存をしており、当

初予算を編成する上においても地方交付税の積算

には地方財政計画をもとに適切かつ慎重に積算を

させていただいておりますが、合併算定がえの優

遇措置の縮減、市税など自主財源の伸びを大きく

見込むことができないなど、また歳出では人件費、

公債費、扶助費の義務的経費の増加、また物件費

を初めとする経常経費についても増加傾向にある

ことから、当初予算では基金に依存した予算編成

となったところです。

財政調整基金や公共施設整備基金、各特定目的

基金については、市民と協働のまちづくりを進め

ていくためにもそれぞれの設置目的に応じた基金

の有効活用が重要となる一方、将来に備えた基金

残高の確保に努めるとともに、災害を初めとする

緊急的な財政出動の際には一定程度の基金の繰り

入れも必要となりますので、予算の執行段階にお

いても特定財源の掘り起こしを初め、歳出の抑制

に努めていく必要があるものと認識をしておりま

す。これからも地方交付税を初めとする一般財源

収入の減少を念頭に、市民ニーズや各事業の優先

順位、緊急度、特定財源の状況を十分に考慮し、

限られた財源を有効に活用することで後年度に過

度の負担を残すことのないよう健全な財政運営を

しっかり維持していくことが重要であると考えて

おります。

次に、③、地域医療充実に関し、消費税対応の

診療報酬改定が予定され、現段階では非常に厳し

い予測となっているとした意味について申し上げ

ます。本年１０月に予定をされている消費税引き

上げに伴う診療報酬改定につきましては、２月１

３日の中医協で厚生労働大臣に答申をされ、本体

がプラス ４１％で、各科の内訳は医科プラス

４８％、歯科プラス ５７％、調剤プラス １２

％と示されました。また、薬価につきましてはマ

イナス ５１％、材料価格についてはプラス ０

３％となっております。

市立総合病院に対応する主な内容といたしまし

ては、初診料が２８８点で６点、外来診療科は７

４点で１点、急性期一般入院料１は ６５０点で

５９点、精神病棟入院基本料が９５８点で１２点、

それぞれ引き上げられる予定となっており、特定

入院料の救命救急入院料も引き上げられる内容と

なっております。これらを本年度の実績ベースで

試算をした場合に、１０月以降の６カ月分でおよ

そ ５００万円程度の増収となるものと見込んで

おります。一方、費用を同じ期間で試算した場合、

薬剤、診療材料などで ２００万円、委託料で４

００万円、診療報酬では補填の対象とならない医

療機器や備品の購入費、工事費などで ０００万

円など、全体でおおよそ ６００万円程度の支出

増を見込んでおります。差し引きしますと １０

０万円程度の負担の増加と合わせて薬価のマイナ

ス改定による純利益の減少額が ５００万円程度

と想定をしていることから、非常に厳しい予測で

あると申し上げたところであります。対応といた
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しましては、事業管理者とも協議をしながら収入

増加策の実施と経費の削減に努めることで影響額

を最小限にとどめるように努めてまいりたいと考

えております。

次に、大項目１、小項目２、施策にかかわって

①、総合計画中期基本計画の市民周知についてお

答えをいたします。総合計画の策定に当たりまし

ては、アンケート調査や意見懇談会などでいただ

いた御意見を参考にしながら、市民委員から成る

審議会において議論をいただくとともに、パブリ

ックコメントや出前トークなどの制度も含め、各

種機会を捉えて市民との情報共有や市民参画を図

ってきたところであります。また、今年度の新た

な取り組みとして、総合計画の策定に際しまして

実施をしたアンケート調査でいただいた個別意見

の中からテーマごとに広報において声、Ｖｏｉｃ

ｅというコーナーを設けまして市としての考え方

などをお知らせするとともに、本年２月号には名

寄高校新聞局の皆様に総合計画を解説いただいた

紙面を４ページにわたって掲載をし、周知を図っ

てきたところであります。

先月開催されました名寄市総合計画審議会で今

後の市民周知の方策について御意見をいただきま

して、名寄市総合計画第２次中期計画の冊子を策

定をし、市庁舎や図書館などで閲覧できるように

するとともに、イラストなどを用いて親しみやす

く、わかりやすいダイジェスト版もカラー印刷で

作成をいたしまして広報４月号の別冊として全戸

配布を予定をしているところであります。総合計

画の冊子及びダイジェスト版は、名寄市のホーム

ページにも掲載をしまして、いつでも閲覧できる

よう準備を進めるとともに、引き続きまちづくり

懇談会を初め、各種団体総会などで総合計画ダイ

ジェスト版を配付をすることや出前トークを御活

用いただくことなどで市民周知に努めてまいりた

いと考えております。今後とも効果的な市民周知

方策につきまして、総合計画審議会でも研究を進

めるとともに、計画に掲げた施策、事業の数値目

標の検証や実施計画事業のローリングの結果につ

いても市民周知を図りながら市民と協働のまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。

次に、②、コミュニティー活動の推進の具現策

についてお答えをいたします。町内会につきまし

ては、公園や道路の環境美化、防犯灯や街路樹の

管理、市からの広報の配付などの情報提供、子供

やお年寄りを初めとする見守り活動など、地域住

民が安心して暮らせる地域づくりを支える組織で

あり、協働のまちづくりを進めるための基盤とな

る組織であると認識をしております。町内会の主

体的な活動に対する町内会自治活動交付金や町内

会の会館整備を支援をする町内会館建設費等補助

金などの財政的支援を行ってきているほか、町内

会長と行政との懇談会やまちづくり懇談会を通じ

て意見交換を実施をしまして、町内会活動の推進

を支援をしているところであります。しかし、近

年少子高齢化、社会状況や生活様式の変化、価値

観の多様化によりまして地域の連帯感が希薄とな

り、町内会未加入世帯の増加や役員のなり手不足

などの課題がある中、災害時の見守りや防犯の取

り組みなど町内会が果たす役割の重要性を認識も

するところでございます。今後におきましても町

内会連合会と連携をした取り組みであるアパート、

マンション入居者向けの町内会加入促進チラシの

提供や地域コミュニティーの重要性の周知などを

継続して実施をし、課題解決に向け、引き続き支

援を行ってまいります。

また、単位町内会では取り組むことが難しい活

動や地域課題につきましては、小学校区を基本に

組織をされます地域連絡協議会において盆踊り、

お餅つき大会、スノーランタンフェスティバルな

どの多世代交流事業、学校の花壇整備や通学路の

清掃活動、防災に関する講演会の開催など複数町

内会の連携事業として取り組まれております。そ

の活動を支援するために地域連絡協議会活動交付

金を交付をしており、さらに活動の活性化を促す

ために平成２９年度には活動交付金の見直しも行
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ってきております。また、代表者会議を開催をし

まして、各地域連絡協議会の活動事例の紹介や情

報交換の場を提供することによりまして地域の持

続的な発展を促し、コミュニティー組織としての

活性化を支援しているところであります。

また、御質問にございました新たな発想に基づ

く施策の展開につきましては、町内会が抱える課

題の把握やその対応について改めて町内会連合会

と連携をした取り組みを検討し、地域の主体的な

活動を支援をしてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、③、推進に努めるとしたレンタル＆ゴー

事業の現状と課題及び改善策についてお答えをい

たします。レンタル＆ゴー事業は、通学路や交差

点の除排雪など行政だけでは難しい冬場の対応を

行政がタイヤショベルと排雪ダンプを提供するこ

とにより町内会の自主的な除排雪を助成をする事

業でございます。また、本事業は平成２９年度か

ら３１年度までの３年間を試行期間と設定をし、

３年間の総括をした上で４年目以降の事業の精度

を上げることとしております。

昨年度、実施をした町内会から状況を聞き取り、

検証いたしましたところ、運転免許保有者がいて

も実務経験者が少なく、雪山崩しや排雪ダンプへ

の積み込みまでの作業に不安があるといった御意

見をいただきました。その結果を踏まえて、今年

度におきましては社会福祉協議会と連携をし、そ

こに登録をされた企業ボランティアからタイヤシ

ョベルの運転手を派遣できる体制づくりをいたし

ました。また、今年度開催をいたしました説明会

には昨年度よりも３つ多い６町内会から御出席を

いただきまして、その中の御意見では燃料代や破

損させた施設の修繕費を支払うのは難しい、また

交通誘導員の経験がないため、交通誘導員を見守

る人が必要、また排雪したい箇所の選定ができな

いという次の課題につながる御意見も出されたと

ころでございます。

議員が御指摘の抜本的な改善につきましては、

次年度が試行期間の最終年となることからも２年

間での総括をもとに、より活用しやすい事業とな

るよう、その運用につきまして引き続き町内会と

協議をしてまいります。また、今後におきまして

も町内会と行政との連携事業について研究を行い、

冬の快適な道路空間の確保に努めてまいります。

次に、④、ずっと住まいる応援事業補助金の拡

充策についてお答えをいたします。市民の住環境

の整備と技術者の人材育成及び継続した雇用を目

的に、平成２８年１０月から本年度まで３カ年の

事業として実施をしている名寄市住宅改修等推進

事業につきましては、市民の住宅改修ニーズに応

える制度として好評を得るとともに、市内建設関

連事業者からも評価が高く、事業の継続を望む声

を多くいただいておりました。あわせて、実績、

事業効果も高いことから、新年度現行制度の基本

部分は継承した上で雪対策の外構工事を対象経費

に含めることに加えて、移住や空き家対策を促進

するために加算措置を設けた新たな制度として名

寄市ずっと住まいる応援事業補助金を予算案とし

て提案させていただいたところでございます。

拡充の考え方ですが、まず第１に市民の皆様が

これからも長く名寄に住み続けていただけるよう、

市民からの要望の多かった塀や木の撤去による間

口の確保やロードヒーティング設置といった雪対

策の外構工事を対象経費に含めることといたしま

した。さらに、新年度に改定をされます名寄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略における基本目標

に人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで

暮らしたいと思われるまちの実現を目指し、移住

して新たに名寄市民になっていただける方の後押

しをするため、そして空き家の有効活用も促進を

するため、それぞれ５万円の加算措置を設けたと

ころでございます。移住につきましては、来てい

ただいた方だけでなく、人口減少が進む本市にお

いて働き手の確保による人手不足対策や経済を初

め、まちの活性化といった全市的課題への対応策

として重要な施策であると認識をしておりまして、
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移住施策との連携を目的に移住者への加算措置を

設けたものでございます。

次に、大項目３、名寄市の各課題について、小

項目１、合併後の人口動態に対する見解について

お答えをいたします。議員御指摘のとおり、本市

における人口の推移は年少人口、生産年齢人口、

老年人口で見ると、老年人口のみの増加をしてお

ります。この現象は、全国的にほぼ例外なく同じ

ような動きをしておりまして、この現象に合わせ

て本市も人口減少が進んでいるという現状でござ

います。持続可能な自治体をつくっていくために、

人口減少対策に特化をした名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定をし、現在も数値目標達

成に向けた取り組みを行っているところでござい

ます。人口減少対策につきましては、とめられな

いことやできることなどを確認をすることが重要

であると考えており、とめられないことでは今の

住民が毎年年齢を重ねていくこと、進学など若者

が地域外に流出をしてしまうこと、変えられるこ

とでは流出した若者たちを工夫次第で呼び戻せる

こと、医療環境など都市機能を維持することによ

り子供を安心して産み育てられる場所として望む

方には子供を産んでいただくということ、前向き

にできることとして無病息災で天寿を全うする高

齢者をふやせること、来訪、滞在、短期定住をす

る方をふやせることなど効果的な施策を分析し、

議論し、実施をしていかなければならないと考え

ているところでございます。

小項目２、機構見直しの成果と今後についてお

答えをいたします。議員がお示しになった営業戦

略室の設置でございますが、同室は平成２３年度

に商工業の振興、企業誘致、労働行政、観光、物

産振興に加え、移住などの業務を集約し、総合的

な視点から対外的に名寄市を発信することにより

交流人口拡大を図ることを目的として設置をいた

しました。営業戦略室では、合併後の新名寄市に

おいて旧名寄、旧風連、それぞれの魅力や地域資

源について新たな発想から市民と協働で発見、発

掘、活用を進め、名寄市を内外へ売り込むという

点でこれまで大きな役割を果たしているものと考

えております。

次に、平成２８年度の名寄市総合計画第２次に

おける重点プロジェクトでございます冬季スポー

ツ拠点化事業として、冬季スポーツ大会や合宿の

さらなる誘致に取り組むためにスポーツ・合宿推

進課を設置をいたしました。同課設置後、ＪＯＣ

ジュニアオリンピックカップの名寄での開催や海

外からの合宿の受け入れ増など交流人口の拡大に

大きな成果が見られるほか、ジュニア選手の育成

に当たっては名寄市立総合病院や名寄市立大学と

連携をした育成プログラムを実施をするなど冬季

スポーツ拠点化を主眼とした取り組みを進めてい

るところでございます。

また、本年度の名寄市総合計画第２次中期基本

計画の策定及びそれを受けた名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の見直しに当たり、重点プロ

ジェクトの策定や実現には市の複数の部署が横断

的に連携をして取り組むことが不可欠となること

から、昨年７月、新たに各部署で重点プロジェク

トに関連する事業を担当する職員から成る総合政

策室を創設をさせていただきました。総合政策室

は、本年度は名寄市総合計画第２次中期基本計画

の策定業務などを中心に業務をしておりましたが、

来年度は同計画の具現化に向けて本年度以上に部

署を横断した業務に取り組んでまいります。

新年度の組織機構でございますが、議員御指摘

のとおり新年度は名寄市総合計画第２次中期基本

計画の初年度でございまして、重点プロジェクト

の実現を初め、名寄市が取り巻く課題解決に向け

てどのような組織機構が望ましいのか鋭意検討し

ているところでございます。

次に、小項目３、庁舎のあり方についてお答え

をいたします。近年、道内外において大雨洪水や

地震などによる災害が発生をしております。昨年

には、北海道胆振東部地震に伴い大規模な停電が

発生をし、改めて予期せぬ自然災害の恐ろしさや
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日常の備えの大切さを多くの人たちが痛感をする

こととなりました。本市においては、大雨洪水や

地震が発生した場合には、その災害規模にもより

ますが、庁舎にも影響が出る可能性があり、災害

発生時における課題の一つであると認識をしてい

るところであります。

また、庁舎に関しましては、合併市としての課

題として現在の分庁方式を今後どうしていくのか

という点も挙げられるところです。庁舎の今後の

あり方につきましては、立地適正化計画の策定に

向けた議論の中で、仮に建てかえるとした際の建

設位置やゾーニングあるいは公共施設等総合管理

計画とも照らし合わせた施設の複合化も視野に入

れた中で検討を進めていくことになると考えてい

るところであります。重要な課題の一つでありま

して、また市民にとってもデリケートな要素も含

んでおりますので、時間をかけた丁寧かつ慎重な

議論が必要であると認識をしております。庁舎の

建てかえや大規模改修などを行う場合は、いずれ

にしても大きな事業費が必要となることから、他

の事業と同様に起債、交付金制度など少しでも有

利な財源の確保に努めて、それら制度を有効に活

用してまいりたいと考えております。

次に、小項目４、名寄地区の中心市街地活性化

につきましてお答えをいたします。本市では、Ｊ

Ｒ駅を起点といたしまして商業等の活性化を図り、

事業活動を促進するため、名寄市都市計画用途地

域として商業地域を初め、中心市街地として位置

づけておりますが、平成１１年の徳田地区へ商業

及び娯楽施設開設以降、名寄地区中心市街地の店

舗数は減少傾向にございます。

これまでの中心市街地の活性化の取り組みにつ

きましては、平成１２年に中心市街地活性化基本

計画を市が策定をし、商工会議所等民間では中小

小売商業高度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想を

策定をするなど行政と経済界が連携を図りながら

中心市街地の活性化に取り組んでまいりました。

その後、社会資本総合整備計画に基づきまして駅

前交流プラザよろーななど、ＪＲ名寄駅から浅江

島地区までの施設整備やコミュニティバスの導入

などを行い、現在に至っております。

中心市街地における振興策といたしましては、

中心市街地のにぎわいづくりへの支援制度を活用

した商店街あそびの広場、大道芸フェスティバル

など商店街振興組合やグループなどによるイベン

ト事業の実施に加え、名寄商工会議所では市内事

業所のお勧め商品などを紹介する冊子、ウエブ情

報を発信をし、商店街の新たな発見、足を運ぶき

っかけづくりなどに努めていただいております。

さらには、平成２８年には中小企業振興条例を一

部改正をし、支援メニューに新たに創業支援も加

え、新規開業事業に対し資金的な後押しを行って

いるほか、既存の店舗支援事業などの見直しも行

い、これら事業を活用し、中心市街地で新規開業、

店舗改修を行った事業者数は平成２８年度以降２

８件となっております。また、この間商店街の維

持などについて各事業所からは相談、サポート体

制の充実が求められていたことに鑑み、市、金融

機関、商工団体の関係機関が連携をし、オール名

寄でサポートする体制を構築するため、産官金連

携なよろ経済サポートネットワークを設置をし、

事業者のニーズを的確に把握をし、今後の商工施

策にも反映、さらには相談体制を強化する中で第

２創業や事業承継などを通じて後継者不足に対応

してまいりたいと考えております。

本市としては、平成２７年度に名寄市公共施設

等総合管理計画を策定をし、現在は名寄市都市計

画マスタープランの見直し及び名寄市立地適正化

計画の策定に向けて検討を行っておりまして、都

市全体の観点から居住機能や福祉、医療、商業等

の立地、公共交通の充実に関する包括的なグラン

ドデザインを描く中で中心市街地の中長期的なあ

り方についても検討をしてまいります。今後は、

各計画において関係者はもとより、市民の意見等

も踏まえながら中心市街地の役割、あり方を検討

するとともに、時代のニーズに合った支援制度の
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改定なども行い、行政、商工団体、民間、それぞ

れが責務と役割を果たしながら中心市街地の活性

化に向けて協議をしてまいります。

小項目５、農業労働力確保対策についてお答え

をいたします。農家戸数の減少や高齢化等に伴い、

労働力不足は大きな課題となっており、その対応

策として昨年アスパラガスやスイートコーンの収

穫時期に合わせて市立大学生の農作業従事に取り

組み、スポット的な労働力の確保に成果がありま

したので、本年も取り組みを継続をし、定着、拡

大を目指してまいります。一方で、一定期間継続

して農作業に従事をされる労働力も必要とされて

おりますが、パート等の求職者においては農作業

への理解が少なく、敬遠されがちな実態等もある

ことから、農作業未経験者を対象に農作業への理

解を深めてもらう取り組みに合わせて、受け入れ

農業者においても雇用条件の検討などが必要と考

えているところでございます。また、農福連携に

加えて繁忙期の異なる他産業との連携による労働

力確保についても関係機関、団体と連携し、可能

性を調査してまいります。

次に、小項目６、旧深名線跡地の整備について

お答えをいたします。お尋ねの旧深名線跡地につ

いてでありますが、これまでも町内会からの要請

等を受けまして、町内会の方とともに現地の確認

などを行ってきているところであります。当該市

有地の維持管理につきましては、現地の状況を確

認をしながら年一、二回程度直営で草刈りを実施

をしております。今年度は、市内建設業者による

社会貢献活動により草刈りを実施をいただいてお

ります。また、不法投棄等の対策といたしまして

車進入防止柵の設置や巡視等を行い、周辺環境の

保全に努めているところでございます。引き続き

他の遊休市有地とも同様に適切な対応をとってま

いりたいと考えております。

小項目７、名寄市立大学の機能充実と人材育成

についてお答えをいたします。市立大学では、平

成２９年７月に策定をいたしました名寄市立大学

の将来構想ビジョン２０２６の前期実施計画の推

進項目にシンクタンク機能の充実強化と地域社会

の知的資源を豊かにする取り組みの推進を掲げ、

地域の関係機関との共同事業、先駆的事業等の推

進、研修交流事業等への支援、専門職の継続教育

への支援などを具体的に掲げております。

平成３０年度におきましては、コミュニティケ

ア教育研究センターの課題研究として行った特別

支援教育コーディネーター養成セミナー、看護学

科主催の看護セミナー、社会保育学科主催のこど

もセミナーなどケア専門職等の継続教育やスキル

アップを主な目的とするセミナー等の開催をした

ほか、関係機関、職能団体等の依頼により研修や

講演会、シンポジウム等の開催において企画立案

における助言、指導、講師等への本学教員の紹介、

実施支援などを行ってまいりました。

また、リカレント教育の推進といたしまして、

平成３０年７月２７日から８月７日までの期間、

北海道教育委員会が主催をいたします平成３０年

度教育職員免許法認定講習を指導大学として行い

まして、名寄市立大学教員が中心となって講師を

務めました。この講習には、道内の公立学校教員

を初めといたしまして、幼稚園教員、特別支援教

員にかかわる支援員など９０名が受講いたしまし

て、特別支援学校教員免許状の取得に必要な単位

を修得をいたしました。

さらに、ことし３月ですけれども、公益社団法

人北海道私立幼稚園協会との共同実施によりまし

て、幼稚園教員免許状更新講習を昨年に引き続き

まして開催をいたし、名寄市及び近郊の幼稚園教

員の方々に研修の場を提供したところです。今後

もこうした取り組みを継続的に行いまして、大学

機能の充実と地域におけるケア専門職を主とした

人材育成に努めてまいります。

最後に、小項目８、名寄市立総合病院の看護師

確保対策について申し上げます。看護師の採用に

つきましては、学資金制度のほか、道内看護学校

への訪問や合同就職説明会への参加、実習の受け
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入れ、市立大学生との交流会、ナースカフェの開

催、院内保育所の整備などに取り組み、新採用者

の確保に努めてきたところでございます。

学資金制度の効果についてですが、過去１０年

間の採用者２１１人のうち貸与者が１４２人で６

２％を占めており、入院基本料、急性期一般入

院料１の基準を満たす看護職員配置を継続してい

くためには有効な制度となっております。貸与状

況の内訳につきましては、過去１０年間で１６６

人に貸与し、うち２４人の途中辞退等がございま

した。採用後の定着率につきましては、返還猶予

終了年度で退職した者が２５人、返還猶予終了後

も継続して勤務をしている者が６５人で、６割以

上が定着をしている状況でございます。今後も市

立総合病院は、地方センター病院、救命救急セン

ターとして急性期や専門分野の医療を担うことが

求められており、医療スタッフの確保に努めるこ

とが重要となっております。看護職員が継続して

勤務をしていただけるよう、働きやすい職場環境

づくりを目指してまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

私から、大項目２、教育行政執行にかかわってお

答えをいたします。

まず、小項目１、名寄市立小中学校施設整備計

画の現状と課題についてお答えをいたします。市

内小中学校の施設整備につきましては、児童生徒

が安心して学習でき、豊かな学校生活を送るため

に学校の施設設備を適切に維持管理、改善してい

くことが不可欠となっています。このため、学校

施設の老朽化対策と耐震化を推進するため、平成

２３年度から平成２９年度を計画期間とした名寄

市立小中学校施設整備計画を策定し、名寄市街地

区の小学校の統廃合に合わせた改築、風連中央小

学校の改築など財政状況を勘案しながら着実に進

めてまいりましたが、いまだに国が示す耐震化率

１００％に達していない状況にもあります。

今後の課題といたしまして、名寄市街地区では

名寄中学校、名寄東中学校が旧耐震構造に加え老

朽化も激しく、早急な施設整備が求められていま

すが、将来の生徒数の推移を踏まえた施設の適正

規模や財政状況などを考慮しながら進める必要が

あると考えています。また、郊外農村部につきま

しては智恵文小学校の校舎が未耐震であり、智恵

文地区の小中一貫校としてのあり方を含めて検討

する必要もあります。また、耐震化されている学

校施設でも３０年以上経過している建物の適切な

維持補修や老朽化が著しい郊外農村部の教員住宅

の整備が必要となっており、本市の学校施設等の

整備には多くの課題が残っております。

今後の学校施設等の整備につきましては、新名

寄市立小中学校施設整備計画で基本的な考え方を

示しておりますが、老朽化への対応、耐震化の重

要性、危険校舎等の年次的な改築、改修という視

点からだけではなく、今後の児童生徒数の推移や

市内道立高等学校２校の再編等の動向などさまざ

まな要因を加味し、効果的、効率的な財政運営と

後年に過大な負担を残さないという観点も踏まえ、

学校施設の整備を計画的に進める必要があると考

えております。

次に、小項目２、名寄市の文化度についてお答

えをいたします。ＥＮ―ＲＡＹホールについては、

平成２７年５月の開館からこの４年弱の間に行わ

れた２７０件を超す事業により延べ１１万人を超

える方々に御来場いただいております。また、稼

働率についても４年目を迎える今年度におきまし

ても６割を超えている状況になっております。Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールでは、教育委員会の主催事業の

ほか、一般の貸し館事業など幅広く多彩な公演が

開催されており、ＥＮ―ＲＡＹホールの開設を契

機に旧市民会館を使用していたころにはほとんど

見られなかった市民実行委員会形式による事業が

年間１０件前後行われるなど市民が文化、芸術の

向上に主体的にかかわる機会がふえてきていると

考えております。加えて、ホールを活用した事業

は旧市民会館の利用時は年間２０件程度でしたが、
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ＥＮ―ＲＡＹホール開設時は年間７０件程度に伸

びており、多くの市民が質の高い舞台芸術に触れ

る機会が広がってきたものと考えております。ま

た、市民文化祭に代表される各種発表会や演奏会、

市民演劇など市民が舞台に立てる機会も数多く設

けられているほか、幾つかの公演では並行してワ

ークショップ事業を行っております。さらに、ホ

ール開設以降はホールに足を運ぶことの難しい介

護福祉施設入所者等に向けたアウトリーチ事業を

毎年実施することで文化に直接触れて、より身近

に感じていただけるよう取り組みを強化している

ところでございます。このようにＥＮ―ＲＡＹホ

ールを核としたソフト面での取り組みや市民活動

の活発化により本市の文化度向上に大きな効果が

出ているものと考えております。

次に、小項目３、青少年健全育成に関する地域

子供会の現状と課題についてお答えをいたします。

子供会活動は、自然体験や集団生活を通してたく

ましく生きる力を育てることや仲間とともに何事

もやり抜く強い心の育成など青少年の健全な育成

において、その役割が大きく期待されているとこ

ろでございます。しかしながら、各町内会単位の

子供会においては現在４６地区、５７３人の加入

を確認しておりますが、年間を通して多くの事業

を行っている地区がある反面、活動が夏休みのラ

ジオ体操のみとなっている地区や活動が完全に停

止している地区など全体的には厳しい現状にある

と認識をしております。

その要因といたしましては、少子化による子供

の減少や役員の担い手不足、また町内会への未加

入などが挙げられますが、これらの課題に対して

の有効な対策はなかなか見出せなく、子供会活動

が活性化しづらい状況にあることも事実でござい

ます。このような状況の中で、スポーツ大会等で

は一人でも多くの児童生徒が参加できるように、

これまで町内会の子供会単位での参加が原則だっ

たものを緩和して学校または任意のチームでも参

加できるというように内容を変更した結果、平成

３０年度は小中学生合わせて過去最多の３３チー

ム、２２５人の参加をいただいたところです。ま

た、リーダー育成事業については、毎月子供たち

が顔を合わせて参加しやすいよう、これまでの年

４回から８回に回数をふやすなどし、子供たちが

参加しやすい環境づくりに努めているところでご

ざいます。これからも町内会単位での活動はもと

より、町内会の枠を超えた範囲での行事の取り組

みなども視野に入れながら子供たちの交流活動の

活性化に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ市長あるい

は河合教育部長から一般行政あるいは教育行政に

かかわって御答弁をいただきました。この後は、

基本的な考え方は市長より示されましたので、ち

ょっと細かな話にもなりますので、それぞれ部長

あるいは副市長を含めて御答弁をいただきたいと

思います。

大学あるいは病院にかかわっては、この後予算

委員会で学長あるいは病院の事業管理者が出席さ

れるということでありますので、そのときにまた

議論を持ち越したいと思いますが、１点だけちょ

っと確認をさせていただきたいのですけれども、

看護学科、看護師の養成にかかわって奨学金の関

係がありますけれども、大学側に今在学している

学生で他市町村の奨学金をもらって入学されてき

ている方、どのぐらいの比率になるのか。どうし

ても名寄市立大学に看護学科を設置した当時から、

将来やっぱり看護師不足があるので、ぜひ名寄市

立総合病院あるいは周辺病院を含めて地元に供給

できる大学の看護学科という認識でいたのですけ

れども、実はほかの市町村の奨学金をもらって来

ている子が意外に多いのではないかという話を聞

いたものですから、今後佐古学長が来たときの御

質疑を含めて、基本的な認識をまずお示しをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。
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〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今お尋ね

にありましたいわゆる他の市町村の病院等の人数

については、現時点では大変申しわけございませ

んけれども、把握しておりませんので、そんなに

数は多くないとは思うのですけれども、予算委員

会の審議までには準備をしておきたいと思います

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） ぜひそこは１回調査

をしていただきたいというふうに思います。

それでは、今回それぞれ会派を代表して質問を

させていただきましたけれども、やはり市長の答

弁にもあったように名寄市の財政事情というのは

年々厳しさを増していく状況にありますけれども、

まずは市の基金条例に掲載されている基金２０本

の活用状況についてお示しをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それぞれの基金条例の

基金の活用状況ということでございますけれども、

大別して特定目的基金と、それから財調、減債基

金、公共施設整備基金といった少しユーティリテ

ィーに使えるものがございますけれども、今まで

の事例でいきますと財政調整基金、それから公共

施設整備基金、これを中心に収支不足の解消を図

っているということであります。そのほか特定目

的基金として、それぞれ目的に応じて使っている

ところでございますが、中にはまだその基金を使

っていないというものもございまして、例えば名

寄岩基金などはまだ１００万円ありますけれども、

これは使っていないと。それぞれの基金によって

かなりばらつきがあるというのが現状であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 実質それが名寄岩基

金だけなのか、あるいはほかのものも含めてであ

りますけれども、財政調整基金及び減債基金以外

では各基金の目的を副市長おっしゃるとおり明示

をして、第５条第２項では第２条に定める経費に

充てる場合に限り処分することができるというこ

とにしておりますけれども、やはり正直に申し上

げて名寄岩基金がそういう、それだけだというこ

とではないですけれども、設置当時と現在の時代

の趨勢を含めて、副市長自身が考えてその状況、

この時代の趨勢の状況下になって、今のまま基金

として活用し切れないと考えられる基金というの

はどのぐらい、名寄岩基金だけという解釈でよろ

しいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今手元の表を改めて見

ておりますけれども、平成３０年度、済みません。

まだ今執行中のもので申しますと、このほかに大

きなものでは合併特例基金、それからまた比較的

大きなものでは地域福祉基金、それから水と土、

こちらのほうもあります。それから、議員おっし

ゃるようにさまざまな特定の目的があるというこ

とですので、この基金が創設されたというところ

まで落とし込むと寄附者の意向でもってつくられ

たというものもございますので、基金の目的に従

いまして使うのはこれが第一、ただしその成立も

改めてここは確認しなければならないのがありま

すので、そこまでの作業がまだなかなか至ってい

ないというのが現状であります。ただ、議員おっ

しゃるとおり、これから財政は厳しくなりますの

で、この基金を有効に活用するという視点は必ず

これは持たなければならないと思っております。

特に合併特例基金については、これは合併して新

市になってから、そこの新市建設計画に伴いまし

て、これは本当に有効に使わなければならないと

いうものがありますので、これはちょっと別格で

ありますけれども、その他の基金についてはこれ

をどういうふうに使っていくか、これは大きな課

題だと認識しているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 橋本副市長は、よく

御存じだと思いますけれども、いろいろなさまざ

まな議論があった名寄市立大学の４年制化のとき
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に、厳しい財政事情からも第７条の繰りかえ運用

ということで、ここは市長が財政上必要があると

認めたときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りか

えて運用し、または一般会計の歳入歳出予算の定

めるところにより歳入に繰り入れて運用すること

ができると。この条項を活用して、国保の準備金

の中から３億円を一時大学の設備資金のほうに繰

り入れて、きちっと償還はされましたけれども、

ある程度目的を設置しているとはいえ、各種基金

を有効に今おっしゃったように活用する、あるい

は施策に投入するために基金の統一化ですとか、

あるいは基金の運用手法の再検討というものは実

質不可能というふうに考えているのか、あるいは

全国にそういう見直しを実施した例というのは把

握されているのかお尋ねしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 本市におきましては、

合併市ということもございまして、合併協議の中

でそれぞれ旧風連町、旧名寄市の持っている基金

をどうするかという議論の中から今日まで来てい

るという経過がございます。

議員おっしゃるとおり、まず基金の活用、運用

については、今市では国債等も運用しております

けれども、今利率が低くなっているので、一時買

い増し等はストップしておりますけれども、その

ほかにも国債そのものを売買して運用益を出して

いる、これは主に関西方面に多い自治体でありま

すけれども、そういったような情報あるいは証券

会社のほうからそういった情報もいただいている

ところですが、かなりスキルが必要ということで、

まだ本市についてはそこまで至っておりません。

基金の統一につきましては、過去木村登茂教育

研究基金あるいは加藤由利子基金など、そこら辺

のまとめというものもやっておりますけれども、

今後この基金については前からお話しさせていた

だいておりますけれども、使い方が非常に重要に

なってくると思います。今お話ししたとおり、合

併特例基金については本当にこの合併市というと

ころをどういうふうにするかということでありま

すので、非常に重要でありますけれども、その他

の基金については改めてこれは寄附者の意向も確

認しなければなりませんけれども、まとめて使っ

ていいもの、あるいはやはりこの目的をきちんと

踏まえた上でつくっていかなければならないもの、

ここはかなり突っ込んだ検討、議論が必要ではな

いかなと思っ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） 今言われた基金のも

のに関しては実質、例えば神戸市は昭和５５年か

ら基金の一括運用というのを実施しております。

また、大分県の国東市というところでは、やはり

どうしても今は基金を置いておいても利率が低い

ものですから、昔みたいな利率運用ができないと

いうことで、ここもやはり一括で管理をしている、

一括運用をしている、基金をまとめて一括運用し

たり、一括運用で事務の簡素化を図ったり、ある

いは歳計現金一体保管長期運用ということでやっ

ているのですけれども、実質では名寄市にとって

それができるかどうかというのは、これはもう副

市長は当然おわかりになっていると思いますが、

もう一方、やはりふるさと納税ではないですけれ

ども、今回総務省が見直して返礼品の見直しをし

ていますけれども、なかなかふるさと納税もふえ

ないという状況からいうと、１つやっぱりこの資

金というか、資金の運用というのが１つの手法で

はないかと。名寄市も以前、野村證券の株を買っ

ていたという、もう相当昔の名寄市でありますけ

れども、昔はやっぱりそういうふうに資金運用を

されていた時代もありますけれども、いかんせん

おっしゃるとおり資金運用をするためには人材を

含めて確保するというのが非常に厳しいので、こ

の場合ですけれども、もしも民間の運用機関を活

用しての対応というのは可能なのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 技術的には対応は可能
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でありますけれども、その場合は必ず議会への報

告あるいは庁内の中で資金運用をしっかりする部

門もつくらなければならないという、そういった

ような条件もあるかと思います。

過去にこの基金の運用というところで私が財政

課長時代に少しいろんな情報を集めたこともあり

まして、その中の一つで先ほど西日本では結構多

いということもありまして、うちも調べさせてい

ただきましたが、その当時はかなり基金を運用す

る、株あるいは債券化して運用して利益を得ると

いうことをやっていたところも多かったのですが、

自治体によってはここで逆に損失を生んでしまっ

て訴訟問題に発展したという事例もそのときに見

聞きしたところでございます。本当にこれは慎重

にいかなければなりませんし、基金は確実に管理

しなければならないという条件もついております。

ただ、財政状況はかなり厳しくなってきています

ので、ここをどうするかということについては本

当に再度研究しなければならない、そういう課題

だと思っております。今基金全体で７０億円ぐら

いでありますけれども、今後の財政の道行きによ

ってはこの基金、どういうふうになるかわからな

いところでありますので、基金を運用することに

よって少しでも利益が出るのであれば、それはそ

れで結構なことでありますから、これは慎重にま

た情報も集めながら、幸いさまざまな民間の機関

が私どものところに情報を寄せていただいており

ますので、それらの情報を参考にしながら、さら

に研究さ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） 今橋本副市長がおっ

しゃるとおり、やはり基金運用と言ってもリスク

が伴って、それで欠損金を出すと市民生活に迷惑

を与えるということでありますので、慎重に対応

せざるを得ないとは思いますけれども、この低金

利時代あるいは国の動向あるいは道の動向や何か

を含めると、やっぱり財政がそんなに裕福になる

時代はそう来ないだろうと。それと、加えて少子

高齢化、名寄市も現実問題としてあるわけであり

ますので、ここはより慎重に対応していただきた

いと思いますし、この課題についてはこの後の予

算委員会の財政議論の中でまた出てくるので、こ

れ以上はしませんけれども、ただもう一点だけ確

認をさせていただきたいのですけれども、近年地

方公共団体と指定金融機関との関係が変化してい

るというふうに言われております。従来地公体か

ら預貯金や地公体への貸し出しという資金取引に

よる収益によって税金などの収納や行員の派出な

どの役務取引を無料で行ってきた地方金融機関で

あったが、地公体の財政悪化を契機に資金取引に

は入札制度が導入され、より低いコスト、より高

い運用益を求めるようになったと。このため、地

域金融機関にとっては役務取引のコスト負担が重

くなり、旧来の総合採算的取引から個別採算的取

引へのシフトが急務になっているという分析も全

国的にはされていて、金融機関が指定金融機関か

ら離れるという状況も出始めているようでありま

すけれども、名寄市にあっては今は北星信金さん

が指定金融機関をやっていただいておりますが、

この関係は良好というふうに考えてよろしいです

ね。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 指定金融機関さんとは、

今良好な関係を続けておりますし、現実にさまざ

まな事務のところも含めてお力添えをいただいて

おりますので、現実今は良好な関係と認識してお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、コミュニティ

ー活動の推進ということで、市長も当然ながら町

連協と連携しながら努めるという御答弁をいただ

きましたけれども、まずこれは総務部長か、ある

いは石橋室長だと思います。広報なよろで町内会

に入りましょうと呼びかけている内容は、当然な

がら御承知ですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 広報では、町内会に

加入してくださいという広報をそれぞれ出させて

いただいております。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） これは３月号、今月

号でありますけれども、今月号でいえば最終ペー

ジの前のページ、左上に小さく町内会に入りまし

ょうと。内容が書いてあるのは、町内会に入りま

しょう、広報なよろの配付は各町内会へお願いし

ていますと。各種機関からの発行物やイベント案

内チラシなども同時に配付、また班回覧している

ので、多くの情報を得ることができますと。ぜひ

町内会に加入してくださいというのは、原則町内

会活動をちゃんと理解をして入ってくれという呼

びかけではなくて、広報にかかわる部分だけの町

内会への加入をしようという呼びかけに内容がな

っていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） いろいろな受け取り

方があるかというふうに思いますが、今言われた

ようには私は受け取っておりません。あくまでも

転入、転出の際にそれぞれ周知をさせていただい

ているように、例月町内会の加入について広報の

中で広くお知らせをさせていただいているという

ことの中に行政としてはこういう面で町内会にも

お世話になっていますし、また改めて広報等につ

いては町内会のほうで配付などをいただいている

というようなことも含めて加入促進ということで

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） 町内会のこの広報の

配付というのは、全戸にするというやり方は、そ

れはそのまんまなのです。何も町内会に加入しな

くても全戸に配付しなければいけないのです。そ

れが広報配付料として町内会にいただいていて、

町内会で配付すると。ここに書いてあるのは、入

らなくても配付いただけるのです。配付できない

のは回覧板です。町内会のいろんな行事や何かを

配付できないのは、回覧板は加入していただかな

いところには配付できませんけれども、これは加

入しなくても配付できる内容です。各町内会にお

願いして各機関からの発行物やイベント案内チラ

シも同時に、また班回覧しているので、多くの情

報を得ることができる。班回覧しているという書

き方をしておりますけれども、これは町内会によ

って違いますでしょうけれども、班があるところ

は入会しているところは回覧を回しますけれども、

入会していないところは飛ばしていきますので、

一般にこれを言っているのは広報を配付すると、

これが地域コミュニティー活動あるいは今は各町

内会が一番問題視している加入率の促進にこの表

記が合っているのかどうなのかというのは、私は

違うと思うのですけれども、ここを是正する考え

方はないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今佐藤議員のほうか

ら御意見をいただきましたので、改めて今話がさ

れた内容につきまして担当のほうとも協議してみ

たいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それと、もう一つ、

コミュニティー活動の推進ということでいえばも

う一点、各町内会が今も言っているように加入率

の減と少子高齢化、社会情勢の変化ということに

加えて、やはりずっと厳しい財政状況にしている

のは、あの小泉内閣の三位一体改革のときにやっ

ぱり地方財政が非常に厳しいということで、名寄

市にあってもさまざまな補助金のカット、あるい

は敬老補助金のカット、あるいは福祉バスの利用

の負担増というのがありますけれども、これが１

つはやっぱり地域を支えていた活動、特に今地域

は高齢化が進んでおりますので、敬老会をやって

もなかなか経費がかかると。ある意味では、町内

会の一般会計に相当繰り込んできている。それが

できないのなら、 ５００円の補助金をそのまん
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ま対象者にお渡しするというやり方をしている町

内会もあるようでありますけれども、やはり地域

コミュニティーをしっかり推進するためには、こ

ういう部分を１つはやっぱり検討し直す時期に来

ているのではないか。あるいは、町内会によって

は今は事務局を企画で持っておりますけれども、

これを独自の事務局組織にすべきではないかとい

う意見を持つ会長さんもいらっしゃるそうであり

ますけれども、今コミュニティーを推進するため

に改めて町内会のあり方を含め、補助金のあり方

を含め、検討する必要性があると思いますけれど

も、市長はどういうふうに認識をお持ちでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町内会は、あくまでも自

主活動組織ということでございまして、今はしか

し町内会にさまざまな行政のいろんなお願い事も

しているというのも事実でありまして、当然町内

会がしっかりと活動していただけなければ、行政

としてもなかなか厳しい状況にあるというのは実

態だというふうに思います。一方で、先ほどもお

話ししているとおり社会も本当に多様な変化を迎

えておりまして、町内会という枠を超えた違った

コミュニティーの中での活動だとかということも

ふえてきているということも事実でありまして、

町内会だけのコミュニティーだけでもない。そう

したことのコミュニティー、文化活動だとか趣味

の活動あるいはスポーツ、さらにはボランティア

とか、さまざまあると思いますけれども、そうし

たことにも我々もしっかりと一定の支援をして、

地域の皆さんが生きがいを持ってそれぞれつなが

りを持った地域社会をつくっていくということが

大事なのだろうというふうに思います。

その中で、町内会の今まで担ってきた役割とい

うのが少しずつ変わってきているのも事実である

と。しかし、一方で例えば面での防災の活動だと

か見守りだとか、どうしても地域の中でやっぱり

果たす役割は非常に高まっているものもあるとい

うふうに思っております。引き続きこうしたこと

をしっかりと支援をしていくということが大事だ

というふうに思っております。町内会の自主活動

交付金も数年前にも一部会費も増額をさせていた

だいたりということもしておりまして、その都度、

その都度、町内会の皆さんともしっかりと議論を

させていただきながら、あるべき姿あるいは支援

の体制についても協議をさせていただいておりま

すけれども、今後とも町内会としての役割を現状

の中で大事なことをしっかりと認識をしつつ、我

々としてもできる支援を今後ともしっかりとサポ

ートをしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今おっしゃるように、

１つはやっぱり地域町内会をどうやって守り育て

ていくか、これが地域コミュニティーを推進して

いく１つの方式、もう一つは市がやっているよう

に小学校単位の町内会の連携をどうやって事業で

推進していくのかと。ただ、我々会派の中では常

にスタートのときから言っているわけですけれど

も、事業に対して補助金あるいは事務費を補助す

るというやり方よりも一定程度交付金をお渡しを

して、中でしっかり何を取り組むかを検討してい

ただく。例えばうちの南地区まちづくりの協議会

では、例えば防災に全地区で取り組もうという取

り組みが例えば５０万円、１００万円の中でやろ

うよということも一つの方式ではないかと。１つ

の事業をやることで、補助を出すよりも私はどっ

ちかと言えばそれのほうが地域連携をとって、地

域コミュニティーを育てるのかなという認識を持

っているのですけれども、市長はその点はどうい

う認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町内会あるいは地域連絡

協議会も自主的な活動の積み上げ、あるいは機運

の高まりの中で醸成されていくものだということ

をこれはずっとお話をしているところでありまし
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て、一定のお金を配分をするから地域活動が盛り

上がるということとはやっぱりちょっと違うので

はないかという我々は見解を持っているところで

あります。そのために、そうした柔軟性のある自

主活動的な交付金の要綱も整備をし、それも適時

使いやすいように、あるいは増額等も含めて、低

減していくということも撤廃したりだとか、そう

いった工夫もさせていただいているところでござ

います。今後ともその活動をさらに自主的に盛り

上がっていく仕掛けづくりというのも、これは行

政もしっかり汗をかいていかなければならないか

なというふうに思っていまして、そこも今学校区

単位のいろんな事業の組み立ても出てきていると

ころでありますけれども、こうしたことも含めて、

さらに地域連絡協議会、地域町内会の会長さん等

とも、きょうは連合会長もお越しいただいていま

すけれども、しっかりと議論をして地域活動がど

うやったら盛り上がるかということを今後とも継

続協議、研究をしてまいりたいという考えでおり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私どもの会派では、

例えば交付金を５０万円、１００万円にしたから

事業が盛り上がるという認識ではなくて、その事

業、お金をどうやって有効に活用するために、き

ちっとやっぱり議論が必要になるでしょうと。そ

れが町内会同士、隣接町内会の連携あるいは理解

につながっていくことで、それが成果になって出

てくるとよりいいのではないかと。ただ、目先に

事業をやるから、では何をやろうではなくて、こ

れをどう活用しようと。いや、こっちでなく花い

っぱいでないか、いや、防災でないか、いや、こ

れではないか、いや、除雪をこういうところをち

ゃんとしよう、そこにお金を投じたらどうだとい

う議論があることが地域コミュニティーをどんど

ん、どんどん成長させるのではないかというのが

見解でありますので、ただイベントをやるために

お金を出せと言っているわけではなくて、議論が

やっぱり必要ではないかということを含めて言っ

ているので、これはそれぞれ今後の推移を見なが

らぜひ御検討をいただきたいと思います。

レンタル＆ゴー事業については、御答弁にもあ

ったように３年間ということでありますので、実

質やっているところにお話を聞くより、やれない

ところのお話をちゃんと聞いて、３年間だから３

年間は試行期間なので、３年間はやるのだと。微

調整はしながらでありますけれども、それよりも

特に今の議会、うちの議会でいえば経済建設常任

委員会は除排雪の問題をテーマとして議論をしま

した。

うちの会派は、きのう、おとといと会派の意見

交換会をやりましたが、やはり除排雪に対して非

常に多くの意見をいただいたと。場合によっては、

本当に士別よりひどいのではないかという声もあ

ったけれども、そのとき経済建設常任委員長の奥

村議員がいや、そんなことはないと、ことしは随

分改善をいただいたということで逆に説得をして

いただきましたけれども、市民の皆さんの思いと

いうのはやはり除排雪への思い、それを例えば町

内会で処理できるような課題になるのなら、この

レンタル＆ゴーというのは１つの方式として期待

をしていたと。でも、実質はなかなか実践になる

と先ほど市長の答弁にもありましたように、では

運転手はどうするのだ、安全対策はどうするのだ、

器物破損したらどうするのだ、そういうことで課

題がいろいろあってなかなか着手できない。ある

いは、うちの町内会みたく広い範囲内になると、

それを１日でやり切れるかといったら、３日、４

日かかるのならとてもではないけれども、やれな

いねということになってくるので、私は今の時代

だから、３年間試行だから３年間様子を見るので

はなくて、やっぱり一年一年していく。さっき人

口の動態のお話をさせていただきましたけれども、

６５歳以上の人口がこれだけふえていく、あるい

は６５歳以上の人口が名寄から出ていくという状

況下にあっては、やっぱり一日一日と言っていら
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れない。１年、２年、３年と言っていられない。

ある意味では、来年はこう変わる、あるいはこう

なるということになると、ではもうちょっと名寄

で頑張ってみようかなという人がいたり、いろん

なことが考えられるので、私はそこは本当に臨機

応変に、あるいはできない町内会の意見をしっか

り吸収してやるべきだと思いますけれども、現場

ではどういう感覚をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 貴重な御提言を

いただいたなというふうに思ってございます。御

承知のとおり、このレンタル＆ゴーですけれども、

地域町内会で除排雪のボランティアなども含め、

大変御苦労をいただいている現状を踏まえまして、

その少しでも負担を軽減できれば、そして機械力

も含めてお持ちいただければということでスター

トをさせていただきました。お話のとおり、３カ

年の試行期間を経て、その後どうしていくかとい

う大きな課題にはなりますけれども、決してこの

３カ年の中でもおかかわりいただきました町内会

の御意見等々を踏まえてリニューアルというか、

少しずつ条件を変えながら試行錯誤しているとい

うつもりでございまして、今シーズン、２年目が

ちょうど今月いっぱいで終了いたしますので、御

指摘いただいた点も十分踏まえながら、それぞれ

おかかわりいただいた町内会にさらに御意見を賜

り、改めて町内会連合会などにさらにお使いやす

いというか、形になれるよう努力を積み重ねて３

１年度取り組んでいきたいなというふうに思って

いますので、御理解いただければと思います。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） 今天野部長がおっし

ゃるように、やっぱり名寄を出ていく人たちの１

つの理由あるいは名寄に住みやすいまちにしてい

くための１つの方策というのは、やはり門口除雪

を含め、玄関前のあの重い雪をどうやって処理す

るのかという問題あるいは投げ場所がないときに

どうするのかという問題を含めて、そこに１つの

活路があると。そういう意味では、このレンタル

＆ゴーというのは、ある意味でやり方によっては

非常に市民に受け入れられる、あるいは町内会あ

るいは地域に受け入れられる私は事業だと思うの

です。それをきちっとやっぱりニーズに応える対

応というのをぜひ検討していっていただきたいと。

それは、もう本当に３年待たないで来シーズンこ

れだけ変わって多くの町内会が手を挙げて、ぜひ

うちでやりたいというような声になっていくよう

な施策の展開をぜひ御検討をいただきたいと思い

ます。

それと、ずっと住まいる応援事業でありますけ

れども、私はどうしても理解できないのは、なぜ

名寄に住み続けたいと決意をされて住宅をリフォ

ームをして住もうと、頑張ってみようと思って申

請を１００万円以上したときに２０万円で、地方

から３年、経験はあるけれども、移住だからと５

万円のインセンティブをつけると、それが住宅リ

フォームにかかわるものでインセンティブをつけ

るという意味がわからないのです。例えば都会か

ら名寄に来たときに、寒いから暖房でお金かかる

し、ストーブを買うのも大変でしょう、何を買う

のも大変でしょうと、だからインセンティブで５

万円をつけているのだという理由ならわかるので

すけれども、それを私どもが市民の皆さんに問わ

れたときに何と説明していいのか。移住を促進し

て労働力を確保して、出ていく人より入ってくる

人が大切だからと、そんな説明ができるわけない

のです。これから我々は、あと１カ月、２カ月も

すれば選挙に入りますけれども、これから地域の

皆さんに何でうちで２０万円で、ほかから来たら

２５万円、あれをつくったら３０万円ぐらいにな

るのかと言われたときに、実はこうこうこうです

という説明する材料を下さい、説明するものを下

さいと、それを言っているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回ずっと住まいる
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応援事業ということで、事業名も一新して新年度

から新たに取り組まさせていただきたいと思い、

予算の提案はさせていただいているところであり

ます。

まず、ここは議員とも一致した考えになるかと

思いますけれども、この事業はやはりあくまでも

第一義的には市民の皆さんに、この事業の名称に

あるようにずっと長く住んでいただきたいのだと

いう、そういう考えがあるということについては、

これは恐らく一致をしているのだと思います。そ

ういう視点から、今回もこの制度の内容について

見直しをさせていただいたと。これは、私どもも

まちづくり懇談会や何かも参加させていただいて

いますけれども、その中でよく出されているのが

やっぱり先ほどの除雪の話ではないですけれども、

各個別住宅の間口の除雪のところが非常に困り感

あるのだというお話を聞いていましたので、この

施策の中、住宅リフォームを通じながら、そこに

ついても施策連携として何とか取り組めないのか

ということで、抜本的な取り組みにはならないか

もしれませんけれども、先ほど言った機械が入れ

ない住宅があるというふうに聞いておりましたの

で、塀を取ったり邪魔になる木をよけることによ

って、そういったところも対応できないかという

視点で１つ今回検討をさせていただいたというこ

とであります。

それと、もう一つは、今回の事業の見直しに当

たっては、この取り組みを通じてほかの目的ある

いはほかの施策連携もできないかという視点で今

回は検討させていただいたと。これは、総合戦略

なんかでも説明をさせていただいておりますけれ

ども、市の喫緊の課題としてはやはり人口減少が

あるということで、ここに対する対応もこの取り

組みについてできないかということで検討をさせ

ていただいたと。その中で、移住というところに

１つキーワードとしてこの取り組みを通じて、こ

れが絶対ということではないのですけれども、そ

の一つとして貢献できる制度にならないかという

視点で検討をさせていただいたということであり

ます。そういう視点から、移住者に対しては５万

円の加算をさせていただくというところで、施策

連携という視点から５万円を加算させていただい

たということであります。

この５万円の加算ということでありますけれど

も、先ほど議員も言われましたように移住者の方

については既存の市民の皆さんから比べると、住

宅を取得をして、そしてそこに引っ越しをしてき

て改修をしなければいけないということで、その

前段にまず経費がかかるというところがございま

すし、改修するに当たっても中古住宅ですから、

程度によりますけれども、設備等についても大幅

に改修をしなければいけないということもあるで

しょうし、既存の方についてはこれまでも手をか

けてきて、自分の嗜好に合った住宅になっている

と思いますけれども、新規の方についてはやはり

自分の思うように改修をしたいというところがあ

ると思いますので、そういう意味では経費もたく

さんかかるだろうというふうに考えまして、そこ

について５万円でありますけれども、インセンテ

ィブを持たせ、そういう経費のかかるところ、そ

こも含めて配慮をさせていただきまして今回５万

円加算をさせていただくと、そういう取り組みを

させていただくということで提案をさせていただ

いているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長の言っている意

味が全くわからない。名称を幾ら変えてもやっぱ

り市民にとっては住宅リフォームなのです。それ

は、住宅リフォームを始めたとき、３年間で事業

をやめるといったときに、あれだけ商工会議所あ

るいは建設業、いろんな方もぜひ継続してくれと

いう声があるぐらい評判がよかったのです。それ

で、加藤市長になってから復活をして、事業をス

タートしても年間 ０００万円、 ０００万円の

お金があるようにやっぱり評判がいいのです。そ

れは、やはり名寄に住み続けたい、名寄に住むの
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だといって決意をされた市民の皆さんがやっぱり

住宅リフォーム、１００万円以上かけても２０万

円くれると。２０万円のために１００万円以上か

けるということはないと思いますけれども、やは

りこれから１０年、２０年、３０年住むためにリ

フォームをしたいと、お金は確かにないけれども、

やりたいのだというほうが私は貴重だと思うので

す。名寄でこれまで頑張ってきて、これからも名

寄で頑張りたい、名寄の土になりたいと考える人

たちがもしそういうリフォームをするというとき

に、それは移住に期待するのはそうかもしれない。

同じ住宅リフォーム、名称を幾ら変えたって住宅

リフォームはリフォームなのだから、名称を変え

たってその差をつくるという意味が、市民の皆さ

んに５万円の差をつけたという意味をちゃんと説

明できるような資料を下さいと。単純です。なぜ

５万円の差がついたのですかと。市民の皆さんが

直そうという家とほかからやってきて３年、いや

いや、それは新しいと。では、市民の皆さんが今

の家からどこかへ行くときに移住だからと５万円

プラスになるのですか。そんなことにはならない

でしょう。だから、そこをちゃんとやっぱりきち

っと判断できるように、これはもう１年前から経

済部、営業戦略でしたいと言っていたけれども、

その理由を明確にしてくれということで、ずっと

１年先送りしてきたら、今回名称を変えて、いや

いや、５万円つけますというのは、私はやっぱり

ちゃんとした説明、市民理解を得て、これほど人

気のある事業ですので、やっぱりやるべきだとい

うふうに思いますけれども、改めて見解を市長か

らお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もともとこの前身の平成

２８年度からスタートしている住宅改修の推進事

業についても交付要綱の中に、実は別表第２表で

すけれども、住宅改修と移住の促進、空き家バン

クということで、この事業はもちろん市民の皆さ

んにさらに住み続けていただく快適な住居を提供

する後押しをする。それと、市内の住宅事業者の

活性化あるいは技術継承といったことも含めてと

いうことですけれども、もう一つは市外の方にも

これを使用するのを認めて、やっぱり今これだけ

人口減少している中で食いとめるということもそ

うだけれども、外から人を呼んでここに定住して

いただくということも非常に重要な施策というこ

とで、２８年度からそうした枠も設けて実は推進

している事業ということでございます。

結果として、３年間全くインセンティブもなか

ったということもあって、移住者のこの利用とい

うのは合計３件ぐらいということ、ほとんど効果

はこの事業の中でのインセンティブというのは薄

かったということでありまして、ここをさらに押

し上げていくという意味も含めて、今回１つ５万

円というインセンティブをつけさせていただいた

ということでございます。御承知のとおり、人口

がふえれば労働力もふえてということもございま

すし、１人人口がふえれば交付税の算入も１人当

たり１３万円ぐらいふえるという、こういうお話

もあるということでございまして、外から来てい

ただくということに関してはそれだけ税収的には

メリットがあると。それに加えて、これはあくま

でも住宅以外のことでいろんな政策の波及効果を

出そうということでスタートをしている中で、今

回５万円ということであれば、そういう税収的な

部分も含めて皆さんに御納得いただける金額なの

ではないかということで、さらにこの移住政策を

推し進めていくことも含めて相乗効果を狙った施

策の組み立てだということでぜひ御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 見解の不一致ですの

で、これ以上議論をしてもしようがないと思いま

すけれども、私はやっぱり入れる、入ってくる方

と同じように出ていく方をどれだけ抑えるかとい

いうのも一つの施策だというふうに思います。や

はりこのまちで頑張ろうと来た人がもっとこのま
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ちで頑張れるような条件をどうやって整えていく

か。さっきのレンタル＆ゴーもそうでありますけ

れども、やっぱりそれも一つ、地方から来る人が

大事でという意味ではないでしょうけれども、当

然ながら名寄市民の方も大事だという意味でしょ

うけれども、やっぱりそこに相乗にお互いに理解

できるようなきちっとした理論が構築できないと、

非常に厳しい財政事情の中ではそこにインセンテ

ィブをつけてやるということに対して、やはりも

っと市民説明が要るのかなという感じはしていま

すし、市民の皆さんがやっぱりそれを理解をして、

ぜひ呼んでこようという思いに立つようなものに

していく。だから、そういう意味では同じ住宅リ

フォームでなくて、暖房器具とかなんとかという

ことでインセンティブをつけたほうがよかったの

ではないかなと。これは１つの考え方ですけれど

も、基本的には見解が違いますので、これ以上議

論をしてもしようがありませんので、これはこれ

で抑えたいと思います。

次に、教育関係で、どうも部長の答弁を聞いて

いると、小中学校の再編はあり得ると。財政事情

あるいは子供たちの数、いろんなことを含めると、

施設整備計画の中ではうたっておりますけれども、

あり得るというふうに教育委員会としては判断さ

れているということでよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 御承知のとおり、名

寄市内の名中、東中、智恵文小学校、これについ

ては非耐震ということで、施設整備計画の中でも

整備をしていかなければならない部類に属してい

る学校だと思っております。智恵文小学校につい

ては、後ほど山田議員の一般質問にもありますの

で、名中と東中、この２校に絞ってお話をさせて

いただければと思うのですけれども、御指摘のと

おり少子化ですから、今は大体市内中学生が１学

年２００人程度で推移するということになると、

それからだんだん減少していくということを考え

ると、将来的には３クラスから４クラス、名寄市

街地区でもそのぐらいの学級数で推移するという

ふうに今後はなってくるというふうに思っており

ます。その時期がいつなのかというのは、今後の

人口推計等を見れば出てくるのかなというふうに

は思っています。

ただ、２校のメリット、デメリット、１校のメ

リット、デメリットというもの、両方ありますの

で、例えば１校にした場合についてはどこに建築

をするか。一番理想的なのは、まちのど真ん中、

市街地のど真ん中に建てるのがちょうどいいので

しょうけれども、そういう適地があるのかという

問題もありますし、そこに例えば統合になります

から、通う全ての生徒をどういうふうな交通とい

いましょうか、足の確保をどうしていくのかとい

うようないろんな問題もございます。また、反対

に２校を維持するということになると、やはり今

いろいろ言われておりますけれども、部活動も団

体で行う部活動がなかなかできづらくなってきて

いるというとか、いろんな状況もございますので、

やはりその辺はさまざまな角度から検討をしてい

かなければ、この問題はなかなか前に進まないの

かなというふうに考えております。

中期基本計画の中でも一応教育部の施設につき

ましては、この３つの学校のほかにも図書館、児

童センター等、中期計画の中で方向性を出してい

くということでなってございますので、いろんな

要因を加味しながら検討していかなければならな

いというふうに思っておりますし、これについて

は教育委員会内部でどういう方向性を出していく

のかも含めて、どういう市民との議論をしていく

のかというのも今後検討し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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ただ、今河合教育部

長がおっしゃっていることは重要なことでありま

して、場合によっては本当に１校になると。今現

状は３クラス、２クラス、昔からいえば私どもの
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ときは７クラス、４０人学級の７クラス、その前

は４０人学級の９クラスというのが最高だった時

代がありましたので、今まさに１校でも余るよう

な状況、１つになっても今で５クラスぐらいです

ので、かもしれません。ただ、それこそこれから

今教育委員会が抱えているさまざまな事業、図書

館あるいは児童センターあるいは中学校２つ、小

学校、智恵文というふうに出てくると、本当にこ

の中期計画の年度、４年間の中でその結論を出す

のか。それとも、もう一方重きを置くのは、名寄

市は教育都市宣言をしている名寄市の教育として、

それでも２校でいくという姿勢を貫くのか。ここ

はどちらでもいいという解釈で、教育委員会は市

民の皆さんの理解が得られれば１校にする、市民

の皆さんの意向がなければ２校でそのまんまいく

という、ただ両方とも部長おっしゃるように２校

にして、それから人口過疎が進んで１クラスしか

できないというときに、本当に２０億円も３０億

円もかかる学校を２つつくるということがいいの

かどうなのかというのは、財政上許されるのか、

あるいは今回行財政改革の中の教育、学校の配置

は外れましたけれども、財政の見地ではなくて、

やっぱり教育は教育の見地というのが１つあると

思いますけれども、その辺を含めて今の御答弁で

よろしいという解釈でいいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私の立場から言うの

が適切かどうかはわかりませんけれども、やはり

教育の質というのは維持していかなければならな

いと考えています。それがクラスだけなのか、何

をもって教育の質を維持するのかということもや

はり含めて議論していかなければならないのだと

思います。ただ、その反面、やはり当然計画の中

でも未来に過度の負債といいましょうか、負担を

残さないようにというような考え方も持っていま

すので、やはり精神論といいましょうか、教育に

携わる中での考え方と施設整備というのも両方、

両にらみといいましょうか、両方を見ながらやっ

ていかなければならないのだろうというふうに思

っていますので、それがいつの時点で２校が１校

とか、今の段階ではちょっと言えませんけれども、

将来的なことも含めて、将来的には当然１校とい

う方向も出るのでしょうけれども、それが４年間

の中で出るのかどうなのかというのは、まだ今の

ところ不透明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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、中学校だけ

の問題ではなくて、中学校がもし再編をされるよ

うなら、当然ながら小学校もいいのかどうなのか

という議論があると思いますが、これは本当に名

寄市の教育行政にとっては重要なファクターとい

うか、重要な議論になっていくというふうに思い

ますので、ここは慎重に対応していただきたいと

思いますけれども、一方やはり財政の状況あるい

はニーズ的には図書館が先ではないか、あるいは

児童センターが先だとか、いろんな声があると思

いますので、これは慎重に協議をされて名寄市の

将来像、今の高校、きのうもうちの会派の報告会

をやったときにも高校間口について非常に懸念を

している声が上がっていました。産業高校の特に

農業部門をちゃんと守るべきではないかという声

でありますけれども、名高も倍率があれだけ、

０を割っている状況でありますので、高校、中学、

小学と義務教育プラス高校というのは本当に変わ

っていく可能性があるので、そのときに議論をし

っかり続けていっていただきたいと。計画だけで

はなくて、計画にとらわれるのではなくて、現実

対応と子供たちの健やかな成長ということを念頭

に置きながら、どれが理想か、ある意味では２校

のほうが少人数教育でいいのかもしれない、ある

いはクラブ活動、いろんな団体生活を考えたら１

校にしたほうが中学校はいいのかもしれない。そ

の検討も含めて、ちゃんとやっぱり理論を構築し

て、ぜひ今後も協議を続けていっていただきたい

というふうに思います。
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次に、深名線の跡地でありますけれども、当然

ながら市長の答弁はありましたけれども、天野部

長は現地を見ていると思いますので、現地を見て

どういう認識を持っているのかお答えをいただき

たい。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） この該当する地

域、地元から、地域からちょっと対応を考えてい

ただきたいなという要望というか、お話がござい

まして、私の記憶では１１月だったため、もう降

雪が始まっていた時期でしたので、ちょっと十分

な状況ではなかったのですが、当然また改めて雪

解けを含めましてしっかり現地等々を見ながら、

私どもでできることがあればしっかり考えていき

たいなというふうに思っ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） これは、市長の答弁

の中にもありましたけれども、一番最初は平成２

０年、もう１０年前に最初に当時の島市長に要望

をしたのは、跡地にやはり不法投棄が目立つと。

しかも、車で来て、あるいは自転車で来て投げて

いって、結局はトラック１台分のごみが回収され

たという状況があって、何とか防護柵を設けてほ

しいということで、このときは２０日に要望をし

て４日後に設置をしているという非常にスピーデ

ィーな対応を当時はいただきました。ただ、その

後もやっぱり地域としては、どうしても豊栄地区

というのは農村部も抱えていますし、今は家庭菜

園も相当ふえておりますので、その中でやはりキ

ツネだとかタヌキだとか、いろんな害獣を含めて

荒らされることに対する被害というのは相当出て

きておりますし、何とか対応してくれということ

でありますけれども、ここはある意味で民間所有

の隣接地でもありますけれども、これまで民間の

企業と隣接地の所有者と協議をされた経緯という

のはございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私の承知してい

る建設水道部としては、当然民地所有のところと

の協議等々はした経緯はないというふうに承知を

しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 経緯、協議はしてい

ないというのは、それはやる気がないというのと

同じではないの。だから、そこはちゃんと町内会

地域としてはぜひ協議をして対応策を全体的に考

えようと。例えば雑草の刈り取りを年一、二回し

ているから、それでいいでしょうということでは

なくて、抜本的に変えるときになったらどうする

のだということを町内会、既に部長も、あるいは

当時の佐々木副市長以下、やっぱり歴代の副市長

は現地を見ていただいて、部長も見ていただいて、

あるいは所管の管財も含めて見ていただいて、い

やいや、対応しなければということでずっと引き

継いで１０年です。だから、それをどうやって抜

本的に改革、対応するのか。それこそ住みよい地

域をつくる、あるいは今立地適正化のアンケート

をとってもやっぱり豊栄地区というか、あそこの

地区に移住したいという、あそこの生活環境がい

いというアンケートも出てきているわけでありま

すので、それをより改善する、あるいはそこまで

できないなら一、二回の草刈りをさらにふやして

本当にキツネの巣にならないような対応、カラス

の巣にならないような対応をしっかり今のところ

はとらざるを得ないという判断なのか、改めて御

見解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 旧深名線の跡地

の管理につきましては、これは総務部管財所管の

事案でございまして、今議員お話しいただいた民

間所有の関係の土地なども含めては、私自身が承

知している範疇ではもう十数年前、豊栄地域の特

に西のエリアというか、交通のアクセスの関係で、
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民地がございますけれども、東７号線につながる

形ができないものかということでの御相談が建設

水道部のほうにありまして、ただ７号通というの

は河川との位置関係も含めて、ちょっと中途半端

と言ったら言い方は悪いのですけれども、東８号

なり東５号に出ないと南のほうのエリアには進む

ことができないということで、大変大きな民間所

有の土地もございまして、私どもではそれを道路

改良していくという方針には当然ならなかったと

いうことでございまして、それ以降は議員のお話

にもございましたとおり、ごみの不法投棄だとか、

当然これは建設水道部というよりも当時の環境衛

生部門での対応も含めて、そういう予防の柵を設

けたりだとか、当然隣接する場所、反対側と言っ

たらおかしいのですけれども、北側には遊水地の

グラウンドなどもございまして、当然私どももこ

この地域の環境保全については全く承知していな

いということではなくて、当然総務部も環境衛生

部も、そして私どもとできることでしっかりと対

応は考えていくべきだというふうに思ってござい

まして、直接的な草刈り作業については総務部の

ほうで発注をいただいているようでございますけ

れども、当然引き続き連携を密にしながら、該当

される地域の皆さんとも御相談をしながら対応を

考えていかなければならぬものだというふうに考

えているところでございますので、御理解いただ

ければと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この問題、課題だけ

ではなくて、やはりどうしても行政というのは縦

割り関係になる。例えば現状は、スタートのとき

はそうかもしれないけれども、今は管財ですとい

うふうに振ると。教育委員会もそうです。学校の

校舎の問題になると、いやいや、それも管財で一

般財産に移りましたと。例えば最近は見ていない、

撤去されたのかもしれないけれども、豊西小のと

ころにさよなら豊西小学校という看板がずっと去

年までついていると。あれだって、あれだけＥＮ

―ＲＡＹを、それこそ文化度を上げるためＥＮ―

ＲＡＹを利用しているのに、隣の閉校して何年も

たった豊西小学校がいつまでもさよなら豊西小学

校、何月何日と入っているのがそのまんまになっ

ているということも含めて、やはり行政というの

は横断的に、これは総合政策室もそうであります。

やはり横断的にやるというのが市民の皆さんの課

題、あるいはいろんな課題を解決していくため、

あるいは市民の皆さんの苦情に対応するため、市

民の皆さんの願いに応えるためにもやはり横断的

に協議をしていくということが私は原則だと思う。

いやいや、うちの所管でないから、いやいや、あ

っちだから、そっちでやってくれ、うちでないか

ら、あっちだからというやり方は、それは市民理

解は得られないと。今の時代は、これだけ小規模

に人口２万 ０００の小規模都市になったわけで

ありますので、しっかり行政が横の連携をしなが

ら、やっぱり名寄のまちをどうやって住みよいま

ちに、市民の皆さんが住み続けられるまちにして

いくかが私は重要だと思いますけれども、市長の

見解をお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言をありがと

うございました。諸課題を、特にいろんな今は諸

問題、この問題に限らず、多部門に多岐にわたる

案件が相当多くなってきているということでござ

います。しっかりと御提言を受けとめさせていた

だいて、横断的にしっかりと物事に対応していく

ということをしっかり心がけ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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市長からそういう前

向きな御答弁をいただきましたので、それ以上は

本当は言う必要がないのかもしれませんけれども、

これは中心市街地の活性化もそうだと思うのです。

やはりあそこは、例えば商店街あるいは商工会議

所あるいは行政、それぞれがやっぱり一体になっ
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て考えるのとそこに消費者をどうやって巻き込ん

で、本当に今の五、六丁目の姿がいいのかどうな

のかというのをやっぱりつくり上げていくと。公

共施設を持ってくれば、それで活性化ができるの

だというのは、よろーなは活性化しましたけれど

も、あそこのお客さんがまちの中に流れないとい

うのは状況的に明確になってきているわけであり

ますので、あれをどうやって流していくのかとい

う取り組みを考えるときに、やはりこれは三位一

体、そういう意味での三位一体ではないですけれ

ども、横断的に経済部と本当に建設部あるいはい

ろんなセクション、教育部も含めていろんなセク

ションで考え、あるいは福祉も含めてであります。

考えて取り組んでいくというのがこれからも名寄

市がやっぱり、それこそ大学ではないですけれど

も、小さくてもきらりと光るまちづくりに私はつ

ながっていくように思いますけれども、市長はそ

の点は同一の見解ということで理解ということで

よろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全くそのとおりだと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 最後に、これもずっ

と合併以来いろんな議論がありながらもしている

のですけれども、やはり庁舎をどうしていくのか。

ここは、市長がおっしゃるとおり立地適正化計画

ですとか、公共施設の総合管理計画ですとかとい

う計画のほうにやっぱり議論を委ねるというとこ

ろでありますけれども、これはトップとして名寄

市をこれからやっぱりより発展させていくために

庁舎は風連地区を含めて分庁方式で活性化を、そ

のまま庁舎を中心に活性化をさせるという方針で

臨むのか、あくまでも市民の皆さんの意見に左右

されるということなのか、改めてこの庁舎のあり

方について市長の見解を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） 今の現風連庁舎も名寄も

そうですし、智恵文も分庁舎がありますけれども、

それぞれの地域のコミュニティーの核としても機

能していくという認識でおります。この庁舎をど

うしていくのかというのは、これはまさにやっぱ

り地域議論が優先されるべきだと私は思っていて、

どこに統合する、あるいはそのまんまでいく、あ

るいは機能を少し変えていくと。そういうような

ことにしてもいろんな大きな、言い方は悪いです

けれども、利害という言い方がいいのか、いろん

な側面があるということでありまして、ここはや

っぱりしっかりと議論を積み重ねていくことが特

に大事な部分だというふうに思っていまして、当

然今の都市計画の見直し、立地適正化計画の中で

も十分市民の皆さんの議論を喚起をしつつ、あら

ゆる場面でその後も市民の皆さんの意見を捉まえ

ながら落とし込んでいくということが大事なので

はないかというふうに考えているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 庁舎のあり方につい

ては、市長がおっしゃるとおり非常にデリケート

な問題であります。合併当時から、やっぱり対等

合併にした、あるいはそれぞれの財産を生かした

まちづくりをしていくのだということで名寄庁舎、

風連庁舎というふうに分けました。ただ、やっぱ

り市民の方にしてみれば、風連庁舎に用事がある

ときは市外番号をかけなければいけない、あるい

は風連の方が名寄にかけるときも市外番号をかけ

なければいけないということが本当のまちづくり

の基本でいいのかということを含めて、いろんな

議論がやっぱりあると思います。そのためには、

やはり立地適正化の委員会あるいは都市計あるい

は総合管理計画の議論の中でもあると思いますけ

れども、やっぱり市側から一定程度どうしたらい

いかという問題提起をされて議論を巻き上げるの

かということが１つ、これは市長の判断に委ねま

すけれども、そんなに……去年のやっぱりあの大

停電あるいはいろんな水害を考えたときに本当に
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危機管理、市長の指導のもと危機管理がしっかり

できるかというと、分庁方式では難しい面という

のが私はあると思いますので、今の時代、何が起

きるかわからないということが去年立証をされた

わけでありますので、ぜひ市長の最後の……ある

意味では最後ではないですね。市長のリーダーシ

ップを心から御期待をして代表質問を終わりたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８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。

新元号への対応について外６件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、市政クラブを代表して質問を

させていただきたいと思います。

大項目の１点目、新元号への対応についてお伺

いをいたしたいと思います。天皇陛下の御譲位に

より５月１日から新元号となりますが、コンピュ

ーターや印刷物等への備えと西暦と元号の使い分

けについて考えをお伺いいたしたいと思います。

大項目の２点目、市民と行政の協働によるまち

づくりについて、小項目の１点目、コミュニティ

ー活動の推進についてお伺いいたします。町内会

への補助金の増額や活動状況に合わせて交付され

るネットワーク事業など財政的な支援は進んでい

ると思いますが、残念なことに町内会加入割合は

減少をしております。アパートなどは、特に加入

率が低いと思いますが、対応策についてお伺いを

いたしたいというふうに思います。

小項目２点目、インターネット社会における情

報発信について。名寄市は、ホームページの作成

やフェイスブックで名寄の出来事など情報発信を

進めております。近年観光や移住定住、交流事業

などにも積極的に取り組んでおりますが、このよ

うな情報発信をする、総合的に適時配信をする仕

組みづくりが必要ではないかと思いますけれども、

考え方をお伺いをいたしたいと思います。

小項目３点目、台湾との交流活動の推進につい

て。台湾との交流は、名寄日台親善協会を中心に

交流が進んでおりますが、交流と観光が一体とな

った取り組みが必要で、あわせて中国語によるイ

ンターネット情報配信を積極的に行ってはいかが

かと思いますが、考え方をお伺いしたいと思いま

す。

小項目の４点目、交流居住の推進について。お

試し住宅までのアプローチと移住体験者への受け

入れ対応についてお伺いをいたしたいと思います。

また、労働政策研究・研修機構の調査で若者の

潜在的Ｕターン希望者のデータで、戻りたい１

５％、やや戻りたい３ ６％、合計で４ １％の

人がＵターンを希望するデータがありますが、こ

のようなニーズに対応した施策についてどのよう

にお考えなのかお伺いをいたしたいというふうに

思います。

大項目の３点目、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、小項目の１点目、

健康の保持推進について。住みなれた地域で少し

でも長く生活するためには、健康長寿の実現が必

要で、その実現のためにフレイル予防が各地で行

われ始めていますが、名寄市のフレイル予防に関

する取り組み状況と今後の進め方についてお伺い

をいたしたいと思います。

まず、フレイルチェックは、養成研修を受講し

た高齢市民サポーターの手により担われており、

市民との協働で健康長寿を進めることが可能なシ

ステムだと思いますが、考え方をお伺いしたいと

思います。

小項目の２、地域医療の充実について。地域医

療構想では、医療ニーズが変化し、病院完結型の

医療から地域完結型の医療に変わっていく必要性

を踏まえ、それぞれの地域において競争よりも協
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調により話し合いを進め、高度、急性期、回復期、

慢性期、在宅医療や介護等に至るまで切れ目のな

いサービスがその地域の実情に合わせた形でバラ

ンスよく提供される体制の構築を目指しておりま

すが、開業医誘致、東病院の将来像を含め、地域

医療のあり方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。

小項目の３点目、保育料の無償化への影響につ

いて。来年度の１０月から保育料無償化が予定さ

れておりますが、市民及び名寄市への影響につい

てお伺いをいたしたいと思います。

小項目４点目、障がい者福祉の推進について。

名寄市では、多くの障がい者の皆さんのための施

設が運営され、生活や就労支援等の取り組みが行

われておりますが、市としての支援の考え方とノ

ーマライゼーションの理念を浸透させるための取

り組みについて考え方をお伺いいたしたいと思い

ます。

大項目の４点目、快適で安心、安全なまちづく

りについて、小項目の１点目、空き家対策につい

て。空き家に関する調査は今年度で終了し、今後

データ化されると思いますが、今後の対応につい

てお伺いをいたしたいと思います。

また、危険空き家に対する応急措置を含む対応

についてもお伺いをいたしたいと思います。

小項目の２点目、道路の整備について。名寄市

では、舗装率が予定どおりに進まず、市民からの

要望も多いところであります。名寄市としては、

道路工事を予算化しても国からの予算化がされな

い状況にあり、その要因と対策についてお伺いを

いたしたいと思います。

小項目の３、ＪＲ宗谷本線の活性化について。

ＪＲ北海道は、ＪＲ東日本、東急電鉄、ＪＲ貨物

の４者でことしの夏に観光列車を走らせることに

なりました。このような前向きの企画には、地域

としても支援すべきだと考えますが、対応につい

てお伺いをしたいと思います。

また、宗谷本線事業計画アクションプランへの

取り組み、ＪＲや国、北海道の状況についてもお

伺いをいたしたいと思います。

大項目の５点目、地域の特性を生かしたにぎわ

いと活力あるまちづくりについてお伺いします。

小項目の１、市内中小企業の育成について。市内

経済を循環させるためには、公平、公正な競争原

理の中で市内企業の育成の観点が必要で、まずは

市内事業者内で競争してもらうことへの考え方に

ついて、また建設工事の発注での水害等災害時支

援や地域貢献活動に対する評価について考え方を

お伺いしたいと思います。

小項目の２、商工業の振興について。地元中小

企業は、地域経済や雇用を支えていますが、年々

減少傾向にあります。そこで、（仮称）名寄市商

工業振興基本計画を策定し、企業、行政、市民が

一体となって振興を進めることが望ましいのでは

ないかと思いますが、考え方をお伺いいたしたい

と思います。

小項目の３点目、観光振興と経済活性化につい

て。観光基本計画の目的にあるように、さまざま

な取り組みから経済の活性化に結びつけていくこ

とを目指しておりますけれども、計画策定後にど

のような工夫をされたのかお伺いをいたしたいと

思います。

大項目の６点目、生きる力と豊かな文化を育む

まちづくりについて、小項目１、幼児教育の無償

化の影響についてでございます。幼児教育につい

ても無償化が予定されておりますが、同じように

市民及び名寄市への影響についてお伺いしたいと

いうふうに思います。

小項目の２、高等教育無償化による名寄市立大

学への影響について。大学教育についても無償化

が予定されておりますが、このことによる募集等

の動向についてどのように捉えておられるのか、

また学生や名寄市への影響についてお伺いをいた

したいと思います。

小項目の３、スポーツコミッションの立ち上げ

について。スポーツコミッション立ち上げが予定
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されていますが、どのような布陣で検討されてい

るのか、また名寄市内の企業や団体との連携につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

大項目の７点目、教育行政について、小項目１、

産業高校酪農科学科についてでございます。名寄

市の取り組みもあり、本州からの生徒が在籍して

おりますが、受験前の学校の下見等への対応につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

また、在校生へ充実した教育を提供するために

夏休み期間中の実習先のあっせんや卒業後の就職、

就農へのトータルサポートについて、学校と連携

して取り組むことが望ましいのではないかと思い

ますが、考え方をお伺いしたいと思います。

小項目の２、図書館アンケートの速報について。

図書館活用向上アンケート調査を実施されました

が、速報値としてどのような傾向か、またこの結

果を踏まえた今後の対応についてお伺いをいたし

たいと思います。

小項目の３、ＥＮ―ＲＡＹホールについて。Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールは、大変多くの市民に利用され、

順調に推移しており、活動内容を見ても劇場法の

基本的な考えや目的にも沿う先進的なホール運営

に向かっているのではないかと思います。そこで、

劇場法第３条の事業の中で第８項に地域社会のき

ずなの維持及び強化を図るとともに、共生社会の

実現に資するための事業を行うことと記述されて

おりますが、市としての考えをお伺いしたいと思

います。

以上、壇上から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） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目で７点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

から大項目６の小項目２まで私から、大項目６、

小項目３及び大項目７については教育部長からの

答弁とさせていただきます。

初めに、大項目１、新元号への対応についてお

答えをいたします。天皇の退位等に関する皇室典

範特例法が公布をされ、改元が５月１日に実施を

されるに当たり、当市においても国のスケジュー

ルに合わせて改元について準備を進めているとこ

ろでございます。

まず、コンピューター等における各種システム

につきましては、４月１日に予定をされている新

元号発表後に委託業者による改修作業を実施をす

ることにより５月１日からの新元号表記に対応を

いたします。

次に、印刷物等につきましても５月１日から新

元号を表記することとなりますが、発付時期が早

い市営住宅使用料、固定資産税等の納付書につき

ましては４月１日の新元号発表前に業者に印刷を

発注しなければならないために現在の現行で表記

をさせていただいて、５月１日以降に新元号に読

みかえていただくよう市民の皆様に周知を進めて

まいります。

続きまして、西暦と和暦の使い分けについてで

ございますけれども、自治体それぞれの対応とな

っておりますが、近隣自治体においては国と同様

に和暦で表記をするところが多く、当市におきま

しても和暦の表記を中心としながら、各種計画等

のように長い期間を記載をする必要があるものに

ついては、わかりやすいよう西暦と和暦の併記で

対応する方法などを考えているところでございま

す。今後職員に向けて取り扱いの指針を定めると

ともに、市民にとってわかりやすいものとなるよ

うに準備を進めてまいります。

次に、大項目２、市民と行政との協働によるま

ちづくりについて、小項目１、コミュニティー活

動の推進についてお答えをいたします。町内会に

つきましては、協働のまちづくりを進めるための

基盤となるコミュニティー組織であり、最も重要

な組織であると認識をしており、町内会が実施を

する環境美化活動、防犯活動、子供やお年寄りを

初めとする地域住民の見守り活動など、町内会の

主体的な活動に対する町内会自治活動交付金や町

内会館の整備を支援をする町内会館建設費等補助
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金などの財政的支援を行ってきているところでご

ざいます。

しかし、一方で町内会の加入率は年々低下傾向

にございまして、平成２２年度は１万 ００２世

帯のうち加入世帯１万７６７世帯で加入率が８

８１％、平成２９年度では１万 ６９４世帯のう

ち加入世帯 ８９８で加入率が７ ９７％、平成

３０年度では１万 ６６６世帯のうち加入世帯

７３５世帯、加入率が７ ８６％となっていると

ころでございます。地域別に見ますと、平成３０

年度では名寄地区が７ ７１％、智恵文地区が９

５９％、風連地区で９ ０６％で、名寄地区が

低い数値となっているのはアパート、マンション

の居住世帯が多いことが要因として考えられると

ころでございます。

アパート、マンションに居住をされている世帯

への加入促進対策としましては、他市の加入促進

対策の取り組みを参考に町内会連合会と市が作成

をしたアパート、マンション入居者向けの町内会

加入促進チラシを希望する町内会へ提供すること

で加入促進活動の支援をしてございます。また、

アパート、マンション入居者に限らない加入促進

対策といたしましては、転入者へは市役所窓口に

て加入案内を実施し、また市の広報紙、ホームペ

ージにて町内会活動の必要性などの周知を行い、

まちづくりへの参加についてお願いをしていると

ころでございます。総合計画の主要施策で掲げて

おります町内会加入率向上の成果指標達成に向け

て、今後におきましても町内会における加入促進

の取り組みを継続して支援をするとともに、市民

主体のまちづくりを推進をするため、市民の地域

コミュニティーへの積極的な参加や連携、協力を

促し、安心して暮らせる住みよいまちづくりを進

めてまいります。

小項目２、インターネット社会における情報配

信についてお答えをいたします。現在本市のホー

ムページを活用した情報発信では、担当課におい

て発信情報の作成ができるシステムを採用してお

り、担当課で所有する情報を随時発信または更新

できるようになっております。また、名寄市公式

フェイスブックでもフェイスブックを見ている方

が発信者となって見ている情報を拡散できる利点

を生かしまして、ホームページと同様の情報を随

時発信をしているところでございます。イベント

等の詳細が確定次第、即時性を持った情報発信に

努められるようにしたいと考えておりますが、市

民の皆様や観光に訪れる方々に対して、これなら

行ってみたいと思えるような情報を事前に提供で

きるよう成功事例などを参考としながら研究をし

てまいりたいと考えております。

小項目３、台湾との交流活動の推進についてお

答えをいたします。議員も御承知のとおり、名寄

市・台湾交流実行委員会を解散し、今年度から台

湾との交流推進に係る体制を民間団体である名寄

日台親善協会に一本化をすることで人的交流など

に取り組んでおりますが、中学生台湾派遣事業や

農業青年派遣事業などの個別事業では関係団体で

ある中学校やＪＡ道北なよろなどと親善協会が連

携をして実施をし、市民の国際理解の促進などに

成果がございました。今後とも台湾人の職員がい

ることや台湾への派遣事業などへのノウハウがあ

ることから、市としても親善協会が行う事業につ

いて必要な支援を行い、親善協会と関係団体との

パイプ役としての役割を果たしてまいります。交

流事業以外で他団体と連携をし、実施した事業に

ついては、台湾から本市を訪れたバドミントンや

カーリングの関係者の受け入れなどが挙げられま

す。また、平成２８年には観光団体と連携をし、

台湾からサイクリストを誘致をしたこともあり、

今後とも観光を含め、当地を訪れる目的に合わせ

て関係団体と連携をし、交流人口の拡大などに努

めてまいります。

次に、中国語も含めた外国語による情報発信の

現状についてですが、本市のホームページは平成

２７年４月にリニューアルをし、日本語のほか、

一部英語、中国語、ロシア語に対応をしておりま
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す。外国人が必要とする情報として、例えばピヤ

シリスキー場、ひまわりなどの観光スポットや煮

込みジンギスカンなどのグルメなど本市を紹介す

る外国語対応専用ページを公開をしており、多く

のアクセスをいただいているところでもございま

す。あわせて、専用ページ以外でも本市ではフェ

イスブックによる情報の発信も行っており、フェ

イスブックの機能で多言語での翻訳も可能になっ

ておりますので、それをもって外国人の方でも閲

覧できる環境をつくっているところでございます。

なよろ観光まちづくり協会のホームページについ

ては、日本語で公開をしておりますが、主な内容

につきましてはグーグル翻訳機能を活用し、英語

と中国語に変換できることとなっております。ま

た、名寄市では観光パンフレットを作成、配布を

しておりますが、多言語化に対応するために日本

語、英語、中国語版を用意をしており、ホームペ

ージ上でもそれぞれの言語に対応したパンフレッ

トをダウンロードすることができます。今後とも

中国語を含めた外国語の情報発信に努めてまいり

ます。

次に、小項目４、交流居住の推進についてお答

えをいたします。本市の移住施策につきましては、

名寄市総合計画第２次中期基本計画の主要施策、

交流活動の推進に位置づけるとともに、名寄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略においても基本目

標に人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここ

で暮らしたいと思われるまちに位置づけ、取り組

みを進めております。

具体的には、現在名寄市街地にお試し移住住宅

２棟を設置をし、運営をしており、名寄市移住促

進協議会のホームページやＳＮＳでＰＲをするほ

か、首都圏で開催をされる移住相談会や東京や札

幌で実施をした本市単独の移住イベントにおきま

して、名寄市の住みよさを体験していただくため

にお試し移住住宅の利用を働きかけております。

お申し込みいただきました利用者の方には、事前

のリクエストに応じ、滞在中における情報提供や

市内公共施設等を利用できるお試しチケットの配

付のほか、地域の方の御協力のもと、町内会行事

への参加などを通じて交流を深めていただいてお

ります。利用後につきましても引き続き名寄市へ

の移住を検討していただくため、市の広報を郵送

し、情報を伝えるとともに、本市が参加をする首

都圏での移住相談会の案内状を送付をし、その後

の状況について聞き取りなどを行っております。

Ｕターンへの対応といたしましては、今年度か

ら名寄中学校の卒業生が３０歳になったときに例

年開催をされております同窓会の場に移住促進協

議会として若干の時間をいただきまして本市の現

在の魅力をお伝えをするとともに、首都圏での移

住相談会などについて情報提供をさせていただい

ております。また、移住ＰＲ事業として平成２８

年度から今年度までの３年間の継続した取り組み

の中で、ターゲットとして子育て世代や起業マイ

ンドのある人などにアプローチをしてきた結果を

踏まえ、新年度からは働き手の確保に資する首都

圏等からの若年層に加え、Ｕターンを含む名寄に

ゆかりのある人についても確度の高いターゲット

として取り組みを進めることとしております。

大項目３、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きまして、小項目１、健康の

保持増進についてお答えをいたします。フレイル

予防につきましては、これまでの地域支援事業の

開催により虚弱な高齢者のことを特定高齢者や二

次予防事業の対象者、総合事業の対象者といった

呼称で変遷をしてきましたけれども、最近ではフ

レイルとしてその予防について重要視されてきて

いるところでございます。

今年度の取り組みといたしましては、８月にフ

レイルを予防する生活を、３月には人生１００年

時代へのはじめの一歩の第２弾としてフレイル予

防編の講演会を開催をし、多くの市民の皆様に御

参加をいただいて、フレイル予防の関心をより高

めることができました。また、市民みずからがフ

レイル予防の生活を実践していくために市内の歯
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科医や市立大学栄養学科と共同して楽食講座を昨

年の１０月から１１月にかけまして１シリーズ計

４回開催をいたしました。講座では、口腔や栄養

摂取、身体機能のチェックを行い、フレイル予防

を実践できる内容として参加者からは好評を得た

ところでございます。

議員から御質問にありましたフレイルチェック

につきましては、先進自治体の実施状況や成果等

を研究してまいりたいと考えております。フレイ

ル予防は、低栄養の改善や口腔機能の向上、運動

器の機能向上等が重要であるため、保健事業と介

護予防を一体的に実施をしていく必要がございま

す。そのため、後期高齢者医療担当、保健センタ

ー、地域包括支援センターとが連携するとともに、

市内の歯科医や市立大学などの関係機関、地域の

皆様の御協力を得て事業を実施してまいります。

今後におきましても国や道、他自治体の動向を見

据えてフレイル予防に関する事業内容を検討しな

がら、広く市民へフレイル予防の普及啓発を継続

をし、市民みずからの健康に関する意識を高める

ことにより健康増進や健康寿命の延伸につなげて

まいります。

小項目２、地域医療の充実について申し上げま

す。北海道医療計画に基づき現在調整中の上川北

部区域地域医療構想は、各自治体や医療機関の取

り組みや方向性をまとめた地域医療構想推進シー

トの見直し作業が進められておりまして、年度末

に予定をされる調整会議で確認をされる見通しと

なっております。取り組みの方向性としては、今

後の人口や疾病の構造変化などを踏まえた連携体

制の協議を進め、医療資源の有効活用を図り、地

域に必要な医療を効率的に提供できる体制を構築

することなどが挙げられております。各医療機関

の役割分担につきましては、今後不足をすること

が見込まれる回復期医療の確保策を中心に調整会

議の中で議論されていくこととなっておりますの

で、議論経過に沿って東病院の将来像を含めたそ

れぞれの役割あるいは立ち位置が見えてくるもの

と考えております。

また、開業医の誘致についてですが、関係機関

の協力も得ながら誘致制度の周知を図っていると

ころでありますけれども、現時点では実現に向け

た動きはございません。今後は、周知拡大のため

に道外も含めた医師が集中している地域にも行き

届くよう関係機関や団体に協力を要請したいと考

えております。

地域医療のあり方につきましては、一自治体だ

けで方向性を決めるということはできませんが、

センター病院である市立総合病院の急性期機能を

維持し、東病院や風連国保診療所などの役割も踏

まえて上川北部医師会、各医療機関や介護施設と

の連携を図りながら充実した地域医療の実現に努

めてまいります。

次に、小項目３、保育料の無償化への影響につ

いてですが、これは大項目６の小項目１、幼児教

育の無償化の影響についてと関連がございますの

で、一括してお答えをいたします。本年１０月か

らの消費税引き上げ時に合わせて、生涯にわたる

人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や少子化

対策の観点から幼児教育における保護者の経済的

な負担軽減を図るため、３歳から５歳児の幼児教

育及び保育の無償化が実施をされる予定となって

おります。名寄市におきましては、これまでも独

自施策として幼児教育、保育の保育料金の軽減を

実施をしてまいりましたけれども、今回の無償化

によりさらに保護者の負担軽減が図られるという

ことになります。

現在国が示しております無償化の制度では、こ

れまで保険料に含まれていた給食費については無

償化の対象外となっており、実費徴収する費用で

ある通園送迎費、行事費などとともに別途徴収と

いうことになります。また、保育所に限らず、幼

稚園等に在籍をしていても共働き世帯等により保

育認定を受けられる条件を満たしている場合は幼

児教育時間後の放課後一時預かり事業等において

も無償化の対象となっております。市内幼稚園等
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におきましては、放課後の一時預かり事業を全て

の園が実施をしていることから、保育認定や幼児

教育認定にかかわらず、一定の預かりが可能でご

ざいます。このことから、保護者の希望によりま

して幼稚園等の幼児教育と保育所、それぞれ自由

に選択できることが可能となっておりまして、こ

れまでの市内の幼児教育、保育体制に大きな影響

は生じないものと考えております。幼児教育、保

育の無償化につきまして、現段階においても確定

した制度内容は示されておりませんので、明確に

なった時点で適時制度説明を実施をしながら、混

乱が生じないように努めてまいります。

名寄市の影響といたしましては、無償化による

事務量の増加が懸念をされます。また、無償化の

財源につきましては現在のところ、平成３１年度

は交付金によって措置がされて、次年度以降は交

付税による措置と示されておりますが、今後も国

の動向を注視しながら一般財源に対する影響額等

について検証をしてまいります。

小項目４、障がい者福祉の推進についてお答え

をいたします。障がい者福祉の推進につきまして

は、第３次名寄市障がい者福祉計画の基本目標を

踏まえ、地域生活支援体制の充実や就労支援の充

実の取り組みを進めております。地域生活に関す

る支援といたしましては、障がい者の方が生活を

するグループホームの充実を図るため、名寄市障

がい者グループホーム整備事業として市独自の助

成制度を設けております。また、就労に関する支

援につきましても市独自によるジョブコーチ支援

の取り組み、さらには障害者優先調達推進法に基

づく物品の購入や委託業務を障がい者にかかわる

事業所などが優先的に受注できるよう努めるなど、

さまざまな支援を実施をしているところでござい

ます。

ノーマライゼーションの理念を浸透させる取り

組みにつきましては、第３次名寄市障がい者福祉

計画の基本目標である障がい者理解の促進の取り

組みを進めております。毎年市民を対象といたし

ました障がいに対する理解啓発のための研修会や

手話通訳者の派遣事業などを行っているところで

ございます。また、今年度の名寄市障害者自立支

援協議会の取り組みとして市内の公共施設のバリ

アフリー調査も行っており、その結果につきまし

ては年度内にまとめてホームページで公開する予

定としております。今後におきましても各種事業

の取り組みを継続して行うことにより、全ての市

民が心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現に

努めてまいります。

次に、大項目４、快適で安全、安心なまちづく

り、小項目１、空き家対策についてお答えをいた

します。空き家調査の結果を受けての今後の対応

についてお答えをいたします。平成２９年度住宅

地図メーカーより購入をした空き家等のデータコ

ンテンツ７２７件につきまして、事業所、工場、

集合住宅を除いたデータを平成２９年度、３０年

度においてエリアを分けながら調査を実施をして

まいりました。平成２９年度においては、名寄地

区の市街区３３０件を調査、今年度は名寄地区郊

外、風連地区、智恵文地区１８９件を調査、２年

をかけて市内の全域５１９件の現地調査を終えた

ところでございます。調査の内容につきましては、

対象家屋の有無から始まり、居住の実態、老朽度、

管理状況等の確認、また現況写真の撮影を実施を

し、データの収集を行ってきております。現在は、

そのデータベース化作業を行っており、整理がで

きた後には関係部署において共有化を図り、当該

家屋に関する事案が発生した際の参考資料として

の活用を目指してまいります。

次に、危険家屋に対する応急措置を含む対応状

況についてお答えをいたします。今年度において

は、降雪期を迎える以前の危険家屋を含む管理不

全空き家に関する市民からの相談、情報提供は２

７件となっておりましたが、ことしに入り、空き

家に限らず落雪のおそれ、また民地や道路への落

雪による通行障害等の情報提供が急増をしており

ます。そうしたケースにつきましては、それぞれ
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所有者等を調査し、現場写真を添付した上で適正

管理についての依頼文書を送付、電話番号がわか

っているものには直接電話にて現況を伝え、対応

について依頼を行っております。

建材の飛散や落雪等の緊急的な事案につきまし

ては、警察、消防、教育委員会、道路管理者など

の関係機関と連携を図り対応しており、応急的に

リスク等を除去する措置をとっているところでご

ざいます。そうした所有者等との個別のかかわり

の中で、今年度におきましては所有者責任におい

ての除却解体につながった事例が２件あったとこ

ろであります。しかしながら、全てのケースが解

体など根本的な解決につながっていない現状を踏

まえ、今後も所有者等に空き家を放置をすること

で予見される問題点等を具体的かつ的確に伝えて

管理責任に対する認識の醸成と相談体制の充実を

図ってまいります。

小項目２、道路整備についてお答えをいたしま

す。第２次総合計画において、市街地内における

道路の舗装率５％の向上を目標として、国土交通

省所管である社会資本整備総合交付金の活用によ

り道路整備を実施をしております。毎年継続して

国に対し、事業採択要望を行っておりますが、昨

今の情勢によりまして事業要望額に対しての採択

率が低い状況となっていることで、計画どおりに

事業を進めることが極めて難しい現状が続いてお

ります。その要因として考えられるのが増加傾向

にございます豪雨や台風、地震などによる災害で

あります。第１には、東日本大震災や熊本地震、

昨年の胆振東部地震における復興財源であり、第

２には橋梁やトンネル等の老朽化した公共インフ

ラの長寿命化を目的とした老朽化対策等への重点

配分になっておりまして、一般の道路事業につい

ては予算が圧縮をされております。

本市においても橋梁事業では要望額の約８４％

と高い配分となっておりますが、道路事業では要

望額の約３１％の配分にとどまり、減少傾向とな

っております。しかし、道路整備に対する市民か

らの期待は高いものと認識をしており、特に市民

要望の高かった道路整備について、今年度から単

独費の活用による道路整備を進めているところで

ございます。市街地を横断する西１条通と大橋商

工団地内にある北西９条右仲通の２路線におきま

して道路改良に着手をし、風連郊外のバス路線で

ある風連大沼線につきましては老朽化した舗装の

改築として整備に着手したところでございます。

今後においても引き続き本市全体の財政状況を勘

案しながら、事業要望額における採択率などのバ

ランスを考慮した上で事業量をふやせるよう予算

の確保に努め、各関係機関に対して要望してまい

ります。

小項目３、ＪＲ宗谷本線の活性化についてお答

えをいたします。ＪＲ北海道が平成３１年度に運

行を予定している観光列車びゅうコースター風っ

こにつきましては、７月下旬から９月上旬の土曜、

日曜、祝日にかけて宗谷本線での運行を予定をし

ております。運行区間については、運行日にもよ

りますが、稚内から音威子府間または旭川から音

威子府間の運行予定となっております。本市にお

ける対応といたしましては、観光列車運行に伴う

出発式や横断幕を用いたお出迎えなど、さまざま

なおもてなしが想定をされていることから、今後

関係機関などとも連携しながら観光列車の成功に

向けて対応を進めてまいります。

次に、宗谷線事業計画、いわゆるアクションプ

ランへの取り組みにつきましては、ＪＲ北海道の

主催による宗谷線アクションプラン策定検討会議

が昨年１２月から３回にわたって開催をされてお

り、宗谷本線を維持、活性化するため、今後２年

間でＪＲ北海道と沿線自治体や経済団体、北海道

などと一体となって利用促進の具体的取り組みや

経費節減の取り組み、今後検討する内容などにつ

いて議論を行っております。このアクションプラ

ンの案につきましては、３月２日に開催をされま

した宗谷本線活性化推進協議会におきましてＪＲ

北海道から内容の説明があり、本年３月下旬の公
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表に向けて調整が行われております。

また、北海道の状況といたしましては、昨年１

２月に市長会、町村会、経済団体や観光関係者な

どオール北海道による北海道鉄道活性化協議会を

立ち上げ、道民の日常利用やインバウンド観光客

を初めとする来道観光客に対しまして一層の利用

拡大に向けた支援を行っており、昨年のクリスマ

スには海外からの観光客や胆振東部地震で被災を

した子供たちを乗せた復興クリスマストレインを

運行しております。本市の対応といたしましては、

名寄駅停車時の休憩の際に横断幕や小旗によるお

出迎え、また雪玉投げのイベントを実施をするな

どおもてなしを行ったところであり、参加した方

からは名寄でのイベントが一番盛り上がったとい

う声が多く、高い評価をいただいているところで

あります。引き続き宗谷本線の維持存続に向けた

さまざまな取り組みを進めるとともに、国や北海

道へＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続可能な

仕組みについて示していただけるよう働きかけを

行うとともに、ＪＲ北海道と連携を密にし、市民

の利用促進や利便性向上などの取り組みの可能性

について情報共有を行ってまいります。

大項目５、地域の特性を生かしたにぎわいと活

力あるまちづくりにつきまして、小項目１、市内

中小企業の育成についてお答えをいたします。本

市が発注をする工事や業務委託、物品調達の指名

選考につきましては、官公需に係る関係法令や国

の官公需施策に基づき定めた名寄市指名競争入札

参加者指名基準や名寄市公契約指針により契約の

適正な確保ができる範囲内において市内業者の受

注拡大になるように優先発注に努めているところ

でございます。今後におきましても市内調達が難

しいとされるものを除いては、各担当で少額な消

耗品等の発注も含め、関係法令や指針に基づき市

内業者への優先発注となるように引き続き取り組

んでまいります。

次に、建設工事発注における水害等災害時支援

や地域貢献活動への評価につきましては、名寄市

建設工事請負業者格付基準におきまして、評価の

審査事項の一つである社会的要素の項目として市

と災害協定の締結を有することや公共施設等への

愛護活動及び地域における奉仕活動を付与点数の

対象としているところでございます。この格付を

もとに毎年３月の資格審査委員会におきまして土

木、建築の部門別にＡ、Ｂランクを決定をし、発

注の際にはそれぞれのランクの予定価格の基準に

より入札等審議委員会で最終的な決定をしている

というところでございます。

小項目の２、商工業の振興について申し上げま

す。市内企業数の大半を占める中小企業の役割は、

地域経済の活性化はもとより、雇用、就業、雇用

機会の提供、消費生活の向上、地域資源の活用と

価値の付加、さらには市街地等におけるコミュニ

ティー形成など単に経済分野にとどまることなく、

地域の健全な発展に資する重要な社会的役割を担

っております。これまで国は、中小企業及び小規

模企業に関して昭和３８年に制定をした中小企業

基本法から半世紀ぶりとなる平成２６年に全国の

中小企業の９割を占める小規模企業の振興に関す

る施策を総合的かつ計画的に実施をするため小規

模企業振興基本法を策定をし、これを受けて道は

平成２８年に北海道小規模企業振興条例及び振興

方策を策定いたしました。

また、本市では名寄市中小企業振興条例に基づ

き、地域経済の活性化を図るためのさまざまな支

援を行っており、平成２８年度には中小企業振興

審議会における議論等による市の総意として本条

例を一部改正をし、支援メニューに新たに人づく

りや創業支援を加え、中小企業、小規模企業への

支援を手厚くしたところでございます。しかし、

事業所の減少等の課題が多く、本市の地域経済を

維持、継続をしていくためには新たに事業を起こ

す者、事業を引き継ぐ者、そして事業を継続して

いく者としての事業主、さらには各事業所で働く

者としての労働力などの人材育成確保に加え、地

域の経済活動や雇用を支えている中小企業、小規
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模企業を持続させるため、第２創業や事業承継等

が喫緊の課題であると認識をしており、こうした

課題解決に向けて取り組むべき施策を構築するた

めにも本市としての中長期的な方向性を定めてい

く必要があると考えております。このことから、

平成３１年度、２０１９年からの４年間を計画期

間とする総合計画第２次中期基本計画の基本目標

４、地域の特性を生かしたにぎわいと活力あるま

ちづくりの推進策として本市における商工業振興

に係る基本的な理念や役割等を定める基本計画の

検討を予定をしておりまして、今後商工会議所や

商工会、関係機関、団体及び事業者等と連携協議

をしながら検討を進めてまいります。

小項目３、観光振興と経済の活性化についてお

答えをいたします。本市では、新名寄市総合計画

第１次の観光を初めとする交流人口の具体的な施

策として平成２４年に名寄市観光振興計画を策定

をし、名（ひと）が寄ってみたいまち・名寄を目

指し、各事業に取り組んでまいりました。

主な事業といたしましては、名寄市民に親しま

れ、ＰＲにも活躍をしている名寄市観光キャラク

ターなよろうの作成、市民参画による市民モニタ

ーツアーの開催、夏のメーン観光であるひまわり

観光の推進、さらにはＢ１グランプリにも参加を

しているなよろ煮込みジンギスカンの開発、ホス

ピタリティー研修会などを実施をしてまいりまし

た。平成２８年度には、第２次総合計画の策定に

合わせ、インバウンドの急増、広域連携の必要性

など時代の変化に対応すべく、戦略事業、目標値

の一部を見直し、現在に至っておりまして、夏の

ひまわり観光、冬季スポーツ、サイクリング、自

然体験など本市の地域特性を生かした魅力ある観

光づくりに取り組んでおります。

あわせて、２０２０年開催の冬季オリンピック

へ向けて、国はインバウンド ０００万人、北海

道は５００万人の目標を掲げており、本市を含む

札幌から稚内までを結ぶルートとして平成２８年

度に日本のてっぺん。きた北海道ルート。が観光

庁に認定をされ、インバウンド誘客に向けてスキ

ー、スノーボード、雪遊び体験など本市の自然環

境などを生かしたモニターツアーの開催、体験型

観光の商品化などを進めているところでございま

す。

また、広域観光は、それぞれの地域が持つ観光

資源の魅力を相乗させ、増強させる効果が期待さ

れ、単一市町村の取り組みでは通過型観光となる

傾向となる中、さまざまなコンテンツを組み合わ

せ、周遊をさせることにより宿泊など経済効果が

生まれると考えられます。このことから、なよろ

観光まちづくり協会が事務局となり、道北９市町

村で構成をされる道北観光連盟が広域観光ＰＲ、

連携したイベントの実施、広域パンフレットの作

成などを行っているほか、景観観光地域づくりを

目的とした天塩川シーニックバイウエーでは９市

町村の観光協会、商工会、商工会議所と５つの団

体により構成をされ、各自治体と連携をしながら

地域の歴史、文化、自然、食などを生かした活動

を推進をしております。現在は、この２つの広域

組織が中心となり、自転車、カヌー、フットパス

やＪＲ、バスなどの公共交通機関を移動手段とし

ながら、自然風景や歴史、文化に触れ、御当地の

食を味わい、そしてアクティビティーを楽しむ旅

として、きた北海道エコ・モビリティ事業を進め

ております。今後とも観光振興計画の検証、見直

しを行いながら、交流人口の増加による経済効果

等の拡大へ向けて取り組みを進めてまいります。

次に、大項目６、小項目の２、高等教育の無償

化による名寄市立大学への影響についてお答えを

いたします。高等教育の無償化は、低所得世帯の

学生でも経済的な支援を行うことで大学等への修

学を奨励し、社会で活躍できる人材育成を進める

ことを目的に２０２０年度から実施をされるもの

でございまして、支援の内容は授業料及び入学金

の減免と給付型奨学金の支給を合わせて行うもの

でございます。支援対象者の要件としまして、経

済状況に係る要件と学業、人物にかかわる要件が
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示され、経済状況に係る要件では住民税非課税世

帯及びそれに準ずる世帯に属する学生が対象とな

り、大まかな目安として世帯収入が約２７０万円

未満の場合は授業料等の全額免除と給付型奨学金

の全額給付、約２７０万円から３００万円未満が

その３分の２、約３００万円から約３８０万円未

満がその３分の１の支援とされております。また、

大学側にも機関要件として実務経験のある教員の

配置や外部人材の参画など４つの要件が求められ

ております。

お尋ねの市立大学への影響額についてでござい

ますが、あくまでこれは平成３０年度減免等の申

請に基づく推計でございますが、およそ ０００

万円程度と想定をされます。大学側に示されてい

る４つの機関要件を満たさないと支援対象外の大

学とされ、学生確保に大きく影響を及ぼすことか

ら、現在この要件を満たすよう課題等の整理と情

報収集に努めているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは大項目６、

小項目３並びに大項目７についてお答えをいたし

ます。

初めに、スポーツコミッションの立ち上げにつ

いてお答えをいたします。スポーツコミッション

につきましては、名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略の冬季スポーツ拠点化推進プロジェクト

において、３年間の最終年度に当たる今年度での

設立が計画されていましたが、今月、３月２８日

に設立されることとなりました。

コミッション組織は、なよろスポーツ合宿誘致

推進協議会を母体として、名寄旅館業組合や名寄

市体育協会など現行の構成メンバーに加え、これ

まで各種事業にかかわっていただいた青年団体、

市内金融機関、また新たにスポーツ関連事業を展

開していきたいと考えている民間企業にも加わっ

ていただく予定となっております。

組織の運営につきましては、昨年１１月に本市

の市民視察団が調査研究事業で訪れたフィンラン

ド共和国にあるヴォカッティオリンピックトレー

ニングセンターでのスノーポリスと呼ばれる団体

の取り組みを参考にしていきたいと考えておりま

す。スノーポリスは、トレーニングセンターの運

営にかかわっており、企業、大学、行政などの産

官学連携によるスポーツ技術、健康づくり、ツー

リズムに関する研究に取り組み、その成果をトレ

ーニングセンターにフィードバックするような運

営手法をとっております。トレーニングセンター

のあるソトカモ市は、本市と同程度の人口規模で

すが、試行錯誤を繰り返しながら築かれた運営に

関するノウハウが機能し、トレーニングセンター

にはトップアスリートから一般のスキー観光客ま

で年間１００万人程度の方が世界各国から訪れて

いるそうでございます。新たに設立されるスポー

ツコミッションにおいては、本市が有する自然環

境やスポーツ施設を生かしながら、ジュニア選手

の育成や健康づくり、さらには地域経済の活性化

が図られるよう企業、研究機関、行政機関などが

連携できるコミッションの運営を目指していきた

いと考えております。

次に、大項目７、教育行政について、小項目１、

名寄産業高校酪農科学科についてお答えをいたし

ます。名寄産業高等学校の酪農科学科については、

この地域の基幹産業である農業での人材育成や確

保において重要な役割を担っており、同校酪農科

学科の存続のため、間口維持に向けた取り組みは

必要であるとの認識から、平成２９年度より道外

からの受験者に対し、名寄産業高等学校酪農科学

科受験者交通費等助成事業において支援に取り組

んでいるところでございます。道外から同校への

下見等の対応につきましては、下見の時点では受

験するかは不確定なことから、助成などの対応は

困難と考えていますが、現在問い合わせや下見の

対応、学生生活に必要な情報提供につきましては

同校から行っていますので、教育委員会として協

力できる場面があれば行っていきたいと考えてお

ります。
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次に、酪農科学科在校生及び卒業生のサポート

等についてですが、就農を目指す生徒の進路につ

いては、一部の農家子弟が卒業後すぐに後継者と

して就農する場合を除き、大学や専門学校などに

おいてさらに専門的な知識や技術を習得し、就農

するケースが多く見られています。また、卒業後

すぐに独立就農をするには多額の初期投資を必要

とするため、条件的には難しいところもあります

が、近年の市内の事例といたしましては酪農ヘル

パーとして農作業の経験を積んだ後に第三者経営

継承で独立就農し、順調に営農を行っている方も

おられます。本州出身の在校生の多くが目指す酪

農においては、本市においても規模拡大に伴い徐

々に法人化が進んでいるほか、現在農業団体及び

生産者が哺育育成センターの設立について検討を

しており、雇用人数やタイミングなどの問題もあ

りますが、今後雇用の場としての可能性も期待で

きるものと考えていますし、先ほどの第三者経営

継承などの可能性もあるものと考えております。

就農へのサポート、きっかけづくりとしては、

卒業後の農家研修を初め、在学中の農業実習や農

業体験など生産者との交流から本市農業の魅力や

生産環境を知ってもらうなど就農への動機づけと

なる取り組みのほか、実際の就農に向けては支援

施策の具体的な情報提供や相談など学校と連携し、

生徒の意向を尊重しながら支援協力を行っていき

たいと考えております。

小項目２、図書館アンケートの速報についてお

答えいたします。市立名寄図書館では、これから

の図書館サービスのあり方を検討するに当たり、

現在の図書館利用者だけではなく、利用していな

い潜在的な利用者も対象として図書館活用向上ア

ンケート調査を実施することとしました。このア

ンケートは、利用者ニーズの的確な把握と将来の

図書館の建てかえを視野に入れた新しい図書館の

コンセプト形成に市民の声を取り入れることを目

的としております。

調査対象及び調査方法については、１８歳以上

の一般市民のサンプル数を他自治体は ０００人

としていますが、本市においてはより多くの市民

の声を拾い上げることを目的に ０００人と設定

し、無作為抽出にて行いました。さらに、１８歳

以上の図書館来館者と小学校４年生から高校生の

全児童生徒約 ０００人を対象としました。調査

期間は、平成３１年２月１３日から２月２７日と

し、実施してきているところでございます。また、

乳幼児及び小学校低学年につきましては、平成２

８年７月に実施した第３次名寄市子どもの読書活

動推進計画の策定に係るアンケート調査の結果を

参考にしたいと考えております。

調査項目につきましては、図書館の利用状況及

び利用目的、将来の図書館のあり方、図書館への

要望など８項目で構成しています。２月末日現在

の回収状況は、郵送による一般市民分は５９４件、

回収率２ ７％、来館者は３６３件、小学校から

高校は ３４４件、回収率６ １％となっており

ます。今後３月中旬までに結果を分析し、それを

もとに４月上旬には図書館に求められるコンセプ

ト案を作成していきたいと考えております。図書

館は、市民の最も身近な学習活動を支援する施設

であり、今回のアンケートの結果を踏まえ、利用

者ニーズに即応した図書館機能の充実に努めてい

きたいと考えております。

小項目３、ＥＮ―ＲＡＹホールについてお答え

をいたします。平成３０年度について、２月末ま

でにＥＮ―ＲＡＹホールが使われた事業は５５件、

稼働率は６５％程度を維持しております。５５件

のうち３７件は、名寄市または名寄市教育委員会

以外の主催となっており、まさに市民との協働に

よるもので、引き続き順調な事業展開が図られる

ものと考えております。

共生社会の実現に資するための事業といたしま

しては、市民実行委員会の主催で昨年１２月に開

催されたサルサガムテープの名寄公演など障がい

を持った方々との舞台を実施したり、名寄市少年

少女オーケストラと連携し、アウトリーチとして
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高齢者介護施設への出張公演を実施するなど地域

社会のきずなの維持及び強化を図るとともに、共

生社会の実現を意識した取り組みを進めてきてい

るところでございます。加えて、名寄市社会福祉

協議会と名寄市ボランティアセンターの共催で山

崎理恵さんと吉岡駿さんによるステキなピアノコ

ンサートなどにも取り組んでおります。今後にお

いても多くの市民に参画をいただきながら、劇場

法の考えや目的に即した事業展開を図っていきた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず最初、新元号についてお伺いをいたしまし

た。それぞれしっかりと対応をしていただけると

いうことで、この機会に市民の方があれというこ

とのないようにしっかりと対応をしていただきた

いと思います。そういった中で、元号が新しくな

るということは新しい時代の幕あけ、そういった

ことが明るい未来を想像させるようなものになる

ようにぜひなっていただきたいなというふうに願

っているものであります。

そこで、１点ちょっと確認の意味でお尋ねをさ

せていただきたいと思いますけれども、当初はそ

のような予定でなかったのかもしれませんけれど

も、即位の日の祝日に合わせて連休が大型連休と

なると。１０連休となるというふうな情報を聞い

ておりますけれども、市として何か特別な対応を

考えておられるようでしたら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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今のところ、特別な

対応というのは考えておりません。ただ、御承知

のとおり４月２７日から５月６日までということ

で１０連休になるということで、私ども年末年始、

ことしも９日間ということでありましたけれども、

余り経験がないことなものですから、全道の自治

体も今取り扱い、対応に少し苦慮しておりまして、

全道市長会のほうで今各道内の都市にアンケート

をとっているという状況にあります。冒頭申しま

したけれども、少し道内の状況も見させていただ

いて慎重に対応させていただきたいというふうに

考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 国の定めによる休み

ですから、休みは休みなのですけれども、もし市

民生活に何か影響が及ぼすようなことが想定され

る場合は、ぜひ柔軟に対応していただければとい

うふうに思っております。

それでは、順番に再質問をさせていただきたい

というふうに思います。コミュニティー活動推進

ということで、町内会の加入率の質問をさせてい

ただきまして、やはりアパートなどの対応という

のがどこでも苦慮されているのかなというふうに

思っております。この要因の一つには、住んでお

られる方にお願いしてもなかなか加入していただ

けない。一方で、家賃に含めていただいている家

主さん、オーナーさんもいらっしゃるというふう

に伺っております。しかしながら、町内会の対応

としてそのオーナーさんというのがどちらにいら

っしゃるのかもよくわからない、そういった状況

もあろうかなというふうに思います。そういった

ところで、私たちが町内会として接することのな

かなか難しいオーナーさんですとか事業主の方に

対して、行政として何らかの接する場面がありま

したら、そういうふうな問いかけというか、こう

いったことをお願いできますでしょうかというふ

うなアプローチというのはどこかの場面でできな

いものなのかなというふうに思うのですけれども、

そこら辺はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうからお

話がございました。それぞれマンション等、共同
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住宅の関係につきまして、私ども全てにおいて所

有者の方を把握をしているとかということでは全

くありませんので、この議会の中でも同じように

御質問をいただいたというふうに記憶をしており

まして、なかなか率直に言いますと難しいのかな

というふうにそのときにはお答えをしたのかなと

記憶をしておりまして、改めて何か町内会のほう

と連携をとりながらできるかどうか、少し研究さ

せてもらいたいというふうに思いますけれども、

よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ここら辺の仕組みと

いうのは、私もちょっとよくわかってはいないの

ですけれども、不動産業者さんがどういうふうな

かかわり合いを持っているのかだとかということ

も、そういったところからひょっとしたらお願い

ができないのかなだとか、何か方法があればいい

なというふうに思っております。

そして、アパートに住んでおられる方に対して、

広報なよろは町内会として責任を持ってお届けは

しておりますけれども、多分どこの町内もそうだ

と思うのですけれども、町内行事を掲載した配付

物というのは、そこには入れていないのではない

のかなというふうに思います。そういった中で、

アパートにお住まいになっている例えば小さいお

子さんたちがいたとしたら、そういった方々が町

内会のそういった事業に参加する情報は、その人

たちは得られないということになろうかなという

ふうに思います。そういった中で、せっかくどの

ような形で名寄に、そこにお住まいなのかはそれ

ぞれでしょうけれども、本来でしたらやはり町内

会のそういう楽しい事業ですとかに参加をしてい

ただけるような形が本来快適に生活をするという

観点からも望ましいのかなというふうに思います

ので、ぜひそこら辺、なかなか現在手だてがない

というふうな答えも伺いましたけれども、さらに

できればちょっと調査していただければありがた

いというふうに思いますけれども、特に答弁はな

いですね。何かありましたら、済みません。ちょ

っとお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 午前中の市長の答弁

にもありましたけれども、やはり町内会の取り組

みということでありますので、私ども行政がどこ

までかかわりを持ってできるかというのはなかな

か難しいところもあります。先ほど少し研究させ

ていただきたいということでお話をさせていただ

きました。いずれにしても、町内会の加入率は年

々低下をしているという現状にありますので、私

ども行政としても何かできることについて、議員

のほうからも提言がありましたので、改めて研究

させていただきたいと思っていますので、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） よろしくお願いした

いと思います。多分町連を初め、どの町内会の皆

さんも努力をしていると思いますので、一緒によ

ろしくお願いしたいなというふうに思います。

インターネットによる情報配信についてという

ことでお尋ねをいたしました。よその自治体の先

行事例もちょっと調査をしたいというふうな答弁

をいただいたのかなというふうに思います。それ

で、私は名寄のホームページとフェイスブックも

改めて拝見をいたしましたけれども、それぞれの

言語で情報配信をされている状況も確認をさせて

いただきました。フェイスブックについては、ち

ょっと本当にどこら辺までが変換されているのか

が若干ちょっとわからなかったのですけれども、

見る人が見ればちゃんと見られるのかなというふ

うに思いました。

そこで、ちょっとお尋ねしたいのは４カ国語ぐ

らいで、英語、中国語２つだとかとやっているの

ですけれども、ちょっとおわかりになりましたら、

その中でどの言語のアクセスが多いのか。要は、

どの国の皆さんが名寄に関心を持っていただいて

いるのか、数字がわかればちょっとお知らせをい
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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） どの国の言語の

部分でアクセスが多いかというお問い合わせです

けれども、大変申しわけありません。今数字のほ

うを持ち合わせておりませんので、調査させてい

ただきながら、後ほど報告をさせていただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。

今の名寄市のホームページ等々を見ております

と、市民の皆さんは大変参考になるサイトだなと

いうふうには思うのですけれども、確かにスキー

場の部分だとかはよその国の方も見て参考になる

のかなというふうに思うのですけれども、そうい

った部分をもう少し特化して、しっかりと集中的

に情報配信ができないのかなというふうに思って

おります。

それと、もう一つは見てもらう、見てもらえる

工夫というのも必要かなというふうに思っており

まして、先日雪フェス、国際雪像大会をドローン

のようなもので飛ばして、その映像を北海道にタ

イの国に情報を発信しているサイトを運営されて

いる方がいらっしゃって、そこにちょっとお願い

して名寄の雪フェスの国際雪像の映像をタイに流

していただいたら、すぐに ０００件ぐらい、１

日、２日で ０００件ぐらいのアクセスがあった

というお話も聞いておりますけれども、やはりそ

ういったところと上手に連携をしながら、見ても

らえるところはどこなのかと、どういう形をとれ

ば見てもらえるのかというふうな工夫、それとや

はりコンテンツですよね。前までは、それほど観

光って名寄は目を向けていませんでしたから、そ

んなことをやる必要は大したなかったと思うので

すけれども、やはり今は観光ですとか交流人口を

しっかりやっていこうということでしたら、そう

いったとこら辺のコンテンツをまずしっかりと整

えるということが１つ、そしてもう一つはどうい

うふうに見てもらえる工夫をするのかということ

が１つ、これちょっと大切かなというふうに思い

ますので、この２点について考え方をお伺いした

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） 今回の雪フェス、

国際雪像の関係も例としてお話しいただきました

けれども、議員おっしゃるとおり、やはり見ても

らうという視点からの構成というか、そういった

部分はやっぱり訴えかけるという意味では非常に

重要、大切な部分であるというふうな認識は持っ

ています。そういったことを改めてしっかりと認

識しながら構成等を考えるのと、あとやはりＳＮ

Ｓという現代のそういう情報発信の手段もやはり

この特徴的なものというのがつながりがどんどん

広がるというような特徴があるので、例えば一部

御提言も以前いただいておりますけれども、フォ

ロワーをたくさん抱えているような方ですとか、

そういった方々との連携をすることで足し算では

なくて掛け算的な相乗効果といいましょうか、そ

ういった部分をしっかりと考えながら、より多く

の方に発信した情報が伝わるような仕組みをしっ

かりと研究、検討をさせていただきたいというふ

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） その部分については、

よろしくお願いしたいと思います。

それと、やはり名寄のみならず、この地域にち

ょっと来てみたいなと思えるようなコンテンツと

いうのも多分あるのではないのかなというふうに

思うのです。雪のないところから来られた皆さん

ってすごく単純なことが楽しいというお話も伺っ

ておりまして、それは我々にしてみたら当たり前

なのかもしれないけれども、雪のないところの人

にしてみれば、これがすごく楽しいということも

ひょっとしたらあるかもしれませんので、できれ

ば固定観念にとらわれないで、さまざまなコンテ
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ンツをそういった地域の方ですとかに配信できる

ような、そういう情報が集まるような仕組みとい

うのも必要なのかなというふうに思いますけれど

も、そこら辺もあわせて今後ぜひ検討していただ

ければありがたいというふうに思いますので、こ

れについてはお願いをしておきたいというふうに

思います。

台湾についての質問もさせていただきましたけ

れども、ここはほぼ同じだと思います。特に台湾

と交流事業で高校生の修学旅行で来ていただいた

りとか、名寄からは今まで産業高校酪農科学科の

人たちが行ったりだとか野球交流だとかはしてお

りますけれども、多分ここら辺が一番観光だとか

で来ていただきやすい部分なのかなというふうに

も思いますので、例えば中国語、台湾の言葉を話

せる職員の方もいらっしゃいますので、もし名寄

に観光に来ていただいたら、こういうお手伝いが

できますよと。そういったことも含めて、トータ

ルでサポートできるような何かそういう仕組みづ

くりをして情報配信をする。さっき言ったように

コンテンツを整えて情報配信をするというふうな

ことが必要かなというふうに思いますけれども、

ちょっと台湾に関してもお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 台湾との交流という

ことでありますけれども、これは議員も御存じの

ようにことしから少し取り組みの主体を変えまし

て、日台親善協会のほうに主体にやっていただく

ということで今取り組みを進めているところであ

ります。

今観光も含めてということでありますけれども、

私どもも言われるように台湾出身の職員もおりま

すし、これまで交流を進めてきたノウハウなども

ありますので、必要に応じて私どももできる協力

をさせていただきたいなというふうに思っており

ます。特に日台親善協会が取り組む事業について

は、親善協会が主ですけれども、私たちがやはり

大きくかかわらなければ取り組めない部分なども

ありますので、ここは私たちのほうがある意味主

体となりながら、ただ民間がやはり主体となって

取り組まなければいけない事業もあると思います

ので、ここはやはり民間のほうが主体となって取

り組んでいただきながら、我々ができるサポート

をさせていただくと。そこについては、人的な支

援もあると思いますし、財政的な支援も含めて取

り組みをさせていただきたいと考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 交流の拠点も変わり、

確かにそういうふうな形だというふうに思います。

そういった団体ができたわけですから、そういっ

た皆さんが中心になってやっていただくことが大

切かなというふうに思いますし、人を寄せるとい

うことに関しては観光協会ですとか、そういった

ところの御努力もお願いしたいというふうに思っ

ております。

スポーツコミッションでもそうだったのですけ

れども、名寄市の発想として事業を横串で刺すと

いう発想がいろんなところで説明を受けるように

なりました。これは、とってもいいことだなとい

うふうに思っております。やはり交流で来ていた

だくのも観光で来ていただくのも、せっかく台湾

との交流が始まったわけですから、それは全部ひ

っくるめてどういう形がいいのかということをま

ず協議をしていただいて、どことどこがどういう

ふうに連携をすれば最終目的に近づけるのだとい

う、そういった形で交流あるいは交流人口の増加、

観光、そういうことに努めてもらいたいと思いま

すけれども、もう一度考えがありましたら御答弁

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） 台湾交流については、

当初は修学旅行あるいは野球の交流ということで

人的交流を主に進めてきたというのもありますけ

れども、ここはそこからさらに例えば観光協会で
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いくと台湾からサイクリングの人を呼んでくると

いうのがあったり、あるいはスポーツのところに

広がってバドミントンのジュニアの世代が来たり

だとか、ことしはカーリングのところが来たりと

いうことで広がりが出てきていると思っています。

ここのところをそれぞれの例えばスポーツだから

スポーツの部局だとか、人的だからどこだという

ことではなくて、これは１つ民の組織とすると日

台親善協会もありますから、そういったところも

使いながらぜひ横断的に、議員の言われる横串を

刺しながら総体的に物を見つつ、我々もできる支

援を考えさせていただきたいと思いますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひそのような形で

お願いをしたいというふうに思います。

それでは、交流居住についての質問に移らせて

いただきたいと思います。名寄市もＵターンに対

する若者へのアプローチというのは、これまで少

しずつ発展させて、いろんな場面で声かけをして

いただけるようになりました。先ほどは、また名

中の同窓会ということで声かけをさせていただく

ということで、そういった発想による取り組みが

ふえてきてくれているのかなというふうに、これ

はちょっとうれしいなというふうに思っておりま

す。

出ていく方を何とか出ていっていただかないよ

うにするというのが１つと、もう一つは外から呼

び込んでくるという考えが１つ、これは両方やっ

ていったほうがいいのかなというふうに思ってお

ります。外から呼び込むために私は一番手っ取り

早いのはこのデータ、四十数％の人がきっかけが

あれば帰ってきてもいいよというふうな気持ちを

持っている、そこをやはり何とかもうちょっと生

かしたいなというふうに思っております。

先ほどの住宅リフォームの外から入ってくると

か、いろいろ物の考え方もありましたけれども、

１人住むことによって国調によって１０万円ぐら

い国からお金が入ってくる、こういった計算をす

るのもひょっとしたら私は悪くないのかなと思う

のです。ですから、名寄から出ていかれるお年寄

りの皆さんは、大抵お子さんのところに呼ばれた

から行くわという方が多いと思います。その人に

帰ってきてもらえば、マイナス１がプラス１にな

ったり２になったりすると。そういうことを考え

たら、国からいただけるお金、幾ら幾らと計算で

きるわけですから、それを全部還元しろという話

ではないのですけれども、例えばよその自治体で

取り組んでいるのは２世帯住宅を建設した場合の

補助だとか、そこら辺まで具体的にＵターンをし

てもらって一緒に住んでもらう、そして御高齢の

お父さん、お母さんの面倒も見てもらう、そうい

った取り組みもやられているようですけれども、

そういったもう一歩進んだ、踏み込んだ取り組み

について考えがありましたらお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人に定住していただ

くという視点からいくと、今議員が言われたよう

に外に出ていかないでとどまっていただくという

のもありますし、外から来ていただくという方法

もそれぞれあるのかというふうに思っています。

そのいずれの方法であっても構わないと思うので

すけれども、やはり多くの人を確保するというの

が最終的な目標だろうということです。

人を呼ぶということの視点でいくと、財政的な

支援もあれば、やはり人的なサポートというのも

非常に重要なのではないかなというふうに思って

います。今移住施策の中で特に注意をしているの

が情報の発信と合わせて、担当がそこでかかわっ

た人と綿密にというのですか、濃厚にその後も含

めてサポートしていくのだというところを少し力

点を入れておりまして、この間もさまざまな移住

フェアなんかによってかかわりのある人、今は１

０人程度その後も含めてアフターフォローをさせ

ていただいていますので、そういった人の手厚い
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かかわりがその後の移住にもつながるのではない

かなと思っていますので、１つはそういう視点で

きめの細かなというのですか、丁寧なといいます

か、そういう対応を今後も出させていただきたい

なというのが１つです。

もう一つは、やはり来ていただくきっかけとし

て今議員が言われたように、やはり名寄にゆかり

のあるというのが１つのキーワードになる場合も

ありますので、そういった意味では先ほどの市長

の答弁にありましたけれども、今後の移住に当た

っては名寄にゆかりある人に１つのターゲットと

してやっぱり考えていく必要があるのではないか

なというふうに思っておりますので、そういった

ところもあわせて取り組んでいきたいと思います。

それと、先ほど言われた例えば２世帯住宅への

施策という一歩踏み込んだ施策というのもありま

したけれども、そういう意味では午前中の議論に

もありましたけれども、住宅改修、今度のずっと

住まいる応援事業、一歩踏み込ませていただいた

と思っておりますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今後のそういった人

に対する人的支援、財政的支援を含めて、やはり

人口減少対策というのは大変大きな課題だと思い

ますので、ぜひ積極的に取り組んでいただけるこ

とを求めて次に行きたいなというふうに思います。

次は、市民みんなが安心して健やかに暮らせる

まちづくりのフレイルということでお伺いをさせ

ていただきました。先日の鎌田先生の講演につい

ても大変多くの皆さんが参加をされて、入り切ら

なかったのでしょうかというふうな先生がおっし

ゃり方をしていました。今回がフレイルに対する

講演会が２回目ということは、名寄市はフレイル

に対する認識を市民に広げようとされているのか

なというふうに思いました。

私は１点、とてもフレイルというのがよかった

なというのは、この言葉がないときにはちょっと

長々と説明をして、こういう状態の人に対してこ

ういう政策をしたいだとかという表現方法だった

のですけれども、そういう１つのくくりにしてい

ただいてフレイルと言っていただける、こういう

ふうな方々に対するフォローだなとわかるように

なったのが一番いいなと思うのです。

ここら辺を心配している市民の皆さんがとても

たくさんいらっしゃると思って、あそこで聞いて

いる皆さんも具体的な運動の仕方だとか、そうい

ったことも少し習って帰られて、果たしてどれだ

け実行していただけるのかなというのが課題だろ

うなというふうに思っております。先生もそうい

うふうにおっしゃっていましたよね。聞いただけ

ではだめだよと、やらなければだめだよというふ

うにおっしゃっていましたけれども、これから先

市民の皆さんにこういうことを予防していかなく

てはいけないよという取り組みを名寄市としては

進めていただきました。これを具体的にどのよう

に市民の皆さんに具体的にやっていただけるよう

に事業を推し進めていくのか、市民の皆さんの行

動パターンを変えてもらうためには名寄市として

何が必要なのか、そういうことについてちょっと

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから、おとといの鎌田先生の講演会につい

てということで、非常に評判がよかったというこ

とで感想をいただきまして、講演会の後にもワー

クショップということで参加された旭川医大の医

学生の方ですとか高校生、それから地域の高齢者

大学の方、それと町内会の方などに参加をいただ

いてミニワークショップということでその後開催

をしまして、この中でもフレイル予防についてフ

リートークということでお話をして、これもまた

大変盛り上がったということで聞いております。

講演会も含めて、このワークショップの皆さんか

らの御意見もいただきながら一定程度この間、こ
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とし特にフレイル予防につきましては８月に講演

会がございまして、それから２月にも実は人生１

００年時代へのはじめの一歩の第１弾ということ

で東大の秋山先生にも講演をいただいていまして、

一連的な取り組みをことしやってきたところであ

ります。

先ほど市長のほうからも答弁させていただきま

したが、縦割りではなくて横の連携ということで

は、その高齢者の介護予防という保健事業につき

ましては今後進めていかなければならないことに

なっておりますので、そのためには後期高齢の担

当ですとか、それから保健センターとも連携しな

がらこの取り組みを進めていきたいと思いますし、

あわせて市内の歯科医の先生ですとか市立大学の

ほうとの連携もできてきておりますので、これも

今後強化しながら、それと地域にやはり広めてい

くというところではこの横の連携の中で取り組み

を進めて、このフレイルを予防していくためにも

っと取り組みを広げていきたいと思いますし、フ

レイルでいきますと、そのフレイルの中には３大

フレイル、要因として３つあるのですけれども、

その一つが閉じこもるということで、家から出て

いかないということで、このフレイル予防につな

がるというような状況もありますので、そういっ

た方をいかに例えばおとといの講演会のところに

出てきてもらうだとかというところも含めて広く

周知をしていかなければならないというふうに考

えておりますので、そこはまた具体的な取り組み

については今後また研究、検討をさせていただき

たいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市政クラブでもフレ

イルについて視察研修をさせていただきました。

その際に、やはりまずフレイルな状態なのかどう

なのか、ちょっと１回目の質問にも書かせていた

だいたのですけれども、フレイルチェックという

のがあるそうでございまして、それはある程度シ

ステム化されているようなことでもあるみたいで

す。まず、そういった状況を把握するというのも

まず第１段階として多分必要になるのかなという

ふうに思っております。そういったチェックをす

る側の人も市民というふうに伺っておりますので、

そういったかかわりを深くしていただくという意

味においても今後はそこからまず始めていくとい

う取り組みもぜひしていただきたい。こういった

ところをどういう範囲の皆さんに広めていくのか。

例えば町内会単位にこういうことをやりませんか

というふうに広報をしていくのか。私は、そこら

辺がちょっと一番早いのかなと。保健推進委員さ

んだとか、そういった方にも協力していただきな

がら進めていくのが早道なのかなというふうにも

思いますけれども、そこら辺の考え方についても

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からもあり

ましたようにフレイル予防、健康で生きがいを持

って長く生活できるという部分については、これ

はみずからが自分でそういった意識を持ってやる

ということが一番重要だというふうに思っており

ます。あのとき先生もおっしゃられたと思います

けれども、今テレビ等でも健康に関する番組とい

うのはすごく多くあるかというふうに思います。

ただ、それを見て実行しているかというと、どう

なのですかというような御指摘もされたと思いま

す。そういった面では、行政がいろんなことをや

って、参加してやりなさいということも必要だと

思いますけれども、まずもって基本にあるべきは

市民みずから一人一人が自分が健康なうちに長く

その状態を保って、人生１００年と言われていま

すから、その人生の中で生きていくための意識を

高める、ここが大事だというふうに思っています。

そのきっかけとなる部分では、行政としては講演

会を開催したり、地域に入りながら、いろんな地

域とも連携しながら行事を行ったり、そういった

ことは進めていきたいというふうに思っています

けれども、一番やっぱり保健推進委員さんも含め
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て連携をとりながら、市民一人一人がそういった

意識を持ってもらう。この前来た人は約３００人

ぐらい来ていますから、あのとき先生も言ってい

ましたが、市民の１％が来ていますので、その方

がみずからがそういった健康づくりをやって、そ

れを隣の方に勧める、いいことだからということ

で勧めてもらう。そういったことがすごく広がり

がつながっていくなというふうに思っています。

今後ともそういった講演会等も通じながら、検証

しながら事業も含めて一つでもきちっと行いなが

ら、そういったきっかけなり意識を高める、そう

いった取り組みを進めていきたいというふうに考

えておりますので、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） 部長の答弁していた

だいたことに私は本当に賛成です。いつまでも行

政が手とり足とりというのでは長続きしないと思

います。その仕組みづくりだとかノウハウだとか

をしっかりと覚えていただいて、そういった皆さ

んが自主的にやっていくという、そういう仕組み

づくりをぜひお願いをしたいなというふうに思い

ます。

では、次は障がい者福祉の推進ということで再

質問をさせていただきたいと思います。それぞれ

答弁をいただいたわけですけれども、名寄は本当

にいろんな施設があって、いろんな障がいを持っ

た方々にサポート、フォローをしていく、ある意

味福祉のまちだなというふうに私は思っておりま

す。ぜひこういったことが続いていっていただい

て、そういった皆さんも住みよいまちづくり、そ

して市民もそういったことに対して理解を示す、

そういった形が本当に望ましいなというふうに思

っております。そして、近年障がいを持った皆さ

んの就労の一環として農業の作業等をしながら収

入を得ていく、いわゆる農福連携ということも最

近言われておりますけれども、名寄市での現状と

今後の考え方についてありましたらお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今農福連携の関

係についての御質問をいただきました。これにつ

きましては、障がい者の雇用機会の拡大であった

り、また一方では農業者の人手不足、そういった

ものの解消だったり、大変すばらしい事業だとい

うふうに思っております。これまでも何度か議会

でも答弁がありましたけれども、やっぱりそれを

推進するに当たっては農業者とそういった障がい

者施設の利用者がお互いの立場、状況を理解して

いくことが大変重要でありますし、それが不可欠

だというふうに今は考えています。

今年度も４施設のほうで農福連携で農家の方に

お世話になりながら取り組みを進めてきていると

ころであります。ただ、これまで取り組みを進め

ている中で課題も多くあります。どうしても通年

の作業ではないということであったり、受け入れ

を初めて受けてもらう農家に対して、先ほど言い

ましたけれども、障がい者の状況をきちんと理解

してもらうことであったり、作業の手順を理解し

てもらう、そういったことで時間を要したり、繁

忙期にはやっぱりどうしても農家の方は作業スピ

ードを求める。ただ、なかなか作業スピードを求

められてもできない状況があったり、農作業の時

間と障がい者のどうしても労働時間というのがあ

りますから、そういったものの関係を含めていろ

いろ多くの課題がありますけれども、これまでも

各事業所の中で取り組みの中で年々そういったも

のも解消をしながら、農家の農業者の皆さんにつ

いても理解も深まってきている状況がありますの

で、今後ともそういったことを推進しながら、そ

して経済部とも連携を図りながら、またＪＡとも

連携しながらそういった作業ができる、そういっ

た環境を整えていきながら進めていきたいと思い

ますし、近年はグループホームへの入居者もふえ

てきていますので、そういった面では障がい者の

人数もふえてきている部分では、一方ではそうい

った作業場の拡大もしていかなければというふう
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に思っていますので、今後とも市としてもしっか

りとした対応をし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） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 農業を営んでいる皆

さんにすると、貴重な作業をしていただける方と

いうふうな認識になっていただけるのがまず第一

かなというふうに思います。できれば、それが進

んでいっていただければ、障がいを持った人がや

りがいを持って作業をする、農業を営む、あるい

は例えば種をまいたものが成長していって果実と

なって、それを販売して収入になる、こういった

生産の一連の生産を生きがいとしてやっていける

というようなところまで行っていただければ本当

はありがたいなというふうに思います。なかなか

一足飛びにそこに行ってくださいというお話はち

ょっとできませんけれども、これは少しずつそう

いった形になっていただけるようにぜひ取り組み

をよろしくお願いしたいなというふうに思います。

空き家対策について移らせていただきたいとい

うふうに思います。それぞれ件数を含めてデータ

化をされたということで報告をいただきました。

解体実績というのは２件あったよというふうにも

報告をいただいたわけですけれども、ぜひ安全及

び美観の関係からもなるべく危険な空き家、見た

感じの余りよくない状況が放置されないような形

で推し進めていただきたいというふうに思います。

それと、危険空き家に対する応急措置も警察な

どと連携をしながら対応していただいているとい

うふうに伺いましたけれども、ちょっと具体的に

どの程度のことをやっていただいているのか。例

えばトタンが剥がれそうになって人に当たりそう

だと、剥がれて飛んでいきそうだよといった場合

だとかは応急措置としてビスでとめるだとか、ト

タンが飛ばないようにするだとか、何かそういっ

たこと、要は何を言いたいかというと人に対して

被害が及ばない対応というのが必要かなというふ

うに思うのです。ぐしゃっと潰れてそのままだっ

たら、まだ百歩譲ってよいのかも……よくはない

のですけれども、人に被害が及ばないと。何かこ

うなっていて飛んできて人に被害が及ぶようにな

ったときには、どういうふうにしているのかとい

う、そこら辺についてちょっとお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、とり

わけ安全性上、特に危険な家屋に対する対応がど

ういうふうになっているのか、さらにはスピード

感が必要ではないかということで御指摘をいただ

きました。

具体的にどういうふうな対応をということでご

ざいますけれども、先ほど市長のほうからもお答

えしたのですけれども、例えば強風があったとき

に屋根が飛散をするというような場合には、まず

消防のほうに連絡をとりまして飛散防止のための

応急措置、例えばくぎで打つですとかロープで縛

るですとか、それと同時に警察のほうと連絡をと

り合いまして、通行人のための安全確保、また歩

道の関係や何か、例えば今の時期ですと落雪の危

険がありますので、その場合には道路管理者と連

絡をとりまして、警察とも協議をしながら危険箇

所の通行の制限措置と。コーンを立てるですとか、

あるいは近隣住民への周知を行うなど、なるべく

きめの細かい、市民に危険が及ばないようなきめ

の細かい対応をとらせていただいていると、そう

いう現状にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 理解させていただこ

うと思います。解体していただきたいなと思うの

は、なるべく早く解体していただいて、なるべく

そういうことがないように、これからもいろいろ

大変でしょうけれども、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。

道路整備についてお伺いをしたいというふうに

思います。数字を聞くと、改めてなるほどなと思

う。橋については８４％つく、道路については３
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１％というのは、これはちょっと明らかに道路は

もう目を向いてくれていないなというふうに思い

ます。それこそテレビの番組で、山の中の一軒家

を探していく番組でも途中って舗装されていたり

するのを見ると、いかに名寄が道路の状況がひど

いのかというのが、これは多分全国の国会議員の

皆さんだとかはわからないのだろうなというふう

に思いますので、ぜひそういったことを、こうい

う状況なのだよということを市長会等々を通じて

さらに訴えていただきたいなというふうに思いま

す。

それと、余りにも進まないので、重要路線を単

費でやったよということで、ことし、来年という

ことで、このことは本当に英断を下していただい

たなというふうに思っておりますけれども、この

道路のパーセンテージが、３１％が今後ぐっと上

がるような何か兆候があるのか。あるいは、こう

いう程度でずっと行くのだったら、やっぱり本当

に進まないなというふうに思うのですけれども、

そういった場合の単費で今回事業を行いましたけ

れども、そういったことに対する今後の考えもあ

わせてちょっとお伺いできればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら御指摘いただいたように大変交付金を活用して

の、私どもの要望をする額に対しての交付決定、

なかなか厳しい現実が、三十数％ということで、

この要因についてはお話のとおり全国的には今と

りわけ台風だとか災害による橋梁の被害の大きさ

だとかトンネルの落盤事故だとか、どうしても国

全体、全国的には国交省としてはここに力を注ぎ

たいということで、同様に名寄市内地域の各橋梁

の点検ももちろん、そして橋梁の修繕工事ももち

ろんさせていただいているところで、例年４橋な

り５橋、新年度も４橋程度の修繕を予定をしてま

いりたいというふうに思っている形でございまし

て、橋梁の点検については数年に１回行うという

ルールがございまして、２巡目にたしか入る時期

になるかというふうに思ってございます。そうい

う意味では、全国的な判断でこういった橋梁点検

活動なども含めて今のペースで行くのか、これか

ら少しペースダウンしていくのかというのは、ち

ょっとまだ先が見えないのですけれども、私ども

が一番希望としております道路については、少し

でもと言ったら語弊があるかもしれませんけれど

も、要望してまいりたいというふうに思って、貴

重な交付金でございますので、当然継続している

路線、そして完了すれば新たな路線をしっかり手

がけていくというサイクルで、これはしっかり臨

んでいきたいなというふうに思っておりますし、

市長を先頭にいろいろな期成会を初めといたしま

して国への要望を強力に進めていただいているも

のだというふうに私ども承知しておりますので、

今後さらに期待していきたいなというふうに思っ

ております。

また、単独費を中心といたしまして、私どもに

とりましても未舗装の舗装率を上げていこうとい

うのは、これは総合計画の中で我々の絶対的な使

命だというふうに思っておりまして、今回例に挙

がります西１条、今回手をかけさせていただきま

す。ここは、舗装を剥がしての仕事でございます

ので、これは舗装率に反映しないという面が実は

ございます。当然今まで舗装された道路は、舗装

していく道路はメーンの通りよりも例えば北１丁

目通でありますと中央通を１本北に入りまして、

多くの市民の皆さんの感覚でいくと、そういえば

あそこ工事やっていたかなというような印象が強

いかもしれません。市民の皆さんの気持ちとして

は、それよりも日常、ふだん交通量の多いところ

で、いわばそういうややもするとちょっと危険に

なるのではないかといったところを少しでも手を

つけていただきたいと。いわば未舗装をしっかり

舗装していく部分と本当に今市民の皆さんが望む

ところでの両方狙いと言ったらおかしいのですけ

れども、やはりそこを鑑みての今回、そして新年

度に向けての工事だというふうに思ってございま
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すので、そういった視点をしっかりこれからも抱

えながら、恐らく新年度に入ればまたローリング、

または再来年の予算編成等々を含めて、やはり原

課としては十分市民ニーズを把握しながら議論し

てまいりたいと思ってございますので、御理解い

ただければと思ってございます。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） ぜひそのようにお願

いしたいと思います。名寄市全体の予算の中で、

道路ばかりにということはならないのかもしれま

せんけれども、その部分もやはり市民ニーズの高

い部分かなというふうにも思いますので、全体バ

ランスの中でもしやっぱり単費ででもここはやら

なくてはいけないというところがあれば、ぜひ積

極的に取り組んでいただければありがたいという

ふうに思います。

少し飛ばせていただこうかなと。ＪＲについて、

３月下旬に発表をされるということで、せっかく

この機会ですので、地域を挙げて応援していただ

きたいなというふうに思います。そんなことはな

いと思いますけれども、もしこれが余り地域の盛

り上がりがなくて、乗っていただいたお客さんが

何だという話にもしなってしまったら、次あるの

かな、ないのかなというふうに思いますけれども、

そういったことも含めて地域がＪＲに関して、Ｊ

Ｒ問題に関して試されているのかなというふうに

も思いますので、そこら辺はいろんな方面の皆さ

んと連携を密にしていただきながら体制をとって

いただきたいなというふうに思います。

中小企業の振興について、商工業の振興につい

て御答弁をいただきましたけれども、やはり地元

経済を回していくというのが一番大切だと思いま

すので、そこら辺を最大限配慮していただいて地

元企業を今後も育成をしていただければありがた

いなというふうに思います。商工業については、

基本計画を策定をしていただけるということで、

ぜひそういったことで市民みんなで地域産業を守

っていこうという、そういった発想のもとで今後

とも進んでいただければありがたいなというふう

に思います。

観光と経済ということでお伺いをしましたけれ

ども、やはり観光振興の最終目的は経済発展、経

済に結びつけていくということでしょうと思いま

すので、これからもぜひ、先ほども申し上げまし

たけれども、いろんな部署が、あるいは団体が横

串に刺さったような状態で連携をして進めていた

だければありがたいというふうに思います。

大学について御答弁をいただきましたけれども、

名寄市の影響額も一定程度ある。しかしながら、

所得のなかなか厳しい御家庭の皆さんが修学がで

きるというチャンスがあるということは、これは

本当にいいことだなというふうに思いますので、

ぜひこれは情報収集をしっかりしていただきなが

ら取り組んでいただきたいというふうに思います。

スポーツコミッションについて御答弁をいただ

きましたけれども、３月２８日に設立というふう

にお伺いをしました。これ組織というのは、例え

ばＮＰＯだとか、何とかかんとか法人だとかとい

ろんな組織の形があるかなというふうに思うので

すけれども、そこら辺ってどのようにお考えなの

かお伺い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） 組織の形態ですけれ

ども、そこはまだちょっとはっきりしていないと

いうことでございまして、ただいろんな協力をい

ただけるというか、自分たちでやっていくのだと

いう考え方を持っている団体、個人の方々で組織

をしていこうと思っています。最終的に法人です

とか、そういう形はまだ未確定ということで御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ確定していない

部分がかなり多そうですけれども、とりあえず一

歩踏み出すということなのかなというふうに思い

ますので、大きく育てていってくださいますよう
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お願いを申し上げたいなというふうに思います。

産業高校に就農を目指す人たち、あるいはそう

でない人たちもいると思うのですけれども、本州

からやってこられる方、そういった方々のニーズ

には的確にできれば応えるような体制づくりをし

ていただきたいというふうに思います。そして、

どこかで就農したいのだけれどもなといったとき

に、やはりお世話になった名寄で就農しようと、

そういった形を整えてもらいたいなというふうに

思いますので、その件に関しても今後ぜひ産業高

校等々と連携をして取り組んでいただければとい

うふうに思います。

ＥＮ―ＲＡＹホールについては、本当に頑張っ

ていただいていると思いますので、私は劇場法の

一番特徴的なのがこの条文だったのかなというふ

うに思っています。だからこそホール運営はまち

づくりだと言われるゆえんになったのがこの条文

かなというふうに思っておりますので、ぜひこう

いったことをちょっと意識をしていただきながら

今後ともホール運営を進めていただき、活発なＥ

Ｎ―ＲＡＹホールにしていただきたいというふう

に思います。

以上で終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 高 橋 伸 典


