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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７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

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。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新時代に向かって生きる力を育む教育について

外２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い質

問をさせていただきます。

新しい時代への変容を感じる平成３１年の幕あ

けからはや２カ月がたち、今任期最終の定例議会

一般質問となりました。振り返ると、４年の間に

は名寄市においても ０００人以上の人口が減り、

社会情勢も変化してまいりました。名寄市のみな

らず、多くの地域で少子高齢化が進み、それがゆ

えの人材育成の重要性も一層認識するところであ

ります。

そこで、大項目１、新時代に向かって生きる力

を育む教育についてお伺いいたします。最初に、

小項目１、学習指導要領改訂にかかわる条件整備

についてお伺いいたします。学習指導要領改訂の

背景には、情報化やグローバル化などの急速な進

展があるものと認識しています。各学校現場、特

に小学校においては中学年における外国語活動、

高学年における教科としての外国語、また小学校

段階におけるプログラミング教育の導入など移行

期間での対応に日々御奮闘いただいていることと

思います。条件整備に向けた対応として、教員研

修の充実は必要不可欠であります。研修時間につ

いては、十分確保されていると思いますが、その

状況についてお伺いいたします。

また、答申の中では社会に開かれた教育課程と

記されています。名寄市においての社会に開かれ

た教育課程とは、どのようなものであるのかをお

伺いいたします。

次に、小項目２、外国語教育に対する取り組み

についてお伺いいたします。学校においては、以

前からＡＬＴによるネーティブな英語に触れる学

習機会が提供されていますが、小学校での学級担

任による指導とともにＡＬＴによる学習活動は今

後一層需要が増すものと考えます。ＡＬＴの増員

または民間の人材活用も必要であると考えますが、

計画についてお伺いいたします。

次に、小項目３、コミュニティースクール導入

の状況について、地域とともにある学校としての

成果と課題についてお伺いいたします。

最後に、小項目４、外部講師の導入についてお

伺いいたします。教員の勤務実態調査の速報値に

よると、小中学校の先生方の平日勤務時間の平均

は１１時間を超えているとのことであります。働

き方改革の観点においても、また地域との連携、

協働の推進の観点においても外部講師を有効に活

用することが望まれます。導入についてのお考え

をお伺いいたします。

次に、大項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトによる人づくり、まちづくりについてお伺い

いたします。小項目１、平成２７年度から取り組

みが進められてきたまち・ひと・しごと創生総合

戦略において、来年度が最終年度となることから、

改めて取り組みの成果についてお伺いいたします。

小項目２、広域連携による取り組み強化につい

てお伺いいたします。冬季スポーツにおいては、

ジャンプ、エアリアル競技など近隣自治体を練習
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拠点として活動している選手がふえてきているよ

うに思われます。競技団体としての連携はもとよ

り、自治体間の連携により選手強化がなされるな

らば、それは可能性を拡大した上での人づくりに

つながっていくと考えます。特にジュニアの育成

にかかわっては、より大きな可能性の提供になり

ます。連携の状況と今後の計画についてお伺いい

たします。

小項目３は、冬季スポーツ拠点化プロジェクト

に対する市民理解についてであります。全国大会

の開催も回を重ねてまいりましたが、市民への認

知度は向上しているでしょうか。担当者の努力が

そのまま市民全体の熱気になるには、いま少し足

りないものがあるのではないでしょうか。冬季ス

ポーツ拠点化プロジェクトがまちづくりにつなが

るためには、市民理解を促す方策が不可欠であり

ます。お考えをお伺いいたします。

最後に、大項目３、介護現場における人材確保

に対する取り組みについて、小項目１、今までの

取り組みの成果と現状についてお伺いいたします。

小項目２は、外国人材登用に対する考え方につ

いてお伺いいたします。人材確保が厳しい状況の

中で、外国人への学びの場を提供し、人材確保に

つないでいる東川町の例もあります。名寄市にお

いても可能性を探る時期に来ていると思いますが、

お考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

山崎議員からは、大項目３点にわたって御質問を

いただきました。大項目の１と２は私から、大項

目の３はこども・高齢者支援室長からの御答弁と

なりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、新時代に向かって生きる力を

育む教育について、小項目１です。初めに、社会

に開かれた教育課程について申し上げます。社会

に開かれた教育課程は、次期学習指導要領におい

て実現を目指す教育課程の理念であります。新学

習指導要領では、教育課程を通してこれからの時

代に求められる教育を実践していくためには、よ

りよい学校教育を通し、よりよい社会をつくると

いう理念を学校と社会とが共有することが求めら

れています。そのため、それぞれの学校において

必要な学習内容をどのように学び、どのような資

質、能力を身につけられるようにするのかを教育

課程において明確にしながら、社会との連携及び

協働によりその実現を図っていく社会に開かれた

教育課程の実現が重要であるとされています。

これまでも学校は、教育課程を通して社会との

協力、連携を重視してきましたが、その範囲は地

域に開かれた学校としての意味であり、教育課程

が保護者や地域の方と必ずしも十分共有されてい

なかった面があります。今回の社会に開かれた教

育課程とは、社会を世界の状況まで広げて視野に

入れていること、教育目標や教育課程を社会と共

有すること、子供が身につける資質、能力につい

て社会や世界と向き合い、かかわり合っていくた

めの資質、能力を身につけさせることなど、今ま

でよりも視野を大きく広げているものと捉えてお

ります。

教育委員会といたしましては、その実施に向け

て必要な人材や予算、時間、情報といった人的ま

たは物的な資源を教育の内容と効果的に組み合わ

せていくために地域の教育資源や学習環境、例え

ば社会教育施設や児童生徒の学習に協力できる人

材、関係機関による子供にかかわる授業などを整

理した上で全ての学校に情報提供をしているとこ

ろです。今後教育課程の編成、実施が進む中で改

善を加えてまいりますが、学校運営協議会制度の

推進により学校と地域の連携及び協働の取り組み

をさらに広げ、教育課程を介して学校と地域がつ

ながることにより地域でどのような子供を育てる

のかといった目標を共有し、地域と一体となって

社会に開かれた教育課程の実現に努めてまいりた

いと考えております。

次に、次期学習指導要領の全面実施に向けた教
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員の研修状況についてお答えをいたします。次期

学習指導要領では、グローバル化の進展や絶え間

ない技術革新等に伴い、子供たちが積極的に外国

語を用いてコミュニケーションを図ろうとするこ

とやさまざまな情報を見きわめ、知識の概念的な

理解を実現し、情報を再構築するなどして新たな

価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で

目的を再構築することができるようにすることが

求められており、小学校でのプログラミング教育

や小学校高学年の教材としての外国語など新たな

内容が学習指導要領に盛り込まれております。

このため、各学校においては新たな課題に対し

て専門性の高い教員や各種研修に参加した教員を

中心に校内研修に取り組んでいるところでござい

ます。具体的には、各学校においては年間１５回

程度の校内研修を実施しているところです。また、

本市においては校内研修のほかにも名寄市教育改

善プロジェクト委員会のグループ研修を実施する

などして市内で研修の成果を共有しております。

このほかにも上川教育研修センターの研修講座や

道教委の各種研修への積極的な参加を促している

ところです。今後２０２０年度の学習指導要領完

全実施に向けて、プログラミング教育や学習評価

のあり方など新たな内容についての研修への参加

を促すことにより教員の専門性を高めるとともに、

その成果を市内の教職員で共有することができる

よう教育委員会としても環境整備を進めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２です。平成２０年に改訂された

現行の学習指導要領では、小学校において外国語

活動を新設したり、中学校の外国語の授業時数や

指導する語数をふやすなどして外国語を通じて言

語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度の育成に努めてき

ました。しかし、学習指導要領改訂に向けた中央

教育審議会教育課程企画特別部会などにおいて小

学校５、６年生外国語活動については、外国語を

使った音声中心の活動が中学校進学後の外国語の

学習に生かされていない状況があること、また中

学校においては国語と英語の音声の違いや英語の

発音とつづりの関係を理解することが不十分であ

ることなどの課題が指摘されました。

このようなことから、２０２０年度から実施さ

れます新学習指導要領におきましては、小学校３、

４年生から聞く、話すを中心とした外国語になれ

親しむ外国語活動を年３５時間、５、６年生は聞

く、話す、書く、読むの４技能を総合的、系統的

に扱う教科、外国語を年７０時間行うこと、中学

校においてはより具体的で身近な話題についての

表現や簡単な情報交換ができるコミュニケーショ

ン能力を養うための学習活動を重視することなど

の改善が図られました。

本市の小学校においては、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会が中心となって、中学校

や高学年との接続に十分配慮することが重要と考

え、日課の見直しや朝や放課後の時間を有効に活

用するなどして平成３０年度から３５時間の３、

４年生の外国語活動、７０時間の５、６年生の外

国語の授業時数を確保し、先行実施しているとこ

ろでございます。本市には、２名の外国語指導助

手を配置しており、学校規模に応じて日数を決定

し、派遣しているところでございます。授業では、

学級担任が外国語指導助手等と協力しながら、デ

ジタル教材などの指導用教材を活用して行ってい

るところです。しかしながら、満度に外国語指導

助手を派遣することはできません。そこで、平成

２８年度に道教委の小学校外国語活動巡回指導教

員研修事業の指定を受け、外国語活動巡回指導教

員が全ての小学校を巡回し、学級担任とのチーム

ティーチングや模範授業、小学校外国語活動に関

する教員研修の企画及び教員への指導、助言等を

行ってまいりました。さらに、外国語の教員免許

状を所有する教員を小学校に配置し、日常的に校

内での研修及び授業実践を重ねている学校もあり

ます。

現在ＡＬＴの増員または民間の人材を活用する
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計画はございませんが、教育委員会といたしまし

ては今後高度な英語指導力を備えた教員の確保に

努めるとともに、名寄市教育改善プロジェクト委

員会のグループを中心に、市内各校の実践をもと

にした研修や名寄市教育研究所の外国語活動、英

語班の研修活動、上川教育研修センターの外国語

科指導講座、道教委の英語指導力向上に向けた各

種研修等を通して学級担任を初めとした教員の実

践的な指導力を高め、外国語活動の充実を図りな

がら、新しい英語教育の実現に向けた校内体制を

整えていくようお願いをしております。

次に、小項目３、コミュニティースクール導入

の状況及び成果と課題についてお答えをいたしま

す。コミュニティースクールとは、学校運営協議

会を設置した学校であり、学校と地域住民等が力

を合わせて学校の運営に取り組むことが可能とな

る地域とともにある学校への転換を図るための有

効な仕組みと考えております。本市では、平成２

９年の智恵文小学校、智恵文中学校のコミュニテ

ィースクール制度のスタートを皮切りに、現在５

校に学校運営協議会を設置しております。

導入後の活動状況ですが、智恵文小学校、智恵

文中学校では保護者を講師とした学校の応援活動、

交通安全協会や警察署と連携した交通安全啓発活

動、コミュニティースクールだよりの発行などを

行っています。また、名寄東小学校では東小コミ

ュニティセンター、東小コミュニティカレッジと

の連携を図りながらラベンダー祭りやスノーラン

タンフェスティバル、登下校の安全指導の活動な

どを行っております。中名寄小学校では、地域合

同の運動会、学芸会や地域の方を講師とした農園

活動、絵画教室、自然探索活動などを行っていま

す。風連中央小学校では、町内会、老人クラブと

連携した校区の清掃活動や地域の農家の方との稲

作体験、放課後学習のボランティア活動などを行

っております。このように、コミュニティースク

ールを導入したそれぞれの学校で地域と一体とな

った特色ある学校づくりを進めているところです。

続いて、成果と課題について申し上げます。学

校運営協議会の主な役割として、校長が作成する

学校運営の基本方針を承認する、学校運営に関す

る意見を教育委員会または校長に述べることがで

きる、教職員の任命に関して教育委員会規則に定

める事項について教育委員会に意見を述べること

ができる、学校運営に必要な支援について協議す

るの４つがありますが、これらについて地域住民

や保護者が学校運営に対する当事者意識を分かち

合いながら協議したり活動したりすることにより、

次のような成果があらわれています。１つ目は、

地域人材を活用した子供たちの学び舎体験活動の

充実、２つ目は地域の方々の理解と協力を得た学

校運営の実現、３つ目は保護者同士や地域の人々

との人間関係の構築、４つ目は学校を中心とした

地域ネットワークの形成などでございます。

コミュニティースクールの導入、運営に当たって

の課題としては、学校運営協議会の設置に伴い、

現在管理職や担当教職員によって会議の開催や運

営に係るさまざまな業務が負担となっていること

から、コミュニティースクールの継続的、安定的

な運営が可能となるよう教職員の負担軽減を視野

に入れた教職員の体制づくりが課題となっており

ます。また、コミュニティースクールと地域学校

協働本部が相互に補完し、高め合う存在として両

輪となって相乗効果を発揮していく学校支援体制

の整備も課題となっております。

次に、小項目４、外部講師の活用状況について

お答えをいたします。外部講師は、ゲストティー

チャーとも呼ばれ、ある分野の知識や経験、技術

の豊富な人や子供たちとは違った文化背景を持つ

人々のことを一般的に指しております。例えば名

寄西小学校では、名寄市社会福祉協議会や名寄市

健康福祉部と連携し、総合的な学習の時間にパラ

リンピックの金メダリストや視覚障がい、聴覚障

がいの方を外部講師として招いて障がいについて

学ぶ授業を行っています。また、外部講師に限ら

ず、保護者や地域の方々もボランティアとして協
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力してもらっている例として、例えば風連中央小

学校では学習支援ボランティア、スキー学習の補

助、採点の補助、風連更生保護女性会による高学

年のミシン学習補助、老人クラブの交通安全指導、

風連読み聞かせの会による読み聞かせボランティ

アなどが挙げられます。平成３０年度は、学校支

援ボランティアとして市全体で２２２名の方を登

録しているところです。これらの外部講師や保護

者を含めた地域の方々の人材活用により、地域と

学校が連携、協働して地域全体で未来を担う子供

たちの成長を支えていく活動が推進され、地域と

一体となって子供たちを育む教育活動が行われて

いるところでございます。一方、働き方改革の観

点からは、外部講師や保護者、地域の方々を人材

として活用する際に事前の打ち合わせの時間が必

要だったり、当日の授業も外部講師のみで行うこ

とはできないため、直接教職員の負担軽減にはつ

ながっていない面もございます。

続いて、大項目２、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトによる人づくり、まちづくりについて、小

項目１でございます。冬季スポーツ拠点化推進プ

ロジェクトは、平成２７年度の地方創生加速化交

付金を活用した名寄市まち・ひと・しごと総合戦

略の冬季スポーツ拠点化推進事業において取り組

みが始まり、平成２８年度からは地方創生推進交

付金を活用し、本市が有する自然環境などを生か

した各種事業を推進し、合宿受け入れ組織の設立

や冬季スポーツ大会等の誘致に取り組んできまし

た。

当プロジェクトでは、合宿受け入れ人数、新規

冬季スポーツ大会の誘致、スポーツコミッション

での雇用者数の３つのＫＰＩを定めており、交流

人口の拡大、経済効果などにおいて一定の成果を

上げてきたところでございます。合宿受け入れ人

数については、平成２７年度の事業開始前の受け

入れ実績 ５００人を基準値とし、３年間で ５

００人の増加を目標値としていましたが、平成２

８年度で ５２０人の増、 ０２０人の受け入れ

があり、事業実施１年目で目標値を大幅に超えた

ところでございます。名寄旅館業組合、飲食店な

ど多くの関係者の取り組みが成果としてあらわれ

たところでございます。新規冬季スポーツ大会の

誘致については、３年間で３大会の誘致を目標値

としていますが、平成２８年度から平成２９年度

の２年間で５大会の誘致をしていますが、これは

名寄地方スキー連盟、名寄カーリング協会など冬

季スポーツの競技団体の誘致活動などが成果につ

ながったものと考えております。今後も当プロジ

ェクトの事業を通じて構築された市内関係団体と

のネットワークを生かしながら、さらに大きな成

果が得られるよう各種事業を推進していきたいと

考えております。

続いて、小項目２、スポーツ競技の普及には、

その競技が行われる環境の整備状況、指導者の数

や質が大きく左右されるとされ、ジュニア選手の

育成、強化についても同様のことが考えられてい

ます。特に冬季スポーツにおいては、競技の特殊

性から施設がない、指導者が少ないなどといった

実態が多くあり、テニスや野球などといった夏季

スポーツに比べ、施設等が整備されている環境は

少ない状況にございます。本市においても冬季ス

ポーツのジュニア選手が近隣自治体を活動拠点と

している状況がある一方で、近隣自治体のジュニ

ア選手が本市で活動を続けている状況にもありま

す。施設の環境整備や指導者確保の問題、少子化

などの要因により１つの競技団体、１つの自治体

の範囲だけではジュニア選手のスポーツ活動の環

境が維持できないといった状況が徐々に広がりつ

つあると考えられます。現時点でジュニア育成強

化に関して、地域を超えた競技団体間の連携につ

いては正確な状況を把握はしていないこと、また

自治体間の具体的な連携はない状況にございます

が、今後は競技団体などと情報交換をしながらジ

ュニア選手の育成強化につながる環境づくりに努

めていきたいと考えております。

次に、小項目３、本市における課題として捉え
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られていたのがスポーツ大会の誘致やスポーツ合

宿は、交流人口の拡大や地域経済の活性化に大き

く寄与することは認識されていましたが、これら

をまとめる組織や仕組み、またスポーツに関する

情報を共有できる環境がないことから、効果的な

取り組みができていないことでした。平成２９年

に市内の団体、個人の御協力をいただきながら、

当プロジェクトの事業推進の核となる組織である

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会を設立し、大

会誘致や合宿誘致だけではなく、市民の健康づく

り、ジュニア育成やスポーツ施設の検討など各種

事業に取り組みながらスポーツを通じた地域づく

りの推進、市内団体とのネットワークづくりに取

り組んできたところでございます。

これまでの取り組みでは、短期的な効果があら

われた事業のある一方で、市民にその効果が見え

にくい、また長期的な取り組みが必要な事業も多

いことから、議員がおっしゃるとおり当プロジェ

クトが市民全体に理解が得られていない側面もあ

ったと考えております。今後は、多くの市民に参

画していただきながら、子供たちへスポーツ環境

の整備、スポーツを通じた市民の健康づくりや交

流人口の拡大、また経済活性化の取り組みなど、

このプロジェクトが地域にとって有益であること

をお示ししながらスポーツによるまちづくりにつ

いて市民理解を広げ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） 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） 私か

らは、大項目３、介護現場における人材確保に対

する取り組みについて、初めに小項目１、取り組

みの成果と現状についてお答えいたします。

介護人材の安定的な確保を図るため、平成２８

年度から３年間の時限的な制度として介護人材確

保緊急対策事業による助成等事業を実施してまい

りました。介護職員初任者研修受講費の助成では、

市内の介護保険事業所へ介護職員として就労して

いること、または就職が内定していること、さら

には１年以上勤務することを要件に介護職員初任

者研修の受講費用のうち８万 ０００円を上限に

助成をするものでございます。これまでの実績と

しましては、平成２８年度は７名、平成２９年度

は９名の方が助成を受けており、本年度は９名が

受講予定となっております。就職支度金の助成で

は、既に介護福祉士の資格を取得済みの方や介護

職員初任者研修の受講を終了している方が市内の

介護保険事業所に就職し、１年以上勤務すること

を要件に８万 ０００円を助成するものでござい

ます。これまでの実績としましては、平成２９年

度は１１名の方が助成を受けており、本年度は２

月末現在で７名が申請をしております。人材発掘

のためのイベントとしましては、名寄市介護サー

ビス事業者連絡協議会が中心となり、介護を目指

そうとする方だけでなく、介護に興味のある市民

も対象に呼びかけを行いながら介護のお仕事説明

会を実施しております。

また、介護サービスの質の向上や離職防止など

を目的とした介護事業者向け研修会を開催し、事

業所間の情報共有を図りながら全市的な人材確保

や離職防止などの課題について連携する体制がで

きております。市内介護保険事業所へのアンケー

ト調査を行った結果では、平成２９年度と平成３

０年度を比較し、就職された方と退職される方の

差し引きではプラスとなっておりまして、本事業

の実施による職員確保が図られてきているものと

考えております。課題といたしましては、介護職

員の年齢構成が高く、５０歳以上が３割を占める

など介護サービス提供量の維持や確保をしていく

上で喫緊での新規就労者の確保と若手職員の離職

防止が必要であります。このことから、引き続き

介護人材確保対策への重点的な取り組みを推進し

てまいります。

次に、小項目２、外国人材登用に対する考え方

についてお答えをいたします。少子高齢化が急速

に進行する中、本市においても高齢化が進み、平
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成３７年度には高齢化率が３ ４％に達すると見

込まれております。また、認知症高齢者やひとり

暮らし高齢者、高齢者のみの世帯が増加していく

ことが推測されるところであります。さらには、

要介護、要支援認定者数の増加に伴い、支える介

護人材の確保が喫緊の課題となっております。

小項目１において答弁をさせていただきました

とおり、この間介護人材確保緊急対策事業による

助成等事業により人材確保については一定の成果

があったところですが、全て課題が解消されてい

る状況には至っていないのが現状でございます。

国の制度改正により平成２９年９月から在留資格

に介護が創設されたことに伴いまして、社会福祉

系の専門学校を卒業した留学生が介護福祉士の資

格を取得することで長期就労が許可されることと

なり、介護の幅広い分野で就労することが可能と

なりました。こういった状況の中、外国人で介護

人材の育成を図る日本語学校と介護福祉士育成の

学科を有する旭川福祉専門学校の寮施設がある東

川町が呼びかけ役となり、外国人介護福祉人材育

成支援協議会が平成３０年１２月に設立をされま

した。協議会の設立により、その趣旨に賛同する

市町村内の施設に介護福祉士を配置するシステム

が構築されることとなったことから、名寄市とし

ましても市内介護事業所と連携し、協議会に賛助

会員として参加をしております。当面は、協議会

における事業の状況や情報の把握をし、介護人材

確保の選択肢の一つとして研究を行いながら、従

来から取り組んでおります事業と合わせまして不

足する介護職員の確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ丁寧な御答

弁をいただきましたので、限られた時間ではあり

ますけれども、再度質問をさせていただきたいと

思います。

まず、新しい時代に向かっての生きる力を育む

教育についての部分で、社会に開かれた教育課程、

この理念について、その社会を日本という１つの

国だけではなく世界に広げていくということで、

その理念についての認識を御説明いただきました

が、それであれば余計に外国語の重要性、外国語、

英語を使ってのコミュニケーション能力が必要に

なってくると思います。以前から中学校の英語の

先生は、中学校３年間の英語の学びがあれば、ち

ょっとした外国への旅行のときに日常のコミュニ

ケーションはできるはずだというふうに話されて

いました。しかし、それが自信を持ってできない

のは、やはり小さいころからの耳になれていない

部分、それから日常会話としての経験の少なさと

いうことがあったのではないかと思います。それ

を鑑みますと、やはりＡＬＴの活用ですとか地域

の人材の活用ということで、学校教育での学びを

日常的に広げていくことの計画が今後必要になっ

てくると考えますが、その点いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） いわゆる生きた英語

ということだと思います。今本市においては、２

名のＡＬＴの方に各学校へ行っていただいており

ます。その中で、いろいろと直接交流をし合いな

がら、生きた英語ということで各学校で活動して

いただいていますけれども、ＡＬＴ２名の配置に

つきましても合併前に名寄市、風連町、それぞれ

１名がいたということで２名を名寄市として配置

ができたということでございまして、なかなか現

在まで、そのときの状況においても名寄の規模で

あれば１名の派遣しかいただけなかったという状

況もございました。幸いにして名寄については２

名の派遣をいただいて、英語活動ということで取

り組んできてございますし、その辺からいいます

と今後やはり小学校の中学年から生きた英語とい

いうことでございますので、今はＡＬＴ２名につ

きましては小学校、中学校、全校に行っていただ

いていますけれども、ある程度小学校のウエート

を大きくするというようなことも今後ちょっと考

えて検討していきたいなと思っています。
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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） 小中学校に配置され

ておりますＡＬＴについて御答弁をいただきまし

た。名寄市は、教育都市宣言をしておりまして、

幼稚園から小学校、中学校、高等学校、そして大

学まである地域、その中ではＡＬＴ、所管は違っ

ても複数名いらっしゃるわけでありまして、そし

てなおかつ名寄市はリンゼイとの交流も行ってい

る。この夏には、イングリッシュキャンプ等も交

流事業の一環として計画もある。そういう英語に

対しての環境は、もっともっと探っていくことが

可能な地域だと思っております。学校間での連携

による協力体制というのはとれないものでしょう

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） 例えば高校のほうに

はＡＬＴがいます。そこと小中と高との連携とい

いましょうか、そこについてはやはり所管といい

ましょうか、道立と市立の違いもございますので、

なかなか相互乗り入れといいましょうか、難しい

状況にはあるのかなというふうには思いますけれ

ども、市立大学のほうにも英語を担当されている

先生もいますので、その辺でどういうような交流

が可能なのかというか、ちょっとこれからの研究

課題なのかなというふうに考えておりますけれど

も、今後の課題ということで考えさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 小さいお子さんのほ

うが耳がいいわけでありますので、これはぜひ検

討していただきたいと思いますし、ぜひ市長にも

幼稚園教育の中でも子供たちがネーティブな英語

に触れる機会を創設していただければありがたい

なと思っておりますので、ぜひお考えいただきた

いと思っております。

そうなったときに、先ほども教員の研修につい

ての細かな御説明をいただきました。新しい教育

課程、新学習指導要領改訂に伴って、かなりの現

場の先生方の研修に対する時間の負担という言葉

がいいかどうかわかりませんけれども、御自身の

積極的な研修も含めて大変時間が割かれているよ

うに思っています。この定例会初日に、教育行政

執行方針の中でも先生方の働き方改革については

子供としっかり向き合う時間をつくっていくがた

めの働き方改革をしなければいけないということ

で教育長からも方針が示されています。その中で

出されておりました名寄版アクションプラン、こ

の点について具体的にどんな働き方改革がなされ

るのかお伺いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 道のアクションプラ

ンについては、もう既に策定がされて各市町村に

示されております。名寄版のアクションプランに

つきましては、各学校の管理職、あとはＰＴＡの

役員の方と私たちを構成メンバーとして検討を進

めてきたところでして、３月の教育委員会議に名

寄版アクションプランについては報告をさせてい

ただくことで準備を進めておりますが、具体的に

は４項目ということで構成されておりまして、教

職員が未来を担うべき業務に専念できる環境の整

備はどうあるべきか、ＩＣＴの関係ですとか校務

支援システムの関係等も含めて、あと勤務時間の

管理をどうしていくかというようなことも含めな

がらの環境の整備が必要になるのだろうというふ

うに考えております。

また、部活動に係る負担の軽減ということで、

これは従来からずっと言われてきていることです

ので、スポーツ庁から示されております部活動に

対する時間、週何時間というような提言もござい

ますので、それに準じたような形での部活動の設

定の仕方等も今後検討していく必要があるという

ふうに思っていますし、勤務時間を意識した働き

方改革の推進と学校運営体制の充実ということで、

これについてはコミュニティースクール等の導入

等もございますので、地域と学校が連携をしなが

ら、いかに先生方の負担を軽減できるか。例えば
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ですけれども、登下校時の見守りですとか、そう

いうのを地域の方々にお願いすることによって教

職員の負担が軽減されるのではないかというよう

なことも考えられますし、当然教育委員会からの

各学校のサポートということもございまして、こ

のような４点を視点としてアクションプランを作

成させていただいて、今後働き方改革といいまし

ょうか、教職員の負担軽減に向けた取り組みを進

めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私が改めて言うまで

もなく、働き方改革で子供たちの教育環境、教育

効果が少しとどまるようなことがあってはならな

いというのは、もう当たり前のことであります。

先生方の意識改革だけではなく、具体的に働き方

改革を進めていき、なおかつ子供たちの教育環境

も保障して効果を上げていくということを考える

と、やはりそこには人的配置というのがやむを得

ないのではないかなというふうに思っています。

当然予算もかかわってくることですので、簡単な

ことではないと思いますけれども、トータルで物

を考えていただくときに、今地域の方の学校教育

への支援の話が教育部長から御答弁でありました。

単純に事務作業等についても例えば子供たちのテ

ストの丸をつけるですとか、学級の会計にかかわ

る部分の事務軽減を教育委員会がある部分担うで

すとか、そういう話も伝わってきている。そんな

地域もある中で、名寄市にとってもその具体的な

方策を組み込んでいく中で、ぜひ働き方改革につ

いては進めていっていただきたいと思っています

けれども、そういう学校の中への応援隊といいま

すか、どなたでもいいわけではありませんので、

地域の中にたくさんいらっしゃる元気な教職員の

退職者の方たちにも応援をいただくような、そん

な人材バンク的なつくりができないものかなとい

うふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど申しましたと

おり、学校の関係の各種ボランティアに２２２名

の方が登録をいただいて、学校の授業等のお手伝

いをいただいているということもございます。い

ろいろ採点事務をお手伝いしていただくですとか、

いろんな形があると思うのですけれども、それに

ついてはやはり今後学校運営協議会等も各学校で

設立をさせていただいて、具体的な運営といいま

しょうか、入ってくるということもあります。そ

の辺で、地域としてお手伝いいただける部分、ま

た教育委員会として当然していかなければならな

い部分というのもあると思いますので、その辺の

すみ分けをしながら働き方改革について進めてい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいな

と思います。昨日、代表質問の中で名寄東中学校、

名寄中学校の校舎の改築等も含めての話が出てお

りましたけれども、昨年私たちの会派で行政視察

を行わせていただきました宮崎県のえびの市は、

市長の公約ということで１学級３０人学級を編制

しての教育がなされていて、教育効果は大変上が

っているという、その現状について視察させてい

ただいてきました。これだけ世の中が変わってき

ている中で、それに対応した子供たちを育ててい

くということにかかわっては、ぜひそういう部分

のことも含めてトータルで協議していただきたい

と思っておりますし、この後も機会がありました

らそんな話をさせていただきたいと思っておりま

す。

時間が限られておりますので、次の大項目２に

かかわる再度の質問をさせていただきます。冬季

スポーツの拠点化プロジェクトによる人づくり、

まちづくりの件ですが、先ほど合宿、これだけの

人数が入っていただけるようになりました。大会

は、５大会誘致できましたという数についても喜

ばしい報告を受けましたけれども、このことが実

際名寄市の人づくり、子供も高齢者の方も含めて
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の人づくり、まちづくり、まちづくりについては

経済効果等で想像できるところもあるのですが、

特に人づくりにかかわって加藤市長はこの状況を

どのように認識していただいているのか、ぜひ市

長からの御答弁をお願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） 冬季スポーツ拠点化プロ

ジェクトの中で、今お話がございましたけれども、

さまざまな大会誘致や合宿といったことによって

数字的な地域経済の波及効果というのは目に見え

た形で出てきているということがございますけれ

ども、冬季スポーツ拠点化にかかわって、さまざ

まなスポーツ振興、地域振興もこれまで数多く行

われてきているところでございます。

例えば市民の健康増進や生きがいづくり、ある

いは地域の集落支援ということもあって東風連で

夏も、あるいは冬も運動会が行われるようになっ

ただとか、親子参加型のファミリーフィットネス、

さらにはノルディックウオークなんかも、これは

行政でもやっておりますけれども、地域でも民間

団体でそういうことをやっている方たちが出てき

ていると。さらには、これは子供たちのスポーツ

の振興あるいは能力をさらに高めていこうという

ことでドリーム合宿なるものが行われたりとか、

これはあと冬の新たなスポーツイベントというこ

とでスノーマラソンなんていうのも行われてきて

いると。これらは、全て民間の団体が主体となっ

たイベントということで、冬季スポーツの拠点化

プロジェクトを深化するに当たって、新たなそう

した市民の参画の流れが出てきているということ

がまずはございます。

このほかにも当然冬季スポーツを中心にさまざ

まなジュニアスポーツ団体での育成にも今力を入

れていると。さらに、指導者の育成プログラムな

んかもかなり座学も含めてやってきているという

ようなこと、このことに関してはたくさんの市民

や市内外の企業あるいは金融機関、そしてスポー

ツ医科学という研究の面からも市立大学や市立総

合病院といったところの団体にもかかわってきて

いただいているということでございまして、なか

なか市民に浸透していないのではないかというお

話がありましたけれども、一方で少しずつではあ

りますけれども、市民の皆さんがいろんな形で実

は参画をしていると。これが冬季スポーツの拠点

化事業なのだというのはわからないかもしれない

けれども、いろんな形でこの事業を通じてのさま

ざまな機運が私は高まっているというふうに思っ

ています。

スポーツを通じて、そこにアイデンティティー

が生まれて、そこから地域への誇り、愛着、一体

感が生まれてくるということになっていくという

ふうに思っていまして、単純にスポーツがスポー

ツだけの振興ではなくて、今後はそこから地域づ

くり、人づくりにつなげていくと。それで、総体

的な地域振興につなげていくのだと。その芽は出

てきているというふうに考えておりまして、今後

もこれをさらに深化をさせていくべく、新たに発

展的にこの３月にスポーツコミッション組織を立

ち上げて、さらにさまざまな分野の市民の皆さん

と一緒になってスポーツを通じた地域づくり、人

づくりを実践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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今具体的な活動を示

していただきましたので、活動をされていた人々

の様子も想像させていただきながら、思い浮かべ

ながらお話を伺いましたが、それらの活動の中で

人づくりというのは本当に時間がもちろんかかり

ますので、今すぐ効果があらわれるということで

はないと思いますが、比較的見やすい育ちという

ことでいえばジュニアの育成であると思います。

子供たちがどれだけスポーツに親しんで活動をし

ていくかということが１０年後見えてくるところ

にある程度の成果を感じ取ることができるのかな

というふうに思っております。

そのジュニアの育成にかかわりましては、総合
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計画第２次の中期基本計画の中にもジュニア選手

の一貫した育成システムの構築が必要という言葉

が出てきておりまして、それも以前からやってい

ただいていると思っています。しかし、今週の月

曜日、市民連合・凛風会で報告会、意見交換会を

やりましたときに参加者の中から子供たちの運動

指導に対する職員の異動にかかわるところでの不

安が訴えられたことがございました。今までの指

導体制の中で、例えば学校の体育科の授業にかか

わって阿部さん、豊田さんが入っていただいたそ

ういう事例、それからジュニア選手の医科学との

連携を含めてのトレーニング提供等が今後どのよ

うになっていくのかについて不安に思われている

市民の方はたくさんいらっしゃいます。この点に

ついては、新たに体制を整えていくということで

先ほど教育部長からもお話があったと思いますが、

市長の今頭の中にでき上がっている部分の計画に

ついてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全て１００％ちょっと理

解できているかわからないのですけれども、医科

学的なトレーニングの部分での不足が懸念してい

るということなのでしょうか。ということであれ

ば、これまでも市立総合病院や大学等も連携しな

がらこれは進めてきております。職員がやめられ

ることに対する不安だということであれば、そう

したところにしっかりと組織としてもバックアッ

プをする体制ができているということと加えて、

外部的なそうした専門のトレーナー等の派遣等も

計画をしながら、さらにこれまでの取り組みを深

化をさせていきたいというふうに思っています。

もう一つ、先ほどの働き方改革にかかわってい

くかもしれませんけれども、部活動をやっていた

方が例えば転勤をされるということによっての不

安ということでもないのでしょうか。そういうふ

うにも聞き取れたのですけれども、そうではない。

（「そうではない」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） そうではない。働き方改

革にかかわって、部活動をこれからどうしていく

かということも非常に大きなテーマだというふう

に思っていまして、先ほどはＡＬＴのサポートと

いうこともありましたけれども、部活動というの

はある意味では小中高と連携した体育教育という

ことの中で地域として支援していけることがある

のではないかと。そうしたことについてもこの冬

季スポーツ拠点化事業の中で、今回運動部活動の

改革プランのための実証等も考えているところで

ございまして、さらに学校ともしっかりと連携を

した中でのスポーツの振興につなげていきたいと

いうふうに考えているところでもございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ちょっと言葉が整い

ませんで失礼いたしましたが、以前から市長のお

言葉として冬季スポーツ拠点化プロジェクト、冬

季スポーツだけにかかわらず、冬季のスポーツ以

外の部分でもジュニアの育成に対してはやってい

くのだという言葉を聞かせていただいております

ので、その部分で学校の中では部活動ということ

になると思いますが、名寄市のジュニアの育成に

対しての組織的なバックアップの具体的な内容を

お聞かせいただきたいのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今年度も指導者を集めて

さまざまな座学あるいは直接行って指導している

団体、少年団もあろうと思いますけれども、そう

いうサポートはさせていただいていると。これは、

当然今後も継続させていただきますし、先ほども

お話ししましたけれども、専門的なトレーナー組

織ともしっかりと契約をさせていただく中で、そ

うしたところから専門性のある指導等のカリキュ

ラム等をそれぞれのスポーツ団体に深化させてい

くというようなこともぜひ新年度以降やっていき

たいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 具体的には、４月か

ら動いていくと思いますし、スポーツコミッショ
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ンの動きも大きく注目させていただいているとこ

ろでありますので、一市民としても、またもちろ

ん議員としてもこの動きについては協力する気持

ちを持ちながら見守らせていただきたいと思って

います。

大項目３について、再度質問させていただきま

す。先ほど東川町の例についても賛助会員になっ

て、名寄市も今後の動向について見据えていくと

いう答弁をいただきました。この中身については、

どのような状況になっていくのでしょうか。賛助

会員という状況については、どのような状況にな

っていくのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、１２月に

は総会が開催されて正式に設立がされております。

賛助会員というのは、情報とかそういったものを

提供を受ける、そういった立場であります。正会

員というのは、実際に来られる外国人とマッチン

グして、来られる方と自治体が双方が合った場合

に、その自治体が奨学金だったり生活費を全部支

給するわけです。大ざっぱに奨学金でいけば、年

間二百五、六十万円というふうに言われています

し、生活費も一定程度かかる。そして、専門性の

高い勉強をするということでは、やっぱりアルバ

イトとかをする時間がないということで、そうい

ったお小遣い程度も含めてマッチングした自治体

が全部負担するということでありますので、一定

相当の負担がかかると。そういった場合には、正

会員というふうに位置づけられるということであ

ります。

ただ、一方では特別交付税のほうでの措置もあ

るというふうにも聞いていますけれども、そうい

った部分では今立ち上がったばかりですので、こ

の１年間どういった状況になっていくのかを見て

いきたいというふうに思いますし、その説明会の

中でも例えばその中で卒業後に必ずしも来るとは

限らない、違う場所に行った場合に、そうしたら

負担した分はどうなるかという、そういった補償

も含めて明らかになっていない部分がありますの

で、まだ不透明な部分が多々あるということであ

りますので、賛助会員として加入しながら情報を

いただきながら研究してまいりたいというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

交流人口の拡大推進に向けて外２件を、東川孝

義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い、順次質問をしてま

いります。

最初に、交流人口の拡大推進に向けてお伺いを

いたします。名寄市観光振興計画は、平成２９年

度よりスタートしました名寄市総合計画第２次の

基本計画に基づき、戦略事業は事業目的や目標を

明確にするべく、実情に即した実効性の高い、い

わゆる効果のある事業を展開することを目的に平

成２８年度に見直しを行っております。具体的な

計画目標として、大規模な観光開発などによって

交流人口の拡大を図るのではなく、行政、観光協

会、民間、市民が連携しながら既存資源を見詰め

直し、地域が一体となって情報を発信して総合的

なまちづくりを行うとされております。

そこで、小項目の１番目、名寄市観光振興計画

の進捗経過について。観光入り込み人数について

は、平成２７年度実績をもとに、平成２９年度以

降に効果的な観光事業を推進することにより年次

５％増を目標としておりますが、主な観光事業の

入り込み人数と目標に対する実績の推移について

お伺いをいたします。

また、外国人旅行客の観光における経済効果も

大きいことから、インバウンドの入り込み人数に

ついてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、住民参加の体制づくり

についてお伺いをいたします。観光振興計画では、

目標到達への具体的な戦略プロセスを定め、それ

ぞれのステップごとに行政、観光協会、民間、市
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民の役割分担が定められております。ステップ１

では、地域住民が積極的にまちづくりに参加でき

る体制づくりが示されておりますが、具体的な施

策と効果についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、将来のあるべき姿につ

いて。名寄市総合計画第２次では、基本目標の地

域の特性を生かしたにぎわいと活力あるまちづく

りのもと、観光振興との整合、調整を十分に図り、

３つの基本事業、６つの計画事業が進められてお

ります。総合計画第１次後期計画の取り組み実績

を踏まえて、今回の計画で当市の観光施策の将来

のあるべき姿をどのように描かれているのかお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、森林行政の推進につい

てお伺いをいたします。小項目の１番目、森林整

備計画の考え方でありますが、名寄市森林整備計

画は平成３０年度より１０年計画で進められてお

ります。具体的な事業として、多くの施策が計画

をされておりますが、名寄市の人工林は伐採及び

再造林の時期を迎えたカラマツやトドマツが増加

をしており、３０年度の実績見込みと今後の推進

計画の考え方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、私有林における人工林

の管理について伺います。ここでの私有林とは、

個人所有の森林でありますが、林野庁では国産材

の活用と林業の成長に向けた新たな森林管理の手

法を２０１９年より導入するとされております。

その前提として、市町村の調査によると私有人工

林の８割が手入れ不足となっている、また森林が

分散して管理が行き届かず、所有者の高齢化も進

んでいるため、災害防止の観点からも適切な森林

管理が急務とのことであります。こうした状況を

受け、市町村が所有者から委託を受け、一定の条

件を満たした造林業者に森林の経営管理を再委託

する制度を導入するとされております。名寄市と

して、どのように対応を検討されているのかお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、森林環境譲与税の運用

についてお伺いをいたします。森林環境税は、地

球温暖化防止や間伐や再造林などの森林整備、森

林吸収源対策を目的とした財源確保のため、平成

３０年度の税制改革にて導入が決められておりま

す。新たな森林管理制度の導入に伴い、市町村は

森林環境譲与税の活用方策の検討に当たり、譲与

される税額や地域の森林資源、林業事業体、地域

材の状況など地域の実態を踏まえつつ、計画的か

つ効果的に税財源を活用することと定められてお

ります。平成３１年度から譲与される具体的な使

途の運用については、既存施策の予算に充当する

のではなく、新規の施策あるいは事業量を確実に

増加させる施策に充てることが適切であるとされ

ております。名寄市の運用についての考え方につ

いて伺います。

次に、大項目の３番目、なよろ市立天文台事業

の推進に向けてお伺いをいたします。小項目の１

番目、現状の主な活動と成果についてであります

が、なよろ市立天文台の前身は市内在住の高等学

校教諭でありました木原秀雄様が開設した私設天

文台でありました。２００５年に北海道大学と名

寄市が研究による総合協定を締結し、２０１０年

４月よりなよろ市立天文台きたすばるとして運営

されております。また、きたすばるの中には北海

道大学が設置した望遠鏡は公開天文台としては国

内２番目の大きさであり、名寄市が設置した望遠

鏡やプラネタリウムの設備があります。そこで、

ここ数年のなよろ市立天文台の主な活動とその成

果についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、交流協定締結天文台と

の連携についてお伺いをいたします。なよろ市立

天文台は、平成２６年２月に日本列島の北と南に

直線距離で約 ２００キロメートル離れた沖縄県

石垣島の国立天文台、石垣島天文台と交流協定が

結ばれております。また、平成２７年７月には台

北市立天文科学教育館長と北海道なよろ市立天文

台長との間で天象の気象観測並びに天文展示及び

推進などに関する理解を深めるとのことで提携が
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結ばれております。交流提携後のそれぞれの活動

についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、市内観光イベントとの

連携についてお伺いをいたします。なよろ市立天

文台では、定期的にメーンである望遠鏡での観察

会を初めとして、プラネタリウムを使っての体験、

音楽イベントなどが実施をされております。そこ

で、名寄市内で開催される観光イベント事業との

連携、さらにはその効果についてお伺いをいたし

ます。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま東川議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び２につきましては私のほう

から、大項目の３につきましては教育部長から答

弁となりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

初めに、大項目１、交流人口の拡大推進に向け

て、小項目の１、名寄市観光振興計画の進捗経過

について申し上げます。本市の名寄市総合計画第

１次の観光分野におけるアクションプランとして

平成２３年３月に策定をいたしました観光振興計

画につきましては、名寄市総合計画第２次の策定

に当たり、平成２８年度に時代の変化に対応すべ

く戦略事業の一部を見直し、計画の目標値につき

ましても新たに外国人宿泊延べ数を加えまして取

り組みを進めているところでございます。

本市を代表する主な観光事業につきまして、個

別に目標を定めてはございませんが、過去３年間

の入り込み実績につきましては、なよろアスパラ

まつりで平成２７年度が ０００人、２８年度が

５００人、２９年度が ４００人、てっしフェ

スティバルで平成２７年度が１万 ０００人、２

８年度が ０００人、２９年度が１万 ０００人、

雪質日本一フェスティバルで２７年度が１万 ０

００人、２８年度が１万 ０００人、２９年度が

２万 ０００人、夏の地域資源でございますひま

わり観光で２７年度 ８３１人、２８年度 ０６

５人、２９年度 ２０６人となっており、野外イ

ベントについては天候に左右されるなど年度によ

って増減はあるものの、交流人口の獲得に成果を

上げているところでございます。

本市の観光入り込み総数につきましては、平成

３３年度の目標６１万 ２００人に対しまして、

２７年度が４７万 ０００人、２８年度が４８万

０００人、２９年度が４４万 ２００人となっ

ており、今後とも目標に向けて各事業の検証、見

直しを行いながら観光を推進してまいります。

外国人宿泊延べ数につきましては、平成３３年

度の目標 ６３５人に対しまして、２７年度が５

４５人、２８年度が４１７人、２９年度が ０９

４人となっておりまして、平成２８年度に観光庁

から認定をされました日本のてっぺん。きた北海

道ルート。の認定以降、モニターツアーや交流事

業など各種取り組みにより増加の傾向にございま

す。

次に、小項目の２、住民参加の体制づくりに向

けてでありますが、観光振興計画におきましては

行政、観光協会、民間、市民の役割を定め、それ

ぞれがその役割を認識し、連携して市全体で取り

組むこととしてございます。住民参加の体制づく

りといたしましては、観光ボランティアの方々が

ひまわり観光、各種イベントなどで本市を訪れる

方々の案内、おもてなしをいただいておりますが、

高齢化に伴い会員も減少傾向にあるため、現在な

よろ観光まちづくり協会においては年に数回市民

講座などを開催し、観光ボランティアの育成と会

員加入を促進しているところでございます。また、

本市の冬を生かしたイベントである国際彫刻雪像

大会で訪れる外国人への通訳やおもてなしでは、

国際ボランティアの方々に御協力をいただいてい

るほか、ひまわり観光におきましては個人、企業

などにボランティア登録をいただき、毎年種植え、

草取り、環境整備など御協力をいただいていると

ころでございます。



－102－

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号

また、ＥＮ―ＲＡＹホールの開設や冬季スポー

ツの推進に伴い、全国、全道から本市を訪れる人

がふえております。来訪者を迎えるに当たり、商

店街など各店舗入り口、国道に設置している電光

掲示、ＪＲ名寄駅前歓迎広告塔などでの歓迎表示、

市内に歓迎のぼりを設置するなど、おもてなしの

対応をしてございます。まちづくりを進める上で

地域住民が地域に誇りと愛着を持ち、おもてなし

の気持ちを持つことが大切でありますことから、

今後とも各事業を通じ、市民参加型のまちづくり

を進めてまいります。

次に、小項目の３、将来のあるべき姿を目指し

てについて申し上げます。本市の観光は、名寄市

観光振興計画をもとに推進しており、当初の計画

から時代の変化に対応するため、平成２８年度に

戦略事業の一部見直しを行いました。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

掲げるなど観光における環境は急速に変化してお

りまして、その対応として本市におきましては平

成２９年度から市民検討委員会を年度末に開催し、

各事業の評価、検証を行い、時代の変化に対応し

た事業の見直しを行っているところでございます。

観光振興計画の戦略事業見直しの際には、名寄

市総合計画第２次の６つの実施事業計画に戦略事

業をひもづけ、インバウンドの受け入れ態勢の整

備、広域観光の推進、スポーツツーリズムなどを

重点施策と位置づけ、引き続きオール名寄の体制

で既存資源を見詰め直し、その魅力を認識し、地

域と一体となって情報発信を続ける総合的なまち

づくりを通じて、名（ひと）が寄ってみたいまち

・名寄を目指すこととしてございます。

見直しに係る具体的な取り組みといたしまして

は、まず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

が強い中、さまざまなコンテンツを組み合わせ、

周遊させることによりまして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

村で構成される道北観光連盟においては広域観光

ＰＲ、連携イベント、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におきまして

は９市町村の観光協会、商工会、商工会議所など

が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しており、現在はこの２

つの組織が中心となり、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

として、自然と風景、歴史、文化に触れながら御

当地の食を味わい、そしてアクティビティーを楽

しむ旅としてきた北海道エコ・モビリティ事業を

進めてございます。

インバウンドにつきましては、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、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。今後も各種事業の実施、検

証を行い、本市の地域資源を生かし、時代の変化

に対応した観光を市民、行政、観光協会、民間が

連携し、オール名寄の体制で推進をしてまいりま

す。

続きまして、大項目の２、森林行政の推進につ

いて、小項目の１、森林整備計画の考え方につい

て、小項目の２、私有林における人工林の管理に

ついて、小項目３、森林環境譲与税の運用につき

ましては関連がございますので、一括して申し上

げたいというふうに思います。本市では、森林法

の定めにより１０年を１期とし、民有林の森林整

備方針となります名寄市森林整備計画を策定して

おり、市有林、私有林ともに所有者などがこの計

画を遵守して作成をします１期５年間の森林経営

計画に基づき、森林の施業及び保護などを通じま

して適切な森林整備を推進しているところでござ

います。
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また、この森林経営計画に基づく取り組みにつ

きましては、国の補助金の対象となりますことか

ら、その制度の活用を前提といたしまして間伐な

どの施業に取り組んでおり、現在の市有林におけ

る森林経営計画の目標は平成３０年度から３４年

度までの５年間で実施する間伐面積を約２５０ヘ

クタールと定め、年度ごとに約６０から４０ヘク

タール程度の施業を計画しているところでござい

ます。しかしながら、初年度となります３０年度

におきましては、補助金の配分額が要望額の５４

％にとどまったことから、間伐６６ヘクタールの

計画に対しまして２９ヘクタールの実施となり、

進捗率につきましては１２％となったほか、植林

や下刈りなどについても同様に、年度当初に予定

した面積の５０から７０％の実施状況となってご

ざいます。

一方、戦後積極的に造成をされました人工林の

６６％を占めますカラマツ、トドマツについては

伐採適齢期を迎えた森林が増加をしておりまして、

平成２９年度末現在で伐採適齢期となるカラマツ

が３８ヘクタール、トドマツは８３ヘクタールで、

合わせまして１２１ヘクタールとなっていますこ

とから、平成２９年度までは年間５ヘクタール程

度であった皆伐の施業面積を見直しまして、第２

次総合計画中期計画以降は年間１０から２０ヘク

タール程度の皆伐を計画しているほか、造林につ

きましても森林法の定めにより皆伐後２年以内の

植林が義務づけられていますことから、前年度の

皆伐面積と同程度を予定しているところでござい

ます。

次に、私有林における人工林の管理及び森林環

境譲与税の運用についてでありますが、本年４月

から始まります新たな森林経営管理制度におきま

しては、森林所有者は森林整備計画を遵守し、適

時に伐採や造林、保育を実施することなどの責務

が明確化され、みずから森林整備を実施できない

場合などは新たに市町村へ経営管理を委託するこ

とができる仕組みが創設をされました。

本市における取り組み状況についてであります

が、新たな森林経営管理制度の施行に先駆け、今

年度、平成３０年度におきまして林地台帳を整備

し、森林所有者の確認作業などを済ませており、

現在はこの台帳をもとに森林経営計画を作成せず、

適切な経営管理が行われていない森林所有者を対

象に制度の周知と森林整備への意向調査を新年度

速やかに実施するため準備を進めているところで

ございます。

また、森林環境譲与税につきましては、森林経

営に意欲がない所有者の森林や現在森林経営計画

を策定している森林の間伐作業などの私有林整備

に充当できるほか、林業を担う人材育成や担い手

の確保、森林、林業、木材業に関する普及啓発事

業などに充てることができるとされておりますが、

使途の詳細などにつきましては関係法令成立後に

国のガイドラインが示されることとなっているこ

とから、今後示されるこれら関連の規定等に基づ

き、関係者の声を伺いながら名寄市の地域特性を

踏まえた有効な活用策を検討してまいりたいと考

えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

天文台事業の推進についてお答えをいたします。

まず、小項目１、現状の主な活動と成果につい

てでございます。一般の来館者には、その時期に

旬の天体を見ていただくほか、日食や月食、流星

群の発生など特別な天体現象の際にはＰＲ活動を

積極的に行っております。今年度は、さらに全て

の惑星を見てもらうような取り組みをすることで

リピーターをふやすことができました。また、天

文観測は天候に左右されることから、プラネタリ

ウムの投影に力を入れ、寝ることを目的とするプ

ラネタリウムや特別番組の投影など新たな来館者

の獲得にもつながりました。

学校との連携では、今までもプラネタリウムを

利用し、学習指導要領に沿った投影を行ってきま
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したが、授業の内容をよりわかりやすくするよう

投影内容の改善を図るとともに、担任の先生にア

ンケートを行い、さらなる改善に努めるなど高評

価をいただいているところでございます。また、

小学生による小惑星発見プロジェクトを行い、発

見には至っていないものの、これからも観測体験

を行いたいという声が出てくるなど子供たちの天

文科学に対する取り組みが涵養されてきていると

ころでございます。

さらに、天文台運営委員会から、名寄では小さ

いころより星になれ親しむ習慣をつくってほしい

という意見があったことから、今年度はこども未

来課で行っている親子お出かけバスツアーにも利

用をしていただいているところでございます。そ

のほかにもサイエンスカフェ形式の市民講座の実

施や年間パスポートのデザインを市内小中学生か

ら募集したり、全国の天文台の情報をカードにし

た天文台カードの発行、さらには星と音楽をテー

マにしたライブやコンサートの開催など天文台の

来館に向けた多くの取り組みを行ってきたところ

でございます。

観測研究においては、木原天文台から引き続き

太陽観測を行うほか、北海道大学のピリカ望遠鏡

や本市の望遠鏡を使って観測を行い、２桁に近い

論文の投稿をし、採用がされ、日本のみならず、

世界的レベルでの研究発表も行ってきているとこ

ろでございます。このような観測、研究の積み重

ねにより研究会などの全国大会の誘致も行ってき

ており、交流人口の拡大にも寄与しているところ

です。また、これらの活動の前提となっているの

が名寄の暗い夜空であることから、外部講師を招

いて光害についての講演会を開催するなど名寄の

星空環境の保護についてＰＲを行ってきていると

ころでございます。

次に、小項目２、交流協定締結天文台との連携

についてでございます。石垣島天文台との交流で

すが、石垣島天文台では高校生などが既に新天体

の発見などをしているため、本市でただいま取り

組んでいます小学生による小惑星発見プロジェク

トについて技術的なアドバイスをいただいている

ところです。一方、公開天文台の代表として本市

天文台の台長が石垣島天文台の運営委員に委嘱さ

れ、石垣島天文台の運営に関して意見を述べるな

どをしているところです。また、夏の星まつりに

おいては、お互いの様子をインターネットで中継

するほか、今年度から交流の一環として ２００

キロメートル離れた両天文台でスタンプラリーを

行い、１０名以上の方が達成しているところでご

ざいます。

次に、台湾天文科学教育館との連携でございま

すが、珍しい天文現象時に相互にインターネット

配信を行い、その模様を名寄と台湾でパブリック

ビューイングしたところでございます。その結果、

昨年の皆既月食時にはなよろ市立天文台の配信ペ

ージに台湾から１万件以上のアクセスがあったと

ころでございます。また、なよろ市立天文台と台

湾の研究者がかかわった研究論文が出版され、大

きな成果となるほか、この台湾との協定を生かし、

今年度行われた中学生の台湾での交流事業の際に、

台湾天文科学教育館への現地訪問を組み込むこと

ができたところでございます。

次に、小項目３、観光イベントとの連携につい

てでございます。本市で行われる他のイベントの

連携についてですが、現在８月にサンピラーパー

ク内で行われている星とひまわりフェスタや２月

の天文字焼きを見る集いの際にポラリス２号を派

遣しているところでございます。しかし、他のイ

ベントでの連携までには至っていないのが現状で

あり、例えば産業まつりの際には日進地区の多く

の来場者がありますが、この方々を天文台まで誘

客できていない状況もあります。また、これらの

イベントの多くが夏場に行われていることから、

天文台もこの時期は１日最大数百人の来館者があ

る繁忙期で、その対応だけで全く手が回らないと

いう実態にもあります。今後さまざまなイベント

で本市への入り込み客がある中、天文台の来館に
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つながるような取り組みを関係各所と連携をとり

ながら進めていきたいと考えているところでござ

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、改めて最初の項目から再度質問

をさせていただきたいというふうに思います。

交流人口の拡大推進に向けてということで、主

な観光事業の入り込み人数、アスパラまつり、て

っしフェス、雪質日本一、ひまわり観光、個々の

部分も含めてトータルの入り込み人数について答

弁をいただきました。

それで、まず目標に対して実績の差異、２７年

度は４７万 ０００人をスタートに、２８年度が

４９万 ０００人、２９年度は５２万 ０００人、

実績が２８年度４８万 ０００人、２９年度４４

万 ０００人、計画に対して２８年度が１万 ０

００人、２９年度が７万 ８００人と入り込み人

数が少なくなっていると。一方、インバウンドに

ついては先ほどお話があったように観光庁から認

定された日本のてっぺん。きた北海道ルート。こ

れらの効果もあったのかなとは思いますけれども、

もう既に３０年度の目標も上回っている数字にな

っている、 ０９４人というふうなお話をいただ

きました。

先ほど答弁の中で、この観光入り込み人数につ

いては随時その内容について見直し、検討を行っ

て今後新たに進めていくというふうな答弁をいた

だいたのですけれども、この今の実績数値をどの

ように分析をされて、今後どのように進めようと

されているのか、改めてお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 見直しの方法といた

しましては、先ほども一部触れましたけれども、

毎年この観光振興計画、市民の皆さん、関係の皆

さんを含めて検討委員会を組織していますので、

その中で検証、見直しをしながら次の戦略をどう

するのか、見直しをさせていただきたいというふ

うに思っています。

なかなか人数が目標に達していないということ

と少しでこぼこがあるというのもこれまた事実で

ありまして、どうしてもたくさんの観光客の皆さ

んが来るのは野外のイベントが多いということも

ありまして、天候に左右されるなどの影響もあっ

て少しバランスを欠いているというか、でこぼこ

があるという状況にもあるというふうに思ってい

ます。今現在でいきますと、イベントについては

ある程度人数については落ちついてきている部分

もあるのかと思いますけれども、今後の一つの推

進策とすると、やはり単独の市町村だけでは観光

のコンテンツが不足する部分もありますので、先

ほど申し上げたように広域的な観光のところで新

たな試みがされている部分がありますので、広域

的な取り組みの中で各市町村のコンテンツを組み

合わせる中で滞在をしていただく、あるいは本市

の、あるいは広域の中でアクティビティーなども

楽しんでいただきながら観光入り込み客数をふや

していくような形が１つの方法かなというふうに

考えているところでございます。

それと、あわせて新たなところでいくとスポー

ツツーリズムなんかもありますので、ここは今ス

ポーツのところ、冬季スポーツ拠点を中心に進め

ている部分がありますので、こういった部分も含

めて観光入り込みの人数増に向けて、目標達成に

向けて取り組みを進めさせていただきたいと、そ

のように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今単独事業で、その実

施のときの天候だとか、いろんなものに左右をさ

れるという形の中で、今後広域的なものも含めた

中で取り組みを進めていくというふうな形での答

弁、それはそれで一方では理解をさせていただき

ます。

今実際にいろんな事業が観光、こういう交流人
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口の拡大に向けていろんなイベントが実施をされ

ていますけれども、主な各事業の中で、先日です

か。市長がＪＯＣのことしの３回目、非常に大き

な経済効果がありますよというふうなことでの報

道も一部あったのですけれども、それぞれのイベ

ント、大体どれぐらいの市内に対しての経済効果

があるというふうに押さえていられるのか、もし

わかれば教えて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） 観光の効果をはかる

１つの大きな指標としては、人の入り込みに加え

て今言われたように経済効果というのがあるのだ

というふうに思っています。

この経済効果ということなのですけれども、今

現在統一したこの単価の指標というのがなかなか

今は設定できない状況にありますけれども、観光

の入り込み数から経費を一定程度仮定して推計を

するという前置きをさせていただきながらお答え

をさせていただきたいと思いますけれども、平成

２９年度の宿泊者数が１１万 ０００人となって

ございます。これに宿泊の単価を ０００円とし

た場合でありますけれども、このときの効果が約

７億 ４００万円となります。これに加えまして、

総入り込み数が４４万 ２００人となっておりま

すので、これに飲食等の単価、これを ０００円

とした場合には８億 ０００万円となりまして、

この両方を合わせますと１６億 ４００万円の効

果となります。

ただ、実際にはこれ以外にもお土産を買ってい

ただくだとか、車で来ていただければ燃料あるい

は交通費などもあると思いますし、施設によって

は使用料金もございますので、それにプラスアル

ファということで考えられるのかなと思っていま

す。この指標が今はないということで申し上げま

したけれども、今後については今関係機関とも調

査の協力あるいは協議もさせていただいておりま

して、さらに精度の高い検証ができるように努め

させていただきたいと考えているところでありま

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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 数字だけ聞くと、すご

く大きな効果なのかなというふうなことで、特に

今回の観光振興計画の中で具体的な施策を運用す

るという中では、行政、観光協会、民間、市民、

それぞれの役割分担が決められていますよという

ふうなことで施策が明示をされているのですけれ

ども、例えばどうも先ほど山崎議員の中にもあっ

たのですけれども、市民の周知という部分、そこ

にもっと市民も参加をしてもらうという形の中で

は、たしか平成２８年にのぼりをつくったと思う

のですよね、青と赤字の。これは、恐らく教育部

でつくられたのかなとは思うのですけれども、星

・雪・きらめき緑の里なよろ、歓迎、ウエルカム

ｔｏ名寄という縦型ののぼりをつくられたと思う

のですけれども、いつの間にやらあののぼりも消

えてしまった状態になっています。

それと、あののぼりというのはアイデアとして

も非常によかったと思うのです。ただし、その後

の運用面、それを考えるともうちょっといろんな

工夫が必要だったのかなと。といいますのは、今

経済部長から経済効果というふうなことで、１１

万 ０００人で宿泊だけ、仮に ０００円にして

も７億円ですよと。そのほか、食事だとかを含め

ると１６億円ありますよと。これだけ市内に経済

効果があるということは、やっぱりそれぞれの企

業の皆様にも協力いただける部分があると思う。

例えばあののぼり１つと言いますけれども、あの

のぼりをイベントのあるときにお店の前に出して

いただくと。イベントが終わったら、しまってい

ただくと。確かに手間かもしれないけれども、そ

れだけそれぞれの企業の皆さんには利益を得ると

ころがあるわけですから、あえてその経済効果を

お聞きをしたというのはそういう点なので、せっ

かくつくった形のもの、非常にいいアイデア、そ

ののぼりが立つことによって、また市民の皆さん
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も名寄市に何かあるのかなというふうな思いもそ

の中で見受けることができると思うので、ぜひそ

んな形のものも再度生かしていただきたいと思う

のと、あとすぐ実施をされます３月のＪＯＣのオ

リンピック、私は２月のときに実はこれ１枚だけ

を見て、市民の方はどこまで理解できるのかなと。

どこでやるのと、中身。できれば、やっぱりその

中に市内のどういう競技場があるのか、あるいは

観戦場所はどこなのかというふうなことで、３月

にはこの名寄の選手１３名それぞれの紹介も含め

て裏面に。ですから、これは非常に効果のある、

２月がこれ１枚で、３月にこういうところまで出

していただいたというのは、非常に効果のある内

容だったなと思うので、ぜひちょっとした工夫に

よって市民も参加をできる、あそこやそこに行け

る。やっぱり行ってもどこへ行っていいのかわか

らないとかではなくて、やっぱりこういうちょっ

とした親切さが市民も参加をできる体制づくりの

一つかなというふうに思いますので、ぜひいろん

な工夫もしていただければなと。今回のは、非常

にそういう面では効果のある案内ではなかったの

かなというふうに思っております。

そんなことを踏まえた中で、先ほど今後の事業

の中では３つの基本事業、観光開発、観光事業の

充実、観光の誘致宣伝、それにあわせて６つの実

施計画事業、臼田部長のほうからそれぞれボラン

ティアを含めて、おもてなしの気持ちで今後実施

をされていくというふうな御答弁をいただきまし

た。それで、この６つの実施計画の中に日進地区

整備事業という項目が具体的に中に書かれており

ます。２８年度から見直しを進められているので

すけれども、具体的にこの中身についてどのよう

な施策を進められたのか、改めてお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 日進地区の整備事業

ということで、総合計画に位置づけた部分の進捗

状況ということでの御質問だというふうに思いま

すが、この日進地区という言葉ですけれども、広

く健康の森のエリアからスキー場、温泉のある地

域までを含めて日進地区ということで位置づけを

させていただいているところであります。

この地区の整備に関しては、名寄市日進地区の

再整備基本構想というのを策定をさせていただい

ておりまして、この中でまず優先して進めるべき

ところはスキー場エリアの温浴施設、スキー場施

設あるいは宿泊施設ということで位置づけをさせ

ていただいておりましたので、この基本構想に基

づきまして現在議員の皆さんにも御協力をいただ

きながら、なよろ温泉サンピラー等研修施設改修

について基本設計を進めさせていただいていると

ころでありまして、まずはここの部分を先行して

優先して進めさせていただいているということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今御答弁をいただきま

した再整備構想の進め方という部分については理

解をさせていただきます。

ただ、今その日進地区の所管、行政の所管の体

制なのですけれども、ジャンプ台とフォレスト、

これは河合部長の教育部、それからピヤシリ温泉

スキー場、これは経済部で、健康の森は耕地林務

課、こういうふうな形の区分けに、所管になって

いると思うのですけれども、健康の森の利活用と

いう観点では前回の定例会において質問をさせて

いただいたのですけれども、健康の森も開園して

２２年になって、それぞれやっぱり使い方なり使

う側のニーズも変わってきていると。冬季スポー

ツ拠点化事業というふうなことにかかわるスポー

ツ・合宿推進課が今健康の森を利用している事業

として平成２８年度８件で ０２３名、２９年度

は１７事業で ８５２名、３０年度１月末までで

６事業７８０名、これはＪＯＣが入ると恐らく昨

年と同じぐらいになると思うのですけれども、そ

こで改めてちょっと教育部長にお伺いをしたいの

ですけれども、スポーツ・合宿推進課が健康の森
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の施設、これだけいろんな事業で今進められてい

るのですけれども、総合計画第２次の中では重点

プロジェクトは非常に横断的に取り組むというよ

うなことで各部局にまたがっている事業があるわ

けですけれども、今健康の森は耕地林務課という

所管になっておりますけれども、スポーツ・合宿

推進課がやっぱりここに一緒に入って取り組みを

進めていくというのがもっとベストな形ではない

のかなと思いますけれども、その辺の考え方につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほどは、のぼりの

関係でお褒めをいただきまして、ありがとうござ

います。ＳＣ課でやったものでございます。

健康の森の関係です。冬季スポーツ拠点化事業

の関係では、日進地区でスキー場、ジャンプ台、

クロカンの関係で健康の森ということで、その施

設はほとんど冬季スポーツの関係する施設でござ

います。もともと健康の森につきましては、耕地

林務課ということですけれども、多分補助事業採

択の関係か何かの関係もあったということで所管

が耕地林務課ということだったというふうに思っ

ております。今の使いようといいましょうか、使

われ方を見ますと、やはりあそこもいろいろなス

ポーツ関連施設がございますから、当然ＳＣ課と

いう議論も実際庁内で所管の関係で検討をさせて

いただいた経過もございます。どこが所管するの

がいいのかという議論も実際してきている状況も

ございます。ただ、先ほどのように３課が指定管

理ということで委託をしておりますので、その関

係もございますので、若干調整に時間が必要かな

というふうには考えておりますけれども、将来的

には３つの課がそれぞれ所管するというのが本当

にいいのかどうかというのも含めて検討していき

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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今御答弁をいただいた

ように、今までの流れの中で管理をしてきた所管

のところと今部長が御説明いただいたように今の

現状を見たときに今後どうされていくのかという

面では改めて、今も既に庁内で検討されていると

いうことでありますけれども、できるだけ今進め

ているテーマにおくれないような形でそれぞれの

対応も進めていただくというふうなことで改めて

お願いを申し上げておきたいというふうに思いま

す。

ちょっとここで市長にお伺いをしたいのですけ

れども、先ほど観光の入り込み人数であるとか今

まで事業の選択、いろんな事業の内容について御

答弁をいただいたのですけれども、それぞれその

年の各事業を進める上では、その年の事業の特に

屋外であれば天候だとか、そういうものに左右さ

れるというのは十分理解をするのですけれども、

観光の施策の事業として多くのイベント、これが

実際には実施をされているのかなと。各事業それ

ぞれに今までの伝統や歴史があってずっと培われ

て、今もこういうふうに受け継がれているのだと

いうふうには思うのですけれども、やはり先ほど

経済部長が言われたように名寄市独自でやるもの、

あるいは広域でやるものというふうなものも含め

ながら、やっぱり時代の変化に対応した取り組み

をしていかなければならないというふうなお話が

されていたのですけれども、一方ではやっぱり今

まで進めてきた事業のある面では選択と集中とい

うものも必要なのかなと私自身ちょっと思うので

すけれども、その辺市長としてどういうふうにお

考えなのかちょっとお聞きをしたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来、貴重な御提言

をいただきましてありがとうございます。

ちょっと話は戻りますけれども、企業の参加に

かかわって、今回のジュニアオリンピックカップ

で実はたくさんの企業の皆さんに多額の協賛金を

いただいて今回の運営をなされているということ
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で、本当に企業の皆さんにはいろんな意味で経済

効果も含めて御理解をいただいて参画をしていた

だいていると。加えて、のぼりも多分持たれてい

る企業さんはたくさん多いと思うのだけれども、

それが出されていないということですね。改めて

お礼方々、おもてなし委員長である河合委員長が

恐らくそれぞれの企業にまた回らせていただいて、

そうした機運を醸成していくように努めていきた

いというふうに考えます。

施策の選択と集中というのは、どうしてもそれ

ぞれの観光だけでなくて、いろんなところにも当

然考えていかなければならないところでありまし

て、観光事業に関しても同様だというふうに思い

ます。前回の観光振興計画の見直しの際にもかな

り事業の選択と集中をして、観光振興計画の見直

しを向こう５年行ったというふうに思っておりま

すけれども、今後どの事業がどうだとかというこ

とをここで言うことはできませんけれども、議員

がおっしゃるようにそうした選択と集中の視点と

いうのは当然必要になってくる。それは、一方で

は行政が抱えるのではなくて、それを違う方に委

ねていくというようなことだとかも含めてやって

いかなければならないと。

加えて、今お話をいただいたように日進地区と

いうのは、ある意味ではいろんな所管が入り込ん

でいる中で、今スポーツの拠点の柱としてあの地

域が、もともとそうでしたけれども、さらにそう

いった脚光が高まっているということも含めて、

そうしたことも少し整理をしていって効果を発揮

していくために集約をしていくと。そうした考え

方が非常に重要だというふうに思いますので、議

員のいただいた御提言をしっかり受けとめて、さ

らに観光行政を深化させていくべく、庁内あるい

は地域の民間の皆さんともしっかりと連携をして

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございます。

事業の選択と集中というのは、一方ではリスクも

あるとは思うのですけれども、今お話しいただい

たように今までの経過を含めて、それぞれをやめ

るとかそういうのではなくて、いろんなものを並

行しながら新たな形で進めていただければなとい

うふうに思います。

特にあえて交流人口の拡大ということで、今市

長のほうからもお話がありました日進地区という

のは非常に冬季スポーツ拠点化の地域というか場

所、いろんな設備も含めてですけれども、昨年末

にフィンランド、ヴォカッティの報告を受けて、

本当に小さな規模から年間１００万人も来ていた

だけるような形になっているというようなことで、

よく阿部雅司さんが夢を実現するにはやっぱり機

会あるごとに声を出さなければだめだというふう

なことをいつもいろんなところでお話をされてい

ますけれども、私も今後また機会あるごとにこの

件についてはお話をさせていただきたいというふ

うに思います。

では、続いて森林行政の推進についてお伺いを

させていただきます。先ほど１０年を１期として、

１期５年間でそれぞれ進められているというよう

な、確かに補助金のウエートは非常に高いという

のは十分承知をしながらも３０年度の実績、例え

ば間伐にしても１２％あるいは造林にしても５０

から７０、非常に今後進めていかなければならな

い皆伐にしろ、あるいは植林にしろ、計画からす

ると大幅に初年度はマイナスと。いずれにしても

補助金の形の中で進めていかなければならない。

でも、補助金が出ないとずっと計画、どんどんマ

イナスというふうな形になってはいくと思うので

すけれども、３０年度実績を踏まえて今後３１年

度以降、今の考え方があればお聞かせを改めてお

聞き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） まず、３０年度の補

助金が非常に大きく要望から割れてきたというこ

とでありまして、少し調べてみますと、推測して

みますと、やはり全国あるいは道内でも災害など
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があって、どうもそちらのほうの地区に重点的に

配分された結果、比較的その災害のない、なかっ

た地域については補助金の配分が少なかったのか

なというふうに思っておりますので、まずはそう

いった今後の国の動向、補助金の動向についてし

っかりと注視をしていきたいというふうに思って

いますけれども、１つの方策としますと、これま

では補助金をベースに事業を縮小して実施をして

きたというのがこの間でありますけれども、今後

については議員が言われるように計画があります

ので、森林を適正に管理をしていくという意味か

らは立木の売払収入や、あるいは間伐の売払収入

なんかがありますので、そこでの入ってくるお金

もありますので、その範囲でもう少し計画に近い

整備ができないかについては、まずは検討をさせ

ていただきたいなというのが１点でございます。

それと、もう一点については、これは新たな動

きとして、確定ではありませんけれども、少し聞

き及んでいる部分がありまして、これまで国の補

助金については北海道が名寄市が市有林として整

備するものと私有林、民有林のところの森林区に

分けてそれぞれ額を決めて交付がされてきたとい

うことでありますけれども、これが３１年度から

森林環境譲与税が交付される年になりますけれど

も、この年に合わせて地区配分になるのではない

かという、そういった情報があります。

それと、もう一つは、今申し上げた森林環境譲

与税については、私有林の間伐等については使え

るというところがありますので、これを合わせて

うまく地域内の中で整備計画に沿ったような形の

施業ができないか、ここについては私ども知恵の

絞りどころだと思っておりますので、そこについ

ては今後関係者も含めて検討させていただければ

と、そのように思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 本当に３０年度林業に

携わる人、仕事がなくて大変だと。一方では、仕

事のために自分のところの山をというふうなお話

も伺っております。今部長がお話しいただいたよ

うに、ぜひ作業量を少しでもふやしていけるよう

な形のものをお願いをしたいというふうに思いま

す。

それで、時間もなくなってきたので、森林環境

譲与税の関係で、いずれにしてもこの基金を運用

していくということになれば条例制定が必要なの

かなというふうに思うのですけれども、これはい

つごろをめどに考えておられるのかお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この森林環境譲与税、

３１年度から交付が見込まれているということで

ありまして、その使途等については事前に基本方

針として定めて公表しなければいけないというの

があります。予算をする段階に合わせてというと

ころで、今確定ではありませんけれども、情報を

いただいておりますので、譲与税をいただく前に

は関連する条例の整備をしなければいけないとい

うふうに思っております。

今聞き及んでいるところでいくと、最初が恐ら

く３１年９月に譲与税の交付がいただけるという

ふうに思っておりますので、これに間に合うよう

な形で、その前に関連する条例の整備をさせてい

ただきたいというふうに考えておりますので、そ

の節にはまた御協力いただきますようよろしくお

願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 先般ちょっと研修会を

やらせていただいたときに、数字が正しければ名

寄市の場合は ２６０万円ぐらいいただけるとい

うふうなことなので、制度等を含めて、制度の早

急な条例制定をお願いをしたいというふうに思い

ます。

それで、今後のこの譲与税の運用という形の中

で御提案をさせていただきたいのですけれども、

やはり人手不足というのは森林関係にこだわった

ことではありませんけれども、どこでも人手不足
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というのはありますけれども、特に３２年４月開

校予定の林業大学校、例えばここへの入学者の支

援体制だとか、あるいは先ほど言った私有林の関

係、こちらのほうの眠っている資源、これに付加

価値をつけて有効活用を図っていくというふうな

ことで、現状の中で使い切れないというのは非常

に歯がゆい部分もあると思うのですけれども、あ

る面ではこのような形のものの運用というのも可

能なのかなというふうに思うのですけれども、現

状考えていることがあれば改めてお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 森林環境譲与税の使

途については、先ほども少し触れましたけれども、

もとより森林整備については、制限はありますけ

れども、充当できるというのと、もう一つは今の

喫緊の課題とすると、これは林業に限ったことで

はないのかもしれませんが、やはり担い手不足と

いうのがありまして、この環境譲与税についても

担い手に充当することは可能ですというふうにな

っております。

北海道においては、北海道立北の森づくり専門

学院ということで、地域でも期成会をつくりなが

ら誘致を進め、最終的にはこの上川管内に誘致で

きたというのがありますし、ここがしっかり機能

して担い手を確保していくというのがある意味で

は今後の森林を整備するに当たって重要なポイン

トかというふうに思っておりますので、今後ガイ

ドラインが出されるということでありますので、

このガイドラインに照らしてということではあり

ますけれども、担い手を確保するという意味で森

づくり専門学院への何らかの形で貢献できる制度

についても検討をさせていただきたいというふう

に考えておりますので、御理解をいただければと

思います。

〇９番（東川孝義議員） 以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市長の市政執行に関して外２件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、指名をい

ただきましたので、これより３件について質問を

行います。

最初に、加藤市長の市政執行から、公務員の倫

理についてお伺いをいたします。平成３０年は、

官僚による不祥事やミスが多発しました。例を挙

げますと、学校法人への国有地売却をめぐる財務

省の決裁文書の改ざんに始まり、同じく同省の事

務次官による女性記者への性差別発言、さらには

防衛省による日報隠し、文科省を揺るがした加計

疑惑のほか、厚生労働省では働き方改革による裁

量労働制の調査で異常値が相次ぎ、法案から裁量

労働制の対象拡大を削除するという事態にまで発

展いたしました。さらに、同省では現在連日報じ

られている毎月勤労統計調査の不適切調査問題な

ど数え上げれば枚挙にいとまがありません。良識

者からも官僚の劣化がささやかれているところで

ございますが、こうした公務員としての自覚を欠

く不祥事やミスを他山の石に置き、名寄市として

のあるべき市職員の公務員倫理について考え方を

お知らせ願います。

次に、同じく市政推進の基本姿勢から、市の喫

緊かつ最大の課題についてお伺いをいたします。

加藤市長は、近年さまざまな機会を捉えて名寄市

の喫緊かつ最大の課題に人口減少と労働力不足を

掲げています。また、元号が変わるのを節目に、

新元号となる新たな年度を名寄市の地方創生元年

にと述べていますが、これらの具体的な施策及び

言葉の意味についてそれぞれ御答弁をお願いいた

します。
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次に、大学教育の充実から３件お尋ねをいたし

ます。まず、名寄市立大学の将来構想の前期計画

についてお聞きをいたします。名寄市立大学の将

来構想（ビジョン２０２６）に記載されている実

施項目及び実施事業の進捗状況について御答弁を

お願いいたします。

次に、コミュニティケア教育研究センターにつ

いてお聞きをいたします。平成２８年に既設の道

北地域研究所と地域交流センターを統合したコミ

ュニティケア教育研究センターは、間もなく開設

から４年目を迎えます。知の拠点を目指すとした

同センターのこれまでの研究、実践、課題研究、

実施事業等の成果と検証についてお知らせ願いま

す。

あわせて、市立大学の向こう１０年先の展望に

ついてお聞きをいたします。高大接続改革などを

初めとする入試改革など大学をめぐる教育環境が

激変する中で２０１７年に策定した名寄市立大学

の将来構想（ビジョン２０２６）では、策定時に

網羅できなかった大学改革や教育変化の環境など、

これから先の１０年を展望した考え方についてお

聞かせをいただきたいと思います。

次に、地域医療の充実の中から、消費税引き上

げに伴う新名寄市病院事業改革プランへの影響に

ついてお伺いをいたします。市政執行方針の中で、

本年１０月に導入が予定されている消費税引き上

げに伴う診療報酬改定について、現段階では厳し

い予測となっているとして新名寄市病院事業改革

プランへの影響が懸念されると報告されています。

何が厳しく、どのような懸念があるのか御答弁を

お願いいたします。

同じく地域医療の充実から、地方公営企業法の

全部適用に関してお聞きいたします。本年度当初

に従来までの地方公営企業法の一部適用から全部

適用への制度変更から間もなく１年目を迎えよう

としています。制度移行に伴う現状と今後の課題

についてお聞かせ願います。

最後に、地域医療のニーズから、市民が求める

市立総合病院の医療ニーズについてお聞きいたし

ます。市民の皆さんが市立総合病院に期待する地

域医療のありようについて、どのような手法や技

法により把握し、運営等の改良、改善、改革につ

なげているのでしょうか。具体的な事例を挙げて

簡明にお答えをお願いいたします。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員からは、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については私から、大項目２を市立大学事

務局長、大項目３を市立総合病院事務部長からそ

れぞれ答弁をさせていただきます。

初めに、大項目１、加藤市長の市政執行に関し

て、小項目１、市政推進の基本姿勢から、①、公

務員の倫理等について申し上げます。公務員の倫

理等につきましては、国は国家公務員倫理法を定

め、同法第４３条では地方においても国家公務員

の倫理保持に準じるよう定めているところでござ

います。これを受けて名寄市においても名寄市職

員倫理規程を定め、職員に対する全体の奉仕者と

しての自覚を促すことや利害関係者との接触に関

する規制を規定をしております。また、名寄市事

務処理規程などで文書の取り扱いや保管について

定めるなど行政運営に関するコンプライアンスに

ついては、それぞれの名寄市例規において記述を

するものであります。また、これらの規定を実行

化するため、新採用職員に対する採用時研修とし

て文書管理や財務に関する研修を実施をするほか、

財務に関しては会計課職員を講師に毎年職員研修

を実施をしているところでございます。議員から

御指摘のございました国の一連の事象については、

当市としても他人事とせず、適切な職員研修など

を通じて公務員倫理の向上に努めてまいります。

続きまして、②の市の喫緊かつ最大の課題につ

いて。本市における喫緊かつ最大の課題につきま

しては、人口減少、労働力不足が挙げられると考

えておりますが、これはまさに地方創生の取り組



－113－

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号

みにより対応していかなければならないと考えて

おります。このことから、本市においては平成２

７年度に名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定し、この間取り組みを進めてまいりました。

本年度は、総合計画中期基本計画を策定をし、４

月からのスタートに向けて準備を進めているとこ

ろでありますが、総合戦略につきましても総合計

画と整合を図った一部修正を行い、同じく４月か

らスタートすることとなります。まさに総合計画、

総合戦略は現状と課題を整理し、数値目標も掲げ、

達成に向けた取り組みを進めるスタートとなる年

という意味で名寄市の地方創生元年という表現を

させていただいたところでございます。具体的な

解決策につきましては、さきに述べた総合計画、

総合戦略の着実な推進により数値目標達成を目指

すことと考えております。よろしくお願いをいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目の２、大学教育の充実について、名寄市立

大学の将来構想からについてお答えをいたします。

初めに、小項目１の前期計画の進捗と中後期計

画について申し上げます。本学は、今後１０年間

における大学運営の指針として将来構想を策定し、

同時に２０１７年、平成２９年度から３年間の実

施項目を示した前期実施計画を定めました。お尋

ねの前期計画の進捗については、今年度学内に設

置した内部質保証推進委員会において第１の教育

から第８の質保証と本構想の検証までの８分野に

おける２０１７年度の実施項目６８事業について

それぞれ点検、評価を行いました。評価結果は、

一部で未実施な事業や次年度への継続課題はあり

ましたが、ほとんどの項目で取り組みを進めたも

のと思われ、その内容を教授会に報告をし、全学

的に共有をしたところであります。

また、中期計画については、来年度に行う今年

度の実施項目の点検、評価の結果や前期実施計画

最終年度である来年度の推進状況を踏まえて来年

度の後期に策定を予定しております。今後も将来

構想の実施計画で定めている各実施項目の着実な

推進と進捗状況の検証を全学的に行い、大学運営

全般において改善向上に取り組んでまいります。

次に、小項目の２、開設から４年目を迎えるコ

ミュニティケア教育研究センターについてお答え

をいたします。コミュニティケア教育研究センタ

ーは、名寄市立大学の教育理念に基づき、これま

で本学の社会連携、社会貢献の中心を担ってきた

道北地域研究所と地域交流センターとを発展的に

統合し、２０１６年４月に開設をいたしました。

この３年間で道北地域研究所と地域交流センター

からの円滑な業務移行と学内外における活動基盤

の整備を図るとともに、地域社会と大学、教育実

践、研究の橋渡し拠点として地域貢献に資する教

育研究の充実発展を図ってきました。

教育の分野では、大学の有する知的財産を活用

し、ケア専門職等の継続教育やスキルアップを主

な目的としたセミナー等の開催や関係機関、職能

団体等の依頼による支援対象を特定せず、広く地

域への情報発信や研究成果の公表を行い、市民の

生涯教育に資する公開講座の開催を行ってまいり

ました。

また、研究の分野では、地域における課題発見

及び解決を図る研究、先駆的実践活動に対して研

究費を配分する、課題研究において近隣の小中学

校教員を特任研究員として任命し、特別支援教育

コーディネーターの専門性の向上を図る上川北部

発達支援連携推進事業や農業における収穫時の人

手不足に対する援農アルバイトによる労働力支援

講座など関係機関と協力しながら地域課題に直結

する研究を行ってきております。

さらに、子ども食堂を初めとするなよろ子ども

支援プロジェクト、商店街あそびの広場、パラリ

ンピックスポーツの体験、普及イベントであるガ

チパラ！ｉｎ名寄や市民ボッチャ交流大会など地

域の各種団体等と連携した多種多様な実践活動を

行ってきたほか、学生ボランティア情報の窓口と
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して地域と学生とをつなげる役割も担っておりま

す。今後もこれまでの地域課題に関する取り組み

を継続させるとともに、大学としての組織的取り

組みの強化、関係機関との継続的な協力体制の構

築、センターの活動について学内外における情報

共有と協議の充実を図り、知の拠点として地域の

ケア力向上に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目の３、市立大学の１０年先を展望

してについて申し上げます。大学教育をめぐる情

勢は、全国的な課題である１８歳人口の減少に加

え、人口の高齢化などによる医療、看護、福祉系

人材の需要の増加を受け、本学と競合する学部、

学科の新増設など本学特有の課題もあり、年々厳

しさを増してきております。このような中、大学

の今後の大学運営の指針として将来構想（ビジョ

ン２０２６）を策定したところであります。

そこで、本学の１０年先を展望した大学運営に

ついては、安定した学生の確保が第一であります。

まず、入り口である学生の確保については、高校

生や保護者に対する広報活動の充実が挙げられま

す。具体的には、高校訪問の継続実施による大学

情報の浸透、進学相談会の充実、さらにはオープ

ンキャンパスやホームページの内容充実などを考

えております。また、毎年発行している大学案内

についても在学生や卒業生の声などをふやし、高

校生や保護者の期待に応えられるよう努力をして

おります。

次に、出口、これはケアの専門職として有為な

人材を地域社会に送り出すことを意味します。出

口については、何より教育の充実が挙げられます。

本学では、開学時の理念として、１つは保健、医

療、福祉の連携と協働、２つとして少人数教育の

実践、３つとして地域社会の教育的活用と地域貢

献を掲げております。引き続きこれらの理念に基

づき、今後も国家試験合格率や就職率が高い数値

を維持していけるよう努力をしてまいります。

さらには、将来構想を策定した段階では、高等

学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体改革、

いわゆる高大接続改革について十分な議論ができ

ておりませんでしたので、国の改革に合わせて本

学独自の入試改革等についても進めてまいりたい

と考えております。今後も策定した将来構想を着

実に推進し、本学が１０年、２０年と小さくても

きらりと光る大学であり続けることができるよう

引き続き努力をしてまいりますので、御理解と御

協力をお願いしたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

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） 私から

は、大項目３、地域医療の充実に関してについて

お答えをいたします。

初めに、小項目１、新名寄市病院事業改革プラ

ンからの①、消費税引き上げに伴う新名寄市病院

事業改革プランへの影響について申し上げます。

この御質問につきましては、昨日の佐藤議員から

の代表質問と重複するため、同じ答弁となります

ので、御了承ください。本年１０月に予定されま

す消費税引き上げに伴う診療報酬改定については、

２月１３日の中医協で厚生労働大臣に答申され、

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

０３％となっています。

市立総合病院に対応する主な内容としては、初

診料が２８８点で６点、外来診療料は７４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点がそれぞ

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

います。これらを今年度の実績ベースで試算した

場合、１０月以降の６カ月分でおよそ ５００万

円程度の増収に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４００万円、
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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 ６００万円の支出増を見込んでい

ます。差し引きで １００万円程度の負担増加と

合わせまして、薬価のマイナス改定による純利益

減少額が ５００万円程度と想定していることか

ら、非常に厳しい予測と申し上げたところであり

ます。対応といたしましては、収入増加策の実施

と経費節減に努めることで影響額を最小限にとど

めるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、②、地方公営企業法の全部適用から１年

目を迎える中でについて申し上げます。平成３０

年４月から実施しました地方公営企業法の全部適

用につきましては、導入に係る関連事務処理等も

終えており、事業管理者のもとで組織体制づくり

や人員配置の効率化などでその効果を得ています。

今後における制度面での課題については、現状で

は特にございません。

次に、小項目２、地域医療のニーズからの①、

市民が求める市立総合病院への医療ニーズについ

て申し上げます。病院を御利用いただいておりま

す皆様からの御意見や御要望をお伺いする機会と

しましては、事業者に委託して毎年実施しており

ます患者満足度調査と院内に常設しております御

意見箱がございます。そのほか、外部委員で組織

しております病院運営委員会でも御意見等を伺っ

ているところでございます。それぞれいただきま

した御意見等につきましては、院内の各種委員会

などで共有し、検討や対応を行っているところで

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

限られた時間ではございますけれども、再質問を

させていただきたいと思います。

最初に、加藤市長の市政推進の基本姿勢から、

公務員の倫理についてお伺いをいたします。質問

に入る前に、なぜこういう質問を取り上げたのだ

と。今ネットの中継でごらんになっている市職員

の方に心証を悪くしないためにもあえて申し上げ

ますけれども、今何が起こっているかということ

ではなしに、国の公務員倫理の劣化について引き

合いに出しながら、名寄市職員の皆さんの倫理に

ついてお伺いをしたいという、その１点にありま

す。

それでは、質問に入ってまいりたいと思います

が、名寄市においてもかつて平成２４年度でしょ

うか、職員の非行事件が相次いで起こったことが

ございます。その年の１２月に名寄市職員の行動

指針というものを制定されて、職員の自覚を促す

とともに、法令の遵守を求めてきたという経過が

あります。その３年後の平成２７年度に、さらに

職員の不祥事がございました。改めて同指針のほ

か、地方公務員の服務あるいは先ほどお話もござ

いましたけれども、名寄市倫理規程あるいは名寄

市職員からの公益通報の要綱など、そうしたもの

に対する職員の周知を図って法令遵守を求めてき

たという経過がありました。

国の官僚の劣化という言葉を使わせていただき

ましたけれども、綱紀粛正という言葉があります。

綱紀粛正の綱紀というのは、太い綱と細い綱とい

うのだそうです。これをより合わせて１本の手綱

にしていくみたいですけれども、この綱紀という

のはやっぱり時間の経過とともに緩んでいくので

す。ですから、名寄市においても平成２７年に手

痛い思いをした経過がございます。やはりこうい

うふだんからの人材育成あるいは教育、そういっ

たものは大切なのだなというふうに改めて思うわ

けでございます。今回の市政執行方針の中に、効

率的な行政運営の中で組織のスリム化や急激な世

代交代により職員の人材育成が急務であると書い

てありました。この組織のスリム化や急激な世代

交代により職員の人材育成が急務だというこの意

図について簡単に御説明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。
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〇総務部長（中村勝己君） 議員も御承知のとお

り、１８年に合併以降、職員の一定程度の定数に

ついて見直しを図りながらこの間来ています。そ

の意味では、全体の職員数も減少しておりますし、

とりわけ定年ということでありますので、相当技

術あるいは知識を持たれた職員がこの間退職をし

ていったということでございまして、私ども十分

引き継ぎをしながらこの間やってきていますけれ

ども、まだまだ不足している部分もあるのかなと

いうふうに率直に思っています。それは、やはり

この間約１００名ほどの職員が退職をされて、実

はその分当然満度に職員をとっていないわけです

けれども、相当多くの職員も採用になっていると

いうことで、なかなか経験不足の面は確かにある

のかなというふうに思っていまして、議員が言わ

れたようにこの間職員研修等も新採用においては

やっておりますし、あわせて採用後３年の職員な

り、逐次研修はやっているところでありまして、

できるだけ市民の皆さんに窓口対応も含めてサー

ビスの低下が起きないようにしっかりと今取り組

んでいるということで、早急にといいますか、こ

ういったこの間、合併以降の職員の総体的な人数

の減少ですとか若返りということで、現状をしっ

かりと把握をしながら人材の育成等について今や

っているという状況でございます。早急にといい

ますか、これまでもやっていますし、今後もやっ

ていきたいというふうに考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 中村総務部長の再質

問に対する答弁をいただきました。今新採用の職

員の研修から、いろいろ御答弁をいただきました

けれども、ここに平成２２年３月に策定された新

名寄市の人材育成基本方針というのがあるのです

けれども、これを読んでいきますと、いずれも３

６字打ちの４行から五、六行の文章で構成されて

いるのですけれども、この短い文章の中で極めて

人材育成基本方針として抽象的な表現と言うと、

これを作成した職員がここにいらっしゃるかどう

かわかりませんけれども、極めて抽象的な表現が

あろうかなというふうに考えます。

例えばどんなのかというふうにおっしゃると、

こんなような表現がございました。透明で、かつ

公正な質の高い行政サービスを効率的に推進、例

えばもう一点、高い倫理観と人間性豊かな行政運

営が必要と。読んでしまうと何でもないように思

うのですけれども、この言葉の一つ一つ、このセ

ンテンスを見ていくと、一体どういうふうにやれ

ばどうなるのだろうなというのがちょっと皆目わ

からないというのがあります。こうした抽象的な

表現の育成基本方針のもとで、倫理観というのを

醸成していくということに果たしてつながってい

くのだろうかなという思いがあるのですけれども、

いま一度お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 名寄市の人材育成基

本方針につきましては、やはり職員のやる気とい

いますか、気持ちを引き出して住民サービスの意

識を高め、やはり資質を向上させるといったこと

で規定をさせていただいているところでありまし

て、これが職員の倫理観にということで言われま

したけれども、私どもはなかなか文言としてはこ

ういう形で整理をさせていただいておりまして、

具体的にはそれぞれ研修を行う中で職員に対する

意識を高めているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余りくどくど申し上

げる気持ちはございませんが、ただこの方針をさ

らに具現化していくために、もう少し方向性なり、

取り組み内容なり、できれば目標数値というのが

設定できるかどうかわかりませんけれども、こう

した基本方針をもとにした基本計画みたいのを作

成していくか、あるいはこの基本方針そのものの

内容が少し時代とともに理解が困難になってきて

いるという側面もないではないなというふうに思

いますが、見直しの考えがあるかどうか、ちょっ
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と再度お聞きしてこの質問は終わりたいと思いま

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） 今大石議員のほうか

ら文章的にも少しわかりづらい面もあるという御

意見もいただきましたので、実際に先ほど言いま

したようにそれぞれ研修等も行いながら実践でや

っているというふうに思いますから、現在とりわ

け見直しという考え方にはありませんけれども、

議員の意見を踏まえまして全体的な人材育成基本

方針の中身について改めて見直しをしていきたい

と。内容を改めて現状に合っているのか、あるい

はこれから求められる公務員像というのも当然時

代の中で変わってきていますので、そういった意

味で少し内容を見てみ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） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひ御検討をいただ

ければと思います。

あと、次に市長のほうでお答えをいただいた市

の喫緊かつ最大の課題についてお聞きをしたいと

思います。時間が限られていますので、ちょっと

はしょってお聞きをしていきたいなと思います。

つい最近のことなのですが、兵庫県の明石市とい

うまちがあります。そこでちょっと市長の舌禍事

件があったのですけれども、その舌禍事件の背景

については皆さん御存じだろうから、あえてここ

では触れませんけれども、この明石市、実は泉市

長というのがなかなかの方で、加藤市長も負けて

はいないのですけれども、加藤市長の挙げておら

れる人口増の問題について、かなり具体的な施策

を持って臨んで人口のＶ字回復をやっているまち

としてつとに有名なまちです。

例えばどういうことだというと、平成２４年に

２９万６５７人だった人口がその６年後には２９

万 ５５０人、約 ０００人、人口をふやしてい

るのです。この施策として何を掲げたのだという

と、極めて思いもつかない施策をとっておられま

した。どんなのだというと、離婚後のひとり親家

庭、この養育支援というのを政策として打ち出し

ております。例えば子供の貧困あるいは家庭の事

情で離婚されてお子さんを引き取ったお母さんが

かなりの生活困難を強いられていると。そうした

状況を行政も介入をして、男性のほうから養育費

を徴収する、そういうシステムを確立をするとい

うことで、こういうそれぞれの事情を持った女性

たちが子供を連れてこの明石市に移り住んだとい

うような経過があるようです。

似たような政策としては、例えば富山県の七尾

にホテルがあります。差しさわりがあるので、Ｋ

旅館としましょうかね。ここのＫ旅館というのは、

やはりそれぞれの事情を抱えた女性がお子様と一

緒に移り住んで、仲居をしながら子供を育ててい

ると。もちろんＫ旅館は、社宅なり寮なりがあり

まして、そこで生活の憂いなくサービス業に専心

することができるということで、そのサービスが

またレベルの高いということで、最近のことはち

ょっとわかりませんけれども、毎年のようにおも

てなし第１位だったなという、そういう実績を上

げていると。

やはり手厚いおもてなしといいましょうか、政

策を施策に変えていくことで、なかなか回復を見

ない人口減少の問題もやりようによっては、こう

して１万人近い人口増に結びつけていくことがで

きるという政策もあるということです。加藤市長

のたしか……少しお待ちくださいね。関係人口を

ふやす取り組みとして、政策の鍵というふうに掲

げておりますけれども、この関係人口をふやす取

り組みとして加藤市長の中に胸中深くまだ構想の

段階で発表するまでには至っていないけれども、

実は温めているものがあるのだというものがあれ

ば、その一端でも結構ですので、お教えいただけ

ますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 明石市の取り組みは大変、
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私も承知はしておりましたけれども、改めて参考

にさせていただきたいと思いますが、恐らく明石

市と名寄市は、明石市は関西圏の大都市圏と非常

に隣接しているというような立地だとか、あらゆ

るいろんな環境の変化もありながら、その自治体

で何が効果的な政策なのだろうということを多角

的に研究をしながら、かなりちょっととがったよ

うな政策を打って成功している事案だろうという

ふうに思っています。

総合計画、総合戦略の具現化ということが第一

だということをさきに述べさせていただきました

けれども、その中にも関係人口をふやしていくた

めのさまざまな取り組みが含まさっているという

ふうに思っていまして、特に先ほど来それぞれの

議員の御質問でもお答えしているように、名寄に

やっぱり愛着なり、ゆかりのある人をたくさんふ

やしていく。全国にたくさんいらっしゃるわけで

す。そこには、名寄にゆかりのある人ともっとつ

ながって発信をしてもらう取り組みが必要であろ

うということと名寄の特色をやっぱりさらに生か

していく取り組みが必要なのではないかというふ

うに思っていまして、名寄の持つ医療資源や大学

だとか、あるいは冬のスポーツを今１つの柱にし

てやっておりますけれども、そうしたことを切り

口として名寄にゆかりのある人にもっと名寄に目

を向けていただく、そして名寄のあらゆる施策を

含めて応援団になっていただくということが大事

なのではないかというふうに思っているところで

ございます。

関係人口の文脈でいくと、例えば東京なよろ会

というふるさと会がございますけれども、今は東

京なよろ会も役員の方が若干高齢化しつつあった

中で、今なよろ会で青年部を立ち上げようという

動きが出ていまして、そこで青年部が立ち上がっ

て、今東京にも名寄出身あるいはゆかりのある人

が相当いらっしゃるということで、そういった人

たちを今フェイスブックだとか、いろんなインタ

ーネットで仲間を広げて、いろんな運動を展開し

つつあると。ことしか来年でしたか、東京なよろ

会が設立してのまた節目の４０年だかの会がござ

いまして、そこにも何か大きなイベントを打ち上

げようなんていうような計画もしていただいてい

るようでありまして、そういう名寄にたくさんの

応援団をふやしていくことで名寄に対する地域振

興あるいは１回滞在してみようかと、また来てみ

ようか、あるいは移住してみようかと、そんな動

きにつながっていくのではないかというふうな、

これは１つの例ですけれども、そうしたことも含

めて着実に総合計画、総合戦略を積み重ねていく

ということが大事だというふうに思っているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。総合計画を着実に地固めしていきたいという

ふうにお聞きをしました。

今地域資源が２つ出てきました。大学と病院と。

実は、今回その地域資源の大学と病院について質

問としても取り上げさせていただいておりますの

で、後ほどよろしくお願いいたします。

市長のほうからも今御答弁もいただきました。

ただ、大都市という地の利はあるのかもしれませ

ん、確かに。ただ、あるのかもしれませんが、政

策が施策に反映されていくことで、その今まで持

っている魅力ある土地がさらに人を引きつける要

因にもつながっていくのだろうなというふうに考

えますので、ぜひともよそさまのまちをまねせい

ということではないのですが、ぜひともいいとこ

ろはどんどんまねをして、さらにアレンジをして

名寄ならではの地域づくり、まちづくりに生かし

ていただきたいというふうに考えます。

それでは、続いて大学のほうに移ってまいりた

いと思います。時間がかなり、２０分ぐらいしか

ないので、いろいろ用意している質問もあるので

すが、ポイントだけお聞きをしていきたいなとい

うふうに考えます。

まず、コミュニティケア教育研究センターにつ
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いてお聞きをしてまいりたいと思います。先ほど

松島事務局長のほうから、教育の観点で公開講座

というのがございました。私も公開講座について

は、積極的ということではないかもしれませんが、

これまでにも何回か聴講をさせていただいており

ます。ただ、その聴講をした後にいつも何といい

ましょうかね。講座終了後に不得要領のままとい

いますか、肝心なところが不明だと。何といいま

しょうか、そしゃくできない、生煮えの感がある

なという印象を正直に言って申し上げると持って

います。

ただ、お話を聞くとセンターが主催でやった公

開講座というのはこれまで一度もなくて、これか

ら何か１つやるのだというお話を聞きました。そ

うすると、タイアップ先との兼ね合いもあって、

なかなか難しいのかなというふうに思いますけれ

ども、これから公開講座をぜひ開催するに当たっ

ては市民とセンターが最も近づける大事な部分だ

ろうと、接点だろうと思いますので、老婆心なが

らお願いをしたいなというのがあるのですけれど

も、講座の中盤でも終了後でも結構なのですけれ

ども、ぜひとも学生と市民の皆さんがディスカッ

ションできる、あるいはディベートができるとか、

ディベートというのは討論という意味ですが、そ

ういった場を設けていただいてテーマをブラッシ

ュアップしていくとか修練させていく、そのテー

マに沿った解決策に近いものを見出していくとい

うような方法をぜひともやっていただいて、生煮

えの感というか、不得要領のままに終わるという

ことのないようにしていただきたいというリクエ

ストなのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員か

ら御指摘がありましたように、公開講座は今まで

は例えば道北地域研究所ですとか各学科との共催

ですとか、なかなかいわゆるセンター単独でとい

うのは余り実施できなくて、今年度は今週の９日

に元気アップ教室というのを今準備をしておりま

す。今リクエストといいますか、提案がありまし

たいわゆる例えば終わってから学生との討論とい

いますか、そのような機会をということなのです

けれども、趣旨は十分わかるのですけれども、御

存じのように本学の学生は１つは実習を持って、

専門職養成のために実習が非常に多いということ

と空き時間等でアルバイトをしている学生もかな

りいるということで、どうしても講座等は土日で

すとか、あと平日ですと夕方といいますか、学生

がなかなか大学にいる時間にセットするというの

は現状は少ないといいますか、難しいという状況

がありますので、今すぐにというのはちょっとこ

こではなかなか難しい部分があるのですけれども、

そういう要望があるということは伝えて持ち帰っ

て検討してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひともよろしくお

願いをしたいと思います。

あと、大学の１０年先展望について、端折りな

がらちょっとお聞きをしていきます。先ほどお答

えがございましたけれども、将来構想（ビジョン

２０２６）の中に網羅できなかった部分というの

でお聞きをしたのですが、ただここで昨年末に近

隣の旭川の私立の大学が早ければ２０２１年４月

に、ちょっと時間をかければ２０２３年４月に公

立化に向けた動きが活発化するというような報道

がございました。こうしたことも含めて、これか

らの１０年先というのは、なかなか市立大学を取

り巻く環境がかなりシビアなものになっていくな

という予想が容易にできます。名寄市立大学の学

部、学科構成が現状のままで果たして隣のまちに

魅力ある私立の大学が公立化に向けて同じような

学部、学科構成で運営されるとなると、かなり厳

しいなというふうに予測も容易だろうと思います。

こうしたことに向けて、今後将来の１０年先に向

けて今の市立大学、繰り返しになりますけれども、

学部、学科構成で果たして太刀打ちできるのだろ

うかという一抹の不安がどうしても拭い切れませ
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んが、この点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 先ほどの

答弁でも触れさせていただいたのですけれども、

１８歳人口の減少というのは、これは全国的な課

題としてあります。それから、本学のいわゆる学

部、学科構成、いわゆる高齢化社会を見据えて保

健、医療、福祉ですとか、そのような学部、学科

構成は新増設を含めて着実に伸びてきております。

また、近年では特に私立大学が公立大学にすると

いうのも伸びてきておりまして、公立大学の加盟

校、今は９２校あるのですけれども、毎年ちょっ

とずつふえてきているということでふえてきてお

ります。

お話のありました近隣の市のそういう状況につ

いては、私ども設置者サイドも含めて大変関心を

持っていわゆる情報収集はしておりますが、ただ

いずれにいたしましてもそういう状況にあっても

本学が生き残っていくためには、やっぱり学生を

安定的にしっかり確保するということと、そして

専門職としての教育にふさわしい教育を充実させ

て国家試験合格率を今まで以上に、看護とか栄養

は１００％になっております。これから例えば社

会福祉士を上げるですとか、それから高い就職率、

特に正規雇用、ほとんどが本学は正規雇用なので

すけれども、そういう教育をしっかりやって地域

に送り出していくと。これを地味ではあっても、

しっかりそれをやり続けることがやっぱり本学が

生き残っていく道かなということで学長以下、私

ども教職員は理解をしておりますので、ほかの状

況は情報収集はしますけれども、本学としてやる

ことをしっかりやると、やはりそれに尽きるので

はないかなとは思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今の時点でやるべき

こと、やれることをやっていくのだというお話を

いただきました。

それでは、次は病院についてお聞きをしてまい

りたいと思います。先ほど岡村事務部長のほうか

ら御答弁をいただきました。消費税が改革プラン

へ与える影響について御答弁をいただきましたけ

れども、改革プランの経営の安定性という中でこ

んな意向がありました。高度医療機器の計画的な

整備というのがありました。これは、消費税が５

％から８％、今回は８％から１０％に上がるとい

う繰り返しの税制度の改革ではございますけれど

も、この高度医療機器の整備計画というのはこの

消費税に合わせてどのようにお考えなのかお聞か

せいただきたいと思います。

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） 高度医

療機器イコール高額医療機器ということでもござ

いますので、消費税が上がることに対してはいろ

いろ対策を考えながらやってきているということ

でございますが、このところ、これまでＭＲＩで

すとかＣＴですとか血管造影装置、そういったも

のについてはこれまでの中で更新をしてきており

ます。新年度以降で今のところ直近で高額な医療

機器というところについては、現段階では想定し

てございませんけれども、この増税前にというこ

とも含めて今年度の中で電子カルテシステム、関

連する部門システム、これらの部分を更新を図っ

てきたということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと、ちょっとまた市政執行方針の中から、私

の能力では理解しづらいというところがあったの

で、ちょっとお聞きをしたいと思います。執行方

針の地域医療の充実と題したところ、ページで言

うと１４ページにあるのですけれども、この地域

医療の充実というページは４つのセンテンスで構

成されていました。全て１７行の文章なのですけ

れども、前段、中段、後段で分けていくと中段の

２つの文章が非常に私には難解でした。１つは、

今申し上げた消費税対応で予定されている診療報

酬の改定でプランにどのような影響が出るのかと
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いうことがわからなかったという点です。もう一

点は、これはなかなか難しいです。ＤＰＣ制度の

対応強化による増収、増益とベンチマークを活用

した経費節減対策の方針と。これは、なかなか専

門的な知識を持っていないと、これを読んだだけ

ではなかなか理解できないなと。私だけの知恵足

らずなところでもない、あながち私だけの能力不

足だけでもないなというふうに思うのですが、岡

村部長、ぜひ解説をいただきたいと思います。

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） 表記が

補足がなくて申しわけなかったかなというふうに

思っております。

改革プランの影響という部分につきまして、こ

れは平成３１年度現在の平成２７年に出されまし

たガイドラインに基づく新名寄市病院事業改革プ

ラン、これにつきましては平成２８年度から３２

年度までの５年間の計画ということでございまし

て、この計画の中で平成３１年度を黒字化を目標

としている年だということでございまして、この

消費税増税の影響が現段階でもストレートで ６

００万円ぐらい見込まれるというところは、マイ

ナスからスタートするような形になりますので、

非常に厳しいということでございます。

もう一つ、ＤＰＣの部分につきましては、これ

は入院料、これはその病気に従いましてコード化

された指定された標準的な医療に基づいて、それ

を実施することによって点数、報酬が決まってい

るという制度でございまして、これには全部分岐

コードという枝がついていまして、それを正しく

選定していくと、より診療報酬が高く得られると

いうような形になっておりまして、それらを厳し

くチェックして請求していくのだということが１

つでございます。

ベンチマークにつきましては、診療材料費が全

国的に平均価格どれぐらいで納入されているのか

といったものと比較しながら、それぞれ納入業者

さんと価格交渉を行ったり、不要なものについて

余り高額なものを購入しないというようなことで

努めていくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今岡村部長のほうで

お話がございました、３１年度に黒字化を見込ん

でいるのだという。この改革プランもいろんな数

値目標が出ているのです。例えばどんなものがあ

るのだというと経常収支比率、いろんな経常収支

比率も医業収支比率だとか修正医業収支比率だと

か、いろいろあるのですけれども、確かにおっし

ゃるように３１年に黒字化になっているのです。

おっしゃるとおり。ただ、今回のように税制の変

更だとかが来ると、果たしてこの数値目標という

のは達成できるのだろうかというプランを見てい

て素朴な疑問が出ましたが、いかがですか。修正

の必要はないですか。

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） 当初、

平成２８年にプランを立てた段階でこの増税がい

つ行われるかというのは決定をしていなかったと

いうことでございますが、このガイドラインの中

では経営の改善、収支の改善を図ること、それか

ら経営形態の見直しですとか再編ネットワーク化、

そういったものについてしっかり示すようにとい

うのがガイドラインの趣旨でございます。その中

で、我々として収支改善が見込める年度は平成３

１年度だという目標を立ててここにしたというこ

とでございます。毎年内容については、決算値を

見て改善させていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今部長がおっしゃる

ように、確かに毎年秋口に点検と何か冊子を出し

ているなという記憶がございます。それは、私の

ほうも拝見をした上でお聞きをしてまいりました。

時間も残すところ５分となりました。まだ実は、

いろいろ質問を用意していて、山ほどあるのです

けれども、失礼に当たらないうちにやめたほうが

いいなと思うのですけれども、ただちょっとこの
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時間を利用してお話をさせていただきたいなとい

う点がございますので、お時間をいただきたいと

思います。

きょうこの日の一般質問が私にとっては、本会

議場における最後の一般質問というふうになりま

す。平成の天皇が間もなく御退位され、新たに元

号も新しくなるという潮目、潮どきのときに３期

１２年にわたって議員あるいは議会活動にピリオ

ドを打つことができました。できましたというか、

打ちます。ピリオドを打つのですけれども、かく

も長きにわたり市民の皆様には一方ならぬお世話

をいただきました。ただ、この場をおかりして市

民の皆様を初め、執行者の皆様、そして市職員の

皆様、議会の皆様にも深くお礼を申し上げるとと

もに、あわせて深く深くざんきの念にたえないと

いう思いでいっぱいでございます。今後も行政と

議会が協働で切磋琢磨して市民が主役のまちづく

りを推し進めていただくようお願いを申し上げて、

私の一般質問を終了させていただきます。ありが

とうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

観光の振興と産業間の連携について外３件を、

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、観光の振興と産業間の連携

について、小項目の１、体験型、滞在型観光の取

り組みの現状について。観光の振興について、本

市の第２次総合計画では、農業など他産業との連

携、食を通じた観光、新たな観光資源の発掘を目

指します、このように示されておりますが、課題

や方向性、方策などについてどの程度進んでいる

のか、試みていられるのか、取り組みの現状につ

いてお知らせいただきたいと思います。

小項目の（２）、ひまわり観光に関して。現在

のひまわり畑は、サンピラーパークをメーンに行

われ、さまざまな工夫はなされていると思います

が、いかんせんひまわり作付面積の規模縮小でひ

まわりのまち名寄とは言いがたい状況になってい

ないか、現状についてどのように捉えられている

のかについてお伺いいたします。

また、地元農家の方たちと相談してひまわり畑

の原点である智恵文北山に再度壮大なひまわり畑

を復活させる考えはないかお尋ねいたします。

小項目の３、情報の発信について。動画配信機

能の活用など工夫を凝らした情報発信に努められ

ていると思いますが、情報発信でいうと市の顔と

も言える名寄市のホームページの写真はどのよう

に選定しているのかお伺いいたします。

また、各種イベントなどのベストショットを市

民から公募して、その作品を掲載するなどしては

いかがか。市民の作品を採用し、盛り込むことで

ともにつくり上げていくという一体感が生まれ、

行政のさまざまな取り組みへの関心度も高まるの

ではないかと思うのですが、そうしたお考えにつ

いてもあわせてお聞かせください。

大項目の２、公共インフラの整備について、小

項目の（１）、市道の整備に関して、①、道路の

維持補修に関して。道路工事について、損傷の激

しい道路、路面陥没の著しい道路など暫時再整備

が進められておりますが、同一路線においても補

修されている部分と補修されていない部分が見受

けられます。それらの工事途上の未補修市道につ

いて、どのような改修計画を立てているかについ

てお知らせいただきたいと思います。

②、大型車両の通行頻度と道路整備について。

大型車両の往来が激しくなると、道路のダメージ

も大きくなることから、こうした路線区間は整備

のサイクルも早く計画しなければならないと思う

のですが、いかがでしょうか。考え方についてお

尋ねいたします。

大項目の３、防災対策について、小項目の

（１）、国の防災・減災、国土強靱化のための３

カ年緊急対策と本市の事業計画について。近年頻
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発する激甚災害の課題に対応するために国は防災、

減災、国土強靱化の事業に係る支出 １兆円を含

む２０１８年度第２次補正予算と２０１９年度当

初予算の ２兆円など計 ４兆円をこれまでに財

政措置し、２０１８年から２０２０年度の３カ年

緊急対策が進められる見通しでありますが、こう

した中で本市が今後盛り込もうと考えられている

事業についてお知らせいただきたいと思います。

小項目の（２）、公共施設などの機能維持につ

いて。昨年９月の胆振東部地震による全道的なブ

ラックアウトによる長時間大規模停電は、住民生

活や物流などに深刻な影響を与えるものでした。

また、本年２月２１日夜の胆振中東部を震源とす

るマグニチュード ８の地震は、地震活動が相変

わらず続いていることを示しました。そこで、災

害発生時に市民の避難場所となるであろう公共施

設などの機能維持を図るために改善すべき課題も

明らかにされたと思うことから、本年度はどの程

度課題克服のための整備をしようとしているかに

ついてお伺いいたします。

小項目の（３）、河川氾濫などへの防災対策に

ついて。本市に沿って流れる国や道が管理する河

川あるいは本市が管理する河川において、大雨時

など危険箇所も想定されていますが、これまで財

政措置等の課題などから積み残しとなっている対

策について、どの程度緊急対策の措置を生かして

進めることができるか、考え方についてお伺いい

たします。

大項目の４、改正入管難民法成立に伴う自治体

の対応について、小項目の（１）、外国人労働者

受け入れ拡大に伴う考え方について。平成３０年

１２月８日、第１９７回国会臨時会において出入

国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を

改正する法律が成立し、同月１４日に公布されま

した。残念ながら報道で知る限り、丁寧な審議が

尽くされたとは言いがたい中で、懸念される事項

を積み残したまま本年４月から制度運用が開始さ

れることから混乱が予想されております。とりわ

け受け入れの最前線に立たされる自治体が対応を

任されることになるわけですが、自治体が担うこ

とになる総合的対応策についてどのようなものが

あるか、またそれらの対応に伴う地方の負担など

について明らかにされているかどうか伺います。

小項目の（２）、外国人労働者のサポート体制

について。道は、４月からの外国人労働者の受け

入れ拡大に向けて対応方針の素案を示し、外国人

に選ばれ、働き、暮らしやすい北海道を掲げ、円

滑な受け入れを目指しておりますが、本市として

も業界等のニーズを把握するとともに、働きやす

く暮らしやすい環境を準備しておかなければなら

ないと思いますが、現在考えられている行政とし

てのサポート体制についてお知らせいただきたい

と思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま佐久間議員

からは、大項目で４点にわたり御質問をいただき

ました。大項目の１及び４につきましては私のほ

うから、大項目の２につきましては建設水道部長

から、大項目の３につきましては総務部長からそ

れぞれ答弁となりますので、よろしくお願い申し

上げます。

初めに、大項目の１、観光の振興と産業間の連

携について、小項目の１、体験型、滞在型観光の

取り組みの現状について申し上げます。本市の観

光振興は、名寄市総合計画第２次における重点プ

ロジェクト、経済元気化プロジェクト及び基本目

標４、地域の特性を生かしたにぎわいと活力のあ

るまちづくりを推進する主要施策の一つとして位

置づけ、交流人口の拡大や地域の活性化を図るた

め、名寄市観光振興計画に基づき各種事業を実施

してまいりました。

まず、農業など他産業との連携につきましては、

これまでもさまざまな農業体験などが取り組まれ

ておりますが、今年度着地型観光の推進といたし

まして北海道内での先駆者であります旅行会社が
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市内農家でホウレンソウの収穫、おにぎりづくり、

餅つき体験を商品化し、シンガポールなど海外か

らの受け入れを行い、日本、さらには名寄らしい

体験が大変好評でございました。

食を通じた観光におきましては、本市を代表す

るモチ米やアスパラなどの農産品や加工品を初め、

食文化である煮込みジンギスカンなど本市を訪れ

る来訪者への提供や市外イベントへの参加などを

通じましてＰＲに努めており、寒締めホウレンソ

ウやワインなど新たな資源も生まれているところ

でございます。

また、名寄市観光振興計画におきましては、ひ

まわりや星、天塩川、ピヤシリスキー場、キマロ

キ、モチ米、雪質日本一フェスティバルなどの地

域資源を施設、景観、味覚、催し物の４つのカテ

ゴリーに分け、これらの魅力ある資源を磨き上げ、

観光を推進しておりますが、スキーやスノーボー

ドなどで御利用いただいていますスキー場エリア

のピヤシリ山を活用いたしましたスノーシューや

雪遊び体験を新たに商品化をしまして、インバウ

ンドや道外客などを中心に本市の雪質、雪の楽し

さを体験いただくなど新たな地域資源の開発にも

努めているところでございます。

次に、小項目の２、ひまわり観光に関して申し

上げます。本市におけるひまわり観光は、昭和６

３年の民間団体の試験栽培に始まり、平成５年に

は智恵文地区の生産者によりまして約１０ヘクタ

ールの大規模ひまわり畑が取り組まれ、本市の夏

を代表するメーン観光となっておりました。しか

しながら、観光客の出入りによるジャガイモ畑へ

の害虫持ち込みなどが懸念されましたことから、

平成１８年度に智恵文地区の大規模ひまわり畑を

中止することとなりました。その後、道立サンピ

ラーパークがオープンをし、市街地からの立地、

景観などから適地と判断をいたしまして、智恵文

地区のＭＯＡ農場や農業者の圃場などと合わせま

してひまわり観光のメーンスポットとして観光客

の受け入れ態勢を整えてきたところであり、映画

「星守る犬」は本市のひまわり畑を全国的に大き

くＰＲするきっかけとなり、交流人口の拡大をも

たらしたほか、多くの市民の方々にもかかわって

いただき、観光によるまちづくりの機運醸成にも

効果があらわれたところでございます。

現在は、道立サンピラーパークに観光案内所を

設置しまして、ひまわりフェスタや名寄産業高校

の生徒によるひまわりパウダーを使用した菓子の

販売、各種イベントなどを実施しております。市

内には、ＭＯＡ農場のほか、油用、緑肥用のひま

わりを栽培している農家もあり、一部農家の方に

は観光客受け入れの御協力もいただいているとこ

ろでございます。数年前には、旅行書籍「日本の

絶景パレット１００」や「死ぬまでに行きたい世

界の絶景日本編」の表紙を飾るなど注目度も高く、

北海道の大規模なひまわり畑をイメージし、本市

を訪れる方もおられます。また、名寄市観光振興

計画の見直しの際にも大規模ひまわり畑の御意見

があり、戦略事業の中では日本一のひまわり畑と

して大規模ひまわり畑の実現へ向け取り組みを進

めることとしており、智恵文北山についても大規

模ひまわりの候補地として検討しておりますが、

栽培や観光客受け入れの課題など難しい状況にあ

り、代替地も含め実現の可能性を引き続き検討し

てまいります。

次に、小項目の３、情報の発信について申し上

げます。名寄市ホームページにつきましては、平

成２７年４月に全面リニューアル公開し、トップ

ページの閲覧につきましても昨年度実績、平成２

９年度の実績でございますが、月平均約２万 ０

００弱のアクセス数があり、市における情報発信

の中心を担っているものとなってございます。御

質問をいただきました名寄市のホームページの写

真の選定につきましては、基本的には情報発信に

おける担当部署で撮影されたものを使用しており

ますので、その担当課の判断にて選定をしている

ところでございます。引き続き一つ一つの情報発

信で現地での雰囲気や状況などがより明確に伝わ
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るような写真の掲載に努めてまいりたいと考えて

ございます。

続きまして、大項目の４、改正入管難民法成立

に伴う名寄市の対応について、初めに小項目の１、

外国人労働者受け入れ拡大に伴う考え方について

申し上げます。外国人労働者に関しましては、平

成３０年１２月に改正入管難民法が成立をし、新

たな在留資格である特定技能１号及び特定技能２

号の創設を踏まえ、外国人材の受け入れ、共生の

ための取り組みを政府一丸となってより強力に、

かつ包括的に推進していく観点から、同年１２月

２５日に外国人材の受け入れ、共生のための総合

的対応策が関係閣僚会議で承認をされました。

この総合的対応策につきましては、外国人材を

適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることによ

り日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会

の実現に寄与するという目的を達成するため、外

国人材の受け入れ、共生に関して目指すべき方向

性を示すものであります。その中で、地方公共団

体が行う対応策につきましては、個別の負担額に

ついてはまだ示されておりませんけれども、地域

住民と外国人材の交流を促進する事業など地域に

おける外国人材の活躍と共生社会の実現を図るた

めの先導的な取り組みに対しましては、地方創生

推進交付金による支援があるとされております。

また、消費者トラブルに当たって外国人が安全、

安心な利用、契約などをすることができるよう全

国の消費生活センターなどにおける消費生活相談

について、多言語対応の充実に対しまして地方消

費者行政強化交付金による支援があるほか、日本

語教育空白地域の解消のため、空白地域の地方公

共団体に対する教室開設のためのアドバイザー派

遣などの支援、さまざまな対応策が示されている

ところでございます。

次に、小項目の２、外国人労働者のサポート体

制について申し上げます。道では、本年２月、全

国を上回るスピードで人口減少や少子高齢化が進

行していますことから、外国人材の受け入れがま

すます重要であること、大都市圏に比べ賃金水準

が低いことから、より多くの収入を求める外国人

材が大都市圏に集中する懸念があること、さらに

広大なエリアに外国人が分散することから、地域

での受け入れ環境整備が必要であるといった北海

道における状況を踏まえまして、外国人が北海道

で安心して働き、暮らすことができる環境づくり

を進め、その魅力を国内外へ情報発信していくこ

とで多くの外国人材が本道に就労することを目指

して対応方向の素案を示したところであります。

本市におきましても依然として人材不足は続い

ている中、既に外国人労働者を受け入れている事

業者もあると伺っており、人材不足を解消するた

めの企業努力と認識をしているところであります。

市といたしましては、２年に１度商工業者を対象

に実施します労働状況実態調査におきまして今年

度新たに外国人労働者に関する質問項目を加えて

おり、今後その結果を踏まえるとともに、国や道

の施策を注視しながら商工会議所、商工会とも連

携をし、市内事業者の考え方やニーズに沿った取

り組みを検討してまいる所存でございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、公共インフラの整備について、小項目１、

市道の整備に関して、①、道路維持補修の考え方

について、②、大型車両の通行頻度と道路整備に

ついて申し上げさせていただきます。

まずは、①についてでございます。市道の舗装

補修については、１つ目には日常の職員によりま

すパトロールや市民の皆様からの情報提供をいた

だく、２つ目には年度当初の雪解け時期に道路の

ふぐあい箇所について各町内会に御協力をいただ

いている要望など、３つ目には毎年発注する舗装

補修工事で前年度に施工を経過観察した箇所をも

とに状況を確認し、これらを照らし合わせ、舗装

の損傷ぐあいや路線の交通量、施工する地域の平

等性を考慮し、優先順位を決めて施工すべき補修
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箇所を選定しています。現状では、毎年４月中旬

ごろ、名寄市内を４地区に分け、舗装補修工事を

４本発注し、突発的な舗装損傷箇所についてはそ

の都度舗装補修工事を発注をしているところであ

ります。

議員から御質問のあった同一路線において補修

されている部分と補修されていない部分があるこ

とについては、より優先順位の高い損傷箇所を先

に補修しており、残りの損傷箇所についても一旦

経過観察とはなりますが、損傷度合いが進むよう

であれば優先順位を踏まえた上で、その都度補修

する対応と考えておりますので、御理解願います。

続いて、②でございます。本舗装の道路の経年

劣化による舗装の損傷度合いは、大型車両の交通

量の増加に顕著にあらわれる傾向であると考えて

おります。簡易舗装や防じん舗装の未整備路線に

ついては、日常の職員によるパトロール、市民の

皆様からの情報や町内会からの道路ふぐあい箇所

の要望などにより道路状況を把握し、適宜対応に

努めているところであります。

また、整備済みの道路の経年劣化による補修に

ついては平成２５年、平成２７年と２回実施した

名寄市管内路面性状調査の中から舗装の管理基準

を逸脱した路線を早急な修繕が必要と判断し、優

先順位を損傷状況、重要性及び交通量等を考慮し

て決定しており、舗装改築事業として進めており

ます。今後も引き続き交通量の変化に柔軟に対応

し、安全、安心な道路整備に努めてまいりますの

で、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

防災対策について申し上げます。

初めに、小項目１、国の防災・減災、国土強靱

化のための３カ年緊急対策についてでございます

が、議員御指摘のとおり国の各省庁においてさま

ざまな支援方針が出されており、既存の交付金等

における対象事業の追加や補助金の新設などの支

援の充実が図られることとなっております。この

３カ年緊急対策につきましては、他部署にわたっ

て支援策が講じられているため、各部署において

該当する事業について確認するとともに、事業実

施について精査していくこととなります。このほ

かにも市として必要な事業につきましては、有利

な補助金や起債などを探しながら事業実施につい

て精査して進めてまいりたいと考えております。

国土強靱化計画の策定につきましては、国、北

海道で策定されており、道内の自治体においても

１１市町が策定し、５９市町村で策定する予定と

なっております。名寄市においても大規模な自然

災害などへの対応や強靱な仕組みづくり、地域づ

くりを平時から持続的に進めるため、国土強靱化

地域計画の策定に向けて取り組んでまいります。

次に、小項目２、公共施設などの機能維持につ

いて申し上げます。昨年の７月豪雨では、全国的

に甚大な被害をもたらし、北海道でも大きな被害

が発生しました。また、９月の胆振東部地震では

名寄市でも震度３を観測していますし、近年の気

象状況などを見れば、いつ災害が発生してもおか

しくない状況となってきています。

御質問のありました昨年の長時間の停電を受け

ての各施設における機能維持につきましては、そ

れぞれの施設において発電機などの非常用燃料や

照明器具、乾電池の備蓄についての必要性などが

明らかとなってきております。対策については、

各施設において検討しながら改善策を講じていく

こととなりますので、御理解をお願いします。

また、現在予定している計画についてでござい

ますが、移動用発電機が６台ありましたが、その

うちの１台を智恵文支所に常設することとしまし

たので、１台分を新たに購入も予定しております。

このほか、備蓄食料の計画的購入や防災倉庫、水

防活動に関する資機材の整備等も進めてまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、河川氾濫などへの防災対策に

ついてでございますが、国が管理する大きな河川
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としては天塩川や名寄川、北海道の管理河川では

豊栄川や風連別川などの１、２級河川があり、こ

のほかに名寄市で管理している普通河川がありま

す。議員御承知のとおり、国と北海道の管理河川

につきましては、これまでもそれぞれで防災や危

険箇所の解消のための河川の床ざらいや河川敷の

雑木の撤去などが進められております。

御質問の市で管理する河川の対策についての考

え方ですが、緊急対策により新たな補助メニュー

が新設されるとの情報は入っておりませんが、有

利な情報などがありましたら有効に活用できるよ

う努めるとともに、今後も適正な維持管理を進め

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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。順を追って再質問をさせていただき

ます。

１つは、観光の振興と産業間の連携について、

先ほど例えば着地型観光として実施されている取

り組みなど、ホウレンソウ、餅つき体験だとか、

さまざま御説明いただきました。この状況につい

てはわかりました。

それで、私はお話を聞いて、観光でくくります

と、かなり力が入っているなというふうに思うの

ですが、特に物産振興と観光というのは切り離せ

ない不離一体のものとして存在するのではないか

というふうに私は考えるのです。そうすると、ど

うしても物産振興が弱く感じるのですけれども、

特に私なりにその原因を考えてみたのですけれど

も、観光の入り込み客数が弱い、安定しないから、

例えば頑張っているところはあるのです。風連の

道の駅とか、頑張っているところはあるのですが、

名寄市内の商業者のところでいうと物産振興に力

が入りづらいように見受けられるのです。総じて

経済波及効果が弱いのではないかと。さきの質問

で、さまざま１６億円というお話もありましたけ

れども、どうも見ていてそれほどあるのかなとい

う率直な思いはするのです。それで、まちの中を

周遊するような仕組みづくりを特に飲食店や商店

街あるいは関係団体と話し合われているというふ

うに思うのですが、この中心商店街に求心力を持

たせる取り組みだとか、それから物産振興に対す

る行政の考え方について改めてお伺いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 物産に係る取り組み

ということでありますけれども、ここは平成１０

年に市内で特産品の開発あるいは販路拡大を目的

としまして名寄市物産振興協会を設立をしたとい

うことでありまして、ここが中心となりながら杉

並区でのアスパラ販売ですとか旭川食べマルシェ、

あるいはそういったイベントの参加、あるいは市

内の道の駅でも販売などを含めて努めてきたと。

あるいは、ネットや何かを使って、畑自慢倶楽部

ありますけれども、そういった売店も使いながら

取り組んできたということでありますが、２５年

にこれらの取り組みについてはなよろ観光まちづ

くり協会のほうに一本化し、引き継いできたとい

う経過にあるということで御理解をいただければ

と思います。

現在ここでの取り組みということでありますけ

れども、観光まちづくり協会が中心となりながら、

先ほども申し上げましたインターネット販売であ

る畑自慢倶楽部での取り組み、あるいは道の駅な

よろでの販売に加えまして、道内の道の駅でいく

と非常に人気の高い伊達の道の駅がございますけ

れども、ここでも名寄市の物産について紹介し、

販売など取り組みをさせていただいているところ

であります。さらには、札幌市内のホテルでの名

寄市の食材を使用しましたなよろナイトの開催で

すとか、物販販売あるいはホテルの食材としての

提供なども行わせていただいているところであり

ます。また、ふるさと応援寄附記念事業の関係で、

返礼品として市内の特産品、アスパラ、メロンで

すとか、あるいはモチ米、これらの特産品、農産
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品あるいはスイーツを含めて返礼品として使用さ

せていただき、知名度の向上あるいは販路の拡大

に努めているところであります。

また、先ほど観光の話も出ましたけれども、観

光における体験、宿泊、飲食、さらには特産品の

販売などもありますので、これらは先ほどの経済

効果に含めましたけれども、先ほどに含まれてい

ない部分もこの中には当然あるわけでありますけ

れども、経済効果につながる部分ということであ

りますので、今後とも物産振興については現在の

取り組みを中心として取り組みを進めさせていた

だきたいというふうに思いますし、関係団体とも

連携しながら新商品の開発あるいは販路の拡大に

引き続き努めてい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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまお答えをい

ただきました。杉並のアスパラ販売だとか、都市

部では名寄のアスパラというと、かなりこれは味

が違うと。１回食べていただくと、これはもう飛

びついてくる、みんな買いたいという、こういう

取り組みは非常にいいのではないかなというふう

に思うのですが、一応この物産振興協会というの

を設立しながら、さまざまな取り組みをされてい

るということなのですが、もう一つ、観光の振興

では加藤市長を会長として名寄市観光交流振興協

議会、ここがつくられて、その中でさまざま努力

されているというふうに思うのです。この中では、

ひまわり部会、交流部会、名寄ブランド部会、ホ

スピタリティー部会の４部会によって各種事業が

推進されているというふうに思っているのですが、

物産振興というのはこの４部会の中でいうと、そ

うした話をするというと名寄ブランド部会に入る

のかなというふうに思うのですが、この部会の審

議経過などというのが私どもは伝わりづらいとい

うか、余り発信されていないのではないかという

ふうに思うのですけれども、この物産振興にかか

わって、特にこの取り上げられている議論などに

ついて、もし今お話しできましたらお願いしたい

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） 言われるように、ブ

ランド部会が主にかかわる部分かと思いますけれ

ども、部会の取り組みとすると物産そのものとい

うよりは、名寄市の情報をしっかりと発信してい

くのだというところの取り組みが主になっている

かというふうに思っています。その一つが今はひ

まわり観光の事業などもあるわけですが、ひまわ

り観光の中でも近年は観光地に来た人と市街の飲

食店を結ぶということでスタンプラリーなんかも

やって、町中を周遊しながら飲食を楽しんでいた

だくという形で物産振興にも結びつくような取り

組みをさせていただいているところでありますし、

部会とは直接関係ありませんけれども、例えばよ

ろーなの中でも物産を紹介させていただいて、そ

こから結びつくという事例もございますので、そ

ういった幅広い取り組みをさせていただいている

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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。市場

開拓だとか販路拡大あるいは展示会、物産会、商

談会、さまざま取り組んで、あるいは新商品開発

だとか品質向上の取り組みだとか、いろいろある

と思うのです。ぜひその物産振興がこうやって頑

張っているのだぞというその勢いをどこかで見せ

ていただきたいものだと。これは要望しておきた

いと思います。

それから、ひまわり観光に関してに移ります。

それで、先ほどお話をいただきました。その試験

栽培から始まって、智恵文の地区でそれぞれ農業

者が協力をいただいて昭和６３年から始まったと

いうことで、しかしながら振興地区だと思うので

すが、ジャガイモ畑の種芋、これに病気がつくと

いうことなどの懸念からここは閉じられたと。し

かし、原点はやっぱり北山なのです。北山は、あ

そこは別にほかの作物を植えているわけでもなく、
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市の固有財産として北山には多分 ０００平米を

超す土地があるのではなかろうかということもあ

りまして、もう一回戻したらどうだという市民か

らの御意見なんかもいただくわけです。だから、

現状のサンピラーパークは観光案内所と先ほどお

っしゃられましたけれども、そのアンテナ的機能

を果たしてほかから呼び込むと。壮大なあのひま

わり畑を見て感動すれば、やっぱり財布のひもも

緩くなるということで、これは物産の販売に大い

に役立つのではないかと。あとは、商店街の皆さ

んにも頑張っていただいて、中心商店街できちん

とこの受け皿をつくっていただいて周遊していた

だく。文字どおり周遊して名寄を満喫していただ

くという、そういうことをぜひやっていただきた

いというふうに思います。特に６０ヘクタール、

５００万本以上という当初の大規模ひまわり栽培

のときには、そういううたい文句でやりましたの

で、かなりそこがちょっと減ってきているかなと

いうふうに思うのです。

それで、日本交通公社の研究による観光の持続

可能性指標というのがございまして、これは観光

地における健康診断ということでこれがあるので

すが、利用面、居住面、経済面、環境面の４つに

分類されて、観光客に愛され続ける観光地になっ

ているか、地域住民にとって観光はウエルカムな

ものになっているか、地域へ適正な経済効果が生

まれているか、それと観光地の自然、文化資源が

高い質のまま守られているかというこの４つが指

摘されているのです。そして、これに対してこの

複数の診断項目が設定されているわけです。行政

でも行政評価を取り入れているように、評価方法

というのはさまざまあると思うのです。ただ、私

はやっぱりちょっとこの地域へ適正な経済効果が

生まれているかという点と、それから観光地の自

然、文化資源が高い質のまま守られているかとい

うことについてちょっと気になっているわけであ

ります。

それで、ちょっと加藤市長にお答えいただきた

いのですけれども、当初の現在のひまわり観光推

進事業補助金というのは、見ましたら３８０万円

の予算になっているのです。それで、当初やって

いたひまわり畑のいわゆる農家の方にチームとし

て頑張っていただいていて、その補助金というの

が５０万円だったと思うのです。だから、７倍強

お金を使っているのですが、入り込み観光客数は

一番新しいところで平成１９年のものが１万 ０

００人、でももっと振興地区でやっていたときは

そんなものではなかったと思うのです。すごく大

型バスで結構連なって来ていましたから。それで、

近年は七、八千人ということで、かなり入り込み

客数が相当減少していると。つまりひまわり関連

商品で特産品をせっかく開発してもなかなか売れ

ないのではないかというふうに私は心配するわけ

です。それで、何よりも夏の観光の大きな柱の一

つとしてひまわりをメーンに売り出してきた名寄

市がこれは看板をかけかえなければならなくなる

のではないかというふうに危惧するものでありま

す。ここから市長にお答えいただきたいのですが、

何年かかけてでも再度この壮大なひまわり畑の景

観を再現して活気を取り戻す取り組みをしていた

だきたいと思いますが、決意のほどをお聞かせい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど昔の智恵文地区の

北山から移って、振興の畑を３輪作しての三百数

十万円というお話のうちの５０万円だけというこ

とだったと思うというお話だと思うのですけれど

も、多分認識が私は違うなというふうに思ってい

て、そこは改めてちょっとお金の流れというのは

一概にそうとは言えないなという話だと思います。

加えて、振興地区にひまわり畑を整備するに当

たって、大規模な道路の改良工事等も行っている

わけでありまして、それ以外のところでもかなり

の大きな投資はされていたということでございま

す。

加えて、当時の農地に対するお金の入れ方と今
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国のほうの施策と大分変わってきているというこ

ともございまして、畑を民間の皆さんの活力を使

ってやっていただくということになると、それ相

応のお金がその当時以上にかかってくるのではな

いかと、そういった側面があるというふうに考え

ています。

観光振興計画の中で見直しの際に、やはりひま

わりはある意味では名寄の観光の象徴でもあるし、

子育てセンターもひまわりらんどとついたし、き

のうのマスコットキャラクターもひまわりを掲げ

て子供が絵を描いていただいて、やっぱり地域の

皆さんはひまわりというものに対しての一定のや

っぱり名寄はひまわりだよねという愛着があるの

は間違いないところなのかなというふうに思って

います。その中で、こうだという確約はできませ

んけれども、振興計画の中でも大規模ひまわりを

目指していくという表記はされていますので、今

油をつくっている生産組合の皆さんもいらっしゃ

いますし、緑肥でひまわりを今つくっていただい

ている方もいらっしゃいますので、そういう皆さ

んともよく相談をさせていただきながら、できる

だけお金をかけない中でも大規模にひまわりを継

続的に咲かせる仕組みというのを今も継続的に調

査をしていますし、今後とも農業者の皆さんとも

よく相談をさせていただきながら議論をさせてい

ただければというふうに思います。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） お答えいただきまし

て、私もお金のところは古い資料がちょっとなか

ったので、正確なところはちょっと当時の記憶で

この程度という、もっとおっしゃられるようにあ

そこは舗装もしましたし、よくなっているという

ことなども考えたときは、もっとお金がかかると

いうことになるのかもしれませんので、そこは理

解しました。先ほど加藤市長からいただきました

ような形でまた努力を重ねていただきたい、ぜひ

これを消さないでほしいというふうに思います。

あと、情報の発信については、先ほどの御答弁

で担当課の皆さんが努力されているということは

わかりました。かなり動画なども取り込んで工夫

されているというふうに思うのです、すごく。た

だ、一部やっぱり、ぺらぺらといろいろあります

から見てみますと、取り込み方が悪いのか、ぼや

っとしか写っていないのもあるのです。これは、

どことは言いません。どことは言いませんけれど

も、ぜひそれぞれの担当の中でチェックしていた

だいて、もう少し上手に取り込めないかなという

ものがあったら、これは改善をしていただきたい

というふうに思います。

それと、やはりいいものは、プロモーションビ

デオだとか努力されておりまして、こういういい

ものがやっぱり広がりを持つと思いますから、ぜ

ひ今後も工夫していただきたいと思います。

次に、公共インフラの整備、道路の関係で先ほ

ど天野部長から御答弁いただきました。そのとお

りだなと思っています。それで、昨日の代表質問

でも特に道路の予算が三十数％の採択率なのだと、

国からの補助金が。そういうことも伺っています

から、理解するのですが、市民から御指摘いただ

いている市道なのですけれども、やっぱり特に狭

い道であるということだとか、大型車両がかなり

頻度で通行するために車両同士が交差するときに

どうしても端に寄るのです。そうすると、路肩は

沈下してくるということなのです。

それで、聞いたところによりますと、これは因

果関係は不明なのですけれども、道路からの逸脱

事故もこれは発生したというふうに聞いておりま

すから、特に道路の維持補修というのは予算のか

かわりがあるので、なかなか一気に通したくても

工事がぶつ切りになるとか、さまざまな事情はわ

かります。そして、予算の関係もわかりますから、

いろんな事情については理解しながらも道路の地

域的な利用状況や頻度などについてしっかり確認

した上で安全、安心な市民生活を支える道路の維

持管理について、今後の決意を天野部長からお願
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いしたいというふうに思います。

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） いろいろ提言を

いただきまして、身にしみるような思いを今して

おりまして、議員はとりわけ大型車両の関係での

御心配をいただいてございます。当然名寄地域、

数多くの民間の例えば工事現場、プラントもござ

いますし、今思いつくところでは豊栄川の遊水地

の工事でも大変大型車両が土砂の処分などで交通

している姿なども私も通勤するとき本当によくす

れ違うものですから、改めて郊外、とりわけやっ

ぱり郊外地域で大型車両が一定のスピードで移動

することによって大変傷みが激しくなるというの

は、これは当たり前と言っては怒られるかもしれ

ませんけれども、そういう現象があるかと思いま

す。先ほど答弁で触れさせていただいたつもりだ

ったのですが、とりわけそういった郊外地域の路

面については舗装改築事業という名称にさせてい

ただいて、何度か申し上げておりますけれども、

３０年度、３１年度と風連の大沼線、今現在取り

かかってございます。これは、この事業にのっと

っての事業でございまして、最近のところ、最近

というか、近年では御記憶あるかと思われますが、

東８号道路のちょうど東風連から国道４０号線に

出るところもこれは仕上げさせていただいて、そ

れらの路線、平成２５年、２７年の調査に基づい

ての道路の傷みぐあい、当然大型車両が交通され

る部分でございますので、そういった配慮に基づ

いての事業だということで御理解いただければと

いうふうに思ってございます。いろいろ御心配い

ただいていますけれども、担当部署としてはでき

る限りの力を尽くしてまいりたいと、そのように

思っていますので、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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ありがとうございま

す。よろしくお願いしたいと思います。

次に、防災対策に移ります。先ほど中村部長の

ほうからそれぞれお答えいただきまして、今後緊

急対策ということで対象が設定され、支援充実が

今後講じられるのではないかということで、今後

精査していくというお答えでありました。それで、

これは国と地方の関係で言うと少しタイムラグが

ありますから、今後ぜひ各種事業を計画していた

だきたいというふうに思っていますが、一般論と

して緊急対策の場合に国と地方の負担割合という

のがどの程度になるのかちょっとお尋ねしたかっ

たのですが、その辺ははっきりしないでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 負担割合ということ

で質問がありましたけれども、それぞれメニュー

ごとに違いますし、担当される省庁によっても例

えば警視庁あたりは全く都道府県だけで市町村が

該当にならないですとか、そういったこともあり

まして、なかなか一概には言えませんけれども、

２分の１、３分の１、済みません、１０分の５と

か、ちょっとやっぱりメニューごとにばらばらと

いうのが現状でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。いず

れにしても一気にはなかなかいかないかなという

ふうに思うのですけれども、次に自然災害の先ほ

どブラックアウトの関係でちょっとお尋ねしたの

ですけれども、学校の水道水が出なかったという

ことなんかもちょっとありまして、これは教育部

長のほうがいいかなと思うのですが、学校の水道

水が出なかったという箇所もあったということで、

これは学校というのはやっぱり避難場所というこ

とで多くは指定されるということが多いわけです

が、貯水槽のかかわりだと思うのです。貯水槽、

給水管から一旦貯水槽に水をためて、そのためる

ためにポンプを使うと。そのポンプがブラックア

ウトで電源が使えなかったということだと思うの

ですが、水道の蛇口をあの時点でジャアとひねっ

て出なかったという学校などについて何カ所ぐら
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いあるか、記憶されていればお尋ねしたいと思う

のですが。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 各学校の給水に関す

る御質問ですけれども、９月６日のブラックアウ

トのときですけれども、今は市内１２小中学校ご

ざいまして、直圧で出るというか、ポンプアップ

しないで直圧で出る学校が３校ございます。それ

と、１階に受水槽があるとか、高い階に受水槽が

あるということで、それの対応で１階がちょろち

ょろしか出なくて２階、３階が受水槽のある例え

ば１１トン入るとか ５トン入るという受水槽の

分だけは使えるという学校が８校でございます。

それと、中名寄小学校については共同地下水を使

っていますので、当然ポンプアップしなければ使

えませんので、全く停電になってしまうと中名寄

小学校については使えないというような現状にな

ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それで、これは出るところもあったということ

なのですが、やっぱり１２校中３校ということで

すから、かなり少ないということ。この受水槽に

設置する非常用給水栓というのが実は取りつけら

れるということでありまして、これはさまざまな

貯水槽の種類がありますから、ぜひこれ受水槽に

設置する非常用給水栓について御検討いただけな

いかというふうに思うのです。千葉県の松戸市、

ここで受水槽内の水道水を災害時に活用するため

に非常用給水栓の設置に関する要綱をこれはつく

らなければならぬということなのですが、そして

災害に備えるということでありますから、暫時こ

ういったこともぜひ御検討いただけないかと。こ

の辺、中村総務部長に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） 先ほど教育部長のほ

うからもありましたけれども、学校関係は３校は

給水がされているということで、先ほどあった中

名寄については給水は不可能ということで、これ

は地域の皆さんにも上下水道のほうで水を持って

いったということなのですけれども、実際には中

名寄と風連中学校以外は２階、３階なりは上がり

ませんけれども、１階部分については受水槽があ

るということなのです。ですから、緊急の場合と

いうのは、そこから２階、３階に持っていくとい

うことは可能なのかなというふうに考えています。

それで、議員のほうから緊急の非常用のという

ことでお話がありましたけれども、今お話をした

ような状況ということでちょっと把握をしていた

ものですから、今緊急にはそういう対応は考えて

おりません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） １階から運んで２階

に上げられるというのなら別にいいと思うのです。

でも、全く学校全体がちょろちょろとしか出ない

ところの受水槽に非常用の給水栓、これを設けて

おけば、これは１階でも２階でも３階でもそれは

使えるわけですから、学校全体が水出ないという

のは、これは非常にちょっとまずいのではないか

というふうに思いますから、今ほどお答えいただ

いたばかりですから、またこれはしっかり熟慮し

ていただいて、今度のいわゆる防災・減災、国土

強靱化のための３カ年緊急対策に乗っけて整備で

きるものであれば考えてもいいのではないかとい

うふうに思いますから、御一考をいただきたいと

いうふうに思います。

それと、もう一点、炭化センターの関係です。

炭化センターもシャッターがブラックアウトの停

電時にあけられなかったと。それで、またあそこ

はちょっと離れているものですから、パソコンも

使えなかったということなどもありまして、広域

からやっぱりさまざまなごみを受け入れるセンタ

ーでありますから、やはりこれは改善しなければ

いかぬのではないかというふうに思いますから、

この部分もあわせて御要望させていただきたいと



－133－

平成３１年３月７日（木曜日）第１回３月定例会・第３号

いうふうに思います。

もうあとちょっとしかないので、外国人の関係

です。先ほど午前中の山崎議員への答弁で、それ

ぞれお答えなんかも聞かせていただきましたけれ

ども、いずれにしても情報をまずとるということ

で努力されているということはわかりました。

それとあと、地域とのつき合い方、そんなこと

もこれから努力をしていくのだよということ、あ

と住居の問題などもあるのです。住居の問題で、

特にアパートでそういう働きたいという人が来た

ときに受け入れられるかどうかということなどに

ついても市のほうからもやっぱり何かの外国人の

受け入れということについては、今後労働力の確

保にとって大きな焦点になってくるかと思うので

す。

それで、今はさまざま、これはパンフレットな

んかも出ていますから、そういったものをやっぱ

り活用しながら、そして一番懸念されているとこ

ろ、外国人労働者ですから、働く人ですから、や

っぱりさまざまな心配事ありますから、きちんと

国内法にのっとって対処するということを前回も

これは私、昨年６月にもこの問題を取り上げたの

ですけれども、ぜひそういうことなどについて御

検討いただきたい。

それから、労働者のニーズというのは、やっぱ

りかなり高まっているというふうに思うのです。

昨年６月のときは、ニーズがあれば情報提供とい

うお答えでしたので、特に生産年齢人口、１５歳

から６４歳というのが１９９５年をピークにどん

どん減っているということで、今総人口１億 ５

００万人に対して ４８４万人と、５ ７７％し

かいないというこの現実です。２０５５年には、

人口 ０００万人、生産年齢人口は ５００万人

ということですから、ぜひそんなこともしっかり

見定めた上で対処していただきたいと。

済みません。ありがとうございます。終わりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地区防災計画について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいと思います。

まず、地区防災計画についてをお尋ねいたしま

す。本市も市政執行方針の防災対策の充実に地域

における自助及び共助の向上を柱とした取り組み

から、地域住民の防災意識の高揚を図り、自主防

災組織の設立や活動支援及び防災リーダーの育成

に努めるとあります。従来から国の防災基本計画

があり、自治体が立てる地域防災計画などがあり

ます。それに加えて町内会、自治会やマンション

の管理組合などの地域コミュニティーが災害時に

避難方法などをみずから立案する地区防災計画が

平成２５年、災害対策基本法の改正で創設されま

した。これは、東日本大震災で自治体の行政機能

が麻痺したのを教訓に平成２６年４月に導入され

ました。地域の特性に応じて地区の範囲や活動に

ついて柔軟に規定できる制度となっております。

災害発生時には、自治体や消防の公助が行われ

ますが、より減災に大きい役割を担うのは地域コ

ミュニティーの自助であり、共助であり、この視

点に立てば自治体よりも小さな地域コミュニティ

ーでつくる地区防災計画の必要性が浮かび上がっ

てまいります。この地区防災計画を立てる単位は、

町内会や自治会、マンション管理組合や企業やＮ

ＰＯ法人、商店街、学校、地域、福祉施設なども

主体となっていることであります。

内閣府による地区防災計画策定状況の全国調査

結果が初めて公表されました。昨年４月１日時点

で地区防災計画が市町村の地域防災計画に反映さ
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れているのは、２３都道府県中４０市町村２４８

地区で完成、素案作成に向けて活動なのが４０都

道府県１２３市町村の ４２７地区でありました。

素案策定段階である地区を抱えた市区町村数が全

国で ７４１ある自治体の１割にも満たず、計画

策定のため説明会開催や町内会の呼びかけをして

いるのは全体の約１５％の２６０自治体でござい

ます。７３自治体は、制度自体を知らない状況で

ありました。制度の普及、啓発活動について自治

体は行う必要はあるが、行っていないと答える自

治体は全体の６割に及んでおります。今後各地域

での地区防災計画の策定が進む中で、名寄市内全

体の災害対応力の向上につながるとも考えられま

すが、これに関する認識、また地域への周知方法

の理事者の御見解をお願いいたします。

自主防災組織の設立と地域防災計画についてで

すが、ほかの自治体では既に地区防災計画を定め

ているところがございます。先日の新聞報道では、

地区内に防災リーダーを置き、訓練の企画を行い、

住宅に消火器と火災報知機を１００％設置する、

避難マップを作成し、避難者の名前を書いたカー

ドを持って避難所に携帯するなど取り決めの内容

はさまざまでありました。

先日行われた地区防災計画の策定についての講

演会では、加藤孝明東京大学准教授は、防災だけ

ではなく、まちづくりの中でも防災をしっかりと

考えていくことが重要である、計画をつくるプロ

セスが非常に重要であるとして、地域コミュニテ

ィーが主体に課題解決に取り組む組織になること

が必要だと言われていました。また、５つの重要

なポイントとして、基本姿勢として１つ、正しく

知ること、地域を、２つ、前向きに捉えること、

３つ、防災だけでなく、防災もまちづくりである

ということ、４つ、災害への備えは日常にどう定

着させるかである、５つ、自分たちで考えること

が一番大切であるとお話をされていました。

現在名寄市では、自主防災組織の設立はもとよ

り、地区防災組織の制度普及の啓発活動もさらに

行っていただきたいというふうに思っております。

この地区防災計画は、名寄市の地域防災計画に位

置づけ、公助の仕組みを連動をさせることにより

実効性も高まってくると考えられます。地域の実

情に合わせた防災対策、自主防災組織の設立につ

いて、どのような取り組みが具体的に行われてい

るのか理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、住宅セーフティーネットの

制度についてお伺いいたします。住宅確保が困難

な低所得者や高齢者や障がい者、子育て世帯など

のために空き家、空き室を活用して住まいを提供

する新たな住宅セーフティーネットが昨年設立を

されました。人口減少や高年齢化に伴う世帯数の

減少で全国空き家は８２０万戸を数え、そのうち

賃貸住宅は４２０万戸に上りますと言われており

ます。

一方で、地方自治体の公営住宅の応募倍率は年

々高くなっております。公営住宅に入居できない

高齢者世帯、障がい者世帯や子育て世帯や移住世

帯が多い状況です。高齢者は、平成２７年で６０

１万人がおります。また、平成３７年には７０１

万人になり、１００万人ふえると言われておりま

す。若年層夫婦は、家賃の延滞、子供の事故、声

が聞こえて大きい問題、単身高齢者、生活保護者

の方々の入居の拒否問題等々が発生する中、新た

な住宅セーフティーネット制度は地方自治体が専

用住宅として登録された空き家、空き室に住宅を

確保することが困難な高齢者等々が入居する際、

国の支援、最大４万円の家賃等を工夫し、補助す

る内容であります。対象は、月額１５万 ０００

円以下の方々、賃貸契約の際には必要な家賃の債

務保証等も最大６万円の補助がされる予定であり

ます。円滑な入居を促す支援策として北海道と協

議を進められていると思いますが、なかなか進ま

ない状況にあると思います。協議の状況と対策に

ついて、理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３つ目、農産物のブランド化と差別

化について、農産物ＧＡＰの認定取得への取り組
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みについてをお聞きいたします。市政執行方針に

人と自然に優しい農業の推進で、生産工程管理制

度のＧＡＰに対する理解の促進を深める研修会の

開催とありました。攻めの農政を展開をするため、

日本のすぐれた農産物をいかにアピールしていく

かが問われております。名寄の安心、安全な農産

物を世界にアピールすることができる最後のチャ

ンスです。来年夏の東京オリンピックやパラリン

ピック、３年後開催が可能な札幌五輪オリンピッ

ク、パラリンピックは絶好の機会となります。

食品の安全性などを示す国際水準の農業生産工

程管理を取得可能にしない限り、このオリンピッ

クでは食品は使えないような状況になっておりま

す。ＧＡＰは、食品の安全、環境保全、労働安全

の３つの観点から厳格な管理基準を定め、生産者

がその基準に沿った農薬の取り扱いや生産工程で

異物の混入と廃棄物の適正な処理の管理や作業環

境の改善を行う取り組みが必要とされています。

認定を得るには、全海外１００カ国以上の実施さ

れているグローバルＧＡＰや日本版ＪＧＡＰの審

査があります。世界に名寄の安全、安心な食材を

オリンピックで使用し、世界においしい名寄の食

材をアピールするチャンスであります。農産物の

ＧＡＰ認定取得の講習等々を進める中で、名寄と

しての取り組みを理事者の御見解をお尋ねいたし

ます。

最後に、大きい項目４点目、置き勉対策につい

てお尋ねいたします。子供の荷物が重くなってい

る背景には、小中学校の授業時間の増加に伴い教

科書のページ枚数がふえることが原因とされてお

ります。教科書協会によると、小学校１年から６

年生の教科書の合計は２０１５年度では ５１８

ページ、中学校では１年から３年までの合計が２

０１６年度には ７８３ページとなり、１０年前

から比べ３割ふえているそうであります。

ランドセルメーカーが今回３月に小学校の母子

０００組に調べたところ、最も重い荷物の日に

は平均約 ３キロあるランドセルの重さと合わせ

ると約６キロの荷物を背負っているそうでありま

す。３ ２％の児童が首などに何らかの痛みを感

じると言われております。子供として一番体の成

長する時期で、昨年やっと文部科学省が重い腰を

上げ、置き勉、教育委員会に重量などの配慮をす

るよう通知されているとお聞きしました。名寄市

の現状と課題について理事者の御見解をお願いし、

この場での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は建設水道部

長から、大項目３は経済部長から、大項目４は教

育部長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願いをいたします。

初めに、大項目１、地区防災計画について、小

項目１、地区防災計画策定に向けた認識と周知に

ついてお答えいたします。地区防災計画につきま

しては、自主防災組織のように町内会の枠組みに

とらわれずに地域単位で商店街やマンション、学

校区などが自発的に防災活動に関する計画を定め

るものであり、名寄市の地域防災計画の中にも規

定されることもできるものとなっております。議

員も御存じのとおり、地域防災計画に規定されれ

ば、より実効性のある計画となりますので、各地

域などで広がっていけば防災力の向上につながる

ものと認識しております。しかし、現在名寄市で

は町内会単位においての自主防災組織の設立と活

動の活性化に向けて取り組みを推進しているとこ

ろでございます。現状の組織率は、３割に満たな

い状況となっておりますが、少しずつ組織化でき

るよう取り組みを進めていますし、自主防災組織

支援事業補助金も活用しながら組織の活動につい

て支援してきているところです。地区防災計画の

必要性等については認識しておりますが、当面は

これまで同様に自主防災組織を中心に取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、自主防災組織の設立と地区防
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災計画の取り組みについてお答えいたします。地

域の実情に合わせた防災対策や自主防災組織設立

についての具体的な取り組みについてでございま

すが、自主防災組織の設立につきましては各地域

での主体性によるものが非常に重要になると考え

ております。現状の組織設立の呼びかけにつきま

しては、出前講座や町内会連合会を通じたものが

主体となっております。また、自主防災組織支援

事業補助金についても周知しながら設立や活動支

援を行っておりますし、活用しやすいような補助

内容としているところです。地区防災計画の認定

の方向性についてでございますが、名寄市地域防

災計画に地区防災計画を規定するという意味合い

だと思いますが、地域防災計画に規定するに当た

っては提案された計画について名寄市防災会議で

判断することとなりますので、御理解をお願いを

いたします。

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、住宅セーフティーネット制度について、小

項目１、北海道との協議状況についてお答えをさ

せていただきます。

住宅確保が困難な高齢者や子育て世帯の住まい

を確保するための民間空き家等を活用することを

目的として、平成２９年１０月に住宅セーフティ

ーネット法が改正され、民間賃貸事業者登録制度

の創設に合わせて新たに北海道居住支援協議会が

設置されました。この協議会には、全道の自治体

が参加をしており、昨年の会議においては網走市

における子育て世帯への居住支援についてと題し

て空き家バンク登録状況、空き家解体補助、戸建

空き家を子育て世帯が住む場合の支援策などが取

り組み事例として紹介されました。北海道として

の民間登録事業者数等は、当初８戸でしたが、手

続の簡素化により現在は３０戸に増加しているこ

とが会議で報告されております。

また、家賃補助や家賃債務保証料等の支援とい

った新たな住宅セーフティーネット制度の活用に

ついては、補助の目的として今後の住宅確保に配

慮が必要な世帯が増加すると考えられていること

から、公的住宅のみならず、民間賃貸住宅等の空

き家を登録し、住宅確保要配慮者のための住宅確

保をすることも有効な手段と期待をされておりま

す。

名寄市においては、住宅セーフティーネットと

して住宅確保に困窮している低所得者のために市

営住宅を年４回定期公募しているほか、状況によ

り随時募集も行いながら住宅を提供しており、現

在は応募倍率１倍前後となっていることから、空

き家が不足している状況にはないと考えており、

当面は公営住宅の供給を継続することで対応でき

るものと考えておりますが、今後とも国や北海道

の動向を注視しながら、北海道居住支援協議会と

連携して適切に対応し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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農産物のブランド化と差別化について、小

項目の１、農業生産工程管理ＧＡＰに対する今後

の取り組みと課題について申し上げます。

ＧＡＰ認証につきましては、これまで農畜産物

を輸出するに当たり、取引先から認証を求められ

た場合など限定的な取り組みとして扱われてきま

した。しかし、冬季オリンピックで使用する食材

がグローバルＧＡＰまたはＪＧＡＰの認証品に限

定されたことを受け、国も認証取得に向けて積極

的に取り組みを進めている中、国内におきまして

も農産物の安全、安心を保障する制度としてＧＡ

Ｐ認証が注目をされ、関心が高まってきていると

ころであります。

ＧＡＰ認証を先進的に取り組まれている事例か

らは、生産工程の見直しや管理の徹底によりコス

トの縮減や効率化が図られるなど経営改善による

効果や農産物の安全、安心のアピールを通じて差
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別化やブランド化を図ることを目的に取り組んで

いると報告されておりますが、その普及は道内に

おいてグローバルＧＡＰ９６件、ＪＧＡＰ２４１

件にとどまってございます。

本市におけるＧＡＰ等の外部認証の導入状況に

ついてでありますが、１件の農業者が認証を受け

てございますが、認証の取得更新には費用が伴う

こと、工程管理に伴う記帳などの事務作業が煩雑

であることなど取り組む生産者にとって負担が多

いことに加え、指導者も不足する状況の中で、販

売価格の上乗せなど直接的な効果に必ずしも結び

つくとは限らないことなどから、積極的な取り組

みには至っていない状況にございます。本市とい

たしましては、引き続き農業者を対象に認証制度

の内容や取り組みによる効果などにつきまして周

知や研修会などを開催し、取り組むとともに、認

証を希望する生産者に対しましては関係機関、団

体と連携をし、情報提供や指導に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目４、

置き勉についてお答え申し上げます。

小項目１、置き勉の現状と課題について申し上

げます。教科書やその他の教材等は、家庭におけ

る学習課題を適切に課すなど家庭学習も視野に入

れた指導を行う上で重要なものですが、授業で用

いる教科書やその他の教材、学用品や体育用品等

が過重になることで体の健やかな発達に影響が生

じかねないといった懸念や通学時の危険性などが

指摘されています。

児童生徒の通学時における教科書や教材等の持

ち物の負担軽減については、全国的にその現状が

問題視されていることから、本市においても昨年

の９月に全小中学校を対象に調査をしたところで

ございます。その結果、教職員全体で共通理解を

図り、年度当初に学校に置いていっていいものの

リストを配付するなどして児童生徒、保護者に周

知をしている、家庭学習に影響のない範囲で日常

的に使用する学習用具等を必要に応じて教室内の

特定の場所に保管している、美術の絵の具のセッ

トなど特別教室で使用する学習用具等を必要に応

じて特別教室内の所定の場所に保管しているなど、

全ての学校で児童生徒の発達の段階や学習上の必

要性、通学上の負担等を考慮した取り組みを行っ

ているところでございます。

通学時の学習用具の取り扱いについては、可能

な限り身体的負担に配慮することが必要と考えて

おります。その一方で、予習、復習など家庭学習

の促進や教室における学習用具の管理あるいは各

学校でロッカーなどの施設整備面での差異もある

ことから、各学校の実情も踏まえながら、引き続

き実態の把握や保護者との情報共有を行うととも

に、文部科学省から特に重量の目安などが示され

た場合には、より具体的な対応について検討して

いきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。引き続き再質問をさせていただきます。

まず、地域防災計画についての部分ですけれど

も、自主防災組織が名寄市ではまだ３割しかでき

ていない、それなのに地区防災計画なんて言うな

よというような感じですけれども、きのうも同僚

議員が名寄でも地震が起きる可能性があるという

ふうに言われておりました。可能性は、もうゼロ

％ではなくなったというのが現状だというふうに

思っております。各地域、うちは震源がないよと

いったところが今地震に見舞われて、ああいう災

害が起きているというのが現状ですから、幌延の

ほうにもあると言っているので、ここも引き続き

つながっているのではないかというふうにも言わ

れております。

その中で、今回ここの地区防災計画の部分を言

わせていただきました。計画どうのこうのではな

くて、私は自主防災組織がしっかりとできていれ
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ば、この地区防災計画は必要は余りないのかなと、

名寄市の防災計画で十分対応できるのかなという

ふうには感じていますけれども、しかし少しずつ

でも地域の部分をつくっていかないと、消防だと

か警察、そして市役所のメンバーはきっと公助の

部分で地域には全く入れないような状況になって

しまいますし、地域の部分は地域でしっかり自助、

共助できる体制をつくっていくのがやっぱり自治

体の仕事かなというふうに、あなたたち勝手にや

れよではなくて、やはりそれを手助けしていくと

いうのが行政マンの仕事かなというふうに思うの

です。

そして、前回の議会報告会のときに、町内会で

議会報告会をやられたときに、ある御婦人がうち

の町内会に自主防災組織がないのですよね、どう

すればいいのですかねと。いや、皆さんで話し合

ってつくってくださいと。でも、きっとこの方も

皆さん高齢者ですから、ある程度のやっぱりこう

いう自治組織、防災組織をつくるのにはマニュア

ルをつくってあげて、データである程度こういう

ふうにすれば自主防災組織というのはつくれるの

ですよというふうにすれば、私はもうちょっとス

ムーズな形で町内会もつくれるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、今現状市役所と

してはそういうこれからつくるよと言われたとこ

ろ、体制づくりにどういう部分をお手伝いしてい

るのか、それとも聞いてこないと教えてあげない

のか、いろんなあれがあると思うので、ちょっと

何かあれば、どういう方法で今自主防災組織を懸

命につくろうとされているのか、もう少し詳しく

中村総務部長からお聞きしたいなというふうに思

うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。自主防

災組織ということなものですから、基本的にはそ

れぞれの町内会の中で防災意識が高まった中でこ

ちらに連絡を、こちらというか、担当のほうに連

絡をいただいた際には、組織の立ち上げについて

御相談とかがあった場合につきましては担当のほ

うで丁寧に説明をさせていただいております。そ

の際には、先ほど高橋議員からありましたけれど

も、マニュアルといいますか、こういった形で組

織を立ち上げるですとか、一定程度ひな形といい

ますか、文案みたいなものについてはこちらでも

用意しておりますので、そういったものの提供だ

とかはしているところであります。

また、きっかけと言えばあれですけれども、や

はり出前講座ですとか、そういった形で地域のほ

うから１つ防災について自分たちも自主的に勉強

したいのだというようなことでのきっかけで、市

の担当者と連携をとりながら組織が立ち上がって

いくというのがこれまでの状態かなというふうに

思っています。

自主防災組織でありますけれども、積極的に地

域の皆さんとは連携をとりながら、これからも自

主防災組織の立ち上げは努力してまいりたいとい

うふうに思っていますので、御理解をいただきた

いと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に地域の方々は、きっと立ち上げたいの

だけれども、立ち上げるきっかけがない。去年の

ブラックアウトみたいに起これば、石油ストーブ

を買ったり、いろんなものを用意するのだけれど

も、やはりある程度の部分の足がかりをつけてあ

げないと、町内会はなかなかできないと思うので

す。若い方がいればいいのですけれども、市役所

の方が町内会にどんどん入っていただいて、こう

いうふうにつくりますよというふうに言っていた

だければ進んでいくと思うのですけれども、今の

やはり町内会の部分というのは高齢化が進んでい

まして、なかなかそういう部分は難しいのかなと

いうふうに思っています。

そんな中で、今回地区防災計画の部分を出させ

ていただいたのですけれども、先ほど一番最後に
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地区防災計画をつくっても名寄市の規定で名寄の

防災会議で検討して許可を出すでしたか、最後言

ったのが。何かそんなふうに私、中村部長が言わ

れた部分でお聞きしたので、これは地域で地区防

災計画を立てたら、名寄市の防災経営会議でその

ひな形を確認して許可を出すという言い方をされ

たみたいなのですけれども、その辺は今どうなの

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） ちょっと私の受け取

り方がまずかったのかもしれません。議員がおっ

しゃられている地域防災計画というものにつきま

しては、この名寄地域における防災会議の中で最

終的にその内容が地域計画として必要なのかとい

うことの承認を得た上で計画ができるということ

でございまして、一般的に自主防災組織でつくる

計画とそんなに中身は変わらないのですけれども、

名寄市の防災会議の中で承認がされれば名寄市、

いわゆる行政とその計画をつくったグループの皆

さんとの協力関係ができてくるということになろ

うかというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） それは当然です。本

当にこの市でつくる防災計画と地区の防災計画が

ばらばらでは共助、自助、公助の役割が全く滞っ

てしまうというふうに思うので、それは当然だと

いうふうに思います。

とりあえず、平成２６年４月に東日本大震災で

起きたこのときの教訓を得て地区防災計画という

のを立てろというふうに国ではつくったのですけ

れども、なかなか先ほど言ったように６割の自治

体が行う必要はあるのだけれども、やっぱり地元

の地域の防災計画をつくった中で、一応地域の自

主防災組織をつくって防災を進めていこうという

のが各地域この６割の中の、名寄市もその６割な

のかなというふうに思っているのです。

私は、地区防災計画というのは立てなくてもい

いかなと。その地域防災計画、名寄市の計画がし

っかりしていて地域に浸透していれば地区防災計

画なのです。だから、それをやっぱりしっかり行

政として進めていただきたいというふうに私は言

いたいのです。

その中で、先ほど自主防災組織をどんどん広め

ていくという中で、広まらない理由というのは、

きっと先ほど言ったように町内会としてなかなか

メンバーもいないし、つくるのが大変だと。名寄

なんて災害は起きないから、つくらなくていいで

しょう、そんなものという町内会もあるかもしれ

ませんし、そういう状況だと思うのです。でも、

そういう中でこの防災組織をつくっていかないと、

市役所と警察と自衛隊と消防は町内会のことはや

っていただけないよと。町内会のことをやっぱり

しっかりと町内会で進めてもらう部分をしないと

だめだよというのがこの自主防災組織を立ち上げ

る意味だと思うのです。

うちも１年半前に立てたのですけれども、今２

回町内会で訓練をしました。その中でライフジャ

ケットを買ったりして、昨年のブラックアウトが

あったので、石油ストーブを２台買ったり、だか

ら私はそういう部分で防災意識を高めるではなく

て、町内会にこういう部分で自主防災組織を立ち

上げた部分で自分たちで災害があったときに、こ

ういう部分が変えるよではなくて、持てるよとい

う方向性をつくっていったほうがいいのかなとい

うふうに思うのです。

先ほどこの自主防災組織の支援事業補助金があ

りますと言っていました。ここで部長、私は幾ら

あるのかちょっとわからないのです。１回６万円

だとか何ぼという部分をその防災の訓練だとか何

かのときに使えるというふうに言われているので

すけれども、ちょっと状況を教えていただきたい

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） 詳細な中身について

は、ちょっと資料ないのですけれども、全体では
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限度額として６万 ０００円が限度額で、中身的

には防災の資機材を買ったり、あるいは防災訓練

をやったり、講習会をやったり、チラシをつくっ

たりというようなことで、それぞれ申請をいただ

いてということで毎年出している、助成をしてい

る、支援をしている内容になっております。

済みません。以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） しっかりアピールし

ていただいて、少しでもこの自主防災組織設立の

部分で努力をしていただきたいことをお願い申し

上げます。

次に、住宅セーフティーネットの部分をお伺い

いたします。北海道居住支援協議会等がずっと話

をされていまして、なかなかこの制度が進まない

というのが現状かなと。新聞に載っていました、

なぜ進まないのかなという部分が、こんなにすば

らしくいいものなのにと。だから、名寄は市営住

宅でこれを使っているみたいですからいいのです

けれども、釧路や何かも本当に市営住宅が最初こ

の住宅セーフティーネットで採用していったので

す。名寄は、このように公営住宅がそういう住宅

セーフティーネットの糧となって、入れないとい

う方がいないというので安心しましたけれども、

しっかりこの住宅セーフティーネット、これから

やっぱり高齢者もふえてくると思いますし、そし

て高齢者の単身世帯、そしてあってはならないこ

とですけれども、ひとり親世帯がふえてこなけれ

ばいいのですが、そういう部分の入居を拒まれる

方々の部分のセーフティーネットですので、しっ

かりこの道との協議を進めていただいて、早目に

この協議会、セーフティーネットの制度を使って

ある程度の居住体制を整えていただくことをお願

いいたします。

次に、農産物のブランド化と差別化、農産物Ｇ

ＡＰの取得、講習会ということですから、これか

ら取られる方は取られるで進められるというふう

に思います。なかなか進まない理由が費用がかか

り、そして事務処理の煩雑化、そして販売価格の

引き上げができないという部分がネックになって

いるという部分ですので、なかなか農家の方々に

とってはＧＡＰ取得をしてもどうなのかなという

部分はあると思うのですけれども、やっぱり名寄

市が今回この市政執行方針で出した安心、安全な

農産物、農畜産物の生産という部分を考えると、

やっぱりＧＡＰ取得というのが必要なのかなとい

うふうに私も感じます。

農協または農家の方々が難しいと言うのであれ

ばあれなのですけれども、北海道の農業改良普及

センターがそのＧＡＰの北海道農業生産工程管理

手法の導入推進ということで進められております。

そして、平成２７年３月には６７２産地が取得さ

れていて、野菜が主なのです。野菜が２４２産地、

そして麦としては平成１９年から進められて、こ

のＧＡＰを取られて、ホクレンがＧＡＰを何かず

っと進めているという部分で言われています。そ

して、できれば私はＧＡＰを取っていただいて冬

季オリンピック、札幌オリンピックで名寄の本当

に安心、安全なおいしい食材を使っていただきた

いのですけれども、この講習会というのは北海道

の普及センターの方々が来て講習をされるのでし

ょうか、ＧＡＰの推進協議会の方々が来てやられ

るのか、ちょっとそこら辺を教えていただきたい

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） ＧＡＰの講習会につ

いては、これまでも取り組みをさせていただいて

おります。例えば２９年度ですけれども、３０年

１月３０日には地域農業セミナーの中でこのＧＡ

Ｐについての説明をさせていただいたり、あるい

は環境保全型の取り組みをしていただいている方

に、対象者は１３人ということで少ないのですけ

れども、この人たちにそういった制度の説明をさ

せていただいておりますし、またこれは民間のほ

うですけれども、グリーンアドバイザー協議会と

いうことで指導農業士さん、農業士さんの集まり
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ですけれども、この中でも取り組まれているとい

うことであります。こういった取り組みもありま

すし、改めて私どものほうでもこのＧＡＰに関心

のある方を対象に具体的な講習会あるいは説明会

を開催させていただきたいと思っています。先ほ

ど１件認証を受けたというふうな報告をさせてい

ただきましたが、ここも普及センターさんが随分

お力をかしていただいて認証したということであ

りますので、そういった関係の有識者の方にぜひ

指導をいただきながら、そういう研修会開催をさ

せていただきたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。よろ

しくお願いします。ぜひ少しでも多くの方々が安

心、安全な農産物の作成またはＧＡＰへの食材の

普及をお願い申し上げたいと思います。

最後に、置き勉対策についてをお伺いします。

昨年９月に調査をされたという部分、そして１２

月には日常学習で使用しない勉強道具または家庭

学習に必要な勉強道具だけをお持ちするという、

そして絵の具や何かは置いていくという形で言わ

れました。課題として、ロッカーがないので置い

ていけない部分があるのかなという、ロッカーな

どがという部分、そこの部分というのはどこの小

学校なのでしょうか。全体的な部分で普及はされ

ていると、認証はされていると思うのですけれど

も、現実ロッカーがなくてそういう絵の具だとか

の部分は置いていけない状況なのかを教えていた

だきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 申しわけございませ

ん。個々の状況については今のところ、今ちょっ

と資料を持っていないので、把握はしていません

けれども、いずれにしましても置き勉につきまし

ては道教委のほうからも通知が来ております。学

習用具等の持ち運びへの配慮についてということ

と、またさらには学校に学習用具を置くことにつ

いてというようなことで道議会の中で道教委が答

弁した部分もございます。いずれにいたしまして

も、置いていく、家に持って帰るについても保護

者と十分連携をとりながら児童生徒の発達の段階

に応じた状況または学習上の必要性、その辺も十

分考慮して進めていかなければならないと思って

いますし、またその反面、重量の関係と重いラン

ドセルを長時間背負うということの影響というの

がどこにどのように出てくるかというのは、きっ

ちりとした論文というか、データがまだないとい

うことで、その辺でいろいろはっきりした重量、

何キロまでというようなことも出てこないのかな

とは思っていますけれども、アメリカあたりは自

分の体重の１０％から２０％までがもう限界の範

囲だというようなことも言われていますし、日本

でも整形外科の専門医の方に言わせると、やはり

１５％までが限界ではないかというようなことも

言われていますので、その辺についても今後いろ

んな所見が出てくると思いますので、その辺も考

慮しながら各学校と連携しながら検討してきたい

というふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ検討をお願いし

ます。検討とやっぱり推進をお願いしたいのです。

小学校、今はちょっと軽くなったと言っています。

よその地域でも教科書、家庭学習に教科書を使う

のではなくて、家庭学習は宿題を与えている学校

が多いのです。ペーパー宿題で持って帰らせてい

るというところが多いみたいですので、ぜひその

辺も参考にしていただいて、家庭学習は宿題はペ

ーパーだよというふうな形で進めていただきたい

なというふうに思います。また、中学校がまだ部

活の道具もあるみたいで重いみたいなのです。ぜ

ひ中学校のほうもしっかりと教職員、ＰＴＡ、そ

して教育委員会等を含めてお話し合いをしていた

だいて、少しでも軽い状況で進められるような形

で行っていただくことをお願いいたします。
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以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 熊 谷 吉 正


