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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８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（東 千春議員） 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、

３番 山 崎 真由美 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 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。

組織機構変更に伴う目的と役割等について外２

件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、組織機構変更に伴う目的と役

割などについてお伺いをいたします。組織という

言葉について改めて調べてみますと、意識的に調

整された２人、またはそれ以上の人々の活動や諸

力のシステムであると定義をされております。ま

た、その組織を円滑に運営するためにはマネジメ

ントが必要であります。具体的な組織マネジメン

トは、企業規模、あるいは行政自治体の規模によ

って異なるとは思いますが、どのような立場でも

組織を管理する上では人、物、お金、情報などの

資源をどのように活用していくかが重要であると

思います。

そこで、小項目の１番目、新設部署の機能と役

割についてお伺いをいたします。平成３１年４月

１日より総務部総合政策室が総合政策部として独

立し、その組織の中に総合政策課が新設をされま

した。また、平成２９年４月より教育部に新設を

された教育部スポーツ・合宿推進課が総合政策部

の中に移設をされました。総合政策部設立の趣旨

とそれぞれの課における役割及び具体的な運営機

能についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、営業戦略室及び営業戦

略課の名称変更についてお伺いをいたします。平

成２８年４月１日より営業戦略室が担当していた

交流事業を当時設置された交流推進課へ移し、交

流事業が進められてきました。交流事業移譲後、

営業戦略課としてどのような事業を推進されてき

たのかお伺いをいたします。

また、ことしの４月より名称を産業振興課に変

更いたしましたが、名称変更の趣旨と主な業務内

容についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、組織変更による期待さ

れる効果についてお伺いをいたします。４月より

総務部総合政策室が総合政策部として独立し、今

まで教育部に配置されていましたスポーツ・合宿

推進課が移設をされました。この組織変更により

今後の運営において期待される効果についてお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、医療と連携した活力あ

る健康社会づくりに向けてお伺いをいたします。

小項目の１番目、名寄市保健事業実施計画の推進

における第２期データヘルス計画の位置づけにつ

いてお伺いをいたします。団塊の世代が２０２５

年には７５歳以上となり、超高齢化の進展に伴い

働き盛り世代からの健康づくりの重要性が高まる

中、データヘルス計画の目的は、健康寿命の延伸

が重要な施策であると認識をしております。具体

的にはデータを活用し、科学的にアプローチし、

ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営により実効性

を高めていくものと思っております。そこで、名

寄市の第２期データヘルス計画の位置づけについ

てお伺いをいたします。

次に、第１期計画の評価と第２期計画の課題に

ついてお伺いをいたします。データヘルスの第１

期計画では、データ分析による現状把握が主な取

り組みであり、加入者の健康課題を明確にした上
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で事業を企画するいわゆるＰＤＣＡサイクルの計

画が主な事業であったと思います。その分析結果

をもとに第２期計画において費用対効果の観点も

考慮しつつ、実施計画の課題についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、地域包括ケアとのかか

わりでありますが、データヘルス計画は総人口に

占める高齢化率の増加により、生活習慣病の発症

や重症化リスクを軽減する制度でもあると思って

おります。高齢期は、個人差の大きい年代であり、

個人の状況に応じた包括的な支援が必要であり、

データヘルス計画と地域包括ケアの連携について

お伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、空き家等の対策推進に

向けてお伺いをいたします。国土交通省の住宅・

土地統計調査によると、２０１３年の全国におけ

る空き家は８２０万戸であり、この２０年間では

８倍も増加しているとのことであります。また、

民間の調査機関によると、今後住宅の除却などが

進まないと想定すると、２０１３年の２０年後、

いわゆる令和１５年には８２０万戸の ６倍に当

たる １５０万戸で、空き家率は３ ２％になる

との予測もされております。このように空き家の

総数については、全国的にも増加傾向の中で、小

項目の１番目、名寄市内の空き家の現状について、

人口、世帯数との比較で推移状況についてお伺い

をいたします。

次に、小項目の２番目、空家バンク制度の利用

実態についてお伺いをいたします。空き家、空き

地等の利活用の促進を目的に、名寄市空家バンク

制度が平成２８年度より開設をされております。

この制度は、空き家等の所有者が売却や賃貸の希

望がある場合、市の空家バンクに登録してもらい、

ホームページなどで情報を公開し、購入希望者へ

マッチングを図り、運用をする制度と認識をして

おります。制度制定後の空家バンクの登録件数と

活用実績についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、空家等対策計画の進捗

と今後の課題についてお伺いをいたします。空家

等対策の計画期間は、平成２８年度から令和２年

度までの５カ年で進められております。計画スタ

ートから４年目に入り、具体的な取り組みに対す

る成果と今後の課題についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま東川議員から大項目で３点にわたり御質

問いただきました。大項目１については私から、

大項目２及び大項目３については市民部長から答

弁とさせていただきますので、よろしくお願いを

いたします。

初めに、大項目１、組織機構変更に伴う目的と

役割等について、小項目１、新設部署の機能と役

割について申し上げます。新設の総合政策部は、

地域において人口減少が喫緊の課題とされる中、

名寄市総合計画中期基本計画における重点プロジ

ェクトや名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の着実な推進に当たり、部署を横断しての取り組

みについてこれまで以上に推し進める必要がある

ことから、昨年７月に総務部に設置した総合政策

室の機能をより充実させ、新たに部として設置し

たものでございます。

同部は、総合政策課とスポーツ・合宿推進課の

２課で構成され、前者は秘書に関することのほか、

これまで総合政策室が担ってきた総合計画や総合

戦略などの策定及び進捗管理等の事務に加え、経

済部が担当していた移住、定住対策、その他複数

の部署にまたがり調整が必要な業務を実施するこ

ととしており、部の設置にあわせて担当の専任職

員のほか、専任の管理職をあわせて配置すること

といたしました。後者のスポーツ・合宿推進課に

ついては、これまで体育振興の業務を受け、教育

部の部局として冬季スポーツの拠点化に取り組ん

でまいりましたが、各施策には人口減少対策や地

域経済対策など複数の政策要素を含んでいること、

スポーツ振興には生涯教育のほか健康増進などさ
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まざまな効果を有していることから、教育部スポ

ーツ・合宿推進課のスポーツ振興及び合宿の誘致

に関する業務を所管するものとしております。

次に、小項目２、営業戦略室及び営業戦略課の

名称変更について申し上げます。昨年度までの営

業戦略室でございますが、同室は平成２３年度に

商工業の振興、企業誘致、労働行政、観光、物産

振興に加え移住などの業務を集約し、総合的な視

点から対外的に名寄市を発信することにより、交

流人口の拡大を図ることを目的として設置いたし

ました。その後、従来の姉妹都市や友好都市との

交流の枠組みを超えて、台湾に代表される国内外

の都市との交流事業が拡大したことから、平成２

８年度に国内国際交流事業に関する業務を所管す

る課として、経済部に交流推進課を設置したとこ

ろでございます。

営業戦略室は、合併後の新名寄市において旧名

寄、旧風連それぞれの魅力や地域資源について新

たな発想から市民と協働で発見、発掘、活用を進

め、名寄市を内外へ売り込む点でこれまで大きな

役割を果たしてきたものと考えております。名称

の変更に関しましては、従来の営業戦略室という

名称は、ともすれば所管する事務がわかりにくい

との御指摘を過去いただいたこともございました。

また、従来の横断的に名寄市の地域資源と魅力を

売り込むという役割は、今後各部横断的に施策を

推進し、その統括を行う総合政策部が果たすこと

になりましたので、移住、定住に関する事務を同

部に移管したことを踏まえ、一定の役割を終えた

と判断し、より対外的にわかりやすい産業振興室

としたものでありますので、御理解お願いします。

次に、小項目３、組織機構変更により期待され

る効果について、特にスポーツ・合宿推進課に関

して申し上げます。スポーツ・合宿推進課につい

ては、これまで所管してきた業務のうち、スポー

ツの振興に関すること及び合宿の誘致に関するこ

とを総合政策部に移管したことは、先ほどの答弁

で申し上げたとおりであります。今回の組織機構

の見直しによる効果ですが、スポーツ・合宿推進

課がスポーツの振興に関して総合政策部の特色で

ある各担当部署との連携をこれまで以上に深めな

がら推進していくことにより、健康増進や生涯学

習など、スポーツの持つさまざまな効果を多くの

市民に伝えていく場面が拡大するものと考えてお

ります。また、合宿の推進やスポーツ指導者の養

成、ジュニア育成などの政策についても今後スポ

ーツを核にした移住者の受け入れなどの施策につ

ながっていくことで、部として移住政策などを含

めた総合的な取り組みも可能になると考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２、

医療と連携した活力ある健康社会づくりに向けて

についてお答えいたします。

まず、小項目１、名寄市保健事業実施計画の推

進に向けて、①、第２期データヘルス計画の位置

づけについて、②、第１期計画の評価と第２期計

画の課題について申し上げます。データヘルス計

画とは、健康、医療情報を活用して、ＰＤＣＡサ

イクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実

施を図るための計画で、健康寿命の延伸を重要な

柱として掲げた日本再興戦略において全健康保険

組合とともに市町村国保に対しても計画を作成し、

事業に取り組んでいくよう進めているものです。

当市においては、国保データベースシステムにあ

る健康や医療に関する情報のほか、健康診査のデ

ータなどを活用してデータヘルス計画を策定する

とともに、保険者として健康課題の分析、保健事

業の評価などを行い、国保の加入者に関する健康

保持増進と医療費の抑制を図ろうとするものです。

また、策定に当たりましては、すこやか北海道

２１、名寄市健康増進計画健康なよろ２１第２次、

名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画など、それぞれの計画との整合性も図っ

ておりますほか、以前まで別に定めていた第３期
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特定健康診査等実施計画を当計画に登載し、特定

健康診査などとも一体的にあわせた取り組みを行

い、生活習慣病の発症及び重症化の予防につなげ

てまいります。

また、第１期計画の評価と第２期計画の課題に

つきましては、第１期計画での取り組みにおける

具体的な考察としまして、脳血管疾患、虚血性心

疾患、糖尿病性腎症におきまして治療者の割合は

減少しているものの、依然として総医療費に占め

る割合は高い状態にあることなどから、第２期の

計画におきましてもこれらの重症化予防を重点的

に進める必要があると分析し、引き続き中長期的

目標として設定し、数値の減少を目指してまいり

ます。さらに、短期的目標としましては、中長期

的課題の共通リスクとなっている高血圧や脂質異

常症、糖尿病などを減らすことを掲げ、その具体

的な目標値や方策について記載し、生活習慣病の

発症及び重症化の予防を図ろうとするものです。

また、国保の都道府県単位化におきまして、国

では特別調整交付金を活用したインセンティブ制

度による保険者努力支援制度を設けており、当計

画でもお示ししているところですが、この制度に

よりまして健康診査を初めとした医療費適正化の

取り組みが交付金に反映されるため、貴重な財源

確保として、さらには費用対効果の観点からも今

後制度の動向を注視しつつ、当計画におけるさま

ざまな課題に取り組んでまいります。

次に、小項目２、地域包括ケアとのかかわりに

ついてお答えいたします。高齢化社会を迎え、今

後の社会保障費の増大が懸念される中、健康寿命

の延伸と医療費適正化の取り組みといたしまして、

高齢者の健康づくりを推進することが重要となっ

ており、病気の早期発見と対応が必要となってま

いります。保険者といたしましては、これまで同

様のさまざまな取り組みが必要である一方、今後

におきましては介護予防と健康づくりを一体的に

取り組んでいくことが必要となってまいります。

当計画におきましては、地域包括ケアとの連携を

図りながら、健康寿命の延伸と医療費の適正化を

進めていくことが重要である旨記載させていただ

いております。今後国保保険者として、あるいは

後期高齢者医療制度の保健事業の点からも、医療、

保健、介護部門などとの連携を強化し、地域包括

ケアシステムの推進に向けて、ともに取り組んで

まいります。

続きまして、大項目３、空き家等の対策推進に

向けてについてお答えいたします。まず、小項目

１、空き家等の推移についてですが、人口や世帯

数との比較による空き家数の推移は、５年に１度

実施されています住宅・土地統計調査で確認する

ことができますが、平成３０年は市町村別の数値

の公表がまだですので、平成２０年と平成２５年

の調査結果により比較をして説明をいたします。

平成２０年の調査の空き家数は、一戸建ての賃貸

や売買物件を除きますと６５０件となります。こ

のうち腐朽、破損のある空き家は３７０件となり

ます。平成２５年の調査では、同様の一戸建ては

４２０件と平成２０年の調査より約３５％の減と

なっており、このうち腐朽、破損のある空き家は

１７０件、約５４％の減となります。各年の９月

末の人口と世帯数を見ますと、人口、世帯数とも

２５年度は減少しており、人口で約５％、世帯数

で約２％の減少となっています。人口と世帯数、

それぞれの減少率と比較をしますと、空き家の減

少率、特に腐朽、破損のある空き家の減少率が大

きくなっています。

また、統計調査とは別に、平成２９年度に住宅

地図メーカーより空き家等のデータコンテンツを

購入いたしました。そのうち事業所、工場、集合

住宅などを除いた４４８件の現地調査を実施した

結果、空き家と思われるものは２４９件あり、そ

のうち外壁のひびや雑草の繁茂など近隣に影響を

与える可能性がある要件が１項目でもあるものは

１３４件となりました。統計調査とは基準が異な

りますが、平成２５年時点の調査と比較し、空き

家の件数、また腐朽、破損ありとされた空き家の
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件数が下回っております。加えて４４８件の現地

調査時点で居住中と思われるものが１１２件、既

に除却が行われているものが８７件と調査家屋全

体の４ ４％が既に空き家ではなくなっており、

市全体的には活用や除却が活発に進んでいると言

える結果となりました。現地調査の結果は、デー

タベースとして整理し、空き家に関する相談など

があった際の基礎資料として活用しているところ

です。

次に、小項目２、空家バンク制度の活用状況に

ついてお答えいたします。名寄市空家バンク制度

は、空き家や空き地等の利活用の促進を目的に市

が市内の宅地建物取引事業者と協定を結んでいる

もので、空き家などの所有者が市と協定を結んだ

宅地建物取引事業者との物件の売買や賃貸の契約

を締結した後に、市の空家バンクへの登録申請を

いただき、登録した空き家などの情報を市のホー

ムページや北海道が開設する空き家バンクのサイ

トで情報公開をできるものとなっております。こ

れまでに数件の問い合わせはいただいております

が、申請に至った事例は今のところはありません。

本市においては、宅地建物取引事業者の仲介によ

り、既に物件の流通などが活発に行われているこ

とがその要因ではないかと思われます。

問い合わせをいただいている内容としましては、

空家バンクに登録することで市が取引の仲介や買

い手、借り手のあっせんをしてくれるという認識

によるものが多く、市が取引の仲介を行うことは

できないことやこの制度の趣旨は売買や賃貸に出

す空き家等の情報発信のツールの一つであること

などを説明させていただいております。

次に、小項目３、名寄市空家等対策計画の進捗

と課題についてお答えいたします。名寄市空家等

対策計画では、空き家等の調査、空家バンクの設

立に加え、適切に管理されていない空き家等への

対策などが定められております。計画に基づいた

取り組みとしましては、空き家等の調査について

は、さきに申し上げました空き家データコンテン

ツを活用した現地調査によるデータベースを確立

いたしました。空家バンクについては、まだ登録

はありませんが、情報発信のツールとして空き家

などの所有者が活用できるコンテンツを確立して

きたところです。また、市の広報紙などを活用し

まして、適正管理を怠り、他者に損害を与えた場

合のリスクや相続放棄をしても空き家などの管理

責任は失われないことなど、従前よりも踏み込ん

で当事者意識を醸成する広報活動を実施したり、

適切に管理されていない住宅の管理責任者への連

絡を重点的に実施してまいりました。建材の飛散

や落雪などの緊急的な事案については、警察や消

防、教育委員会、道路管理者などの関係機関と連

携を図り対応しており、応急的にリスクなどを除

去する措置をとっているところです。

市の働きかけによりまして、所有者などによっ

て周囲に危険を及ぼす可能性がある家屋の除却に

至った案件を初め、連絡を行ったうち半数以上で

は建物の修繕や屋根雪の処理など、適正管理が行

われ、危険な状態が回避されており、計画に基づ

く取り組みの成果があらわれているものと捉えて

おります。一方で管理責任者などへの連絡を進め

つつも改善に至っていない危険家屋も残っている

ことが大きな課題であり、今後も引き続き関係機

関と連携しながら、管理責任者などへの連絡を行

ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの項目にお

いて丁寧な答弁をいただきましてありがとうござ

います。答弁をいただいた内容を含めて、改めて

再質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。

まず、組織変更に伴う目的と役割についてとい

うことで、それぞれ３項目、機能と役割について

御答弁をいただきました。その中で、新たにでき

た総合政策部というのは、各部署を横断的にこれ

からの施策を進めていくというふうなことで説明
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をいただいたところであります。

それで、そこに今まで教育部にあったスポーツ

・合宿推進課が総合政策部に配置をされたという

ふうなことで、冒頭壇上でもお話をさせていただ

いたように組織を管理するという上では当然人だ

とか物、お金、情報源、これをいかに活用してい

くかというのが非常に重要なポイントであるとい

うふうに思っております。そういう意味で、今回

ここに変更したことによって人口減少対策である

とか、あるいは健康増進対策、スポーツ・合宿推

進課をこの組織に配置をしたことによって横断的

に進めていかれるというふうな御説明をいただい

たかというふうに思います。そこの中で、今まで

スポーツ・合宿推進課で管理をしていた施設の管

理体制、この辺については今後どのように運営を

されていくのか改めてお聞きをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 体育施設の関係につ

きましては、引き続き教育部のほうで今現在も管

理をさせていただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 済みません。もう一

度確認させてください。というのは、スポーツ・

合宿推進課ではなくて、教育部で担当されるとい

うことでよろしいのですか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 施設の管理運営等に

ついては、スポーツ・合宿推進課がしますけれど

も、その大もとの予算措置ですとかについては、

指定管理料ですとかそういう部分については教育

委員会で引き続きということでなってございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） わかりました。

部が変わるということで、その辺御答弁の中で

も庁内横断的に進めていかれるということで、こ

の辺の管理体制、今までと部が変わるというふう

なことになってくると思いますので、十分配慮を

した中で進めていっていただきたいというふうに

思います。

特に今後スポーツ合宿を含めた冬季スポーツ拠

点化事業もそうですけれども、ことしの３月にな

よろスポーツ合宿推進協議会、これを発展的に解

消してＮスポーツコミッション、これが設立をさ

れましたけれども、今後そのＮスポーツコミッシ

ョンが自走をしていくというまでには行政からの

指導だとか支援、これが非常に重要になってくる

と思いますけれども、今後どこの部署がどのよう

なかかわりを持って対応されていくのかお聞きを

したいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） Ｎスポーツコミ

ッションとのかかわりということでの御質問かと

思います。平成２８年度にスポーツ・合宿推進課

が教育委員会に設置をされまして、そこではジュ

ニア育成、大会誘致などさまざまな事業に取り組

む中で実は実感していたのは、スポーツの裾野の

広さというところでございます。これまでの施策

の評価においてもスポーツ合宿による経済効果や

スポーツと観光、スポーツと子育てなど、これま

でなかった分野との連携が求められることが多く

なりまして、時代の流れとともにスポーツの持つ

役割がふえていることも実感をしているところで

ございます。行政組織においてもニーズに合った

変化が必要だと感じてきたところでございます。

お話のとおり、ことし３月にＮスポーツコミッ

ションを設立しましたけれども、現在市内の企業

１８団体２８名で構成されていますが、会議を重

ねる中で行政の視点から見えなかったスポーツ行

政の課題やスポーツによる地域づくりの新しいア

イデアが出されております。新しく立ち上がりま

した総合政策部では、しっかりとＮスポーツコミ

ッションと連携しながら、市民の皆さんの取り組

みが具現化できるようその環境を整えていくとと

もに、庁舎内の横連携がさらにスムーズになるよ

う冬季スポーツの拠点化を推進していきたいとい
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うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） では、今後Ｎスポー

ツコミッションの支援体制等については、総合政

策部が中心となって、それぞれ対応されていくと

いうふうなことで理解をさせていただきます。

冒頭からこの組織変更に伴う形の中で御答弁を

いただきました中で、今後総合計画も含めた形の

もので、横串を刺して庁内を横断的に進めていく

というふうな役割を担っていくという御説明をい

ただきました。それぞれ今回の第２次総合計画の

中には、重点プロジェクトはもともと庁内を横断

的に取り進めていくというふうな形で３本の重点

プロジェクトが設定をされておりますけれども、

改めて総合政策部の中でどのような形で今後その

運営を取り進めをされていこうと考えておられる

のかお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合政策部につ

きましては、先ほど総務部長のほうから答弁でも

申し上げましたけれども、人口減少に代表される

さまざまな課題に組織として連携して対応するた

めの中核として機能することを求められていると

考えております。そのため目標としては、総合計

画や総合戦略に代表される施策や短期的に全庁が

協力して取り組むべき施策についてスピード感を

持ってスムーズに遂行していくことだと思います。

他部門との連携の具体例といたしましては、既

に本定例会補正予算の審議でも御議論いただきま

したけれども、プレミアムつき商品券発行事業に

ついて総合政策部の所管とさせていただきました。

本事業は、交付対象者の判定や案内作業、商品券

利用可能事業者との調整など、市民部、健康福祉

部、経済部などと連携しながら総合政策部が統括

して事業を進める必要があり、既に総合政策部が

事務局となり、庁内で名寄市プレミアムつき商品

券発行事業推進本部を設置をいたしまして、各部

署の担当者を交えて事業準備を行っております。

また、移住関係業務につきましても、現在安心を

キーワードとした名寄市のＰＲポイントの構築の

ため、関係する各部の若手職員による庁内移住定

住ＰＲチームを立ち上げまして、検討に着手して

いるというところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。冒頭より人口減少が喫緊の課題だというふう

なことで、それぞれの部署を横断的に進めていく

というふうな中で、既に４月１日から発足をして、

プレミアム商品券のことに関してもいろんなもの

が進められているというふうなことで、今後の活

動に期待をしたいというふうに思います。

それで、先ほどの答弁の中で営業戦略室のこと

も総務部長から御答弁をいただいたのですけれど

も、経済部長もいらっしゃいますので、改めて営

業戦略室の部分についてお聞きをしたいというふ

うに思います。答弁でもありましたように営業戦

略室、平成２３年度に設立をされて、それぞれの

その取り組みについては今御答弁をいただいたと

おりでございます。このときに地域総合事業とい

うようなことで、総務省がその当時出された新地

域再生マネージャー事業、これとあわせた中で、

ちょうどタイミングが同じような時期で営業戦略

室が発足をして、地域の観光であるとか、あるい

は先ほど御説明ありました農商工連携、あるいは

観光クラスター事業、この時点では名寄市観光計

画、これもその当時にきちっと制定がされたとい

うふうに認識をしております。この当時観光を目

的とした中で、観光資源を余り多く持たない名寄

市が既存のものを生かした中でつくり上げていく

というふうなことで政策が築かれたというふうな

記載もございます。今までそれぞれ営業戦略課で

取り組んできたこと、一定の成果があって、今回

先ほどの説明の中では一定の役割を終えたという

ふうなことで、名称も変更してそれぞれ進めてい
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くというふうな御説明があったかというふうに思

います。平成２３年度から今年度まで営業戦略課

で進めてきたこと、あるいはそれを交流推進課に

事業を移してきたというふうな経過がお話もござ

いましたけれども、改めて２３年から営業戦略課

で進めてきた事業、この部分が一応こんなような

成果があったというふうな内容についてあればお

聞きをさせていただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。平成２３年度に設置をした営業戦

略室の成果についてということだというふうに思

います。設置当時の目的等については総務部長の

ほうからありましたので、その中から大きなもの

について絞って少し成果について報告をさせてい

ただきたいというふうに思います。

まず、議員のほうからも観光のところについて

触れておられましたけれども、この観光のところ

でいきますと、やはり総合計画の観光部門におけ

る具体的なアクションプログラム、名寄市観光振

興計画でありますけれども、これを策定しながら

計画的に、さらにはオール名寄の体制で取り組ん

できたというのが一番の大きな成果ではないかと

いうふうに思っています。この計画の策定に当た

っては、これも議員のほうから触れられておりま

したけれども、営業戦略室設置当初から総務省の

外郭団体であります財団法人地域総合整備財団、

いわゆるふるさと財団と私ども呼んでおりますけ

れども、ここの新地域再生マネージャー事業の採

択を受けながら、さまざまな実証試験やアンケー

ト調査、さらには専門アドバイザーの派遣なども

いただきましたので、そういった方たちの知見を

活用しながら、計画を練ってきたところでありま

す。観光振興計画を通じながら、観光キャラクタ

ーによる本市のＰＲ、あるいはひまわり観光や合

宿誘致など交流人口の拡大に向けて取り組んでき

たということであります。

さらに、この観光振興計画、議員も御存じのよ

うに当初の計画をそのまま進めるということでは

なくて、しっかりと検証もし、必要な見直しを行

うということで、平成２８年度に見直しをさせて

いただいたということであります。この見直しの

ときには、観光入り込み客数及び外国人宿泊延べ

数を新たな数値目標として掲げさせていただきま

して、スポーツ・合宿推進課と連携しながら冬季

スポーツ合宿拠点化や、あるいは近隣の市町村と

もしっかりと連携をしながら、広域連携によるイ

ンバウンドの誘致など取り組みを深化させてきた

ということで御理解をいただければと思います。

また、もう一つの大きな役割としては、交流と

いうことがありますが、これについては平成２５

年度には本市の友好交流都市であります東京都杉

並区との縁を活用しながら、外国人来客数で最も

多い、かつ親日的な台湾との交流を進めさせてい

ただいたということであります。具体的には中学

生の野球交流ですとか、あるいは高校生の教育旅

行誘致などを通じまして、次代を担う青少年の国

際感覚豊かな人材を育てようということで取り組

んできたところでありますし、この方たちが将来

には名寄市へのリピーターとして訪れていただけ

るのでないかという期待も込めながら、これらの

交流を進めてきたところであります。これらの交

流を通じながら、もう一方民間の中でも台湾との

交流を進めようという機運が高まりまして、平成

２７年度には名寄日台親善協会も設立され、現在

はこの台湾との交流の主な活動主体は、民間のほ

うに移行しているというところであります。

また、もう一つ、移住の関係であります。昨年

度まで営業戦略室のほうで所管をさせていただき

ましたけれども、平成２４年には名寄市移住促進

協議会を設立をさせていただきまして、官民連携

により取り組みをスタートさせていただいたとい

うことであります。具体的には首都圏での移住フ

ェアにおけるＰＲ、ホームページ、ＳＮＳによる

情報発信、さらにはお試し住宅なども設置をしな

がら、本市への移住促進に資する取り組みを進め
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させていただいたということでありますので、御

理解をいただければというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 営業戦略室としての

平成２３年度からの取り組み、交流人口の拡大、

観光施策、あるいは海外との交流の拡大というふ

うなことで御説明をいただいたというふうに思い

ます。その経過については理解をさせていただき

ますけれども、今後産業振興室、経済部として私

はここで改めて今後の進め方について考え方をお

聞きをしたいのですけれども、やはり経済部とし

ては地元の中小企業、いわゆる地場の商工労働に

関する取り組み、これがより重要になってくるの

かなというふうに思いますので、現時点でこの産

業政策室における今後の取り組み、考えている範

囲内でお聞かせをいただければというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の産業振興室の

役割ということだというふうに思います。１つに

ついては、これまでも名寄市のＰＲというのをメ

ーンに営業戦略室で進めさせていただきましたの

で、ここは引き続きの課題もあります。それは観

光振興という部分がありますので、ここについて

はこれまでの成果を踏まえ、あるいは検証を踏ま

えながら、引き続き取り組んでまいりたいと、そ

のように考えております。

もう一つの大きな私どもの役割というのが今東

川議員が言われたように地元の中小企業の振興だ

というふうに考えております。これは、従来から

ある課題でありますけれども、改めて組織の名前

も変わりましたので、ここが今後の大きな課題の

一つだというふうに受けとめているところであり

ます。

これまでも中小企業振興条例に基づく各種施策

を初めといたしまして、市内商工団体や金融機関

などと連携した事業承継に向けた取り組み、本市

における喫緊かつ最大の課題であります人口減少

と労働力の不足の問題などもございますので、本

市における商工業振興に係る基本的な理念や役割

などを定めます基本計画、これの策定に向けて今

後取り組みを進めていきたいというふうに思いま

すし、この計画をベースにその後の取り組みにつ

いても進めてまいりたいと、そのように考えてお

りますので、御理解をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。地元の中小企業の取り組みについて基本的な

考えを今お聞きをしました。改めて今後その内容

については、いろんな場でまたお話し合いをさせ

ていただければなというふうに思います。

時間が少なくなってきまして、この１項目に関

して、新組織を発足をするというこれはあくまで

も目的であって、目標に向かうこれから指標につ

いて、私個人としては組織を変更するということ

は必要だというふうに思っております。なぜかと

いいますと、いろんな外部的な戦略が変わってく

るから、その周りの環境変化に柔軟に対応してい

くというのが一つのやり方として組織を変更して

いく、これは柔軟なやり方の方法の一つではない

かというふうに思っております。

ある人の有名な言葉の一つですけれども、最も

強い者が生き残るのでもなく、最も賢い者が生き

延びるものではない。唯一生き残れるのは変化で

きる者であるというふうな言葉があります。そこ

で、改めて加藤市長にお聞きをしたいと思います。

総合計画第２次の中期計画のスタートの初年度に

当たって、今まで４月１日からの組織変更という

ふうなことでやりとりをさせていただきました。

今お話をさせていただいたように組織変更という

のは、目的ではないというふうに思っております。

この組織変更によって今後ゴールに向かう指標と

いいますか、どういうふうなお考えで今後進めら

れていこうとされているのか、現段階でのお考え
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をお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来それぞれの部長

から答弁をしていただきましたけれども、平成２

２年４月に私市長になって、その翌年に営業戦略

室を設置をしたわけですけれども、民間にずっと

私いて、行政との一番の違いは営業という考え方、

あるいは名前のつく部署があるか、ないかという

ことで、これを象徴的に営業という名前がつく部

署をつくって、当時は商工労働観光、そして交流

ということで営業戦略室をつくってきたわけです。

今それぞれ一定の成果も出てきたと思いますし、

これは営業戦略にとどまらず、例えばモチ米の部

門で日本一のモチ米のブランディングをしていく

だとか、あるいは冬季スポーツをさらに推し進め

ていくことで名寄のブランディングを図っていく

だとかということで、営業戦略室を超えた全庁的

な一定の名寄をしっかりと売り込もうという機運

は高められたのかなというふうに思います。

一方で政策もかなり重層複層化してきて、一定

の整理もこれから必要になってくるだろうという

ことがこれは議会でも議論されてきたというふう

に思いますけれども、改めてそのことを受けて、

しっかりと政策を選択と集中していくと。そして、

何回も言うように今喫緊の課題である人口減少問

題にしっかりとフォーカスをして、この総合計画

でも大きな３本の柱となっている重点プロジェク

トを中心としたこの施策をしっかりと指令してい

く部署が必要になってくるだろうということで、

総合政策室から総合政策部に４月に格上げをし、

専属職員も置き、あるいはスポーツの部局を教育

部局から市長部局に置くと。このことによって選

択をし、それをより政策を深化をさせると。さら

には、その政策をスピード感を持って、そして何

回も言うように全ての部署にまたがっていく政策

なので、これを広域的に統括をしていくと。これ

は、市の部局の連携だけではなくて、民と官の連

携であったり、地域の自治体との広域連携という

ことも含めた連携をしっかり進めていくことで、

この人口減少問題あるいは総合計画を強力に推進

をしていくと。そのエンジンと、中核となってい

くということだというふうに思います。

改めてこの４月から２次総計の中期が始まりま

すので、議員がおっしゃるとおり、社会は本当に

目まぐるしく変化をしていく中で、その時代の変

化をしっかりと捉えて、この政策をしっかり推進

をしていくということで今回の組織機構の見直し

を行ったということでございまして、ぜひ御理解

と御協力をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

した。全庁的な取り組み、政策、その時々に選択

と集中をしていくというふうなことと、当然新た

な部署の中ではスピード感を持って対応されてい

くというふうなお話だったというふうに思います。

いずれにしても、今の中期計画をスムーズな形で

進めていくというふうなことで市長のほうからお

話をいただいたと思います。きょうも市民の方が

傍聴多く来ていただいておりますけれども、今後

はさらにこの動きをしっかりと市民にお伝えをし

ていく手段、方法についてもお願いを申し上げて、

この項目については終わらせていただきたいとい

うふうに思います。

次に、２番目、医療と連携した活力ある健康社

会づくりということで御答弁をいただきました。

基本的な内容については、お話を伺った中で御理

解をさせていただきます。

それで、時間がありませんので、１点だけお聞

きをしたいと思います。名寄市の高齢化率という

のは、先月末現在で３ ３５％、先ほどより人口

減少の問題が出ております。人口減少というのは

避けられない問題で、これをいかに緩やかにして

いくかと、あるいはまた人口が減っても幸せに生

活できるまちをどうやってつくっていくのかとい

うのが市民と行政でともに考えていく必要がある

のかなというふうに思っております。今回のデー
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タヘルス計画と関連する施策として、名寄市の第

７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画

においても予防を積極的に推進して、要介護リス

クが高まる年齢をおくらせるというふうな取り組

みがなされておりますけれども、データヘルス計

画との整合性についてお聞きをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） データヘルス計

画と他の計画との整合性という御質問だというふ

うに思っております。本市の国民健康保険被保険

者を対象として策定されました今ありました保健

事業実施計画、データヘルス計画については、市

民の健康増進の推進に関する施策について基本的

な計画であります。これにつきましては、名寄市

の健康増進計画健康なよろ２１第２次と目指す目

標は一緒であります。また、この計画の推進によ

りまして、今ありました第７期の高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画、また総合計画の第

２次計画の中期計画において市民が安心して健や

かに暮らせるまちづくり、これにつながっていく

かというふうに思っています。そういった面では、

健康福祉部、市民部が計画している計画のそれぞ

れの実績、分析を行いながら、それぞれの計画が

必要な部分をしっかり取り入れながら、市全体で

市民が安心して健康に末永く暮らせる環境をつく

っていく、そういった面ではそれぞれ担当とも横

断的な連携を図りながら、各種事業を推進してい

るところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 理解をさせていただ

きます。

この福祉計画といいますのは、国保、高齢者医

療というのは市民部、高齢福祉、介護保険は健康

福祉部というふうなそれぞれの部門を部がまたが

って、それ以外のところも連携する部分があると

いうふうには思いますけれども、今御答弁をいた

だいたように各部門との連携で、安心していつま

でも名寄に健やかに暮らせるというふうな健康寿

命の延伸という形の中では、さらに今後の活動を

よろしくお願いをしたいというふうに思います。

それで、時間がなくなってきましたので、最後

に空き家の内容について、空き家等の中で御答弁

をいただきました。それで、空家バンクが実際に

は数件の問い合わせがあるけれども、取引が成立

していないと。背景には名寄には取引業者、宅建

業者といいますか、そういうのがあるというふう

なことで、情報発信のツールの一つでというふう

なお話の答弁をいただいたかと思います。

実は、私も今回質問をするに当たって宅建業者

何件かといろいろ話をしてきました。なぜ空家バ

ンクを利用されないのですかというふうなことで

お聞きをすると、実際に答弁でありましたように

名寄市内に大手で五、六件の業者があって、その

中で互いの情報交換というのが非常にされている

という形のものがあって、空家バンクそのものと

いうのは、それぞれの市町村にそういう業者がな

いところについては有効なのかなというふうなお

話で、名寄市内を考えると利用する方両方に余り

大きなメリットはないのかなというふうなお話で

ありました。

そこで、空家バンクをせっかく開設をしている

のであれば、今全国版空き家バンクという制度が

あるのを御存じなのかどうか改めてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 北海道の空き家バン

クという部分は承知していたのですが、全国版の

空き家バンクについては、申しわけございません、

承知しておりませんでした。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 私も以前に資料で見

ることができたのですけれども、実は静岡の浜松

市の記事がこの中で出ておりました。国交省のモ

デル事業で採択をされて、そこに登録をすること
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で、これ自治体が登録するのは無料でできます。

手数料は取らないというふうなことの制度だそう

です。今ＩターンであるとかＵターン、要するに

都市部で育った人も生まれ育った地域に戻ってき

たいというふうな情報発信のツールとしては、名

寄市内ではそんなに多くは利用されないのかもし

れないですけれども、こういう全国版であればも

っといろんな形で利用いただけるのでないのかな

と。

先ほど移住、定住の部門も総合政策部の中で今

後取り進めていかれるというふうなお話もいただ

きました。こういう情報発信というのは、いろん

な発信の方法というのは、新しいそういうところ

ができたのであれば、そういうところも利用しな

がら、少しでも人口減少というふうな課題を解決

する方法、あるいは空き家の減少、移住、定住と

いう形の中で非常によい手段の一つではないのか

なというふうに思っておりますので、それについ

てのお考えがあれば改めてお聞きをしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 移住の観点から

空き家について再質問いただきましたけれども、

実は移住促進協議会という協議会がございまして、

そこには市内の不動産関係の事業者さんも参画い

ただきながら、組織して運営しているのですけれ

ども、実際そういった方々に聞き取りのほうをさ

せていただきました。状況どうなっているのかと

いう聞き取りをさせていただきましたけれども、

現状空き家については、冒頭議員のほうからもあ

りましたけれども、需要と供給のバランスでいう

と需要がかなり多くて、供給量がなかなか追いつ

いていないという状況で、御相談をいただければ

すぐ何らかの形で契約が成立してしまうというよ

うな現状だということでございまして、なかなか

そういった情報ツールを活用して提供できるもの

も実はないのだよねというお話もいただいている

ところです。

しかしながら、おっしゃるとおり、移住者とい

う観点から見ますとお客様は全国におられるとい

うことですので、今後ちょっといろいろまた協議

会の中でも検討させていただきながら、研究をさ

せていただきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

市民の満足度向上につながる組織機構の見直し

について外２件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいま議長の御指

名をいただきました。再び議席をいただき、一般

質問をさせていただくことに深く感謝の念を持ち

つつ、通告順に従い、大項目で３件にわたり質問

をさせていただきます。

大項目１、市民の満足度向上につながる組織機

構の見直しについてお伺いいたします。最初に、

小項目１、総合政策部新設の狙いと期待される効

果についてお伺いいたします。さきに行われた令

和元年第１回名寄市議会臨時会において名寄市事

務分掌条例の一部改正が可決されました。それに

より名寄市の組織機構に総合政策部が新設され、

市の重要施策の総合企画及び総合調整に関するこ

とほか５件の分掌事務を担当していくことになり

ました。新設されて間もないことから、改めて新

設の狙いと期待される効果についてお伺いいたし

ます。

次に、小項目２、各部署及び関係機関との連携

についてお伺いいたします。分掌事務のうち市の

重要施策の総合企画及び総合調整に関することを

総務部から総合政策部に移したことにより、各部

の連携が具体的にどのように変容していくのか、

また関係機関との連携をどのように進めていくの

か具体像をお伺いいたします。

次に、小項目３、スポーツ振興に関する連携に

ついてお伺いいたします。教育委員会を中心に進

められてきたスポーツ振興のうち、特に生涯スポ

ーツの振興にかかわっては今後どのように展開さ

れていくのか、その具体的な計画をお伺いいたし
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ます。

最後に、小項目４、市民への情報提供について

お伺いいたします。名寄市役所の組織機構の一部

変更については、広報なよろ５月号でも紹介され

ています。しかし、変更点は掲載されているもの

の、情報量が十分であるとは言いがたい状況にあ

ります。市民が市政運営について理解を深めるこ

とは、市民協働のまちづくりを進めていく上でも、

また満足度を上げる上でも重要な要素であります。

今後情報提供がどのように進められていくのかお

伺いいたします。

次に、大項目２、安全な地域づくりを目指す具

体的計画についてお伺いいたします。小項目１、

児童生徒の通学における安全確保についてお伺い

いたします。交通安全対策や不審者に対する安全

対策など、改めて言うまでもなく以前から行政及

び学校、地域で取り組みが進められていますが、

川崎市での大変痛ましい事件を思うとき、悲しみ

とともに憤りを覚え、失われた命に哀悼の誠をさ

さげるとともに、いま一度市民一丸となって安全

確保策の確認が必要であると考えます。取り組み

についてお伺いいたします。

また、近年多発している熱中症による事故の発

生は、本市の児童生徒についても一定の対策を講

じる必要があります。自分の身は自分で守るとい

う健康教育の観点も含め、取り組みについてお伺

いいたします。

小項目２、河川の雑木処理による洪水対策につ

いてお伺いいたします。昨年度も全国的に天候の

異変による洪水が多発してきている中、名寄市に

おいても過去に河川の増水による災害被害を経験

してきています。その対策としての雑木処理は欠

かせないことと考えますが、関係機関との連携も

含め、対応の状況についてお伺いいたします。

小項目３は、土のうによる安全対策についてで

あります。過去の災害時に設置された土のうがそ

のまま置かれ、時間の経過とともに袋が破れてい

る状態にありますことから、その対応についてお

伺いいたします。

最後に、大項目３、高齢者に優しいまちづくり

についてお伺いいたします。最初に、小項目１、

歩きやすい路面環境の整備についてお伺いいたし

ます。手押し車を押しながら歩かれている高齢の

方を見かけることがありますが、路面の凹凸で進

みにくく、苦労されている姿をお見かけします。

幹線道路の舗装もさることながら、生活道路や住

宅周辺の道路の維持管理は、直接高齢者の活動に

影響を及ぼすことが予想されます。いつまでも自

力歩行ができ、健康な体で暮らしていただけるよ

うに路面環境の整備が必要であると考えますが、

対応についてお伺いいたします。

最後に、小項目２、買い物支援の体制づくりに

ついてお伺いいたします。町内会などによる買い

物支援の取り組みもなされていることと思います

が、市としての取り組み状況についてお伺いいた

します。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいまは山崎議員から

大項目で３点にわたっての御質問をいただきまし

た。大項目１を私から、大項目２、小項目１を市

民部長、小項目２、小項目３及び大項目３の小項

目１については建設水道部長、大項目３、小項目

２についてはこども・高齢者支援室長からそれぞ

れ答弁をいたします。

初めに、大項目１、市民満足度向上につながる

組織機構の見直しについてでありますが、本質問

はさきの東川議員の御質問とも一部重複している

ことから、答弁につきましても重複する部分がご

ざいますが、御了承願います。小項目１の総合政

策部新設の狙いと期待される効果についてでござ

いますが、総合政策部の設置は、各種政策課題の

解決に当たり、部署を横断しての取り組みについ

てこれまで以上に推し進めることを狙いとして、

これまでの総合政策室の機能をより充実させ、新

たに部として設置したものでございます。同部の
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総合政策課では、秘書に関すること、総合計画や

総合戦略などの策定、進捗管理等の事務に加え、

経済部が担当していた移住、定住対策、その他複

数の部署にまたがり調整が必要な業務を実施をい

たします。また、スポーツ・合宿推進課について

は、これまで教育部において冬季スポーツ拠点化

に取り組んでまいりましたけれども、当施策には

人口減少対策や地域経済対策など複数の政策要素

を含んでいること、スポーツ振興には生涯教育の

ほか健康増進などさまざまな複合的効果を有して

いることから、総合政策部に組織を移管したもの

であります。

今回の総合政策部の設置に期待する効果といた

しましては、昨年度の総合政策室の設置の際には

年度途中の機構の見直しということもありまして、

配置した多くの職員が兼務という発令になりまし

たが、今回複数部局との調整を図る部として職員

を専任として配置をしておりますので、今後多く

の部局横断が必要な施策に対して、これまで以上

に迅速な対応が可能になると考えております。

次に、小項目２の各部署及び関係機関との連携

についてでございます。総合政策部の設置による

各部署や関係機関との連携のあり方でございます

が、総合政策部の設置により何らかの固定的な連

携組織を新たに設けるのではなく、取り組むべき

政策課題に応じて連携すべき庁舎内外の組織が異

なることから、政策課題ごとに個別に連携を深め

ていく手法が望ましいものと考えております。先

ほど述べたとおり、総合政策部においては新たに

専任の職員を配置をしておりますので、政策課題

ごとに総合政策部の職員がコアとなり、関係する

部署や関係機関と協力連携関係をつくり上げる、

あるいは課題実現のためのグループを構築をしま

して、そこでさまざまな議論を行い、市役所の一

部局だけではなくて、市役所全体、さらには市民

を巻き込みながら、課題の解決に取り組むことで

市民との協働のまちづくりにもつながるものと考

えております。

小項目３、スポーツ振興に関する連携について

でございます。この４月からは、スポーツ・合宿

推進課が教育委員会から市長部局に移行したこと

により、体育施設の管理を除く主な生涯スポーツ

の振興については、総合政策部で担うということ

になりましたが、これまで取り組んできた事業に

つきましては、他部署との連携をさらに深めなが

ら、総合計画の進行に合わせて推進をしてまいり

ます。教育委員会との連携につきましても、特に

児童生徒の健康の保持増進、体力の向上に係る部

分においてこれまでと同様に学校現場と連携を密

にしながら推進をしてまいります。

また、ことしの３月に設立をいたしましたＮス

ポーツコミッションが本格的に稼働し、各種事業

を展開をしているところでありますが、教育委員

会、経済部、総合政策部からもそれぞれ委員とし

て構成メンバーに名前を連ねております。引き続

き庁内の連携を図りながら、スポーツによる地域

振興の実現及び生涯スポーツの振興を図るととも

に、学校体育の振興にもかかわってまいりたいと

考えております。

小項目４、市民への情報提供につきましてであ

ります。総合政策部の設置に関する市民周知でご

ざいますが、広報なよろ５月号におきまして執務

室の移動とあわせて御案内をさせていただいたと

ころでありますが、職員の配置などの関係上、部

の設置の決定が３月の末になったということで、

事前に市民の皆様に十分お知らせができなかった

ということは議員の御指摘のとおりであります。

今後総合政策部の機能などにつきましては、広報

担当と連携をしながら、できるだけ早く広報で周

知をさせていただくとともに、総合政策部に関す

るホームページの内容についても今後充実を図っ

てまいります。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２、

安全な地域づくりを目指す具体的計画について、

小項目１、児童生徒の通学における安全確保につ
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いてお答えいたします。

まずは、５月２８日に川崎市で発生した殺傷事

件でお亡くなりになられたお二方に哀悼の意をさ

さげるとともに、被害に遭われた方々や御家族、

関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。

本市における各小中学校での防犯対策につきま

しては、学校経営計画において不審者に対する安

全確保対策の指導や地域との連携について掲載し、

対応しております。加えて登下校の児童の安全を

守るため、各小学校で設置する安心会議で登下校

の見守りを行っているほか、各安心会議において

ＳＯＳ１１０番の家などを設置しているところで

す。また、各学校の安心会議や関係機関の取り組

みなどについて情報共有を図ることを目的として

安全安心円卓会議を開催し、各学校における児童

の生活状況の報告、あるいは不審者情報やいじめ

の問題などの課題も含め情報交換を行い、各学校

の安心会議の取り組みに生かしていただいている

ところです。

市による見守りとしましては、名寄市青少年セ

ンターで地域や公共施設内を含めた見守り、巡回

活動を行っています。加えて市内に不審者情報が

あった場合には、青色回転灯を装着した市の公用

車で防犯啓発や名寄市メール情報配信サービスに

よる市民への注意喚起を行っております。さらに

は、行政や各組織、団体などの連携協力により、

安全で安心な地域づくりを進めるために設置して

います名寄市安全安心地域づくり推進協議会では、

名寄警察署などから提供される情報や組織、団体

相互の情報を共有することにより、各団体等にお

ける活動に生かしていただくこととしております。

今後も各学校において児童生徒への交通安全や

防犯に関する指導、注意喚起を行うとともに、各

組織、団体との協働のもと、子供たちの安全確保

に向けた取り組みを進めてまいります。

なお、児童生徒の登下校時における熱中症対策

につきましては、この道北の地域におきましても

３０度を超える猛暑日が年々ふえる傾向にあり、

特に小学校低学年など体力のない子供たちが学校

活動後に水分補給もないまま下校した場合、脱水

症状による熱中症の危険もあることから、登下校

時や屋外での活動時の暑さ対策として水筒を持参

させる、下校時には水分補給をし、帰宅させるな

ど、各小中学校において適切な対応をしていただ

くよう周知をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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

目の２、安全な地域づくりを目指す具体的計画に

ついて、小項目の２、河川の雑木処理による洪水

対策について、小項目３、土のうによる安全対策

について、大項目の３、高齢者に優しいまちづく

りについての小項目１、歩きやすい路面環境の整

備について答弁申し上げます。

本市が管理する普通河川につきましては、改修

を行うための国の補助制度がないことから、ブロ

ックを用いた護岸や堤防を備えた整備を行うには

多額の工事費や河川用地の取得などの課題も多く、

大規模な改修事業が難しいものと考えていること

から、これまでの間本市の単独事業により維持業

務を中心に整備を行っております。河川周辺の農

地や道路を冠水被害から守るために、川底に堆積

した土砂の床ざらいや雑木についても除去を行っ

てきております。

本市の普通河川の雑木処理については、雑木や

土砂堆積の多い箇所から優先的に処理をしており、

昨年度の実績として名寄地区で智恵文の福徳川を

４０メートル、中名寄の日彰川を５００メートル、

砺波の砺波川を４６０メートル雑木処理しており

ます。毎年度少しずつではありますが、継続して

課題解消に向けて取り組んでまいります。

また、国や北海道の管理河川につきましては、

毎年度要望をしており、日常の職員の見回り確認

や地域からの要望をいただいた時点で直ちに国や

北海道へ報告を行い、河川の維持補修により雑木

や土砂の床さらいを行っていただいております。
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国の管理する河川については、昨年度の実績とし

て、名寄川を５８０メートルとタヨロマ川を ０

００メートル雑木処理いただいております。また、

北海道の管理する河川については、智恵文川を

０３３メートル、豊栄川を７６５メートル、有利

里川を ７３０メートル雑木処理していただいて

おります。今後も引き続き国、北海道に対し、事

業の促進や地域への周知を含め要望を継続してま

いりますので、御理解いただきますようお願い申

し上げます。

続いて、小項目の３、土のうによる安全対策に

ついてですが、土のうの使用方法としましては、

大雨により排水路や河川が氾濫し、家屋や宅地へ

の浸水のおそれがある場合において浸水対策とし

て設置するとともに、道路ののり面や河川の川岸

が崩壊した場合にも応急処置として設置しており

ます。本市では、現在総数約 ６００袋の土のう

を保有しており、名寄市道路センターや旧風連町

除雪センターなど計５カ所に備えており、災害時

には市職員や地域の消防団などとの協力にて設置

しております。近年においては、土のうを設置す

ることにより浸水による被害を最小限にとどめた

実績がございます。

土のう袋は、通常時間の経過とともに劣化し、

中に詰めている土や砂が流れ出ることから、上昇

していた水位の低下が確認された時点で回収をす

ることとしております。しかし、その後も土のう

設置が必要と想定される箇所や地先の要望があっ

た箇所については、その場に引き続き設置してお

くことにより、次の大雨時には効率的に速やかな

対応が図られた事例等もございます。

議員御指摘の設置後の破れた土のう袋の対応に

ついてですが、これまで降雨であれば現状でも対

応可能と判断しておりますが、今後これ以上の降

雨に備えるため、地先の方とも相談した上で撤去、

更新など方策について研究し、対応を図ってまい

りたいので、御理解願います。今後におきまして

も大雨災害による被害を最小限に抑制することに

努め、市民の皆様が安全、安心な生活を過ごせる

よう防災力の向上に努めてまいります。

続いて、大項目の３、高齢者に優しいまちづく

りについての小項目１、歩きやすい路面環境の整

備についてでございますが、本市の生活道路や住

宅周辺の道路についての維持管理は、町内会、市

民の皆様からの情報提供や日常の職員の見回り確

認をもとに、車道、歩道の凹凸や舗装の陥没箇所

において状態の悪いところから部分的な舗装補修

を適宜実施しております。

また、新規の道路整備では、国土交通省所管で

あります社会資本整備総合交付金を活用し、道路

構造令に基づき車道、歩道を一体的に進めており

ます。近年では、平成２８年度に南１１丁目右仲

通の整備が完了し、平成２９年度には西４条仲通

の整備が完了しています。また、本市単独費によ

る歩道整備補修として、平成２５年度に名寄駅前

の商店街地区を実施をしております。

路面環境の整備計画については、名寄市総合計

画第２次において未改良道路の舗装化による舗装

率５％向上を目標とした道路改良事業を先ほども

述べました社会資本整備総合交付金を活用して行

っており、毎年度継続して国に事業要望をしてお

ります。主な整備路線は、市街地や郊外地の防じ

ん道路や砂利道路などの未改良道路のうち、公共

施設沿線や住宅街の路線、幹線道路に連絡する路

線などを選定し、車道、歩道の整備を実施してお

ります。

今後も引き続き社会資本整備総合交付金の活用、

単独費の有効活用を検討しながら、高齢者の方に

も安心して通行できる路面環境の整備に努めてま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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、小項目２の買い物支援の体制づ

くりについてお答えいたします。
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買い物支援につきましては、高齢者が可能な限

り住みなれた地域で自分らしく暮らしていくこと

を目的に、平成２９年度から地域介護予防活動支

援事業の通いの場の一環として実施しております。

実施に向けましては、生活支援ネットワーク会議

や地域ケア推進会議での協議結果を踏まえまして、

事業内容を精査してきております。現在通いの場

での買い物支援に取り組んでいる団体は１カ所と

なっております。団体からの実績報告では、利用

される方の感想としまして安心して買い物ができ

る、おしゃべりすることが楽しい、以前より元気

になったといった声が出されるなど、順調に事業

が運営されております。この間買い物支援に関す

る制度内容の問い合わせはございますが、事業実

施には至っていない状況にあります。このことか

ら、事業の補助対象要件や事業を支えるボランテ

ィアの確保、運営方法などのさまざまな課題があ

ると考えております。こういった状況を踏まえま

して、本年３月から設置しております生活支援コ

ーディネーターの役割の一つとして、通いの場の

事業拡大に向け、町内会や老人クラブ、ボランテ

ィア団体などに伺い、住民ニーズの把握や事業と

のマッチングなどを進めながら、事業の周知や啓

発などの活動を取り組んでおります。

人が生活していくためには食べること、食べる

ためには買い物が必要であり、買い物をすること

で他者との会話、情報の共有ができ、商品を選ぶ

際に歩くことで身体機能の維持が図られるなど、

自立した生活につながると言われております。そ

のため買い物支援は重要な事業でありますので、

先進的に取り組んでいただいております町内会の

事例を各町内会や団体へ広く紹介するなど、今後

もさまざまな方法で事業を周知しながら事業拡大

を図るとともに、より使いやすい事業となるよう

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（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問に移らせていただきたい

と思います。

大項目１についてでありますが、先ほど東川議

員からも大項目１で内容的に重複するところの質

問がなされておりましたので、その部分の協議も

踏まえて質問をさせていただきたいと思います。

まず、１点目に確認させていただきたいのは、

今までも総合戦略重点プロジェクト３本、総合計

画第２次中期計画基本計画５本、この縦軸と横軸

をしっかり絡み合わせた政策を進めていくという

ふうに聞かせていただいておりました。その中で

冬季スポーツの拠点化プロジェクトにつきまして

は、基本計画の５番に星印がついていたと思いま

す。それが先ほどからの御答弁聞かせいただきま

したときに少しシフトしている部分があるのかな

という印象を持ちました。その点についてお聞か

せください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合計画の重点

プロジェクトの考え方というか、だと思いますけ

れども、シフトというよりは、スポーツ・合宿推

進課が今回我々総合政策部の部署に来たというこ

となのですけれども、実は国のスポーツに対する

動きとして、第２期スポーツの基本計画というも

のが策定されておりまして、そこでは４つの指針

が示されております。国民がスポーツで人生が変

わる、それから国民がスポーツで社会を変える、

国民がスポーツで世界とつながる、国民がスポー

ツで未来をつくるということで、健康増進、生き

がい、それから経済、地方創生、働き方改革、医

療費抑制、国際交流といったような多岐にわたる

部分がスポーツの役割というふうに国のほうでも

なってきております。そういった中で、今回の総

合政策部のほうに移管をしていただいたというこ

とは、名寄市の組織機構は現在国のスポーツに対

する価値に合致をしているのではないかなという

ふうに私のほうは考えております。そういった意

味で、総合計画の中で基本目標５に言っていると、
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重なっているというところですけれども、考え方

としては何も変わりはなくて、さらに求められて

いるものをしっかりと広げていきながら、効果的

なスポーツ振興を図っていきたいということが目

的となっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） しつこいようですけ

れども、でありましたらば産業振興のところより

も教育部分に重きを置いたスポーツ・合宿推進課

のお仕事ということになりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） スポーツ・合宿

推進課が果たさなければならない使命というのは、

総合的なスポーツの振興という部分が一番の目的

となっておりますので、当然子供たちに対しても

学校教育の現場にスポーツのトレーナーを派遣し

て、しっかりと基礎体力の向上を図る取り組みを

行っていたりとか、これから市民の皆さん方に取

り組んでいただけるようなスポーツを仕掛けてい

ったりとか、全般的に我々としてはスポーツの振

興をしていかなければならないというふうに考え

ておりますので、教育とかという、そういうくっ

きりした考え方で取り組むという考え方は特に持

っていません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 当然ここだけという

ことではないので、総合という言葉のつく総合政

策部の中に置かれているというふうには理解して

います。ただ、以前からずっとこの冬季スポーツ

の拠点化プロジェクトについては、基本目標の４、

産業振興についても大きくかかわるのではないで

しょうかというふうに申し上げてきました。今ま

でにも議論してきています。そのときに基本計画

５ですということを何度か説明を受けているので、

改めてこだわりたいところがあるということであ

ります。その点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 総合計画の部分

で、今回中期計画で改めてかかわりのある５つの

柱、５つの基本目標に対してこの重点プロジェク

トがどこに刺さるのかという見せ方を実は第２次

の計画当初、前期です、そのときにつけさせてい

ただきましたけれども、そういったある意味とが

らせる表現として空欄のある中でこの基本目標と

いう表現をしていたのですけれども、実際には御

指摘いただいたとおり、いろいろな部分にまたが

るということで、今回の中期計画については基本

的にはみんな印がつく中で、特にという意味で星

印という強調する表現をさせていただいておりま

す。といったことで、そこは以前御指摘いただい

た部分を踏まえまして、中期計画からは表記のほ

うは訂正をさせていただいておりますし、我々と

しても全般的にしっかりと関係するところは取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 人口減少対策、それ

から地域振興、産業振興を含めて、その部分につ

いては大変大きな期待をしているところでありま

すので、その期待の裏返しということでいろんな

質問をさせていただいているわけであります。

先ほどから教育の部分についてのところをもう

少し掘り下げて質問させていただきたいのであり

ますが、総合政策部スポーツ・合宿推進課は、兼

務で体育施設管理課ということで教育委員会の中

にも組織機構は残されています。しかし、４月か

ら教育委員会議にその部署の担当者は出席されて

いないと思います。教育委員会議の会議録を見せ

ていただきましたときに出席者名のところに名前

がありませんでしたので、そのようになっている

というふうに思っています。各部署の連携という

ことにかかわりまして、名寄市の児童生徒の根本

的な体力向上、そして学齢期からのアスリート育

成ということを考えたときに、ここに担当者が出

席しないという選択になっていることについての
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理由をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校でのスポーツの

振興ということにつきましては、学校教育課が学

校教育スポーツというエリアを担うのがいいので

はないかというようなことを考えておりまして、

まだ法的な整備はできておりませんけれども、そ

のような方向も含めて検討していきたいと思って

おりますし、スポーツ・合宿推進課と連携して行

っていく事業といいましょうか、取り組みも当然

ありますので、必要に応じて出席を求めることは、

当然体育施設の管理等も併任していただいており

ますので、その関係も含めて出席をいただいて、

御意見というか、考え方を聞き取るような場面も

教育委員会議の中ではあるかと思っておりますけ

れども、今後もそのような考え方で、必要に応じ

て出席をしていただくというようなことで進めて

いきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 必要に応じて出席を

求めるということでありますので、各部署連携を

とる中での教育委員会としての連携は保たれてい

くというふうに理解させていただきたいと思いま

す。

特に学校教育というところから枠を広げました

ときの生涯学習、公民館事業の中でのスポーツ振

興についての部分が大きくかかわってくるのでは

ないかというふうに思っております。その連携に

ついては、どのようにとられていくのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 現在もスポーツ・合

宿推進課を中心としていただいて、スポーツの関

係の中では道北健幸人と合同で親子参加型の運動

教室、ファミリーフィットネスを開催させていた

だいたり、また阿部特別参与にお願いをさせてい

ただいて、商店街と連携した形で商店街の中をウ

オーキングというような形でノルディックウオー

キングを実施したり、さまざまな形で生涯スポー

ツという形で取り組みは今後も進めていきたいと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市民は、自分たちに

とってどんなうれしい状況がもたらされるのかと

いうことを大きく期待しております。そして、小

中学生、高校生につきましても、自分たちが伸び

ていきたい、アスリートとして育っていきたいと

いうときにこのスポーツ・合宿推進課のスポーツ

推進、合宿推進、あわせてのスポーツ・合宿推進

課であると思いますが、どこに自分がかかわらせ

ていただけるのか。自分がつくっていただいた事

業の中に手を挙げて参加していくということは、

当たり前の受ける側の自発的な行動が必要になっ

てくるというふうに思っています。しかし、そこ

に入っていくことのできない、事業が自分のため

に整えられているのではなく、外に対して向けら

れている事業であると思われてしまうジレンマを

抱えている市民が多くいるわけです。その点につ

いて、例えばスポーツ振興、アスリート育成、誰

に対してのスポーツ振興ということになるのでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 当然今スポーツ

・合宿推進課で行っている事業については、ジュ

ニアアスリートの育成だったりとか、そういう能

力のある子たちのお手伝いというのもやらせてい

ただいておりますけれども、先ほどから私申し上

げているとおりスポーツ全般の推進というのが、

振興というのが根底に必ずあるということで、現

状例えば先ほどもお名前出ましたけれども、特別

参与の阿部雅司さんを筆頭に市民の皆様方に声を

かけさせていただきながら、水曜日、雅司のナイ

トランを実施したりとか、あとノルディックウオ

ーキングも商店街のお力をおかりしながら実施し

たりとか、それからいろいろな団体、社協さんと

も連携しながら、各種アスリートを招いての講演

会であったりとか、いろいろなことを広くやって
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きているところでございます。

それから、先ほどとまた同じ言葉になりますけ

れども、小学生の授業に対してトレーナーを派遣

して、体育授業の質向上を図っていったりとか、

あと先生方の指導というか、講習ということもや

らせていただきながら、質の向上ということでも

かかわらせていただいておりますので、決して外

に対してだけの事業をしているわけではなくて、

そこも行いながら、しっかりと市民に目を向けて

今後も推進していかなければならないというふう

に考えておりますし、その部分については３月末

に設立しましたＮスポーツコミッションの中でも

今後いろいろアイデアを出されながら推進してい

けるものだというふうに私は考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 石橋部長の市民に向

けてのスポーツ振興であるという言葉をしっかり

受けとめさせていただいて、市民の方にもそのよ

うにお伝えしていきたいと思っております。

大項目２のほうに移らせていただきたいと思い

ます。安全な地域づくりを目指す具体的な計画に

ついてでありますが、先ほど安全安心会議ですと

か各地域、学校、関係団体にかかわるところの御

説明をいただきました。名寄市全体で行われてお

りますこの取り組みについて、市民全般への啓発

活動というのはどのようになっておりますでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 最近発生しています

無差別で衝動的な暴力から子供たちをどのように

守っていくかというのは、大きな課題であると認

識をしております。また、最近では田舎だから、

都会だからというくくりでは考えることができな

いような事件や事故が発生していることから、名

寄市内におきましては関係機関や団体と連携をと

りまして、情報の共有を図りながら、防犯体制の

強化を図っております。また、町内会におきまし

ても行政と連携をとりながら、安全確保に向けた

対策も行っております。

今後におきましても、地域ぐるみで子供たちを

守る取り組みを進めてまいりたいと思っておりま

すが、日ごろの周知につきましては、広報ですと

かホームページなどにおいて活動状況を報告させ

ていただいておりますし、各学校とのかかわりに

つきましては、地域の方々と子供たちをどのよう

に見守っていくかということで、学校において地

域の方々との顔合わせを行ったりですとか、緊急

の駆け込み訓練を地域で行ったりということで、

連携を図りながら周知も図ってまいりたいと考え

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 児童数、生徒数がだ

んだん少なくなってきていて、大変そこも心配し

ているところであるのですけれども、子供たちの

数が少なくなってきていますので、一緒に登下校

をする仲間が減ってきているという現実がありま

す。遠くから一人で来なければいけない子供たち

もいるわけなのですけれども、通学の距離にかか

わってはスクールバスの対応ですとか遠距離通学

の対応、教育委員会サイドではしていただいてい

ると思います。市民部長としては、その遠距離か

ら通ってくる児童生徒に対しての安全を守るとい

う観点から、どのように対応策をお考えでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 遠距離から通学され

てくるお子様に対しては、声かけですとか地域の

方とのかかわりが大切だと考えております。通学

路の安全対策という部分につきましては、名寄警

察署ですとか地域の方々、学校で危険な場所の情

報の共有を図りながら対応をさせていただいてお

ります。また、小学校におきましても子供たちが

安心して生活できるようにということで安心見守

り隊ですとか、先ほどちょっと申し上げましたが、

顔合わせを行いながら地域が見守る形での対応を
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考えております。また、市のほうとしましても青

色回転灯を使った防犯パトロールなどを定期的に

行っておりますので、その中で見守ってまいりた

いと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の見守りという

のは、本当に大きな力になると思いますし、究極

のところは市民みんなで子供たちを守るという、

その意識の高さを啓発していくことが大事なので

はないかというふうに思っているのですけれども、

以前子供たち防犯ベルを持っている子がたくさん

おりました。最近その状況について子供たちの状

況がわからないのですけれども、これは河合部長

にお聞きしたほうがよろしいでしょうか。対応に

ついてお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 防犯ベル、防犯ブザ

ーの関係ですけれども、一時期御寄附をいただい

て、小学校１年生、新１年生に配付をしたという

状況もございます。今ちょっとその期間があいて

しまっているのですけれども、そういうようなこ

とも対応させていただいたようなときもございま

すけれども、今通学時の防犯体制ということです

けれども、学校によっては例えば農村地区等にお

きましては、ながら見守りといいましょうか、子

供たちが登下校する時間帯は、農作業をしながら

でも見守りをしていただきたいというようなこと

で学校から保護者に声かけをしていただいている

というような事例もございますので、そのような

形で今後も対応していきたいなというふうに思っ

ています。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ながら見守りという

散歩をしながらですとか農作業をしながらという、

そのことについては、とても大きな地域の力にな

ると思いますので、安全安心会議ですとかそうい

う取り組みを伝えるとともに、市民全体で子供た

ちを守るという意識の啓発は十分に行っていただ

きたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

それから、子供たちの熱中症対策についてです

が、水筒を持たせるということも方法の一つとし

て大事であると思っておりますし、そういう対応

をしている学校も知っております。水筒を持たせ

なかったときに子供たちの通学路の中で、例えば

今までは公園に寄ってちょっと水を飲むというこ

とがあったと思うのですが、今それぞれの公園の

中の飲料水として使えるものが少し安心できる状

況ではなくなってきている、そういうものがある

のではないかと思いますけれども、通学途中の環

境としての子供たちが飲料水として利用できる環

境というものについての認識はどのようにありま

すでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 鈴木上下水道室長。

〇上下水道室長（鈴木康寛君） 私のほうから、

公園の管理は建設部のほうになるのですけれども、

水が飲めるというところは何カ所かあります。そ

こは水道週間のときに名寄市内の管工事業の方々

が点検をしていただけている。今月も先週、先々

週かな、点検してもらっているばかりでございま

す。その中で故障のあったものに関しては、管工

事業組合のほうで善意で直していただいているよ

うな状況です。何か異常がある際は、報告してい

ただくようになっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 対応についてきちっ

としていただいているということで安心いたしま

した。

数についてはいかがでしょうか。子供たちの通

学路にかかわるところに数は十分確保されていま

すでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 鈴木上下水道室長。

〇上下水道室長（鈴木康寛君） 済みません。数

については、今はっきりした資料を持っていませ
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んので、後ほど報告したいかと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 通学の安全、熱中症

にかかわってという観点で質問させていただきま

したので、その観点で少し数を確認していただき

まして、後日で結構ですので、お示しいただきた

いと思います。

小項目２番、３番あわせて再質問させていただ

きます。何回か雑木処理のことについて質問させ

ていただいておりまして、おおよそお答えいただ

く内容も確認させていただいているところではあ

るのですが、市民の方たちといろんな意見を交換

させていただくときに、どうしてもこのことが出

てくるのです。やっぱり市民の方たちは、このこ

とを強く対応を求めておられるということであり

ますので、国や道に対して必要な要望もしていた

だいていると思っています。名寄市の予算の範疇

でしっかり対応もしていただいているとは思って

います。けれども、不安があるというこの市民の

訴えについては、受けとめていただいていると思

いながらも、再度受けとめていただきたいという

ふうに思っています。

その中で、雑木があるから、水の流れが悪くな

って洪水にですとか、雑木の葉っぱの落ち方もい

ろんなところにたまっていくということでの心配

も聞かせていただいているところでありますが、

それを対応するために置かれた土のうが本当に半

分以上袋が、私が知っている１カ所だけだと思い

ますが、破れております。中は土砂と、物によっ

ては砂だけになっているものがありまして、これ

は洪水になったときにそのまま流れ出てしまうの

ではないかという心配があります。近くには水田

もありますので、流れ出たときに水田にその砂が

入ってしまうと、その年の稲がだめになるだけで

はなく、水田そのものの被害につながるのではな

いかと思って、大変心配いたしております。見回

りもしていただいているということではあります

けれども、その点について部長いかがでしょうか。

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） まず、雑木処理

の関係では、先ほど答弁させていただきましたけ

れども、国、道、そして私どもできる限りのつも

りではいるのですけれども、どうしても土木仕事、

とりわけ雑木処理を持ちます普通河川全てを一気

にだとか、これは国、道もそれぞれの河川、やは

りどうしても緊急的にとか、ここは早く手をつけ

なければならぬなということで、優先順位という

ことではございませんけれども、それぞれの担当

者もできる限り危険回避のために努力をしていき

たいという気持ちで取り組みさせていただいてい

るというのは御理解いただけるものと思ってござ

います。

後段で議員のほうから御指摘のあった土のうの

関係で申し上げさせていただきますと、通常の土

のうは、当然先ほど申し上げたような形で緊急的

にとか臨時的にとか、危険回避のために土のうを

設置して、河川の水があふれるのを何とか防ぐと

いう目的で、先ほど申し上げさせていただいた通

常の土のうのサイズというのはイメージいただけ

るとは思うのですけれども、今議員も私も承知し

ている頭に思い描く地域、河川のところにたしか

二、三年前ほどの大雨の心配の中で、土のうとい

っても１辺が１メートル以上あるような大型の土

のうを２００袋ほど設置をさせていただいてきて

ございます。当然土のうの取り扱いというのは、

先ほど言ったように天候がおさまり、河川の水位

の状況なども見れば基本的にはしっかり撤去をさ

せていただいて、また改めて次の機会に備えよう

というのが基本なのですけれども、お一人の方で

も例えば取り除いてしまうとことしの大雨これか

ら来るかもしれないという心配声をいただきまし

たので、そのままの形で置かせていただいている

ままの状況になっています。あくまで土のうとい

うのは緊急対応的なものですから、その土のう袋

というのは永遠にしっかりしたものではなくて、
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時間とともに劣化していく状態になりますので、

私どもとしては基本的には先ほど申し上げたよう

にしっかり撤去をさせていただいて、次の大雨災

害等々の心配な時点でしっかり備えるというのが

基本だと思ってございますけれども、地先の方々

の不安だとか御心配の声だとか、早く片づけたほ

うがいいよという声もあるのかもしれませんけれ

ども、そういう御意見を賜った中での対応を検討

させていただきたいなというふうに思ってござい

ますので、この場ですぐ撤去できるとか、違う形

にするとかというのはなりませんけれども、十分

その辺は、７月以降はまた大雨のシーズンも近づ

いてきますので、御意見などを賜りながら、対応

できるところから考えてまいりたいと思っており

ますので、御理解賜ればと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 土のうが置かれたま

まになっていることが問題ということではなく、

その土のうが破れて、中身が流れ出す心配がある

ので、心配というふうに申し上げておりますので、

その安全性についての確認だけは十分に大きな被

害が出る前にお願いしたいというふうに思ってい

ます。

大項目３の質問に移らせていただきます。高齢

者の方に暮らしやすいまちづくりのところであり

ますけれども、先ほど路面環境の整備についてお

話ししていただきました。いろいろ広く土地があ

る中で、全部が全部そういう対応ができるわけで

はないと思いますけれども、自力で動いていただ

ける高齢者の方の活動を狭めない環境整備という

のはとても大事であるというふうに思っています。

つえですとか手押し車を使ってでも外に出ようと

思ってくださる方を最大限まちが大事に、長く暮

らしていただけるように支えていきたいという思

いからであります。特に雪解け時期の道路がひど

いのでありますが、その点については何か特別対

応できることはありますでしょうか。

それと、もう一点です。見回りをしていただい

ているという言葉がございましたので、その巡回、

職員の方の巡回についてはどのような形で、細か

く言いますと回数も含めてどんな見回り、点検を

していただいているのかお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 当然道路管理者

でございまして、車道と歩道もしっかりと適正に

管理をして、車両の通行、または歩行者のできる

だけ危険回避というか、危険箇所については適宜

補修、修繕を行うということを基本的にしてござ

います。

理想的なのは、しっかり道路改良というか、そ

れとあわせてきれいにできればいいのですが、先

ほど申し上げたように大規模な工事となりますの

で、今私どもの担当のところではお話ございまし

た４月のおおむね雪解け時期に除雪だとか、しば

れによる道路の凹凸だとか、それは車道、歩道問

わずございまして、今私ども特に御協力をいただ

いているのですが、各町内会のほうに総会にお願

いしまして、それぞれの道路なり、歩道の補修箇

所をリストアップいただきまして、それを集約を

させていただいて、適宜対応させていただくのが

ここ何年間かさせていただいています。大変多く

の情報提供をいただいておりまして、担当者もし

っかりそこを見て確認をして、必要な処置、また

は後日しっかりとした整備、補修工事としての発

注だとかといったスケジュールを組む形で対応を

させていただいております。

また、道路の私見回りというか、ことで申しま

したけれども、当然情報提供があれば職員が確認

をして、次の手だてを先ほど言ったような形でと

りますけれども、後は日常的な外勤や名寄―風連

の往復なども含めて、できる限り市道の確認をす

るよう指示をしていることで、例えば警察のパト

ロールかわからないですけれども、何時から何時

まで決まってというような形ではなくて、情報や

連絡や、そして外勤ついで、私ども職員の数とい
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ってもしょせん知れている範疇でございますが、

できるだけ効率よく地域の方のお知らせや町内会

に限らず個人の方からも情報をいただくときもご

ざいますので、それをしっかり欠かさず職員が足

を運んで、まずはその対応等々を協議して手を打

つというような形で取り組みさせていただいてい

るところでございますので、またとりわけ町内会

の関係者の皆さんには春先、または夏場以降も御

連絡、またはまちづくり懇談会などでも御指摘を

いただくときもございます。そうなりますと、雪

の時期になりますので、次のシーズンということ

になる場合もありますけれども、そういった形で

私もできるだけ投げかけて、情報をいただけるよ

うに努めてまいりたい、そのように考えていると

ころです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 路面環境の整備は、

引きこもらないで外に出ていただく方を保障する

というところで大変重要であると思います。

買い物支援のお話を伺いましたけれども、具体

的な数として今１町内会が買い物支援、通いの場

のくくりの中で動いていいただいています。今年

度どんなふうに広げていかれる計画でしょうか。

そこを伺って、終わりにしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 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） こと

しの買い物支援に係る市の考え方ということで、

先ほど答弁させていただきましたとおり、今のと

ころまだ１カ所ということでなっております。先

ほどの答弁の中でもことしの３月から生活支援コ

ーディネーターを配置しまして、それぞれ町内会

ですとか老人クラブだとかボランティア団体を含

めて地域に入っていただいて、地域のニーズだっ

たり、そういったものを聞き取りしながら、生活

支援に係るサービスにつなげていきたいというこ

とで考えておりますので、この中に一つ、買い物

支援の関係、通いの場の事業の実施についてどう

いったニーズがあるのかというところも含めて、

先進的な今１カ所取り組んでいただいているとこ

ろを具体的にどういった形でやっているかという

ことをＰＲしながら説明をして、ぜひ活用できな

いかというようなことも含めてお話をしていきた

いなと思っていますので、その中でもいろんなニ

ーズがあると思いますので、それを集めながら具

体的に拡大に向けて、通いの場の事業を実施され

る団体をふやすような取り組みをしていきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ここで河合教育部長か

ら答弁内容についての発言を求められております

ので、それを許します。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 済みません、貴重な

時間をいただきまして。

先ほど防犯ブザーの関係でお答えをさせていた

だきました。ちょっと言葉足りなかったのですけ

れども、防犯ブザーにつきましては毎年新１年生

に対して北星信金様から寄附をいただいておりま

すので、各学校新１年生分について配付をさせて

いただいて、活用させていただいております。申

しわけございません。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

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０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ＪＲ宗谷本線の維持、存続について外２件を、

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問申し上げます。
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１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続について、小項

目１、アクションプラン推進に向けた宗谷本線活

性化推進協議会の議論の経過と今後の具体的取り

組みについてお伺いします。ＪＲ北海道は、昨年

国交省から経営改善監督命令を受け、４００億円

台の財政支援を受ける中で、それとは別に単独で

維持困難とする宗谷本線名寄―稚内間など８線区

間に対する地元支援をめぐり、国は昨年末に沿線

自治体など負担軽減をするために、２０１９年、

２０２０年度で数十億円の地方財政措置を講じる

予定でした。しかし、国、道、沿線自治体による

負担割合の調整が難航し、２０１９年度の予算編

成に向けた年内の制度設計が困難と判断し、財政

支援は昨年末に見送られました。２０１９年、２

０年度で当初数十億円と見られていた単独での維

持困難とする８線区への財政支援は、道が主体的

に行うこととなり、その額は補正予算として第２

回道議会定例会に提案される見通しとなっており

ます。宗谷本線名寄―稚内間を含む８線区の沿線

自治体も、一定程度の負担をこれまでに了承して

いるところと聞いています。２０１９年、２０年

度の第１期集中改革期間の２年間、活性化推進協

議会では、都市間、生活、観光の３つの側面を生

かすソフト事業の展開で利用を促進するとのこと

ですが、沿線地域が主体となる具体的な取り組み

についてと今後の展望、そしてＪＲ北海道への今

後の働きかけについてお伺いします。

２つ目、この夏宗谷本線で運行される観光列車

風っこそうや号の運行について伺います。名寄を

通る旭川―音威子府間で往復運行されるのは、８

月１７日から９月８日までの土日、延べ８日間で

す。単発なイベント列車ではなく、複数日運行さ

れる観光列車に宗谷本線への集客や沿線地域の活

性化に期待が高まっております。運行情報が発表

されて以来限られた時間の中で、観光列車を歓迎

するためにできることや沿線地域への集客と滞在

型の観光の模索、今後の観光列車の運行の持続性

など、アイデアを出しながら宗谷本線へのマイレ

ール意識高揚に向けた話し合いが沿線地域と一体

となって行われてまいりました。その出されたア

イデアの中から実現が決まったことの進捗状況、

あるいはＪＲ北海道と沿線地域の連携、さらに活

性化推進協議会における観光列車の捉え方、そし

て今後の持続可能性についてお尋ねいたします。

大項目の２、人権尊重と多様性を認める社会に

ついて、１、性の多様性の尊重と正しい理解の促

進及び偏見差別解消への取り組みについて伺いま

す。性の多様性の受容は、今や世界基準になりつ

つあります。成長や発展を目指す自治体や企業、

組織にとって、それらは必須事項と捉えられてい

ます。２０１６年４月、本市において男女共同参

画推進条例が施行されました。その基本理念の１

番目に、男女の人権の尊重がうたわれ、性別に問

われず、お互いの人権を尊重し、あらゆる分野で

能力と個性を十分に発揮し、自分らしく生きる社

会のことと記されております。また、本市第２次

総合計画の中期計画基本目標の中でも人権教育、

啓発活動の推進が盛り込まれ、人権意識普及高揚

を図るとされています。しかしながら、性の多様

性に関する文言はそこには明記されておりません。

昨年２０１８年１０月、電通ダイバーシティ・

ラボは、全国２０歳から５９歳個人６万人を対象

に、ＬＧＢＴを含むセクシュアルマイノリティー

に関する広範な調査を実施した結果を公表してい

ます。ＬＧＢＴ層に該当する人は、全国で ９％

に上り、ＬＧＢＴという言葉の浸透率は６ ５％

という結果が出ております。これを単純に本市に

当てはめますと、濃淡の差はあれどもおよそ ０

００名を超える人が当事者として存在する計算に

なります。進んでいる自治体ですと、男女の表記

を年齢にかかわらず全ての生物学的、または心理

的性別の人と定義するところもあるようです。人

権擁護や男女共同参画推進に関する条例の中に、

性の多様性の認知、ＳＯＧＩハラスメントの防止

や差別を禁止する条例を定める自治体も年々ふえ

てきております。２０２０年の東京オリンピック
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・パラリンピックでの五輪憲章においても、セク

シュアルマイノリティーの人権尊重は国際的認知

として記されています。本市におけるセクシュア

ルマイノリティー、いわゆるＬＧＢＴに対する認

識と性の多様性の尊重と正しい理解の促進、差別

解消への取り組みについてお伺いします。

また、ＳＯＧＩハラスメントの防止、ＬＧＢＴ

差別の禁止、性別の定義に心理的性別を男女共同

参画推進条例に取り入れる改正を考慮できないか

どうかお伺いします。

２、パートナーシップ宣誓制度についてお伺い

します。２０１５年に東京渋谷区でパートナーシ

ップ条例が、そして世田谷区でパートナーシップ

宣誓制度がスタートいたしました。２０１７年６

月には札幌市でもパートナーシップ宣誓制度が導

入され、札幌ではこの２年間で６８組の同性カッ

プルがパートナーシップに宣誓をしております。

パートナーシップ制度を導入した自治体は、２０

１９年４月現在、全国でおよそ２０の自治体を数

え、およそ４３０組がパートナーとして認められ

ております。さらに、千葉市では、同性間のみな

らず異性間の事実婚にも広げた制度に深化をさせ

ているところです。本市において性の多様性、生

き方の多様性を尊重したパートナーシップ制度の

導入に対してどのような考えをお持ちなのかお伺

いします。

大項目の３、化学物質過敏症に対する認識につ

いてお伺いします。最近耳にするようになってき

た香害、香りの害による健康被害の症状は、人々

によってさまざまで、不快感や頭痛、吐き気、ぜ

んそく、香料アレルギー、シックハウス症候群、

化学物質過敏症などがあります。その中でも最も

深刻なのが化学物質過敏症であります。化学物質

過敏症は、化学物質を大量に、または微量だけれ

ども、繰り返し体内に取り込むことで発症します。

一旦発症すると、わずかな化学物質でも全身にさ

まざまな症状が出る病気で、日本では２００９年

に病名に登録をされております。香り商品に含ま

れている香料は、合成香料がほとんどで、複数の

物質の混合物でありますが、家庭用品品質表示法

においては香料の成分を表示する義務がなく、個

々の物質名は公表されないまま進められておりま

す。そのため健康被害の原因物質の特定は難しい

というのが現状であります。

先日化学物質過敏症の方からお話を伺いました。

専門性を持った病院へ行っても、２つの検査を受

けて化学物質過敏症と診断を下されるだけで、治

療薬もなく、そして誘因となる物質を回避してく

ださいと言われるだけであったそうであります。

化学物質過敏症は、体が持つ防御反応の一つであ

り、発症しやすい人としにくい人はあるものの、

花粉症同様誰にも発症する可能性があるものであ

ります。最近のデータでは、化学物質過敏症に悩

む人の人口、全人口の ５％、およそ１３人に１

人と言われております。これも本市に当てはめま

すと、およそ ０００人ほどの当事者がいるとい

う計算になります。しかし、症状が一人一人違っ

ていて多様であるため、周囲からは神経質である

ですとかわがままだと受け取られたり、香りの害

による健康被害についてはまだまだ社会的にも認

知度は低いため、症状があったとしても香りが原

因だということに気がつかない人も多くいます。

とりわけ体の小さな子供たちを新たな公害である

香りの害から守っていくために、本市においてそ

の実態調査はされているのか。そして、化学物質

過敏症に対してどのような認識をお持ちなのか。

また、保育所、幼稚園、学校、公共施設において

どのような対策をとっているのかお伺いをいたし

ます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ただいま富岡議

員から大項目で３点にわたって御質問いただきま

した。大項目１については私から、大項目２につ

いては総務部長から、大項目３については市民部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい
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たします。

大項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続について、

小項目１、アクションプラン推進に向けた宗谷本

線活性化推進協議会の議論の経過と今後の具体的

取り組みについて申し上げます。平成２８年１１

月にＪＲ北海道が単独では維持困難な線区が公表

され、これまで宗谷本線の高速化を活動の目的と

してきた宗谷本線活性化推進協議会では、宗谷本

線の維持、存続活動を目的に加え、現在に至って

おります。この間構成自治体も旭川以北の２６自

治体にまで広がり、会長である加藤市長を中心に

活動を続けているところです。平成２９年度には

協議会として報告書をまとめ、ＪＲ北海道の最大

限の自助努力を前提に、国の実効性ある支援も求

めつつ、将来にわたって路線を持続的に維持して

いくための方策について北海道とともに費用負担

のあり方も含め検討していくこととしております。

平成３０年７月、国土交通省は、ＪＲ北海道に

対しＪＲ北海道の経営改善に向けた取り組みを着

実に進めるよう監督命令を発出し、これを受けて

令和元年度及び２年度を第１期集中改革期間とし、

ＪＲ北海道と地域の関係者が一体となって取り組

み、持続的な鉄道網の確立に向け検討を行うため、

事業計画、いわゆるアクションプランを策定する

こととなりました。アクションプランは、本年４

月に公表され、宗谷本線を含む８線区で策定され

ました。内容については、利用促進と経費節減で

構成され、ＪＲ北海道と一体となって取り組んで

いくこととしております。

宗谷本線活性化推進協議会としての取り組みで

は、昨年好評いただきましたフォトコンテストの

開催、新たにステーションカードの発行に取り組

み、鉄道への理解や利用促進に資する活動を行っ

てまいります。ＪＲ北海道への働きかけにつきま

しては、さらに利用されるダイヤの構築があり、

平成２９年度に４回実施した宗谷本線一斉アンケ

ート調査結果からニーズに合ったダイヤの提案も

行っており、今後反映できるものについてはＪＲ

北海道と協議を重ねていくことになると考えてお

ります。

今後も宗谷本線活性化推進協議会での取り組み

を推進していくとともに、北海道全体の問題とし

て関係諸団体などとともに国などの機関への働き

かけを継続して行ってまいります。

続きまして、小項目２、観光列車風っこそうや

号の運行についてでございますが、宗谷本線の活

性化について、天塩川沿いに延びる鉄路の美しい

景観を活用できる観光列車の運行がことしＪＲ東

日本からの車両提供を受け、実現することになり

ました。運行が公表され、沿線地域の有志がいろ

いろアイデアを出し合い、この観光列車がより効

果的なものとなるよう議論を継続しております。

この観光列車は、音威子府村を境に南北に運行さ

れますが、名寄市内の有志と音威子府村の有志の

情報交換も行われているところです。広域にまた

がる取り組みとなりますが、観光部門との連携、

ＪＲ北海道との連携など、行政として支援できる

ことについては連携し、取り組みを進めておりま

す。

宗谷本線活性化推進協議会としての捉え方につ

いては、各沿線自治体に委ねておりますが、本市

としましてはひまわりの時期と重なるため、ひま

わり畑の鑑賞の機会や特産品の販売など地域とし

てできることを実践し、おもてなしをしていけれ

ばと考えております。持続可能性につきましては、

今回の観光列車の運行を終えた後、総括を行わせ

ていただきまして、ＪＲ北海道と検証結果を共有

し、次年度以降の活動に生かしていきたいと考え

ているところです。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

人権尊重と多様性を認める社会についてお答えい

たします。

初めに、小項目１、性の多様性の尊重と正しい

理解の促進及び偏見差別解消への取り組みについ

て申し上げます。セクシュアルマイノリティーに
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対する認識等につきましては、同性愛者、両性愛

者の性的指向と性同一性障がいを総称するＬＧＢ

Ｔなどについては、議員が言われているとおり、

現代社会の中で認知されつつあります。国内の関

心についても深まりを感じるところでございます。

性への自己認識は、体の性と心の性が必ずしも

一致するわけではなく、体の性に違和感を持つ場

合や恋愛の対象が必ずしも異性ではない場合など、

さまざまな状況が想定されます。ＬＧＢＴの人口

規模につきましては、約８％との企業等による調

査があるほか、法務省の人権啓発の中では約３か

ら５％と言われており、少数派であることから周

囲より興味本位で見られるなど、偏見や差別によ

り日常生活のさまざまな場面で人権に係る問題も

発生していると認識しております。性的な偏見や

差別は、当然あってはならないものであり、一人

一人が自分らしく生活をしていくためにも誰もが

尊重され、ともに生き、助け合う社会を築く必要

があります。そのため学校や家庭での日常生活の

中で人権意識を育む取り組みについて、法務局や

人権擁護委員などと連携して相談事業を推進して

おります。また、ことしの９月に開催されますＬ

ＧＢＴパレードさっぽろレインボープライドへ多

様化する価値観や考え方を誰もが享受し、尊重し

合える社会を目指す趣旨に賛同し、市より応援メ

ッセージを送っております。

今後とも複雑多様化する人権問題に対処するた

め、広く市民の間に人権意識の普及高揚を図るた

めの人権教育、啓発活動などを推進してまいりま

す。

次に、ＳＯＧＩ、差別禁止、性別の定義に心理

的性別を男女共同参画推進条例に取り入れる改正

の考慮についてお答えいたします。本条例は、条

文の前文にもあるとおり、その実現に向けさまざ

まな施策を推進してきましたが、依然として性別

による固定的な役割意識などが存在していること、

少子高齢化の進展など社会情勢が変化する中で男

女が性別にこだわらず主体的に行動することが一

層求められることから、さらなる市民意識の高揚

と推進を図るため、平成２７年に制定いたしまし

た。条例の推進に当たりましては、全市民が男女

共同参画にかかわり、その市民の中にはセクシュ

アルマイノリティーの市民も当然含まれるところ

です。条例の第１３条では、性別による権利侵害

の禁止として、性別を理由とする直接的、間接的

な差別的扱いなどを行ってはならないとされてい

ます。

質問にありますＳＯＧＩが意味するところのど

のような人を好きになるか、自分の性をどう認識

しているかについては、条例の中には具体的には

触れられておりませんが、個人の尊重と法のもと

の平等をうたう憲法の理念に基づいて制定された

条例であると認識しています。現時点では条例の

改正など検討してございませんが、ＳＯＧＩとい

う言葉や考え方、性別の定義として心理的性別に

ついては、現時点で市の施策において具体的な検

討などがされていないことから、国や他自治体の

動向など必要に応じて情報収集などを進めてまい

ります。

次に、小項目２、パートナーシップ宣誓制度に

ついてお答えいたします。主に同性同士のカップ

ルを対象としたパートナーシップ制度は、法的な

効力は持ちませんが、性の多様性を尊重する取り

組みとして平成２７年から導入が始まり、現在で

は首都圏や大都市を中心に全国２０の自治体で導

入されているものと承知しております。また、最

近では性自認に従って法律婚を選択しない事実婚

のカップルに対してもこの制度の対象とする自治

体があります。パートナーシップ制度は、お互い

の個性や性の多様性を認め合い、当事者たちの生

きづらさを少しでも解消し、誰もが生きがいと誇

りを持って暮らしやすいまちづくりという考え方

に基づく制度と認識しております。全国的にも新

しい制度、課題であり、本市としましては市民理

解を含め、慎重に全国的な推移について情報収集

をしてまいりたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目３、

化学物質過敏症に対する認識についてお答えいた

します。

近年柔軟剤や消臭グッズなどの香料に含まれて

いる成分中の化学物質に対し、体が拒絶反応を起

こし、何らかの症状があらわれる化学物質過敏症

が報道で話題となっております。この症状は、原

因が解明されておらず、規制がないことから、対

応が難しい状況となっています。また、通常のア

レルギーとは異なり、血液検査などでは捉えるこ

とができず、症状を起こしている可能性がある物

質の特定をするためにさまざまな検査を行い、問

診なども含め総合的な診断を行う必要があります

が、根本的な治療が難しいとされております。

公共施設の新築や改修などの整備につきまして

は、建築基準法や法令などに基づき、揮発性有機

化合物等の発散量の少ない建材を使用するととも

に、工事完了間際には室内の化学物質の濃度を測

定しております。新設間もない施設では、新築施

設特有の香りがある場合もありますが、化学物質

の濃度は全ての施設で基準を満たしております。

また、学校での対応としましては、各学校で毎

年保護者の方に家庭環境調査の保健調査票を提出

していただき、子供たちの健康状態の確認をして

おりますが、現時点ではこのような症状が確認で

きるケースはございませんでした。各学校では、

養護教諭を中心に健康相談の体制を整えており、

引き続き子供たちの体調を配慮するとともに、全

国的な情報や取り組みについて調査研究してまい

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（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

それぞれお答えをいただきました。順を追って再

質問をさせていただきたいと思います。

まず、ＪＲ宗谷本線の問題についてでございま

すけれども、周辺を含むこの２６沿線自治体で組

織する宗谷本線活性化推進協議会、これの中心自

治体として名寄市、加藤市長、ＪＲ宗谷本線の維

持、存続に対して先頭に立って日々御尽力をいた

だいていますことにまずもって感謝と敬意を表す

るところでございます。

ことしと来年の２年間で第１期集中改革期間で

の成果目標をどのあたりに定めているのか、それ

はニーズに合っているものなのかどうかというこ

とをもう少し具体的にお知らせをいただけるとあ

りがたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） アクションプラ

ンのという意味でよろしいでしょうか。こちらの

プラン、ＪＲが策定したプランになりますけれど

も、列車の乗車人数といいましょうか、そちらの

部分を現状維持することを目標値として掲げなが

ら取り組みを進めるということになってございま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

乗車人数を維持していくためには、やはり利便性

の向上ですとか利用の促進というものが非常に大

事になってくるかと思います。

これまでも先輩議員の方々がＪＲ宗谷本線の維

持、存続について一般質問で繰り返し議論を重ね

てこられたところでありますけれども、ＪＲ宗谷

本線の存在意義というものは、この鉄道が持って

いる優位性、そのポテンシャルの高さにあるので

はないかなというふうに私は考えております。先

月の５月に策定されました名寄市の地域交通網形

成計画、これの中にも鉄道路線は地域の交通イン

フラの主軸に位置づけられている重要な存在であ

るということを認識されております。先ほど御答

弁いただきましたとおり、これまで打ち出されて

きた宗谷本線のアクションプラン、都市間、生活、

観光、この３つの柱、これに鑑みますと、都市間

輸送、生活路線としての利用促進を考えますと、
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まずは鉄道ダイヤの利便性の向上だというふうに

私も思っております。２０１６年３月のダイヤ改

正で行われた札幌への直通特急の削減、旭川での

乗りかえを余儀なくされているという状況に鑑み

ますと、その辺の利便性の向上というものに対し

てこれからどのように進めていくのか、この辺が

大変大事になってくる部分なのかなというふうに

も考えております。

そして、普通列車と快速列車のダイヤの設定も、

これも恐らくアンケート等でいろいろと情報は積

み重ねられているとは思うのですけれども、本当

に利用者側のニーズに合った今ダイヤ設定になっ

ているのかどうなのか。あるいは、名寄以北の普

通列車の本数の少なさ、そういったものを考える

ときに、ダイヤ改正のときにはぜひとも沿線自治

体も積極的に意見を上げていく必要性というのが

あると思うのですけれども、そのアンケートの結

果をもとにまとめられた利便性向上に関する申し

入れ的なもの、こちらはどのような形で今推移を

しているかということをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ダイヤ改正の提

案した内容ですけれども、先ほど答弁したとおり、

一度一斉にアンケート調査をさせていただいて、

その中での自由記述なりの聞き取り等を参考にし

ながらつくらせていただいたものが議員御指摘の

とおり乗りかえ、旭川乗りかえになった部分、こ

こについてはかなり利便性を下げているというこ

とで、その部分については当然直通便をお願いす

るということと、実はビジネスユースにしまして

も特急で札幌から稚内まで帰った場合には日をま

たいでしまうといったような非常に使い勝手の悪

い状況、ここを今札幌が６時半出発ということで、

従来のダイヤよりもかなり後ろにずれての出発時

間となっていますので、その部分については従来

どおりの５時台の出発ということで前倒しできな

いかということと、日中時間帯の特急列車につい

ては、もう一本追加できないかといったようなこ

とを実は提案をさせていただいております。この

旭川乗りかえにつきましては、実はＪＲ側の車両

老朽化、それから車両回しの問題等でかなり苦渋

の選択であったということでしたが、ここについ

ては実際に利用者数も若干そのことによる影響に

よる減も見込めるということを言っておりますの

で、そのことについてはＪＲも今前向きに考えて

いただいているというような状況ではないかなと

いうふうに考えております。

それから、普通列車、快速列車のお話もござい

ました。この部分については、私たちも協議会の

人間も同じ思いでありまして、実は国鉄民営化さ

れた当時からダイヤというのはほとんど変わって

おりません。現状の利用者側のニーズに合ったダ

イヤということで再構築ということになりますけ

れども、北海道全体の車両回しであったりという

部分の課題もかなり多く、それから先ほど議員も

おっしゃっていただきましたけれども、優位性、

高速大量輸送という部分のことから考えると、な

かなか今それを満たすほどの人員も乗っていない

ダイヤ、時間帯もございます。そこら辺の調整も

今後課題になってくるのかなというふうに考えて

いるところです。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

恐らく考えていることは、私どもとも全く一緒の

部分かなというふうにも考えております。

日中の特急の増便ですとか直通列車回復させて

いく、あるいは名寄―稚内間を結ぶ夜の特急列車

の部分、そういった部分に関しては非常に前向き

な申し入れをされているのかなというふうに考え

ているのですけれども、ダイヤが５０年前から変

わっていないとはいえ、取り巻く環境、私たちの

生活とかそういった部分というのが大きく変わっ

てきている部分があるかと思いますので、その辺

についてはもっともっと深く掘り込んだ中で本当

のニーズに合ったダイヤ設定というものができな

いのかどうか。あるいは、ＪＲ北海道の車両の機
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回しの関係ですとか乗務員の手配の問題等々いろ

いろそれはあると思うのですけれども、それより

もまずもって第一義に大切になってくるのは、い

かに利用していただくかという形になろうかと思

いますので、ぜひその辺も含めて前向きにこれか

らも教えていただければというふうに考えており

ます。

また、それと同時に鉄道の利便性を向上させて

いく上では、恐らく鉄道をおりてから、あるいは

駅へ行くそのアクセス、バスのアクセス、乗り継

ぎ等が非常に大事なポイントになってくるかとい

うふうにも思うのですけれども、地域の公共交通

網を考えていく上でそのバスとの連携というのが

非常に重要なポイントになると思います。これが

鉄道のダイヤの改正にバスがそれと合わせてリン

クした形でうまく整合性がとれていないという部

分が非常に多いのかなというふうにも思います。

そういう路線も結構あったりして、うちのお客さ

んなんかもバスがもう少し早く出ていれば名寄か

らこの列車に乗れたとか、あるいはもう少しバス

が待ってくれればこの列車で来て、天塩弥生のほ

うに行けたとかという話にもなりますので、ぜひ

ともその辺路線バス等の乗り継ぎの利便性という

ことに関しても進めていっていただければという

ふうに考えておりますが、その辺についてはいか

がでございましょう。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 非常にそのとお

りであるというふうに私も考えておりますし、実

は北海道のほうで公共交通の指針をつくりまして、

そこの目的というのが北海道全体のシームレスな

公共交通網の整備ということがうたわれておりま

す。議員おっしゃりますように今名寄以北、列車

でいいますとダイヤも数少なくなってきておりま

すが、その部分をしっかりと有効活用していただ

くために幹線からしっかり２次交通、３次交通へ

の接続がシームレスな形でなるように、実はダイ

ヤ改正のときに公表される数日前ぐらいに情報提

供があるような状況であったのが現在そこについ

てバスの接続が課題であるので、もっと早く情報

提供してほしいということでＪＲにも申し入れし

た経緯があります。現在は、若干ではありますが、

以前よりも早目に情報提供していただいていると

いうのが現状でありますので、今後も利用される

方の目線に立って、利用しやすい公共交通網につ

いてしっかりと取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ぜひそのように進めていっていただけるとあり

がたいと思いますし、ＪＲ北海道からのなかなか

提示が遅いということで、対応がおくれるという

部分もあろうかと思いますけれども、いずれにし

ましてもバス路線等の弾力的なダイヤ見直し、こ

れって観光客、インバウンドに関しても非常に大

きな影響を及ぼす部分であるのかなというふうに

も考えております。使い勝手のよい交通機関の交

通網の策定というのは、やはり大きな効果を発揮

するものだというふうに考えております。

公共交通機関を使って、海外から名寄に来られ

るお客様、これはほぼほぼジャパンレールパスで

すとか、北海道レールパスなどのフリー切符を使

って来られるお客様が圧倒的に多いわけでござい

まして、これらのフリー切符等が売り上げが２０

０４年から２０１５年の１３年間の間に実績は１

４倍伸びているという状況があるようでございま

すので、なかなか宗谷本線にインバウンド、外国

人観光客のお客様が多くまだまだ訪れてはいない

状況ではございますけれども、その辺もダイヤの

設定の仕方ですとか利便性、使い勝手、そういっ

たものを含めて考えていくと、ますます来られる

ようになるのではないかなというふうにも考えて

おります。バスではかわりにならないという意見

をやっぱり多く聞くところでございます。うちに

来るお客様などに聞いても、鉄道があるから名寄

まで来るのだよ、鉄道があるから稚内まで行くの
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だよというような話をよく伺いますので、ぜひぜ

ひ生活ベースの公共交通と観光にまつわる交通、

この双方において利便性を横断的に考えていくチ

ャンネルも必要なのではないかなというふうに考

えているところでございます。

そして、ちょっと話は変わるのですけれども、

８線区への道の財政支援の中で、沿線自治体で一

定程度の負担をするということでありますけれど

も、まだこれは決まった額は定まってはいないと

いうところでしょうか。いかがですか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） つい先日北海道

知事の道補正予算の概要説明で８線区ごとの金額

については公表されたところでございます。この

宗谷本線については、示していただいている金額

をもとに、今後第３回定例会に向けてそれぞれの

自治体で最終調整を行いながら、提案をさせてい

ただくような準備をしっかり進めさせていただき

たいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

そして、もう一点お尋ねをしたいのですけれど

も、８線区への沿線自治体での一定負担額を拠出

することになったこれまでの経緯についてもう少

し詳しく教えていただけるとありがたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 経緯につきまし

ては、昨年末、知事、それから市長会、町村会等

関係者で集まる関係者会議において一定程度の負

担をしながら、利用促進に資する取り組みとして

行っていかなければならないという意思確認がそ

のレベルで行われた結果、それからの各沿線への

北海道からの説明という流れという認識でおりま

す。ということですので、現状今８線区に対して

北海道が丁寧な説明を行いながら、補正予算に至

ったということだというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

名寄市でやれることというのは、恐らく宗谷線

全体で考えていかねばならない部分も多々あろう

かと思います。ほかの線区とのバランスですとか

整合性もあって、複合的にこの維持、存続を考え

ていかなければいけないという部分がなかなか複

雑な部分があろうかと思いますけれども、この２

年間の第１期集中改革期間というのは、恐らくあ

っという間に終わってしまうのではないかなとい

うふうに思います。そこで、改めて宗谷本線を維

持していかなくてはならない根拠を明確に打ち出

して、各界各層の人々を巻き込んでいく取り組み

が一層必要になってくると思うのですけれども、

その辺についてはいかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 維持、存続に向

けてのこの２年間しっかりやれよという今激励を

受けたと思いますけれども、先ほどから議員おっ

しゃっていただいているとおり、現状アンケート

調査をしてもこの宗谷本線の中で駅のある旭川以

外、圧倒的に名寄というのは鉄道利用者数、１日

の利用者数が多い駅となっております。これは、

通院、それから通学といった部分での日常利用者

が非常に多い地区という認識です。それから、特

急の乗降者数も、稚内は観光客がいるので、特急

に特化した利用者数になっていますけれども、名

寄は特急においても普通列車においても非常に利

用者数の多い駅ということが特徴的ではないかな

というふうに思っています。そういった意味でし

っかり残していくためには、やはり利便性を向上

して今の利用者数を維持していくのと、昔は冬こ

そＪＲという時代がございましたけれども、最近

は若干雪が降るとなかなか難しい状況もありまし

て、安定したという部分では一番強みだった部分

が今弱くなっている部分もありますので、そうい

った部分をしっかりと支援というか、取り組んで

いただきながら安定性を確保しつつ、利便性向上

のために旭川乗りかえというものも改善していた

だけるよう取り組んで利便性を向上して、名寄と
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しては今まで以上に取りこぼしてきたお客様をし

っかり取り込んでいけるような、そんなＪＲにな

ってほしいなというふうに後押しをしていきたい

なというふうに考えているところです。

それから、インバウンドのお話もありましたけ

れども、当然北海道は総合戦略のＫＰＩにインバ

ウンド５００万人達成という数値を掲げておりま

す。この部分達成するためには、当然インバウン

ドをしっかり隅々まで運ばなければいけない。外

国人旅行客の方は、やはり移動手段として国の文

化として鉄道を使うという文化がありますので、

しっかりとそこは北海道の隅々まで外国人観光客

を運ぶという意味では、鉄路を残さなければその

部分の役目は果たせないのではないかなというふ

うに考えておりますので、しっかりそういった観

点からも残していきたいと、活動を強めていきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

心強いお話をいただきました。ＪＲ宗谷本線をき

っちりと旭川から稚内まで通しで残していくとい

うことがやはりこの地域にとって非常に大事な部

分になるのかなというふうに考えております。

数年前から加藤市長のほうからも旭川空港への

空港アクセス線の話が出ておりましたけれども、

旭川空港の就航率が実にことしの冬は９ ７％と

いう高い数字をたたき出しておりまして、道内で

の空港の中でも一番安定されている空港だという

ふうに思っております。そこを拠点とした鉄道路

線を結んでいくことによって、この道北あるいは

道東へのアクセスのよさというのがこれからます

ます増していくと思うのですけれども、その旭川

空港アクセス鉄道について今進捗状況みたいなの

はいかがな形になっているのか、わかる範囲で結

構ですので、お知らせください。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 旭川のアクセス線の進捗

状況ということですけれども、具体的な実施計画

とかそんなことにはまだ至ってはいませんが、今

議員がおっしゃるとおり、千歳空港がかなり狭隘

化しているというような状況の中で、新たに千歳

空港を肥大化していくという議論もあるのですけ

れども、おっしゃるとおりに旭川の空港をもっと

札幌の代替空港として利活用していくと。今空港

民営化の話も出ているので、そういった角度から

もぜひ旭川空港までの利便性をさらに高めていた

だきたい。これは、アクセス線もそうですけれど

も、旭川までの新幹線の問題も含んでいるところ

でありまして、この辺に関しては我々の活性化協

議会の中でも、あるいはアクションプランの中で

も若干頭出しをさせていただいて、こういったこ

との運動も我々の中でしっかりしていくというよ

うな文言を明記させていただいて、今後もしっか

りと運動していく中で機運を醸成していきながら、

その実現に向けたいろんな方策を検討したいとい

うふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

これからも加藤市長は名寄市の先頭に立って、宗

谷本線をぜひ盛り上げていっていただきたいなと

いうふうに思っております。

風っこそうや号に関してなのですけれども、こ

れのおもてなしというのも非常に大切な部分にな

りますけれども、沿線住民の利用促進、こちらも

大切な部分になってくると思うのですけれども、

市民へのＰＲの仕方についてはどのようにお考え

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 地域住民への利

用促進の取り組み、周知ですけれども、今北海道

全体で組織されている北海道鉄道活性化協議会、

これは知事を先頭にいろいろな民間団体も入りな

がら、経済界も入りながらの組織になっています

が、そちらのほうが道内一斉にこれからキャンペ

ーンを打つということですけれども、これは鉄道
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に限ったものではなくて、公共交通全般をしっか

り利用していただきたいといった乗って残そうと

いうような趣旨の取り組みが今後展開されていく

のだろうというふうに思います。我々もそういっ

た活動にしっかりリンクしながら取り組みを進め

て、周知をしていこうと思いますし、何よりも先

ほどから御指摘いただいている利便性の向上、こ

こに尽きてくるのかなというふうに考えておりま

すので、しっかりそこのところは取り組みをさせ

ていただきながら、また広報等も活用しながら、

こういった北海道全体の取り組みを皆さん方にも

周知して、取り組んでいきたいというふうには考

えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ＪＲ北海道にかかわる問題、歴史的な部分から含

めてもいろいろなまだまだ言わなければいけない、

言いたいことというのもたくさんあるわけでござ

いますけれども、宗谷本線を今後も維持していく

ためにもかかる有識者の方、あるいは沿線自治体

の有志の皆さんとともに手を携えながら、さまざ

まなアイデアを出しながら、ぜひとも一緒に私も

含めて取り組んでまいりたいというふうに思って

おりますので、今後とも御協力をお願いしたいと

いうふうに考えているところでございます。

次の質問に移らせていただきます。ペース配分

を非常に間違っております。大変なことになった

という……失礼いたしました。続いて、人権尊重

と多様性を認める社会についての部分でございま

すけれども、いろいろと偏見というものが背景に

あるのではないかなというふうに考えているとこ

ろですけれども、性の多様性、あるいはセクシュ

アルマイノリティーの人たちへの配慮について、

今後この名寄市はどのように具体的な取り組みを

されていくのかというところをお聞かせいただき

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 具体的にということ

で今御質問をいただいたのですけれども、私ども

個々のそれぞれマイノリティーの皆さんがどうい

った事象で困っていらっしゃるのか、あるいは悩

んでいらっしゃるのか、その辺が少しわからない

ものですから、具体的に私どもが今何を取り組む

ということについてはちょっと言えないというこ

とであります。御理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らくわからないのだ

ろうなというふうに私も想像しておりました。

相談件数についても尋ねようと思ったのですけ

れども、恐らく同じ回答になるのかなというふう

に考えております。というのも相談窓口がどこに

あるのか、どこに相談したらいいのかということ

が当事者がいたとしてもそれが全然見えてこない

状況の中で、もう黙るしかないという状況に恐ら

くなっているのかなというふうに考えるところで

す。ですから、今後条例に明記するということは

まだ先と考えても、個人の尊厳、憲法に基づいて

守っていくという基本姿勢に基づいて考えていき

ますと、これらのマイノリティーに対する相談で

き得る職員、あるいは専門性を持った相談員、相

談窓口、多角的にカンファレンスのできるケアチ

ーム、そういったものを構築していく必要がある

というふうに考えておりますので、ぜひその辺を

御検討いただければというふうに考えております。

とりわけ子供たちに対する思いというのが非常

に大切な部分になろうかというふうに思っていま

す。自分の気持ちをしっかりと伝えられない、あ

るいは表現のしようのない子供たちというのは、

大変深刻な状況下に置かれていると思います。文

部科学省は、２０１０年に児童生徒が抱える問題

に対しての教育相談の徹底についてを発しており

ます。とりわけ性同一性障がいにかかわる児童生

徒について、その心情などに十分配慮した対応を

要請しているところです。北海道教育委員会も２

０１５年に教職員向けの資料、性同一性障がいの

理解のためにというものを作成して、文科省から
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の通知を受けた性同一性障がいにかかわる児童生

徒に対するきめ細やかな対応の実施についても通

知をしています。こういったことを受けて、子供

たちもどこに相談していいかわからない状況にあ

ろうかと思いますので、ぜひともその相談できる

窓口、あるいは相談する場所の可視化、そういっ

たものについて進めていっていただきたいと思い

ますけれども、その辺に関してはいかがお考えで

ございましょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今特に子供、児童と

かということで言われていますけれども、先ほど

もお話ししましたけれども、私ども十分議員が言

われている問題について、例えば婚姻の問題だっ

たり、そういう具体的な状況であれば理解はでき

るのですけれども、なかなか現状例えば教育現場

でどのような対応をしているのかというところも

今私が十分把握しておりませんので、実態も含め

てその辺は教育部と改めて状況や何かの確認をさ

せていただいて、まずそこから始めることになる

かな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。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 見えてこないからとか、

相談がないからとかという部分で恐らくなってく

る部分というのは多いのかなというふうにも思う

のですけれども、なかなか実態が見えてこない、

あるいは感じられないから手をこまねいていると

いうような状況では、誰にも相談できずに一人で

悩んで、周囲からのいじめやからかいや偏見差別

におびえ、耐え忍びながら自傷行為や自殺に至る

というような人たちもいるという状況でございま

すので、ぜひともいじめの傍観者と同じような形

にならないような策を早急にとっていく必要があ

ろうかと思います。というのも、実際問題名寄市

内でそういう相談を私は受けております。そして、

その中で名寄にはそういった窓口もないし、ある

いはパートナーシップ制度もないので、旭川へ転

出、あるいは札幌へ転出、そういう方もいらっし

ゃるという現実があります。マイノリティーの人

たちに対して優しい社会というのは、全ての人に

対して優しい社会になるというふうに考えており

ます。ですので、誰もその手からこぼれ落ちるこ

とのないような対策、そういったものをしっかり

と推し進めていただきたいなというふうに考えて

いるところでございます。特に知らないというこ

と、理解が進まないという実態の中で、恐らくＳ

ＯＧＩハラスメントですとか差別ですとか、そう

いったものというのが生まれてくるのだろうと思

いますので、ぜひとも詳しくその辺を学習できる、

そういった機会というのもつくっていっていただ

きたいなというふうに考えております。その辺に

ついてもう一度改めてお伺いしたいと思いますけ

れども、いかがでございましょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） それでは、私のほうか

ら若干子供にかかわることでございますので、お

話を申し上げたいと思いますけれども、議員が御

指摘のように北海道教育委員会では平成２７年に

教職員向けの指導資料ですか、性同一性障がいの

理解のためにを出しておりますし、また２９年に

もまた同様に教職員の指導資料を出しております。

いわゆる性的マイノリティーの子供たちについて

心情的に配慮して、適切な対応をとるようにとい

うことで、指導資料も教育委員会のほうに来てお

りまして、これは２９年度でしたか、資料入りま

したので、各学校にお配りしているというような

状況でございます。

ただ、本市の現在の小中学校におきましては、

性的マイノリティーの児童生徒や保護者から直接

の相談はまだ今のところございません。ただ、そ

ういう通知行っておりますので、教育委員会とい

たしましては性的マイノリティーの子供たちや保

護者から相談があった際には各学校に対して十分

対応していただきたいということでお話ししてお

ります。
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指導資料の中にも書かれてあるのですけれども、

何点か学校へお願いしている事項があります。１

つは、児童生徒が相談しやすい環境を整えていた

だきたいということ、それから道教委の今資料出

ておりますので、それをしっかり活用していただ

きたいということ、それと子供たちや保護者から

の相談についてはプライバシーにしっかりと配慮

しながら対応していただきたいと。それと、必要

に応じて学校内で委員会等をつくっていただいて、

学校外の関係機関と連携した対応がとれるように

というようなことを主な内容としてお伝えしなが

らおりますけれども、今後もこのことについて改

めて周知してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

今後もぜひ子供たちを含め、大人たちも含め、さ

まざまな人たちが、多様な人たちがその多様性を

認知されるような実効性の高い、垣根をつくらな

いような制度設定をしていっていただければとい

うふうに思っております。法務省の人権擁護局も

セクシュアルマイノリティーについて理解を深め

る啓発活動の強調事項に鑑みて、本市においても

男女共同参画条例の中に打ち出されているわけで

ございますので、ぜひともそれをますます大きく

膨らませていっていただきたいというふうに考え

ております。

そして、化学物質過敏症についてなのですけれ

ども、これもぜひとも香害、香りの害に関するポ

スターですとか啓発活動、そういったものを進め

ていただいて、今後も取り組みを推し進めていた

だければというふうに考えております。

化学物質過敏症、あるいはセクシュアルマイノ

リティーの今後の話、あるいはパートナーシップ

制度については、今後もまた改めて質問を投げか

けさせていただきますので、ぜひともよろしくお

願いを申し上げたいというふうに思っております。

ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

特別支援教育の推進について外１件を、遠藤隆

男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、特別支援教育の推進につい

て３点、最初に小項目の１、特別支援学級の現状

と課題についてお伺いをいたします。特別支援教

育の充実を図るために、児童生徒一人一人の教育

的ニーズに対応した教育支援をされていることと

思いますが、１点目に名寄市の特別支援学級の現

状と教育支援をされている中での今後の課題等に

ついてお伺いいたします。

次に、小項目の２、特別支援教育専門家チーム

についてお伺いいたします。巡回相談等によりＬ

Ｄ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含めた障がい等

のある児童生徒への支援体制の整備や支援等が行

われていることと思いますが、２点目に特別支援

教育専門家チームの巡回相談等の実施状況につい

てお伺いいたします。

また、巡回相談等で把握された困り感のある児

童生徒の現状と今後の課題等がありましたらお聞

かせください。

次に、小項目の３、特別支援教育コーディネー

ターとの連携についてお伺いいたします。子供の

成長に合わせて支援要領は変わってくるものと思

います。また、特別な教育支援を要する児童生徒

には専門的な知識が必要と思いますが、そこで３

点目に特別支援教育コーディネーターの役割を含

め、教職員、保護者等との連携状況についてお伺

いをいたします。

次に、大項目の２、農業振興施策について２点

お伺いいたします。小項目の１、担い手の確保に

ついてですが、産業全般の担い手不足等による労

働力の確保は喫緊の課題となっておりますが、名

寄市の基幹産業である農業においても深刻な課題
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と認識をしております。そこで、１点目に、名寄

市における担い手の現状と人材確保、人材育成の

取り組みについてお伺いいたします。

次に、小項目の２、農畜産物のＰＲ推進につい

てお伺いいたします。名寄市では、モチ米を初め

品質や生産量を誇る農畜産物が多くあり、地域農

業の活性化のためにも地産地消の推進や消費拡大

に向けた市内外へのＰＲは重要であると考えます。

２点目に、名寄市の主な作物の現状と市場などに

おける評価についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 遠藤議員より大項目

で２点にわたって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については経済

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

まず、大項目１、特別支援教育の推進について、

小項目１、本市における特別支援学級の現状と今

後の課題について申し上げます。障がい等のある

児童生徒が自立し、社会参画するために必要な力

を養うためには、一人一人の教育的ニーズを把握

するとともに、その子供が持つ可能性を最大限に

伸ばし、生活や学習上の困難を改善、または克服

することができるよう適切な指導及び必要な支援

を行う特別支援教育の充実を図ることが大切とな

っております。

特別支援学級は、障がいがあるために通常の学

級における指導では十分な指導の効果を上げるこ

とが困難な児童生徒に対し、実態に応じたきめ細

やかな教育を行うために小学校及び中学校の中に

特別に設置された少人数の学級のことでございま

す。平成１９年に改正された学校教育法の規定に

従い、小中学校には障がいの種類ごとに知的障が

い、肢体不自由、病弱、身体虚弱、弱視、難聴、

言語障がい、自閉症、情緒障がいの特別支援学級

を設置することができるとされております。特別

支援学級では、基本的には小中学校の学習指導要

領に沿って教育が行われますが、児童生徒の障が

いの状況等に応じて特別支援学校の学習指導要領

を参考として、特別の教育課程を編成できるとさ

れております。例えば障がいによる学習上、また

は生活上の困難の改善や克服を目的とした指導領

域である自立活動を取り入れたり、各教科の目標、

内容を下学級の教科の目標、内容にかえたり、各

教科を知的障がい者である児童生徒を教育する特

別支援学校の各教科にかえたりするなど、当該児

童生徒の障がいの状況等に合った教育課程を編成

することが可能です。

本市の特別支援学級の現状といたしましては、

昨年度と比べ令和元年度は全体では４学級減って

おりますが、在籍する児童生徒数に大きな変化は

なく、各学校において多様な障がい種の学級が設

置されております。このため一人一人の児童生徒

の障がいの状況等に応じた指導内容、指導方法の

工夫が求められており、緊要な課題になっており

ます。具体的には特別支援学級に在籍する児童生

徒一人一人の実態を的確に把握し、それに応じた

適切な支援を行うために個別の指導計画や教育支

援計画の作成、当該児童生徒に対する指導や支援

が学校全体で行われるよう校内の支援体制の整備

や個々のニーズに応じた指導、支援の充実を図る

必要があります。また、障がいのある児童生徒と

障がいのない児童生徒との交流及び共同学習を計

画的、組織的に行い、望ましい社会参加を目指し

て日常生活や社会生活に必要な技能や習慣が身に

つくような指導を充実させることが必要となって

おります。

次に、本市における特別支援教育専門家チーム

による巡回相談の実施状況について申し上げます。

本市においては、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症

等を含め、障がい等のある児童生徒への総合的な

支援体制の整備及び指導や支援の充実を図るため、

幼児、児童生徒の障がいの有無を判断したり、望

ましい教育的対応について専門的意見を示す本市

特有の特別支援教育専門家チームを設けておりま
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す。専門家チームの委員は、心理学の専門家であ

る名寄市立大学の教員や特別支援教育に精通して

いる小中学校の教員、高等養護学校の教員、教育

委員会の指導主事から構成され、各学校等からの

要請を受け、当該学校の教員等に対し学習環境や

指導方法等に関する指導、助言を行う巡回相談を

実施しております。本市では、生活や学習上の困

り感を抱えている児童生徒が多く見られることか

ら、平成２８年１月に名寄市特別支援教育専門家

チーム設置要綱を改正し、障がいの有無にかかわ

らず、学校生活や家庭生活において困り感を持っ

ている全ての児童生徒等を対象に巡回相談が実施

できることといたしました。その結果、平成３０

年度は各学校からの４６件の要請に対し、延べ１

３２名の委員が巡回相談等を実施してきたところ

でございます。

これまでの巡回相談においては、認知特性、学

習障がいが疑われる子供、多動性、衝動性の傾向

がある子供、帰国子女の子供などへの対応のあり

方等について相談要請がありました。この要請を

受け、専門家チームが巡回相談を行い、認知特性、

学習障がいが疑われる子供に対しては、家庭と連

携して支援に当たるとともに、学習における学校

の役割と家庭の役割を明確にして学習支援をして

いくこと、多動性、衝動性の傾向がある子供につ

いては、ソーシャルスキルトレーニングを行うこ

とや気持ちが乱れてしまったときは気持ちを落ち

つかせるために一時的に別な場所に行くことを認

めてあげること、帰国子女の子供については日本

語の力をはかるため就学時健診時に行った発達検

査を再度行い、その変容を見ることで指導方法を

見直していくことなど、一人一人の困り感に応じ

た具体的な教育的支援のあり方について指導、助

言を行う等の対応をしてまいりました。また、学

校と保護者が協議し、児童生徒の困り感等につい

て客観的なデータをもとに明らかにしたほうがよ

りきめ細やかな支援ができるのではないかと判断

した場合には、専門家チーム委員が保護者に対し

て発達検査の説明をしたり、同検査の実施結果を

わかりやすく説明するなどの対応をしてまいりま

した。さらに、家庭の問題等が原因で当該児童生

徒が不登校傾向になっている場合には、専門化チ

ーム委員はもとより、当該児童生徒が所属してい

る学校の教職員や当該児童生徒及び家庭に携わっ

ている関係機関の担当職員等による個別支援会議

を開催し、それぞれの役割に応じた支援のあり方

等について協議をするなどの対応をしてまいりま

した。

今後の課題といたしましては、学校が特別支援

教育コーディネーターを中心に児童生徒等が必要

としている教育的ニーズをよりきめ細かく把握し、

さらに指導や支援の充実を図ることやこれまで以

上に巡回相談を積極的に要請するなど、専門家チ

ームを一層有効に活用することが挙げられます。

次に、小項目３、本市における特別支援教育コ

ーディネーターが校内の教職員や保護者、関係機

関とどのように連携しているかについて申し上げ

ます。特別支援教育の充実を図るためには、学校

が一体となって児童生徒一人一人の教育的ニーズ

の把握に努め、適切に対応することが重要でござ

います。このため学校では特別支援教育コーディ

ネーターを校内分掌に位置づけるなど、校内支援

体制の充実に努めております。

特別支援教育コーディネーターは、校内の教職

員や外部の関係機関と連携を図りながら、連絡調

整を行ったり、保護者等の相談の窓口、担任等へ

の支援等といった役割を担っております。具体的

には校内の教職員や関係機関と情報交換をするこ

とや保護者からの相談に応じ、保護者の気持ちを

受けとめながら理解や協力を求めること、担任等

の教員に具体的な支援方法等について助言するこ

と、特別支援教育専門家チームから受けた指導、

助言を踏まえ、校内の支援体制等について工夫改

善を図るなどして各方面との連絡協力を進めてい

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。



－76－

令和元年６月１９日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業振興施策について、初めに小項目の１、

担い手の確保について申し上げます。

名寄市におきましても農家戸数は年々減少を続

け、農業従事者の高齢者も進行していることから、

担い手不足は本市農業の大きな課題となってござ

います。市の調査では、平成３０年７月末現在、

３０アール以上の農地を所有し経営している農家

戸数は５４２戸となっており、経営主が６０歳以

上の農家戸数は３０９戸、そのうち後継者のいる

農家戸数は５４戸で約１ ５％にとどまり、その

多くは後継者不在となってございます。しかしな

がら、ここ数年は農家子弟のＵターンや新規学卒

者などによる就農が一定数確保されておりまして、

平成２６年から３０年度までの過去５年間の新規

就農者数は４１名で、ＪＡ道北なよろ管内青年部

の部員数は過去最高となっていることに加えまし

て、新規参入者についても過去５年間で６組とな

っております。地域農業にとってうれしいニュー

スとなってございます。

本市の取り組みについてでございますが、まず

担い手確保では道北農業担い手育成対策協議会を

通じての名寄産業高校酪農科学科への支援を初め

といたしまして、新規就農者支援事業の見直し、

拡充や地域おこし協力隊制度を活用した農家子弟

や新規参入者の確保などに努めてございます。ま

た、担い手の育成では、農家子弟が後継者として

早期に定着、安定が図られるようＪＡとの協調に

よる農業後継者支援事業を創設したほか、農業青

年活動への支援や交流会などの開催、ＪＡ、普及

センター、市で構成する新規就農者支援チームや

集落支援員による指導相談体制など、財政的支援

に加え技術や生活面でのサポートの充実が成果に

つながっているものと受けとめているところでご

ざいます。

次に、小項目の２、農畜産物のＰＲ推進につい

て申し上げます。本市におきましては、恵まれた

水利と豊かな土壌、冷涼な気候と昼夜の寒暖差な

どの条件を生かし、安全でおいしいさまざまな農

畜産物が生産されてございます。平成３０年度産

の主な実績につきましてＪＡの取り扱いベースで

見てみますと、日本一の生産量を誇るモチ米は約

２５億 ０００万円、次いでスイートコーンが５

億 ０００万円、カボチャ約５億 ０００万円、

アスパラが約４億 ０００万円、バレイショが約

１億 ０００万円と続き、その主な出荷先につき

ましては関東、関西、中京、そして道内となって

ございます。

モチ米は、施設において着色や粒の大きさなど

を均一に調整されており、品質のよさややわらか

さなどの特性が赤福を初め実需企業から評価、信

頼され、優先的に御購入をいただいております。

また、味覚や規格にすぐれたアスパラやカボチャ

なども選果場で厳格に選別されているほか、アス

パラ、スイートコーンは生産者の皆さんが収穫の

時間や管理に注意を払い、出荷後は選果センター

において真空予冷するなど、味や鮮度を保つ対策

も行っているため、取引先の市場などから高い信

頼と評価をいただいてございます。また、カボチ

ャやスイートコーンを出荷する黄色の段ボール箱

は、市場などにおきまして名寄ブランドとして広

く認知されており、生産者の皆さんを初め関係各

位のこれまでの努力の積み重ねが実需者や市場関

係者などとの強い信頼関係に結びついたものであ

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁をいた

だきまして大変ありがとうございました。何点か

再質問をさせていただきます。

まず、特別支援教育の推進についてからお伺い

をいたします。先ほどの丁寧な御答弁で名寄市の

特別支援教育の現状、概要については認識をさせ

ていただきました。特別支援教育において児童一

人一人の教育的ニーズに対応した適切な教育支援
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を行うためにも、児童生徒個々の障がいの状態や

特性を把握することは重要であると考えますが、

現在名寄市における特別支援学級と普通学級との

交流及び共同学習についてどのような取り組みが

されているのか。また、各学校の現状を含めまし

てお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特別支援学級と普通

学級との交流ということで御質問いただきました。

現在学校においては、障がいのある子供と障がい

のない子供たちが可能な限り同じ場でともに学ぶ

インクルーシブ教育システムの構築が求められて

いるところでございます。このため学習指導要領

では、障がいのある子供と障がいのない子供の活

動をともにする機会を積極的に設けて、相互の触

れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的と

した交流と、教科等の狙いの達成を目的とした共

同学習を一体として捉えた交流及び共同学習の推

進を重視しているところでございます。

本市の小学校におきましては、交流及び共同学

習を９時間から１５時間程度各学校で行っており

ます。具体的には理科や音楽、図画工作などの教

科で通常学級の生徒と同じ学習内容を学んだり、

総合的な学習の時間で支援を受けながら、ともに

体験活動や調べ学習に取り組んでいるところでご

ざいます。また、中学校においては、４時間から

１４時間行っておりますけれども、具体的には技

術家庭科や美術などの実技教科の学習内容を学ん

だり、学級活動や学校祭などの行事に取り組んで

いるところでございます。

教育委員会といたしましては、交流及び共同学

習などを通じて、社会性や豊かな人間性を育むた

めに現在小学校５校に２４名、中学校４校に６名

の学習支援員を配置しておりますけれども、今後

も各学校の実践を共有することで効果的な指導方

法等の一層の工夫改善を図っていくとともに、学

習支援員や特別支援学級の担任だけではなく、全

教員が共通の認識を持って教育に当たることがで

きるように各学校を支援していきたいと考えてお

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。引き続き取り組みを続けていってほしいと思

います。子供たちが明るく元気に学び、成長して

いけるように、保護者を含め教職員、特別支援教

育コーディネーター、特別支援教育専門家チーム

がしっかりと連携をして、学校全体での支援体制

を充実させるような取り組みを引き続きお願いし

たいと思います。

次に、障がいのある児童生徒への就学及び進路

指導についてお伺いをいたします。特別支援教育

の推進において名寄版個別の支援計画「すくら

む」の普及促進に努められていると思いますけれ

ども、障がいを持つ保護者の中には障がいのある

子供の進路に関してどこに相談していいかわから

ないといった声もあり、そこで乳幼児期である就

学前、学童期等の就学中、青壮年期の就学後にお

ける取り組み、また保護者を含めました各関係機

関との連携等についてお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 就学、進路指導の取

り扱い、またそれに携わっている関係機関との連

携について御質問いただきましたので、お答えを

させていただきたいと思います。

障がいのある子供にかかわる全ての関係者が障

がいの状態や認知、学習、行動等の特性について

情報を共有し、小中高、就業と各学校段階間にお

けるきめ細やかな途切れることのない支援体制の

充実を図ることが極めて重要なのだというふうに

考えております。このため名寄市教育支援委員会

というのを設置しておりますが、心身に障がいの

ある子供たちが小学校や中学校に通学するに当た

って、本人の障がいの状態、教育的ニーズ、保護

者や心理学等の有識者の意見、学校や地域の実情

等を踏まえた総合的な観点から、進学にかかわる
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支援について教育委員会としても努めているとこ

ろでございます。

また、本市では幼稚園、保育所、保育園、認定

こども園、小中学校、高等学校、名寄市立大学、

就労機関等の関係者から構成される名寄市特別支

援連携協議会専門委員会を設置しているところで

ございます。この専門委員会につきましては、３

部会から構成されておりますけれども、各部会に

ついては各学校間の途切れることのない支援体制

の充実を図るために、各学校段階間の連携のあり

方について情報交換を行ってきている委員会とな

ってございます。具体的には専門委員会では今年

度名寄版個別の支援計画「すくらむ」の有効活用

や日常の授業や活動、行事等を相互に参観する取

り組みや各学校間の引き継ぎ等のあり方について

情報交換を行うなど、子供たちの進学に伴う円滑

な接続を図る取り組みを委員会の中で行ってきて

いるところでございます。

また、就学後の子供たちの進路につきましては、

地域における相談支援の中核的な役割を担ってお

ります基幹相談支援センター事業ぽっけが相談窓

口となることになります。

今後も教育委員会といたしましては、児童生徒

が個々のニーズに応じた適切な指導、支援を受け

られるよう、先ほどの教育支援委員会や特別支援

連携協議会及びその専門委員会等の関係機関がそ

れぞれの機能を効果的に発揮しながら、互いに連

携を深めながら、途切れることのない一貫した支

援体制の充実に努めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。

いろいろ質問させていただきましたけれども、

私は自閉症という障がいのある子供を持つ親の一

人であります。約２１年以上前の話になりますが、

子供が小学校へ就学をする前のことですが、現在

豊西小学校はありませんけれども、当時私の学区

内の小学校は豊西小学校であり、豊西小学校には

当時特学、今でいう特別支援学級もなく、本当に

どうしていいのかわからず、子供の将来を含め大

変不安になった時期がありました。親としては、

せめて中学までの義務教育期間中は一緒に暮らし、

兄弟と一緒の学校へ通わせてあげたいという思い

があると思います。私の場合、当時の市の相談員

の方がしっかりと私の思いを受け入れてくださり、

学校の教職員、また教育委員会の皆様の御尽力に

より、専門の先生の配置を含め、豊西小学校に初

の特学をつくっていただきました。兄弟と同じ学

校に通わせることができ、子供も明るく元気に６

年間を過ごすができ、御尽力をいただいた当時の

皆様、また当時一般的に理解をされていなかった

自閉症という障がいを受け入れてくださった名寄

市に大変感謝をしているところでもあります。

また、当時はなかった発達障害者支援法が平成

１６年１２月に公布、翌年４月には施行され、平

成１９年には学校教育法の改正により小中学校に

障がいの種類ごとに特別支援学級を設置できるよ

うになり、発達障がいが障がい者に含まれるもの

であることを障害者自立支援法、児童福祉法にお

いて明確化されるなど、各種障がい、障がい者に

対する理解が向上してまいりました。その中でも

名寄市は、各種障がい、障がい者に対する理解度

が高いと私は認識をしております。

私もそうでしたが、子供の障がいを理解し、受

け入れるまでには時間がかかります。子供の将来

を考えると、大変不安になることもあります。障

がいを持つ子供の保護者から誰に相談していいの

かわからないといったような声を聞くことがない

ように、さらに市、保護者、教職員、関係機関等

が連携のしやすい体制づくり、子供たちが本当に

明るく元気に学び、成長し、保護者、御家族の皆

様が安心できるような取り組みを引き続きお願い

をしたいと思います。

また、これから名寄市へ転入される方の中にも

障がいのある子供を持つ方がいると思います。引
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き続き市のホームページでの情報発信のほか、各

関係機関との連携強化による情報発信をしていた

だいて、安心して転入をしてもらえる体制づくり

もあわせてお願いいたします。

次に、農業振興施策、担い手の確保についてお

伺いをいたします。担い手の確保において後継者

の就農が中心になるものと考えますが、一方で不

足する担い手を確保するためには地域外からの受

け入れは効果的と考えます。先ほどの取り組みに

もありました地域外からの受け入れとして取り組

んでいる地域おこし協力隊について、募集方法等

についてお伺いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 再質問をいただきま

した。議員が言われますように担い手の確保につ

いては、多様な担い手の確保が必要だろうという

ことで、その中心は後継者になりますけれども、

それ以外の外部からの担い手の確保も必要だろう

ということで、今その中心となるのが地域おこし

協力隊ということで進めさせていただいていると

いうことであります。

地域おこし協力隊について少し説明させていた

だきますと、これは国の総務省の制度でありまし

て、地方で不足する人材を都市部から受け入れて

地域力の維持、強化を図るという制度でありまし

て、国からはさまざまな情報提供のほか財政的支

援なども受けることができると、そういう制度で

ございます。

名寄市におきましては、平成２５年度からこの

制度を新規就農を確保するということで導入をさ

せていただいているところでありまして、最大３

年間の農業研修期間を経て新規就農に結びつくよ

うにということで、私ども取り組みをさせていた

だいているところであります。幸いにこれまで６

名の地域おこし協力隊を委嘱することができまし

て、そのうち２名の方が市内で就農されておりま

すし、現在も１名の方が農家で研修を積んでいる

と、そういう状況になってございます。

御質問いただきました募集の方法についてとい

うことでありますけれども、これは市にホームペ

ージがございますので、そういったものに情報を

載せさせていただいていることを初めといたしま

して、公益財団法人北海道農業公社というのがあ

りますけれども、こういった公の団体、あるいは

民間によって新規就農者募集のイベントなどがあ

りますので、ここに私どもも参加をさせていただ

きながら、実際に向かい合いながら募集をやらせ

ていただいているというのが現状であります。ま

た、実際に窓口に来られた方、相談に来られた方

に対しましては、ＳＮＳを活用するなどして、そ

のイベントの後についても丁寧な対応をさせてい

ただいているほか、名寄市に来ていただいたとき

に実際に農業体験するときには支援制度なんかも

ありますので、こういった制度のＰＲも含めて本

市での農業体験の御案内もさせていただいている

というところであります。

また、この地域おこし協力隊は、移住にもつな

がるということから、庁内の移住セクションとも

十分連携をさせていただいているところでありま

す。移住のほうでもそういった移住者を募集する

イベントなどがありますので、そこに参加をして

いただきながら、農業に興味のある方などの情報

を私どものほうに寄せていただいたり、あるいは

その場を活用しながら地域おこし協力隊の情報発

信もしていただいているところでありまして、今

年度については道外から２組の農業体験実習生が

本市で農業ですとか生活環境を体験いただくこと

ができました。一定の成果があらわれたと私ども

受けとめているところであります。

今後につきましても横の連携をしっかりととり

ながら、さまざまな機会を活用しながら情報を発

し、さらにはその後の丁寧な対応を進めてまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解をいただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし
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た。

地域外からの人材確保については、市のホーム

ページによる情報発信、また新規就農者の募集イ

ベント等への参加、積極的な募集活動をされ、大

変御苦労されていることがわかります。やはり募

集に関しては、応募をしてくださる方にどれだけ

印象に残るように伝えるかが重要であると私は思

います。名寄市には、地域おこし協力隊から既に

就農されている方がおられます。その方たちが直

接応募してくださる方に伝えることが最大のＰＲ

ではないかと私は考えております。また、生活面

でも不安とならないよう、名寄市の魅力を含め、

生活環境等もしっかりと伝えるほか、応募してく

ださる方との信頼関係を築くことが必要であると

私は考えておりますが、今後の募集についてはど

のようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の募集について

ということであります。基本的には各種イベント

などを通じての直接的な相対での勧誘というので

しょうか、そういうものを今後も続けていきたい

というふうに思いますし、先ほど申し上げたよう

にそこでできたきっかけをいかに丁寧につないで

いくかというのが非常に大切だと思っております

ので、そういった後のフォローというのでしょう

か、そういった対応も十分してまいりたいなとい

うふうに思っています。

それと、名寄市の新規就農の受け入れの大きな

ポイントは、受け入れた後の指導体制だというふ

うに思っていますので、農業支援員なども含めて

設置をしておりますので、そこの丁寧な対応につ

いてもぜひＰＲをさせていただいて、一人でも多

くの地域おこし協力隊獲得に向けて努力をさせて

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

財政面でもいろいろ限りはあると思いますけれど

も、できれば私が先ほど申した既に就農されてい

る方たちを直接そういう場に連れていっていただ

いて、直接ＰＲをしてくださるような取り組みも

引き続きしてほしいというふうに考えております。

農業の担い手の確保については、地域おこし協

力隊の積極的な募集にあわせて、就農に向けた条

件整備が必要になると思います。その一つに先ほ

ど課題として御答弁のあった地域での受け入れ態

勢の充実を考えております。また、技術の習得も

課題と言われましたが、より実践的かつ自立的な

リハーサル農業の研修も必要ではないかというふ

うに私は考えております。農業振興センターの活

用を含めた整備体制も一つの方策であると私は考

えておりますが、その辺を含めましてどのように

お考えかをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほどの今後の募集

のところで今提言をいただきました地域おこし協

力隊、実際に入ってきた方、その方の声を伝える、

そこについては私どもぜひ今後取り組みを検討さ

せていただきたいと思いますし、前向きに進めさ

せていただきたいなと思っていますので、ぜひ御

理解をいただければというふうに思います。

それと、今御質問いただきました一つは地域で

の受け入れ態勢が重要でないかという御意見であ

りました。私どももここは同じ思いをしていると

いうことで、地域で実際に就農する、さらには定

着する上で地域の受け入れ態勢というのが大きな

ポイントだというふうに思っています。数年前に

総務省から地域おこし協力隊の事例調査というこ

とで本市にお越しをいただいたことがありました。

このときに、総務省から来られた方ですけれども、

名寄での地域の受け入れ態勢を名寄方式ですねと

いうことで非常に高い評価をいただいたというこ

とがありました。私ども非常にうれしいと思って

いましたけれども、やはりここが大切なのだなと

いうのを改めて痛感したところであります。

現状について申し上げますと、これまで風連の

日進地区、あるいは東風連地区でそれぞれ地域で
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受け入れをいただいておりまして、農家での農業

研修はもとよりでありますけれども、就農時の農

地の紹介ですとか、あるいはその後の農作業など

でも大変お世話になっているところであります。

また、農業以外でも地域でのイベントを初めコミ

ュニティー活動がありますけれども、そこへの参

加ですとか、あるいは生活面でも大変お世話にな

っておりまして、これらの成果として風連の日進

地区においては平成２９年度から２組の新規就農

者が営農に結びついたのではないかというふうに

考えているところであります。地域おこし協力隊

の成功、先ほど申し上げましたけれども、地域の

皆さんの御理解と御協力なしでは成り立たない制

度だというふうに考えておりますので、今後もよ

り多くのほかの地区にも受け入れていただけるよ

うに理解をいただきまして、協力、働きかけてま

いりたいと考えているところであります。

また、もう一つ御提案をいただきました農業振

興センターの活用ということであります。現在も

主に冬期間となりますけれども、就農に必要な経

営ですとか栽培に関する座学を中心にした研修を

農業振興センターの中で行っております。この農

業振興センターには専門的な技術員ですとかが常

駐していること、さらには必要な設備などについ

ても一定程度整っておりますので、独立に向けて

のリハーサル農場としての活用について今後調査

をしてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解を

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございまし

た。担い手を確保するには、これからも大変御苦

労されると思います。しかし、地道な募集活動が

人材確保へとつながっていくと思いますので、継

続した取り組みをよろしくお願いいたします。

また、新規就農者の支援、定着のためにも地域

での受け入れ態勢の充実、農業振興センターの活

用を含めた体制整備もよろしくお願いいたします。

次に、農畜産物のＰＲについてですが、名寄産

の旬の野菜はとてもおいしく、先ほどの御説明か

らも高い評価を得られているということがわかり

ましたが、まずはやはりここ名寄市に暮らす市民

の皆様が名寄の農畜産物を実際に味わい、そのお

いしさを実感をして、誇りに思えることが重要で

あるというふうに私は考えます。そこで、市内で

購入できる場所等を含め、消費拡大や名寄産の農

畜産物のＰＲ等の取り組みについてお伺いをいた

します。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもも議員が言わ

れますように市民の皆さんに地場産農産物のおい

しさ、さらにはすばらしさを知っていただくこと、

そして広めていただくことが地産地消の推進です

とか地元農産物のＰＲあるいは消費拡大に極めて

重要だろうというふうに考えているところであり

ますし、実際に現在も市内ではさまざまな団体、

官民を問わずいろんな取り組みがされている現状

にあるというふうに認識をしてございます。

幾つか紹介をさせていただきますと、まず市内

での購入場所についてでありますけれども、これ

は生産者が個人あるいはグループなどで直売所を

設置あるいは運営している事例がございます。こ

のほかにも道の駅、あるいは市内のスーパーでも

地場産の農畜産物等が販売をされておりますし、

産業高校ですとか福祉関係の事業所などでも生産、

直売に取り組んでいるような事例も見受けられま

す。これらを通じて市民の皆さんが旬の野菜を購

入できる機会や場所が提供されておりますので、

市としましてはこれらの直売所などの開設場所で

すとか開設日時などチラシとしてまとめさせてい

ただきまして、毎年広報とあわせて全戸に配布を

し、市民の皆さんに周知をさせていただいている

ところございます。また、春にはアスパラまつり

がございますし、夏には産業まつりがございます。

秋には地産地消フェアなど季節ごとにさまざまな

イベントを開催しておりまして、その場におきま

して販売、ＰＲを行っておりますし、また観光協
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会などでは道内外へ野菜を発送する畑自慢や、あ

るいは特産クラブなどの物産事業、ふるさと応援

寄附事業での返礼品のほか、交流自治体イベント

でも農産物品の販売などを行っておりまして、今

後もこういったさまざまな機会を活用しながら、

消費拡大や地場産農産物のＰＲに取り組んでまい

りたいと考えております。御理解をいただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

さまざまな取り組みが行われておりますが、一

方名寄市の農畜産物をどこで買えるかわからない

といった声もまだあります。まだまだ市民の皆さ

んに情報が行き届いていない部分があり、さらな

る情報提供に取り組んでほしいというふうに思い

ますけれども、どのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもも市民の皆さ

んからそういった声を耳にする機会がございます。

ただ、先ほど申し上げたように地場産の農産物が

直売あるいはスーパー、道の駅などで売られてい

るというところもありますので、これらの情報提

供に一層努めていきたいというふうに思っており

ます。

また、これは私どもだけということではなくて、

関連する協議会、団体などもたくさんあります。

例えば食のモデル実行協議会、食育推進協議会な

どがございまして、食に関連するさまざまな団体

がありますので、こういった団体ともしっかりと

連携、協力をしながら、より一層の情報提供に努

めてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解をい

ただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ありがとうございます。

ＰＲについては、市外、道外へＰＲすることは

必要であると思いますが、やはりまずは市民の皆

様に名寄でとれたものを食べてもらうことが最も

重要ではないかというふうに思っております。食

べていただければ、名寄の農畜産物のおいしさを

知っていただくことができると思います。それが

口コミとなり広がり、それがＰＲとなって、農業

の活性化、名寄市の活性化につながっていくので

はないかというふうに私は思っております。

名寄産の農畜産物の消費拡大、ＰＲ等について

は、さまざまな取り組みが行われており、それら

の取り組みが継続されますよう市としてのサポー

トを引き続きよろしくお願いしたいと思います。

１年前まで恥ずかしながら私も名寄の農畜産物

のよさも余り知らず、買ってきたものを普通に食

べ、出されたものを普通に食べるというような生

活をしていたと思います。昨年の４月からことし

の３月までの１年間という短い期間ではありまし

たが、農業振興センターに勤務をさせていただき、

名寄市の農業の現状、人手不足の中、気候の影響

を受けながらも一生懸命取り組み、名寄の基幹産

業である農業を守っている農家の皆さんがおり、

本当においしい名寄の農畜産物を生み出している

ことを知ることができました。名寄でとれたもの

は、何を食べても本当においしいと思えるものば

かりです。農業の発展のため、名寄市の活性化の

ためにも、まずは市民の皆様に食べていただける

ような取り組みを含めた農畜産物のＰＲをお願い

したいというふうに思います。

私も名寄市民となり、３７年目に入ります。私

は、名寄に住んでいて本当によかった、これから

も住み続けたいと思っている一人でもあります。

名寄市全市民の皆様が安心できる、これからも住

み続けたいと思える思いやりのあるまちづくりを

これまで私を育てていただいた名寄駐屯地、名寄

市のために恩返しをしていきたいという思いをお

伝えし、質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１５時５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５０分
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再開 午後 ３時０５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ふるさと納税について、三浦勝秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告に従い、大項目１点質問させ

ていただきます。

大項目１、ふるさと納税に関してお伺いいたし

ます。小項目１番、使途指定の寄附を財源とする

事業実績についてお伺いいたします。３０年度本

市に対する寄附の実績は、件数 ５１８件、金額

にして ７５７万円と報告されております。この

寄附を行う際に本市に対する寄附者の使途の特定、

つまりどのような事業に対し寄附金を使用してほ

しいかという項目があり、その内容は名寄市ふる

さと応援寄附条例第２条より大学に関する事業や

天文台に関する事業など７項目あります。そこで、

本市に対して寄附いただいた方々の思いのとおり

事業が行われているのかお伺いいたします。また、

指定事業なしの寄附についてもどのような事業実

績があるのかお伺いいたします。

小項目２、使途を指定した寄附の事業区分拡大

についてお伺いいたします。現在ふるさと納税の

事業区分は７項目あり、本市の取り組みを市外に

ＰＲすることができるツールと考えております。

しかし、昨年度の実績では、指定事業なしの寄附

が １５６件で、全体の４ ３４％となっており

ます。このことから、事業区分に対して項目をふ

やし、寄附者の選択肢を広げることでさらに本市

を応援していただけると考えます。その新たな具

体的な項目として、１つ目に名寄市総合計画の重

点プロジェクトの一つである経済元気化プロジェ

クトに基づき観光に関する事業の追加、２つ目に

名寄市都市計画マスタープランのコンパクトシテ

ィーに基づきまちづくり中心市街地活性化に関す

る事業の追加、新たに条例第２条、事業区分に追

加することについてお伺いいたします。

次に、小項目３、ふるさと納税事業の次年度以

降の見通しについてお伺いいたします。今年度６

月に総務省からふるさと納税の制度が改正され、

返礼品による他市町村との格差が少なくなってい

くことや２９年度から３０年度にかけても本市に

対する寄附の件数が ８７０件、金額にして １

３３万円増加していることを考えると、本市の特

産品をさらに全国的にＰＲすることができる機会

がふえていくと考えられます。特に件数が増加し

ている農産物や新たな返礼品の追加についてどの

ように対応していくのかお考えをお聞かせいただ

きたく存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま三浦議員か

ら大項目１、ふるさと納税について、小項目で３

点にわたって御質問いただきました。初めに、小

項目１、使途を指定した寄附を財源とした事業実

績について申し上げます。

本市では、いただきました寄附金につきまして

名寄市ふるさと応援寄附条例に基づき、地域振興

基金等に一度積み立てを行い、その翌々年度の予

算編成時に使途指定に合致した事業で寄附金を活

用させていただいております。今年度の予算で御

説明いたしますと、平成２９年度でいただきまし

たふるさと納税寄附金額 ６２３万 ０３４円を

地域振興基金に積み立てをし、今年度の当初予算

に同額を基金からおろして活用させていただくこ

ととしております。例えば農業に関する事業であ

れば、市単独で実施している農業支援事業などに

寄附額で同額の２７９万 ０００円を、子育てに

関する事業ではひまわりらんどやファミリー・サ

ポート・センターの運営費に寄附額と同額の３５

０万 ０００円を予算計上して活用させていただ

くことになっております。

なお、指定事業なしでいただきました寄附につ

きましては、昨年度は大学図書館、今年度は小学

校における学習支援員等、各年度においてそれぞ

れまちづくりに欠かすことのできない事業に活用
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させていただいているところでありまして、その

内容を平成２９年度から新たに本市ホームページ

にふるさと応援寄附活用報告として掲載すること

で周知を図っているところでございます。

次に、小項目２、使途を指定した寄附の事業区

分拡大についてお答えいたします。本市では、平

成２０年に名寄市ふるさと応援寄附条例を制定し、

５事業を使途を指定する事業としてスタートいた

しましたが、平成２９年度からの名寄市第２次総

合計画の策定にあわせて、重点プロジェクトに位

置づけられている施策や申し込みの際その他の事

業で指定されることが多かった事業の中から特色

ある事業を掲げることとして、農業と子育ての２

事業の追加と利雪・親雪を含む冬季スポーツの拠

点化事業の見直しを平成２９年３月に行ったとこ

ろです。

今般観光や商店街活性化に関する事業を追加で

きないかとの御質問でございますが、平成２９年

の見直しの議論でも重点プロジェクトで観光振興

等を含んでいる経済元気化プロジェクトを指定事

業に加え、多くの事業で活用できるようにしては

との意見もありましたが、基幹産業であり、申し

込みの際に指定される事業として多かった農業を

加えることで寄附者にとってわかりやすい事業と

するため、条例の改正を行ったところでございま

す。

また、指定事業を５事業から７事業にふやした

平成２９年以降も指定事業なしを選択する割合は

上昇していることから、指定事業を追加すること

が必ずしも寄附金の増加につながるものではない

と考えているところでございます。今後も国の動

向や本市の各種計画、施策と照らし合わせて、必

要に応じて随時見直しを行っていきたいと考えて

おります。

次に、小項目３、次年度以降の見通しについて

でありますが、６月１日からふるさと納税に係る

指定制度の運用が新たに開始され、本市において

も指定基準に適合していることから、５月１４日、

総務大臣から指定通知を受けたところであります。

過度な返礼品を送っていたため指定を受けられな

かった自治体、または指定を受けるために返礼品

の割合を下げるなどの対応をとった自治体にこれ

まで寄附していた方が今回の制度改正によって本

市に寄附いただけるようになるかどうかは不透明

でありますが、一人でも多くの方に御寄附いただ

けるようこれからも取り組みを進めてまいりたい

と考えております

本市の平成３０年度の寄附金額は ７５７万円

となり、前年度から １３３万 ０００円の増額

となったところであります。その要因といたしま

しては、平成２９年度から始めたインターネット

の専用サイトによるＰＲが浸透してきたことに加

え、記念品発送業務を委託しているなよろ観光ま

ちづくり協会が人気のスイートコーンについて農

協との調整を行っていただき、申し込み上限をな

くしたことにより大幅な増加につながったことが

挙げられます。今後におきましても前年度の実績

や専用サイト等での申し込み状況に応じて、観光

協会と随時協議を重ねることで本市の特産品を全

国的にＰＲできる機会を増加させられるよう努め

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御回答いただ

きましてありがとうございます。順次再質問させ

ていただきます。

まず、小項目１番に関して再質問させていただ

きます。御回答の中にホームページでは２９年度

分をふるさと応援寄附活用報告として掲載してい

るとの御回答でしたが、本市ホームページ上では

２８年度までの大まかな実績しか公開されていな

いように見受けられます。名寄市ふるさと応援寄

附条例第１条の中に、寄附者の名寄市に対する思

いを具体化するとあり、このことからも寄附者に

対する誠意として寄附金を財源にどのような事業

に対し、幾ら基金を充当したのかという報告をす
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る必要があると思うのですが、お考えをお伺いい

たします。

また、３０年度までの事業報告について掲載予

定はいつごろになるのか、あわせて御回答をよろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま三浦議員か

らホームページでの活用報告の掲載内容について

ということでお尋ねをいただきました。御指摘を

いただきました掲載内容につきまして、現在は活

用させていただきました主な事業について掲載を

しているところですけれども、今後はその事業の

内容を少し詳細にしていきたいと。そのことで事

業による効果などもあわせて掲載をしていきたい

というふうに考えているところでございまして、

議員がお話しのとおり、寄附者の皆さんに寄附金

が有効に活用されているということを実感してい

ただけるように努めてまいりたいというふうに思

っております。

それと、３０年度までの事業報告についての掲

載予定ということで御質問があったかというふう

に思いますが、実は現在３０年度の事業報告とい

うのは平成２８年度の寄附によりまして３０年度

掲載するということになっていまして、この実績

につきましては、大変申しわけございませんけれ

ども、今作成中ということで、７月上旬にはホー

ムページで掲載ができるかなというふうに思って

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（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 御回答ありがとうござ

います。基金に積んで翌々年ということで、お金

が前年度と合致していないところがあるので、ち

ょっとわかりづらかったかなというのがありまし

て、この質問をさせていただきました。

現状ふるさと納税の実質的な報告は、主に本市

のホームページで確認することが多く、寄附者や

市民周知に関し重要な役割を担っていると思いま

すので、これからもよりわかりやすい実績報告に

なることを期待して、終わらせていただきます。

次に、小項目２番について再質問させていただ

きます。指定事業をふやすことが寄附金の増加に

つながるものではないとの御答弁でしたが、本市

の取り組みとして総合計画や都市マスプランの中

で観光や中心市街地活性化ということを掲げてい

るのであれば、寄附金増加という視点ではなく、

名寄市の取り組みを市内外の方にアピールすると

いう視点で考えれば、その項目をふやすというこ

とは本市に対しデメリットがなく、取り組むべき

事業であると思うのですが、お考えをお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほどの答弁でも少

し触れさせていただきましたが、平成２９年度、

現在の総合計画の中期計画を策定する際に一度見

直しの議論をさせていただいてございます。寄附

者が指定事業を見て、本市がどんなまちなのか連

想できるような事業を指定しようということで、

そのことがきっと議員が市のＰＲにもなるのでは

ないかというような趣旨かなというふうにお聞き

をしておりましたけれども、名寄市はやはり基幹

産業が農業ということでありまして、返礼品につ

いても農産物を中心として出しているというのが

現状でございます。本市の一番のＰＲということ

で、２９年度の見直しの際にも判断をさせていた

だいたところでございますので、余り指定事業を

ふやしても名寄のまちが連想できるようなことに

もならないかなというふうに思っておりますので、

その都度、その都度重要な事業、名寄市の施策に

あわせた見直しというのは当然必要でございます

けれども、先ほども言いましたけれども、今回は

２９年に一度見直しをしているということで、ぜ

ひ御理解をいただければというふうに思っていま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。
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〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

今その見直し、見直しの時期でまた御検討いただ

けるということで、随時何かプラスする項目等ふ

えていくかと思うのですが、そのときは前向きに

御検討をよろしくお願いいたします。

次に、小項目３番目の再質問なのですが、最後

に機会を増加していくという方針ということでし

たが、現状メロンなど返礼品によっては上限を設

けていると伺っております。このことから生産が

追いついていない農産物等に対し、行政側から支

援等の検討をしていくのかお考えをお伺いいたし

ます。

また、本市市民から他市町村への寄附による税

収減少への対応についてもあわせてお考えお伺い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず初めに、今現在

返礼品ということで農産物を中心に送っているわ

けですけれども、数量を限定しているのはメロン

ですとか実はございまして、昨年委託先のほうで

努力をいただいてということでお話しさせていた

だきましたけれども、一部まだ制限をさせていた

だいているということでございまして、ここの生

産が追いついていないというか、もっと出荷すれ

ば返礼品として利用ができるのにということで何

か支援策はということだというふうに思うのです

が、このことにつきましては現在例えばメロンで

いいますと２戸の農家の方にお願いをしてやって

いるということで、数量は４００ぐらいだったか

なというふうに思っていますけれども、やはり農

産物いろいろありまして、例えばメロンというの

はなかなか生産難しいというふうにお聞きをして

おりまして、議員が言っている支援策というのが

例えば技術的なメロンを栽培をする上での支援策

なのか、あるいは今生産をしているメロン農家の

方がさらに何か生産向上するための機械の導入な

のか、その辺も含めて検討することが必要かなと

いうふうに思っていますけれども、生産技術の関

係については、先ほど遠藤議員のほうからお話が

ございました農業振興センターのほうでも指導を

されているというふうに思いますし、機械等の導

入につきましては農業振興資金等があるかという

ふうに思いますので、担当の経済部のほうにでも

相談に行っていただければというふうに思ってい

るところでございます。

あと、本市から他市へふるさと納税をすること

によって本市の税が減収するということで、この

ことについてどう考えるかということなのですけ

れども、例えばことしでいいますと控除額が約

５００万円ということでございます。実は、昨年

よりも４００万円ほど減収しているというこれは

状況になってございまして、この減収に対してど

う考えるのだということで御質問なのですけれど

も、何とか減ってくる減収についてはふるさと納

税の寄附金の額をふやす、そういった努力しかな

いのかなというふうに思っているところです。ふ

るさと納税制度がある以上は、他市町村にも当然

ふるさと納税で寄附をされる市民の方もいらっし

ゃるというのは現実だというふうに思っています

ので、この点については十分御理解をいただけれ

ばというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

具体的な数値目標というのはございますか、ふ

るさと納税での。お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ふるさと納税の目標

なのですけれども、ことしにつきましては予算上

はふるさと納税の寄附額で ０００万円というこ

とで計上させていただいております。昨年の当初

予算がたしか ５００万円だったというふうに思

いますので、 ５００万円ほど寄附額は増加をさ

せていただいて、予算編成をしているところです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。
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〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

これからこの先 ０００万円をマックスに考え

られて、それ以上の寄附額は目指さないという方

針でよろしいですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 額は多いほうがいい

のだというふうに思うのですけれども、単年単年

で一応前年度の状況というか見ながら予算編成さ

せていただいておりまして、目標に届かないよう

な予算編成ということにもならないかなというふ

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。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ふるさと納税、ふるさ

と寄附金ということでありますけれども、私ども

の条例におきましては名寄市ふるさと応援寄附条

例であります。応援するというところがやはり主

眼になるということでありますので、一概に寄附

額だけを見ると、今全国的にもこういうふるさと

納税寄附金の状況どうなのだという議論も巻き起

こっております。どこかの税金が減るということ

は、どこかで寄附されているということでありま

すから、全体の地方財政の中においては、今これ

は転換点に場合によっては来ているということも

あるかと思います。例えば税収が ０００万円減

ると、通常は普通交付税の中で７５％補填される

ということでありますが、大都市においてはこれ

が働かない。税の流出が起きているということで

ありますので、私どもとしましては一概に寄附金

の額を追い求めるのではなく、制度あるいは政策

を通じて名寄市を応援していただける形での寄附

を追求すると、そういうような形であり、その延

長線上にどのぐらいの寄附があって、どういうよ

うな予算編成ができるか、そういうような趣旨で

この事業は取り組んでいきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

理解させていただきました。

生産者の方々や受託業者の方とよりよい協議を

重ねて、これからも名寄市を道外、市外の方にＰ

Ｒしていただればなと思います。

以上で質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 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 ３時２９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。
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