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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、

４番 佐久間 誠 議員

１３番 高 橋 伸 典 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。

統一自治体選挙の総括について外２件を、倉澤

宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいま議長より指名

をいただきました。通告順に従い、３点にわたり

質問させていただきます。

初めに、大項目１、統一自治体選挙の総括につ

いてお伺いをいたします。さきの統一自治体選挙

については、北海道知事選挙を初め各級選挙が執

行され、中でも北海道議会議員選挙、名寄市議会

議員選挙においては８年ぶりの選挙となったとこ

ろでございます。前回はそれぞれ無競争であった

ことから、選挙戦となった今回の道議選、市議選

については有権者の関心が高まると考えていたと

ころです。しかしながら、道議選については前回

より約６ポイント減、６ ７７％、市議会議員選

挙については前回より９ポイント減の６ １４％

と過去最低の投票率となりました。知事選におけ

る投票率は前回４年前に比べ４ポイント以上ふえ

た中、選挙が執行されました８年前と比べ道議選

は減少、とりわけ市民に一番身近な選挙である市

議会議員選挙の投票率が大きく減少する結果とな

りました。投票率の低下については、私ども候補

者に起因することも含め、さまざまな要因が考え

られると思いますが、選挙管理委員会事務局を兼

ねております総務部として今回の一連の選挙を総

括する中で、１点目として、それぞれの選挙の投

票結果についてどのように分析をされたのかお知

らせをください。

２点目として、今回の一連の選挙において有権

者に対する啓発活動としてどのような取り組みが

なされたのかお知らせください。

３点目として、今後執行を予定されている各級

の選挙に向けた投票率の向上に対する具体的な考

えについてお伺いをいたします。

次に、大項目２、将来を見据えた街区形成につ

いてお伺いをいたします。名寄市では現在都市計

画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に取

り組まれておりますが、今後もさらなる人口減少

が想定される中で計画の策定に当たり行政コスト

の抑制、また高齢化社会への対応という観点から

もコンパクトなまちづくりの形成が課題であり、

その認識はこれまでもあったと考えます。２００

８年に策定された現計画における基本理念として

市街地の拡大抑制、既存の都市基盤の再生及び活

用、中心市街地の活性化、都市機能の集積、まち

なか居住の推進などが掲げられておりましたが、

１点目として、現在の計画策定後、この１０年余

りの間にコンパクトなまちづくりを推進すべく取

り組まれた各種事業の実績と成果についてお知ら

せをください。

２点目として、今後策定される計画の中におい

てもいわゆる中心市街地がまちづくりの核になる

と考えております。これからの中心市街地の位置

づけについてはどのように考えておられるのかお

伺いをいたします。

３点目として、コンパクトなまちづくりには欠

かせないまちなか居住を促進するに当たり、具体

的な居住誘導策についてお考えがあればお知らせ

をいただきたいと思います。

次に、大項目３、社会教育行政についてお伺い

をいたします。本市においては、図書館、博物館
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を初め研究施設としての機能を有した天文台など

社会教育施設については充実しており、職員につ

いても専門的な職種の人材も配置される中で各種

事業が行われております。青少年や高齢者を含め

た成人までの生涯を通して学習する場の提供もあ

わせて図られてきております。そうした状況のも

とそれらの教育施設を統括し、各施設と連携を図

りながら生涯学習全般の事業を行う生涯学習担当

においては事業の企画、生涯学習機会の提供、ま

た今後コミュニティスクール等を推進するに当た

っても社会教育の役割は重要となることから、計

画的な職員配置と長期的な観点での人材育成が必

要と考えております。

そこで、１点目、社会教育にかかわる人材につ

いてですが、現在の生涯学習担当における社会教

育主事及び生涯学習推進アドバイザーの配置状況

と社会教育主事講習等の受講など人材育成状況に

ついてお知らせをください。

２点目に公民館の役割についてですが、文化、

教養、健康、福祉など社会教育推進計画に基づき

企画された具体的な事業を実施する公民館は、中

央館機能を有した施設が風連、名寄、智恵文とも

現在３施設が存在し、各施設とも複数の分館を配

置し、これまでも地域における教育や文化事業等

を行い、健康の増進や情操の純化を図る役割を果

たしてきたと認識しておりますが、現在の中央館

と分館の位置づけとそれぞれの事業内容について

お知らせをください。

以上、この場からの発言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。

ただいま倉澤議員から大項目で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については建設水道部長から、大項目３

について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。

御質問の大項目１、統一自治体選挙の総括につ

きましては、名寄市選挙管理委員会の所管となり

ますので、同委員会事務局としてお答えいたしま

す。まず、小項目１、統一自治体選挙の投票結果

についてでありますが、過去の選挙の投票率と比

較し説明をさせていただきます。８年ぶりとなり

ました今回の道議選挙の投票率は６ ７７％とな

り、前回の平成２３年執行の選挙が７ ５７％で

ありましたので、対比では ９８ポイント減とな

ったところであります。また、平成１９年の選挙

が７ ３８％、さらにその前の平成３年の選挙が

８ ０６％でありましたので、平成２３年執行時

における平成１９年との対比では ６３ポイント

減、平成１９年執行時における平成３年との対比

では ６８ポイント減となっており、合併以降選

挙執行ごとに約５ポイントずつ減少してきている

状況であります。また、同じく８年ぶりとなりま

した今回の市議選挙の投票率は６ １４％となり、

前回の平成２３年の選挙が７ ０４％でありまし

たので、対比では ９ポイント減となりました。

平成１９年の選挙が７ ６２％、平成１５年が７

２２％でありましたので、２３年と１９年の対

比で ５８ポイント減、１９年と１５年の対比で

６ポイント減となっており、これまでの選挙と

比較をしても今回は特に減少幅が大きくなってお

ります。これは、先ほど申し上げましたとおり、

投票率が年々減少してきていることに加え、今回

の市議選挙においては立候補者が届け出をする告

示日当日まで選挙戦になるのか不透明な状況だっ

たこともあり、選挙に対する有権者の関心が薄く

なったことが要因の一つではないかと推察してい

るところです。

一方、知事選挙の投票率は６ ６８％となり、

前回の平成２７年の選挙が６ ３１％でありまし

たので、対比では ３７ポイント増となりました

が、平成２７年の選挙は道議選挙が無投票だった

ため投票率の低下が特に顕著でありましたので、

その選挙との対比では増加しておりますが、平成

２３年の投票率が７ ０７％、平成１９年が７

７３％でありましたので、今回の選挙と２３年の
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対比では ３９ポイント減、２３年と１９年の対

比では ６６ポイント減となっており、道議選挙

と同様に約５ポイントずつ減少してきております。

政治への無関心等から全国的に投票率の低下が進

んでおり、本市においてもその傾向があらわれて

いるものと考えております。

次に、小項目２、有権者に対する啓発について

お答えいたします。今回の統一自治体選挙におい

ては、４月に３つの選挙を執行するという大変過

密な選挙事務日程でしたが、新聞への広告掲載や

ＦＭラジオでのＣＭ放送、選挙公報の全戸配布、

名寄市立大学での啓発活動など有権者を投票に誘

導するための各種取り組みを行ってまいりました。

しかしながら、市の広報車による選挙宣伝につき

ましては、市議選挙では各候補者の選挙運動用自

動車が選挙期間中市内を走行していることから、

選挙宣伝の必要性や効果が低いと判断し、実施を

見送ったところであります。また、街頭啓発活動

につきましては、４月４日に市立大学校内におい

て選挙管理委員による啓発活動を行っております

が、当初計画していました市議選挙期間中の市内

商業施設における啓発活動につきましては選挙事

務日程の都合上実施が困難と判断し、今回は中止

といたしました。限られた人員配置または時間的

制約がある中で、選挙管理委員会事務局にはミス

のない適切な選挙事務の執行が最優先で求められ

ることから、投票率向上のための効果的な選挙啓

発活動を行うことは今回のようにスケジュール的

に厳しい面もありますが、今後予定されている参

議院議員通常選挙も視野に入れながら、できる限

り啓発の充実を図り、有権者に投票を呼びかけて

まいりたいと考えております。

最後に、小項目３、今後の各級選挙に向けた取

り組みについてお答えいたします。直近で予定さ

れている参議院議員通常選挙以降におきましては、

今回の統一地方選挙で選挙事務日程の都合から見

送った選挙啓発活動も含めてこれまでの新聞広告

掲載やＦＭラジオでのＣＭ放送、選挙公報の全戸

配布、名寄市立大学での啓発活動、広報車による

選挙宣伝などを行い、有権者の投票行為につなが

る選挙啓発活動となるよう計画的に取り組んでま

いりたいと考えております。投票率の向上に向け

た投票しやすい環境の整備として、駅や商業施設

などへの期日前投票所や投票日当日の共通投票所

の設置などについて過去に検討した経緯がありま

すが、いずれの投票所につきましても二重投票を

防止するためのネットワーク整備に相当な経費を

要することや人員配置の問題などから実施は困難

と判断してきているところでございます。将来的

な投票率の向上を図るためには、有権者のみなら

ず１８歳以下の若年層に政治や選挙に関心を持っ

てもらう必要があることを踏まえ、これまで実施

してきた学校に対する投票箱等の選挙物品貸し出

しやポスター、標語などの募集を初め、今後は学

校での出前講座や模擬選挙などの実施など他自治

体での取り組みを参考にしながら研究をしてまい

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） 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、将来を見据えた街区形成について答弁を申

し上げます。

初めに、小項目１、事業実績と成果についてで

あります。名寄市都市計画マスタープランは、２

００７年３月に本市が合併をして、将来の都市の

あるべき姿、まちの将来像を具体に示す基本的な

方針として２００８年３月に策定されました。計

画期間はおおむね２０年後である２０２６年と設

定して、おおむね１０年ごとに見直すこととして

いることから、昨年度から２カ年をかけまして現

在名寄市立地適正化計画策定とあわせて中間見直

しを行っております。名寄市都市計画マスタープ

ランでは、２つの基本理念として、市民と行政と

の協働のまちづくりとコンパクトなまちづくりを

設定しています。市民と行政との協働のまちづく

りについては、市民自治を確立するための基本原
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則を定めた名寄市自治基本条例やパブリック・コ

メント手続条例に基づき市民参画を推進するなど

さまざまな場面での市民参加に努めてまいりまし

た。コンパクトなまちづくりについては、風連地

区と名寄地区でそれぞれ都市再生整備計画事業を

実施いたしました。具体的には風連地区では風連

駅前に地域交流センターや診療所、商業機能の集

約化を、名寄地区では交通結節点や地域交流拠点

として駅前交流プラザよろーなの整備や文化機能

の集約として市民ホールＥＮ―ＲＡＹの整備、文

化センターのリニューアル、また公共施設へのア

クセス機能強化としてコミュニティバス運行など

の事業を実施をしており、都市機能の集約化など

に効果はあったものと考えております。その一方

で、コンパクトなまちづくりは市街地の拡大抑制

を基本としながら、都市機能の集積と中心市街地

の活性化で都市の魅力と活力を向上し、行政コス

トの低減を図ることとしておりましたが、急激に

徳田地区に大型商業施設や戸建て住宅が数多く立

地し、南北に縦長の都市構造となってしまい、工

業地域である本地域への抑制が図ることができて

いない状況にあります。今後におきましては、現

在策定中の立地適正化計画と連動させながら都市

機能をネットワークでつなぎ、行政コストかけず、

コンパクトで持続可能なまちづくりを図るため市

街地へ緩やかに人の流れと地域の経済の活性化が

図られる誘導施策の立案についてもあわせて検討

してまいります。

小項目の２、中心市街地の位置づけについてで

ございます。現在策定作業中の都市計画マスター

プランの高度化版である名寄市立地適正化計画で

は、２つの地区を設定することが計画の中心とな

っております。１点目は、居住誘導区域の設定で

あります。人口減少の中にあっても一定エリアに

おいて人口密度を維持することにより市民生活へ

のサービス向上やコミュニティーが持続的に確保

されるよう居住を誘導すべき区域です。２点目は、

都市機能誘導区域の設定であります。医療、福祉、

商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に

誘導を促し、集約を図ることで効率的かつ効果的

なサービスの提供を図ろうとする区域であります。

この居住誘導区域の検討では、今後も人口が集中

していく地区、土地利用の用途と整合性、公共交

通であるバス停の徒歩圏、災害リスクなどの条件

をもとに検討を行っております。また、都市機能

誘導区域については、公共交通においてアクセス

の利便性が高い区域であることや公共施設の立地

状況、都市機能が一定程度充実して、徒歩圏で移

動が可能な圏内であることなどの条件を踏まえた

上で区域の検討を行っております。この間本市が

交通の要衝で駅前を中心に発展してきた歴史的な

背景なども踏まえたときに、中心市街地と言われ

てきたエリアのあり方については十分検討すべき

必要があるものと認識をしてございます。しかし、

現在名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名

寄市立地適正化計画策定委員会の中で継続して議

論中でありますことから、詳細については申し上

げられませんが、居住誘導区域及び都市機能誘導

区域ともに重要なエリアの一つとして議論してお

りますことに御理解をいただきたいと思います。

続いて、小項目の３、居住誘導策についてでご

ざいます。居住誘導策につきましても現在名寄市

都市計画マスタープラン見直し及び名寄市立地適

正化計画策定委員会において議論中であるため、

具体的には申し上げられませんが、国は市町村が

講ずる施策の例として居住誘導区域内の住宅の立

地に対する家賃補助や住宅購入費補助、公共交通

網のサービスレベルの確保のため施策誘導、居住

誘導区域外の災害リスクの提示、空き地、空き家

などの都市のスポンジ化対策などを挙げておりま

す。今後におきましては、本市の特性や課題を考

慮した上で公共施設の再編や医療、福祉、まちづ

くりにかかわるさまざまな施策と連携を図り、相

乗効果を考慮するとともに、誘導施策についても

具体案を検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。
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〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

社会教育行政についてお答えをいたします。

まず、小項目１、生涯学習にかかわる人材につ

いてでございます。名寄市では、現在再任用職員

を含め社会教育主事の資格を有する職員は９名い

ますが、教育委員会事務局には配置されておりま

せん。また、社会教育主事講習の受講者について

は平成２３年度を最後に受講しておらず、資格取

得に係る予算措置もしておりません。また、生涯

学習社会の形成の一助として設置されている高齢

者大学、学級の運営指導などを行う生涯学習推進

アドバイザーについては名寄、智恵文、風連地区

合わせて４名を配置し、多種多様化している市民

の学習要求に応えるためタイムリーな学習内容の

設定や各種講座などの指導者の選定を行ってきて

おります。また、とりわけ社会教育主事には地域

の学習課題やニーズの把握と分析、地域における

生涯学習のコーディネートなど多くの役割が期待

されており、社会が複雑化し、市民の学習ニーズ

も多様化する中でその役割は大きくなってきてお

ります。社会教育法でも教育委員会の事務局に学

校教育主事を置くこととなっており、配置の必要

性はもちろんのこと、社会教育主事が社会教育の

推進に欠かせない存在であることについても認識

をしているところでございます。

次に、小項目２、公民館の役割についてでござ

います。名寄市では、現在公民館３館、各公民館

に置かれた分館１４館の計１７館が運営されてお

り、それぞれの公民館、分館は社会教育のための

施設として住民の教養、生活、文化の向上などの

ために各種講座や行事の開催などを行っています。

また、社会教育法第２１条第１項に基づき設置さ

れる本館機能を有する公民館は名寄、智恵文、風

連地区における生涯学習の拠点としての中核的な

役割を担い、住民のニーズに応える市民講座の開

設や青少年の健全育成事業などを行うほか、分館

との連絡調整を図り、独自の取り組みなどを通じ、

各分館の活性化に努めているところです。社会教

育法第２１条第３項に基づき設置された分館は、

住民の学習の場、地域コミュニティー活動の場と

して活用され、健康増進や趣味の講座、地域資源

を生かした講座などが行われており、分館が住民

のつながりをつくる場としての役割を果たしてき

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（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれただいま答弁

をいただきましたので、再質問をさせていただき

たいというふうに思います。

１点目の大項目１の統一自治体選挙の総括につ

いてですが、選挙管理委員会の分析としては政治

への無関心が高まっているというような内容でお

答えをいただきました。啓発の取り組みについて

も各取り組みについて今御報告をいただきました

けれども、選挙管理委員会の職員については総務

課の職員が兼務発令をされ、今回のように年度を

またぐような選挙日程の中では選挙事務とあわせ

て通常業務の繁忙期にも重なり、連日深夜までの

業務をこなしていたというふうに見受けられまし

たけれども、そうした中で適正な選挙事務の執行、

また十分な啓発活動が可能なのかというところの

お考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御質問いただいたの

ですけれども、その前に、先ほど投票率の関係で

実は８年ぶりとなる道議選挙の投票率の関係で、

前回の２３年の執行率の投票率を７ ５７と答弁

したかというふうに思いますけれども、７ ７５

％ということでございますので、大変申しわけご

ざいませんが、訂正お願いしたいと思います。

今倉澤議員のほうから現行私ども言われるとお

り随時選挙が執行されるときに職員、総務部のほ

うの総務課を中心に選挙管理委員会ということで

従事しているということで、選挙管理委員会自体

は毎月実施をしているということになりますけれ
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ども、実際の投票事務等についてはその都度職員

が対応ということになっています。人数的には６

人ということで、この人数につきましては他自治

体と比較してもそんなに少なくないなというふう

には思っています。ただ、大都市においてはやは

り専任の職員が例えば１人いらっしゃって、選挙

がない年についてもある意味ではそういう啓発活

動等を中心にやっていらっしゃるのかなというふ

うには想像をしているところですけれども、現行

なかなか限られた職員数の中でその体制を、専任

の職員を６人から例えば１０人にするですとか、

あるいは常時職員を専任で配置をするというよう

な、ちょっとそういう状況には、大変申しわけな

いのですけれども、ないのかなというふうには考

えていまして、選挙事務に当たる職員、あるいは

当日の投開票含めて職員の皆さんには少しお手伝

いをいただきながらしっかりと選挙の執行が行わ

れるように努力をしているところでございますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 短期間の中での選挙日

程ということもありますけれども、職員の体調へ

の影響等も懸念される部分がございますので、少

しでもそうした負担の軽減といった意味でも選挙

年以外での通常の定期的な選挙の啓発活動という

ことで選挙期間中の啓発活動等の負担を減らせる

ような部分があるかと思いますので、ぜひとも御

検討のほどをよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

今後の各級選挙に向けた投票率の向上に向けた

取り組みについてですけれども、先ほどもちょっ

と御答弁の中でございましたけれども、１８歳の

選挙権が施行されて３年が間もなくたとうとして

いるということでございます。直近の選挙でよろ

しいですけれども、未成年者の有権者に係る投票

率についてわかる範囲でお答えをいただければと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市議選挙では１８歳、

１９歳の１０代の投票率は１０％ということで、

年代別でいえば最も低くなっています。これは、

名寄市全体ではなくて、標準投票区ということで

の数字ということで御承知ください。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 若年層の選挙の投票率

がやっぱりかなり低いと。本市においても同様の

状況だというふうに受けとめておりますけれども、

御答弁の中でありました主権者教育について平成

２８年に文科省のほうから示されました指針がご

ざいまして、その中でも自治体の役割として総合

教育会議の活用であったり、大学との連携という

ところも出ております。期日前投票の投票所の開

設も含めてさらなる踏み込んだ取り組みが必要だ

というふうに思いますけれども、そちらについて

のお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども少しお話し

させていただきましたけれども、これまでも学校

を対象に投票箱等の貸し出しですとかポスター、

あるいは標語等の募集を初め取り組みをしてきて

いるところでございます。今後につきましては、

私ども職員が少し学校のほうに出向いての出前講

座ですとか、模擬選挙などの実施に向けて近隣の、

あるいは、道内の先進的な自治体の取り組みを参

考としながら研究させてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 引き続きの取り組みの

ほどをお願いしたいと思います。

先ほど選挙管理事務局としての選挙結果の分析

についての見解をお伺いしましたけれども、市の

執行者である加藤市長におかれては今回の選挙に

ついて市政の満足度の高さと捉えているのか、も

しくは関心の低さと捉えているのか、あるいは他

の要因があるというふうに考えておられるのか、
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お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の投票率については、

これまでと比較すると決して高いものではなかっ

たということで、今いろんな分析がされましたけ

れども、やっぱり市民の関心を高めていくという

ことが非常に重要だというふうに私も捉えていま

す。やっぱり住民自治がしっかりと機能するには、

この投票行動をできるだけたくさんの人が行って

いくこと、このことが自分自身の地域、まち、ま

ちづくりに関心を持っていくことにつながってい

くというふうに考えますので、今議員から御指摘

いただきました主権者教育だとか、若年層への啓

発、さらにはできるだけ投票しやすい環境づくり、

ふだんからの啓発、あらゆるところでそうした選

挙行動につながるような取り組みをしていくこと、

さらにはふだんからまちづくりに関して市民の皆

さんといろんなディスカッションをしていく、あ

るいは情報を発信していくと、こういったさまざ

まな多様な取り組みの中で市民の皆さんと協働の

まちづくりにつなげていく、このことがさらなる

投票率の向上につながっていくというふうに考え

ますので、重要な指摘と提言だと受けとめました

ので、しっかりと対応してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） いずれにいたしまして

も、この間の都度の選挙の中で投票率についてな

かなか明るい兆しが見えてこないといった状況の

中で、私ども議会としましても日ごろの活動の中

で住民との対話を重視して、市政に関心を持って

いただくよう、そのことが重要だというふうに認

識をしております。行政としましても市民の側に

立った行政運営を行っていただくことで投票率の

向上につながっていくと考えておりますので、選

挙管理委員会の取り組みとあわせて協調をお願い

を申し上げたいというふうに思います。

それでは、次に移ってまいります。２点目の将

来を見据えた街区の形成についてでございます。

先ほど御答弁にもありましたけれども、この間名

寄地区における市街地については専用住宅、共同

住宅等の建設状況を見ても明らかに南地区に広が

りを見せているといった部分がございます。市街

地の拡大抑制といった部分についてはなかなか歯

どめがかかっていないといった状況もある中で、

今年度の小学校の入学児童者数、南小学校が９５

人、西小学校は４７人、東小が３５人、名寄小学

校においては２４人といった状況が名寄地区では

見られる中で、学校区における世代間のバランス

が崩れており、こうした状況については学校運営

や地域コミュニティーに与える影響が非常に大き

いというふうに考えておりますけれども、こうし

た状況を今どういうふうに捉えているのかお聞き

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） 議員の今御指摘

のように、東西南北というわけではございません

けれども、小学校それぞれ、その小学校に通われ

る子供をお持ちの世代に課題があるのだなという

ふうに改めて今議員のお話を伺いました。とりわ

け象徴的には、数年前に南小学校、新築をさせて

いただいてございまして、これに伴いまして南地

域、子供の通学等々でかなり南の地域に新築なり、

または中古で住宅を購入されるというような形で、

現実的に南への戸建て等々が広がって、また商業

施設との関係もありまして、そういった利便性が

求められてのことだというふうに思ってございま

す。南小学校については名寄市の中心部にもちろ

んございまして、やはりドーナツ化現象というの

でしょうか、これがございまして、ただ今の現在

の認識としてはもちろん今議員の御指摘のとおり

でございます。また、これが１０年、２０年、３

０年という長いスパンで考えたときにはまた人の

住まいだとかまちの形といいますか、やはり少し

ずつ変化が伴っていくのも事実だというふうに思

っていまして、それをどう今後先ほど答弁をさせ
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ていただきましたできるだけコンパクトなまちづ

くりの中に結びつけていくのかというのがこれか

らの私どもの課題だというふうに認識してござい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほど２０２６年まで

の目標ということで作成している計画ということ

で、将来的に南地区に広がっている部分について

は既存の住宅、これまでの住宅エリアに回帰して

いくような計画になっていくのかなということで

理解をさせていただきたいというふうに思います。

２点目の中心市街地の位置づけでございますけ

れども、名寄地区における中心市街地、今現在中

心市街地と言われているエリアについてを平成１

２年に策定した名寄市中心市街地活性化基本計画

に基づくＪＲ名寄駅から東８号通まで、そこを中

心として東西 ２キロ、南北 ７キロの約８０ヘ

クタールのエリアというふうに認識をしておりま

すけれども、今後策定される計画の中においても

そのエリアを中心市街地として継承していくのか

お伺いをいたしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 現在の中心市街

地と言われているエリアを継承するかということ

についてですが、本市におきましてはＪＲ駅を起

点として商業等の活性化を図り、事業活動を促進

するため名寄市都市計画用途地域として商業地域

を定め、中心市街地として位置づけておりまして、

平成１２年に中心市街地活性化基本計画を策定い

たしまして、民間におきましては中小小売商業高

度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想を策定するな

ど行政と経済界が連携を図りながら中心市街地の

活性化に取り組んでまいりました。現在名寄市都

市計画マスタープランの見直し及び名寄市立地適

正化計画の策定作業が進められている中におきま

して、将来にわたり安心、快適に暮らせる市街地

づくりを目指す上で拠点の継続性が重要であると

考えております。本市の地域経済の活性化のため

には中心市街地の果たす役割は大きく、現在名寄

市中小企業振興条例に基づいて商業地域内での店

舗または事務所の新築や増改築、設備投資に係る

事業費の一部を補助する中心市街地近代化事業や

創業支援事業、さらには商業地域内の空き地、空

き店舗の活用を促す支援など中心市街地の活性化

に寄与する取り組みを進めておりまして、今後も

引き続き地域経済活性化に資する拠点の継続的な

支援が重要であると考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいまの御答弁の中

でも今後の計画の中でも中心市街地といった部分

については重要なエリアだというふうな認識でい

るという御答弁だったと思いますけれども、今後

計画を策定していく中で、また策定後中心市街地、

商業の振興であったり、商店街の活性化、また都

市機能の集積といった部分で今後建てかえが見込

まれる公共施設の配置もあわせてそうしたエリア

に建設を考えるといった部分で申し上げますと、

立地適正化の策定とあわせて財源等の確保も見据

え、新たに中心市街地活性化基本計画の策定、こ

ちらの、こうした計画の策定についてしていく考

えがあるのか、また再開発も含めて行っていく考

えがあるのかお聞かせをいただきたいというふう

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） 中心市街地の活性化の計

画を改めてつくるのかというお話でございました

が、今ほど来ずっとお話をさせていただいている、

今都市計画マスタープランを見直しする、それと

立地適正化計画という都市計画マスタープランの

高度化版と言われているこれを同時に今並行で策

定中でありまして、さまざまな今市民議論をいた

だきながらこの計画をつくっているところであり

ます。先ほどもお話ししたとおり、今回は立地適

正化計画のみそはいわゆる都市機能誘導区域と居
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住誘導区域という区域を改めて設定するというこ

とになります。とすると、居住誘導区域から外れ

る地域も出てくるわけでありまして、場合によっ

てはここに、法的な拘束力はないけれども、イン

センティブを働かせようというようなことが出て

きたときにそこに設定されない住民の皆さんの不

利益になってしまうということも十分これは想定

をされると。なので、できるだけ今どうしてもこ

れ人口が減っていく中で市街地区域をコンパクト

化、拠点化していかなければならないということ

十分市民の皆さんに御理解をいただいて、納得感

を持っていただく中で今計画の策定をしていると

いうことでございまして、この中で中心街をどう

していくのかということも当然議論にされるでし

ょうし、中心街のあり方というのも非常に重要に

なってくると思いますので、この計画と並行して

そこはしっかりと議論されていくべきものという

ふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ぜひともコンパクトな

まちづくりの形成に近づくような実効性のある計

画になることを期待を申し上げ、次に移らせてい

ただきます。

大項目の３、社会教育行政についてでございま

すけれども、今社会教育行政について、この間の

一般質問の中でも大きく、数多く言葉が出てきま

したけれども、町内会であったり、地域であった

りというところに依存をする機会が行政運営をす

る中で出てきておりますけれども、そうした地域

の発展や活性化、振興も含めてですけれども、そ

の礎となる人材の育成という観点では社会教育の

役割というのは非常に大きいというふうに考えて

おります。昨日から傍聴に来られている高齢者大

学の現学生の皆さん、ＯＢの皆さんもそうですけ

れども、そうしたＯＢの中には町内会の会長であ

ったり、各種ボランティア団体のリーダー、また

交通安全関係、さまざまな団体の推進役として活

躍されている方が多くいる状況でございます。そ

うした状況、人材の育成という観点から計画的な

事業を行う中で、人員の配置であったり、予算の

配分も含めてですけれども、そうしたところに今

後力を入れていく、手厚い施策をとっていくとい

った考えを、学校教育はもちろんですけれども、

社会教育でもエキスパートであるというふうに思

いますけれども、教育長におかれましてはどのよ

うなお考えをお持ちでございますか。お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今社会教育にかかわる

さまざまな課題にいかに対応していくかというこ

とで、今後の社会教育の重要性にかかわることで

はないかなと受けとめておりますけれども、御承

知のように生涯学習社会の実現を図るためには学

校教育、そして家庭教育、また社会教育がそれぞ

れの目的や役割をしっかりと果たしていくことが

重要ではないかなと、そんなふうに受けとめてお

ります。とりわけ人生は１００年時代と言われる

今日でありますけれども、生涯にわたる学びを行

うためには学校教育はもちろんですけれども、今

議員御指摘のように社会教育の果たす役割、これ

は極めて今後重要になるという認識をしていると

ころでございます。現在新しい学習指導要領で社

会に開かれた教育課程の実現を目指して、子供や

学校の抱える課題の解決でありますとか未来を担

う子供たちの豊かな成長のために家庭や地域総ぐ

るみの教育の展開が現在求められているところで

ございます。名寄市におきましても、地域ととも

にある学校づくりを実現するために数年前から、

議員も御承知のように道教委の社会教育主事等を

招聘、要請いたしまして、コミュニティスクール

の導入に向けまして準備を進めてきているところ

でございます。先般おかげさまで名寄市内の全て

の学校で学校運営協議会が設置されました。本格

スタートさせることができたことに心から感謝を

しているところでございます。今後学校運営協議

会の設置に伴いまして地域と学校をつなぐコーデ
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ィネーターというのでしょうか、これを置いて、

学校運営協議会と一体となって学校を支援する組

織、これをつくっていくことが大きな課題となっ

ております。したがいまして、ますます社会教育

の果たす役割というのは極めて重視されているの

ではないかと考えているところでございます。こ

のため、名寄市におきましても、先ほどから人材

にかかわるお話をされておりますけれども、社会

教育に携わる人材の質を高めるというのでしょう

か、社会教育主事の資格者をふやすことというよ

りも、どちらかというと社会教育に携わる人材の

資質を高めるために今後社会教育主事への講習の

参加促進はもちろんですけれども、道教委による

社会教育主事の積極的な活用などを含めて今後努

めてまいりたいと思います。また、公民館のお話

もありましたけれども、公民館の果たす役割など

についても今後かなり見直しを進めていかなけれ

ばならないというような状況であると今認識して

いるところでございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ぜひとも社会教育に関

連する施策、また人員配置も含めて今後の検討お

願いしたいというふうに思います。

今教育長のほうから公民館のあり方についても

今後見直すといったお話もありましたけれども、

公民館制度、できまして約７０年が経過してきて

おります。この間公民館の役割としては文化、教

養、また福祉の増進といった役割があって、あわ

せて戦後民主主義教育の部分でも大きな役割を果

たしてきたというふうに認識しております。時代

の変遷の中で役割は変わってきておりますけれど

も、設置当初分館については各分館、当然小学校

が併設された中での公民館分館の設置といった中

で公民館が運営されてきましたけれども、各農村

部含めて学校が廃校となる中で公民館だけが、分

館だけが置き去りにされて、またそこに配置され

る分館長、分館主事におかれましても地域の方々

が担うといった状況、現在も続いております。ぜ

ひとも今後７０年を迎える中で公民館のあり方に

ついて御検討のほどをお願いを申し上げて、最後

になりますけれども、今回この場での発言をさせ

ていただく機会を与えていただきました。議員各

位、また理事者の皆様におかれましては引き続き

の御指導よろしくお願いを申し上げ、私の発言を

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

農業政策について外１件を、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従い、順次質問してまいり

ます。よろしくお願いいたします。

大項目１番、農業政策について、大項目２番、

旧下多寄小学校の再利用についての２項目を軸に

今後の農業及び農村地区の地域振興とその将来展

望に対する市の考えについてお伺いをするもので

あります。

大項目の１番、農業政策について、小項目１、

新規就農者の現況と継続的な人材育成について申

し上げます。離農や農業者の高齢化による労働力

不足から農業の担い手確保につきましては喫緊の

課題となっております。また、担い手が早期に定

着し、安定的な経営を目指す上でも市及び関係機

関や団体の支援、育成が重要になると考えますが、

まず新規就農者の就農形態及び現状、そして課題

についてお伺いをいたします。

続きまして、小項目の２番、農業、農村経営基

盤について申し上げます。まず、面部分の整備と

いたしまして昭和４０年代から始まった基盤整備

事業から半世紀が過ぎ、近年では大型農業機械の

導入が進んだことや暗渠排水の老朽化により農作

業効率の低下や労働力確保に苦労している状況と

なっております。さらには、経年劣化による用排

水路の老朽化が進み、施設の維持管理負担が非常

に多く、農業経営に影響が出てきている状況であ
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ります。これらを踏まえ、現在の基盤整備事業の

取り組み状況と市としてのかかわりについてお伺

いをいたします。

また、多角的に農業を支えるソフトウエア的な

整備といたしまして、農業振興センターの状況並

びにＩＣＴ農業に代表される先進技術の研究状況、

そして慢性的に不足をしております労働力の確保

についてお伺いをいたします。

続きまして、小項目の３番、持続的な農村地域

の維持について申し上げます。これについては、

名寄市総合計画、農業・農村振興計画、名寄市食

育推進計画の主要３計画との綿密な連携が不可欠

であり、先日の答弁でもありましたけれども、第

三者経営継承であれば住居の手配を含む関係機関、

省庁、各部署との横断的かつ柔軟な対応が要求さ

れており、計画を通して市民の皆さんがさらに農

業への理解を深め、農畜産物のおいしさや農村の

持つ景観の魅力を知っていただくことが重要であ

ると考えております。また、幼少期から作物を育

てることですとか、育てたものを実際に味わうな

どの経験は農業の大切さを知る上で将来農業に携

わる人材を育てることにもつながるとの期待が持

てます。そして、より多くの市民の皆さんに農業

の応援団となっていただきますよう意識の醸成を

図ることが生産者の励みや持続的な農村地域の発

展につながることと思います。これら各計画から

市及び関係機関や団体との連携による取り組みに

ついてお知らせを願います。

続きまして、大項目の２番、旧下多寄小学校の

校舎及び周辺施設の再活用について。昨年度惜し

まれながら閉校しました下多寄小学校であります

が、多少の経年劣化は見受けられます。しかしな

がら、まだ十分に再利用にたえ得る施設でありま

すし、地域からも再利用を望む声が上がっている

ところでございます。

つきましては、小項目の１、現在の利用状況と

今後の利用予定についてお伺いをいたします。

そして、小項目の２番、下多寄小学校に付随を

するその他の周辺施設の再活用についても同じく

市のお考えをお伺いいたしたいと思います。

私が住まい、そして育てていただいたこの風連

という地域、令和という時代を激動の中で迎える

ことになりました。今後の営農はもちろん、地域

の一員としても名寄市の将来を担う若者がたくさ

んおります。その皆さんが理想を持って日々の生

活に向き合っていただくことを切に願っているこ

とを申し上げて、以上を壇上からの質問といたし

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） ただいま今村議員か

らは大項目で２点について御質問いただきました。

大項目の１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、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、農業政策について。初

めに、小項目の１、新規就農者の現状と継続的な

人材育成について申し上げます。本市における新

規就農の形態につきましては、農家子弟による新

規学卒後の就農、同じく農家子弟による社会人を

経験した後のＵターン就農、さらには地域おこし

協力隊を経ての就農や第三者経営継承などといっ

た農外からの新規参入による就農など大きく３つ

のパターンがございます。過去５年間の新規就農

の実績につきましては５１人となっておりまして、

農家子弟による新規学卒者が１４人、農家子弟の

Ｕターンが２５人、その他妻の実家を継ぐなどが

２人に加えまして、農外からの新規参入は１０人

となっています。また、この新規参入のうち地域

おこし協力隊を経てが２組４人、第三者経営継承

が１組２人、その他の新規参入が３組で４人とな

っておりまして、平均しますと毎年約１０名前後

の方が本市において農業者として定着をいただい

ているところでございます。中でもとりわけ農家

子弟による新規就農が７割を占めておりまして、

他産業においても後継者不足が言われる中で地域

農業やコミュニティーを守る上で明るいニュース
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であることはもとよりですが、代々農地を守り、

営農に励んでこられた御家族にとっては何より喜

ばしいことと受けとめているところでございます。

しかしながら、地域農業の持続的な発展にはさら

なる担い手の安定確保が必要でありますことから、

今後におきましても農業改良普及センターやＪＡ

など関係機関、団体との連携のもと担い手の確保

や早期安定に向けて取り組みを進めてまいります。

続きまして、小項目の２、農業、農村経営基盤

について申し上げます。初めに、基盤整備事業の

取り組み状況及び市としてのかかわりについてで

ありますが、農業基盤整備事業につきましては農

地や農業施設の整備を通じて生産効率の向上や担

い手への農地集積などに効果が高く、本市におき

ましては昭和４０年代から平成の初期にかけまし

て第１次となる区画整理及び暗渠排水、用排水路

などの基盤整備事業が一部地域を除き完了してご

ざいます。また、大型農業機械が導入されるよう

になりました昭和の後期からは、第２次の基盤整

備といたしまして圃場の大区画化や暗渠排水、さ

らには第１次整理から約４０年が経過した幹線用

水路の水利施設整備など市内全域で基盤整備に取

り組んできており、現在は国営事業で１地区、道

営事業で６地区の整備が進められているところで

あります。これら現在進行中の７地区のうち申請

主体別ではてしおがわ土地改良区による申請が農

地整備事業で３地区、水利施設整備事業で２地区

となっておりまして、名寄市による申請が農地整

備事業、基幹水利施設整備事業それぞれ１地区と

なってございます。基幹整備における市のかかわ

りについてでありますが、各地区の事業申請にお

きましては申請主体となる市及び土地改良区がそ

れぞれ受益者から聞き取り調査を行い、調整を経

た上で国や道と協議をし、事業地区として採択さ

れております。また、道営事業では農家負担軽減

対策といたしまして道との協調支援でありますい

わゆるパワーアップ事業に取り組んでおり、事業

工種などによって負担率は異なりますけれども、

本市といたしましても事業費の５％から１０％を

負担し、農家負担の軽減に取り組んでいるところ

でございます。

次に、農業振興センターの機能と役割について

であります。農業振興センターにつきましては、

農作物の生産振興を図るために必要な栽培技術や

営農情報などを提供する拠点施設として位置づけ

運営をしておりまして、実証展示圃における栽培

試験、土壌診断と施肥設計及びそれに基づく指導

のほか、組織培養設備を活用した優良種苗の提供

などに取り組んでいるところでございます。また、

栽培技術の普及、向上を目的に指導員による相談、

指導にも取り組んでおり、昨年度はＪＡの各作物

部会を対象に合わせて１３件の研修や現地での指

導を実施したほか、土づくり講習会の開催や農業

者からの個別の相談にも対応しているところでご

ざいます。特に昨年は作物被害が発生する厳しい

気象条件となりましたが、そうした中でも一定の

収穫量を確保した農業者のこれらの取り組みを事

例集として取りまとめ、今後の参考としていただ

けるよう農業者へ配付を行ったところであり、今

後とも農業振興センターを核に関係機関、団体と

連携し、必要かつ的確な情報提供に努めてまいり

ます。

次に、ＩＣＴ技術の導入に向けた取り組み状況

についてでありますが、市内におきましては農業

者の高齢化と後継者不足による農家戸数の減少を

受けまして、地域における担い手農業者の規模拡

大が進んでおり、さらなる作業の省力化とコスト

削減、品質向上と収穫量の増加など収益性の向上

が課題となってございます。これを受けまして、

現在ＩＣＴを活用したさまざまな技術開発が進ん

でいるところであります。代表的な例といたしま

すと、人工衛星からの位置情報を活用したトラク

ターなどの自動操舵技術で、これにより作業時間

の短縮や資材の節減効果にあわせまして、作業の

負担軽減や操縦に熟練を要しないため機械操作に

ふなれな女性農業者などの作業従事が可能となる
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など女性の一層の参画と作業形態の多様化が期待

をされたところでございます。本市におきまして

は、これら技術の活用に向けまして平成２９年に

ＪＡにより位置情報の精度を高める補正基地局が

設置をされ、現在は２１戸で利用をされておりま

す。また、農業振興センターにおいては施設栽培

における自動制御による省力化と適切な栽培環境

を維持するハウス機能統合制御装置を導入し、実

証試験に取り組んでいるところでございます。本

市の農業の今後を展望いたしますと、農業者のＩ

ＣＴ技術への関心と導入意欲はますます高まると

考えられますことから、関係機関、団体と連携し、

ＩＣＴに係る技術や効果にあわせまして国の支援

制度などの情報提供を通じてＩＣＴの普及と農業

者の負担軽減に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、労働力不足に対する認識と取り組み状況

についてでありますが、農業者の高齢化や担い手

不足によりまして農業従事者が減少する中、担い

手となる農業者の経営規模は拡大し、農作業繁忙

期における労働力不足が顕著となっております。

現状土地利用型の作物では作業機械の大型化や作

業委託などによりまして不足する労働力を補完し

ておりますが、人手を多く要するアスパラや重量

作物であるカボチャなどの作付面積は減少傾向に

あり、本市の農業の特徴であります多様な農産物

の生産を維持することが難しくなってきておりま

す。これらの課題解消に向けて短期的な雇用によ

る労働力確保としましては、市立大学生による作

業従事を支援し、アスパラ、スイートコーンの収

穫作業に取り組んでいるところでございます。農

福連携による労働力確保につきましては、一部の

農業者で既に取り組まれておりますが、さらなる

推進のためには研修会などを開催するなど福祉関

係者と農業関係者がお互いに理解を深め、双方の

課題解消につなげられるよう取り組んでまいりま

す。このほかにも繁忙期の異なる他産業との連携

や一般の雇用労働力確保に向けてまずは調査など

を進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

続きまして、小項目の３、持続的な農村地域の

維持について申し上げます。農業、農村には食料

の供給を初め環境保全や景観の維持のほか伝統文

化の継承や安らぎなど人が生きるために必要な多

面的機能を有しておりますが、農家戸数の減少や

農業従事者の高齢化などによる担い手不足などか

ら、農業者以外の皆さんの農業、農村に対する理

解や協力がますます重要となってきております。

名寄市農業・農村振興計画は平成２８年度から第

２次の計画期間を迎えており、生産性の向上や担

い手対策などを通じて農業、農村の発展と多面的

機能を維持し、あわせて農業者以外の皆さんの参

画や消費拡大、あるいは農業体験や食育を通じて

理解と協力を目指しており、同じく第３次となり

ます名寄市食育推進計画におきましては市民全体

で食育を推進することとしており、本市の農業、

農村、特に食に関する魅力を知り、参加をいただ

く機会になるものと考えているところであります。

これら計画に基づく具体的な取り組みといたしま

しては、市におきましてはなよろ産業まつり、地

産地消フェアなどの開催や直売所の紹介、学校給

食等での地場産品の使用、中山間地域等直接支払

交付金などを通じて生産者の活動支援や各団体の

活動を支援しているところでございます。また、

民間における各団体におきましても食のモデル地

域実行協議会におけるモチ米サポーターの養成や

モチ米の生産過程を収録した教材用ＤＶＤの作成

及び配布を初めといたしまして、グリーンツーリ

ズム推進協議会における名寄市立大学生などの農

業体験の受け入れ、名寄食育推進ネットワークに

おける小学校などでの農業体験活動への支援など

を通じまして、名寄市の農業、農村への理解を深

めていただいているところであります。今後とも

庁内関係部署はもとよりでありますが、関係機関、

団体とともに農と食に関する情報発信や農業体験

などの取り組みなど農業、農村への理解と協力に
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向けて取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

旧下多寄小学校の校舎及び周辺施設の再活用につ

いてお答えをいたします。

初めに、小項目１、現在の利用状況と今後の利

用予定についてでございますが、現在の利用状況

といたしましては学校開放事業で屋内運動場を使

用していた４団体につきましては５月末をもって

使用を終了しているところでございます。また、

下多寄地域の皆さんにつきましても農繁期という

こともあり、利用がありませんでした。今後の利

用につきましては現在検討を進めているところで

ございますが、下多寄小学校閉校実行委員会から

昨年２月と本年２月の２回にわたり下多寄小学校

の利活用に関する要望書が提出されています。要

望内容といたしましては、地域振興につながる校

舎等施設の有効活用のため校舎、屋内運動場、グ

ラウンドの常時活用、そのための電気、水道、暖

房設備の維持、危険となる屋外遊具の撤去、学校

開放事業の継続、地域行事に必要な長机、椅子、

運動会用テント等の備品の利用、冬期間の除雪、

学校敷地の樹木の伐採などの要望を受けてきたと

ころでございます。その後、本年４月には社会福

祉法人陽だまりの会から旧下多寄小学校の校舎借

用に関する要望書が提出されたところでございま

す。借用の理由としましては、同事業所を利用し

ている生活介護を必要とする方々に広々とした環

境の中で個々の障がいに合った支援を行うことに

より改善を目指したい、また就労支援活動として

名寄市指定ごみ袋製造の作業所として利用するこ

とを目的とし、校舎の借用要望が出されたところ

でございます。市では、同施設を有効利用するた

め２団体の要望事項をもとに利用に当たっての専

有箇所、共有箇所、管理方法、維持管理経費の考

え方などを整理するため下多寄小学校閉校実行委

員会、下多寄地域代表者、陽だまりの会と協議を

進めているところでございます。その中で校舎の

専有部分や共同利用部分のすみ分け、経費負担の

考え方、利用時の管理方法等について一定程度確

認がなされてきたところでございます。今後につ

きましては、両団体の要望に基づいた施設の有効

活用を進めるに当たり、現在両団体と協議中のさ

まざまな要件を整理し、貸し付けに向けた判断を

していきたいと考えているところでございます。

次に、小項目２、その他周辺施設の再活用につ

いてでございますが、校舎以外の屋内運動場やグ

ラウンドにつきましては現在のところ市としての

利活用の予定はございませんが、地域振興の取り

組みとして屋内運動場は地域イベントや風連獅子

舞の練習場としての活用が要望されており、グラ

ウンドは下多寄地区運動会の開催等で活用が予定

されているところでございます。グラウンドを含

めた学校敷地の維持管理については、日進小中学

校や東風連小学校と同様に市民と行政との協働に

よるまちづくりの観点から地域の方々に草刈りな

どで御協力をいただくとともに、２団体との利活

用協議の中で陽だまりの会にもごみ拾いなどの環

境美化に協力をいただくようお願いをしてきてい

るところでございます。また、市としては敷地内

の落ち葉などが農業用水路に入り込むなど支障と

なる樹木の伐採やブランコなどの遊具の撤去、草

刈りなどの環境整備に係る燃料代等の実費負担を

していきたいと考えているところです。教員住宅

につきましては、陽だまりの会から比較的新しい

校長住宅を就労支援活動に向けた指導者の賃貸住

宅として借りたいとの要望もいただいているとこ

ろですが、他の３棟の教員住宅については経年劣

化が激しく、活用の見込みは今のところございま

せん。このようにその他周辺施設の利活用につい

てはいまだ未定の部分もございますが、屋内運動

場やグラウンド等の利活用や維持管理については

地域の皆さんの御協力をいただきながら進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解を願いま

す。
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以上、この場からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 丁寧な答弁、大変あり

がとうございました。

まず、大項目の１の小項目の１、新規就農者の

状況については承知をいたしました。ここ数年ふ

えております農家子弟での就農はもちろんそうで

すが、なかなか就農から定着に向けて親子であっ

てもうまく情報の伝達ができなかったり、親子で

あるから、余計に情が入ったりしてけんかになっ

たりとかという話もよく聞いております。それぞ

れ課題を抱えている方がよく見受けられるのです

けれども、後継者として就農した農家子弟に向け

ての支援策について現在の状況をお伺いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今農家子弟の育成、

あるいは支援の状況についてということで再質問

いただきました。農家子弟が地域に定着をして育

っていく上で、まずもって身近である御両親、御

家族の方が大きな存在になるということは、ここ

は言うまでもないことだと思いますけれども、き

のうの遠藤議員とのやりとりの中でも地域で受け

入れることの必要性について議論させていただき

ましたけれども、農家子弟についてももっと広い

地域での受け入れというのが必要なのでないかと

いうふうに私ども考えております。今議員が言わ

れたように、家族だと逆に相談しづらいのだとい

う部分も一方ではあるでしょうし、逆に家族が知

らない知識たくさんあるでしょうから、そういっ

たものやはり身につけていく必要性もあるという

ふうに思っていますので、そういった意味では気

軽に相談できる仲間ですとか協力いただける、い

わゆる支え合う仲間がいるということはとても重

要だというふうに思っています。幸いに市内では、

風連地区でいいますとアグリエイトクラブという

のがございます。名寄地区には４Ｈクラブという

のがそれぞれ活動しているところでありますけれ

ども、この中では栽培技術ですとか経営に関する

情報交換はもとよりですけれども、日ごろからの

交流なども通じて互いに支え合う仲間づくりの場

として多くの農業青年が積極的に参加をして活動

されておりますので、名寄市といたしましてはこ

の２つのクラブの活動が維持されるということと

さらに発展、活性化することに向けて財政的な支

援を行っているところでありますし、財政的支援

に加えて農業改良普及センター、あるいはＪＡさ

んとも一緒でありますけれども、若い職員を中心

にこの会に参画をしながら必要な助言など行って

いますし、私どももその機会を通じながら現状な

ど貴重な情報もいただいているところであります。

また、これ以外にも新規就農者を地域として歓迎

をする、あるいは激励をする名寄市担い手交流会

というのも開催してございます。この会には今後

そういった若い人たちが相談相手となるだろう先

輩の農業者ですとか、指導いただける関係機関、

団体の方、多くの方に参加をいただき、激励いた

だいているところであります。この場を通じて人

的なネットワークをつくっていただき、先ほど申

し上げた日ごろから相談できるような体制もつく

っていきたいというふうに思い、開催をしている

ところであります。それ以外にも制度的な支援と

いたしましては経営感覚にすぐれた担い手を育て

たいということで、平成２９年度からはＪＡとの

協調による就農の初期と経営の準備期、この２つ

に分けて農業者、後継者を支援する事業を創設し

ております。あるいは、将来的な規模拡大、多角

経営に必要な設備や機械、あるいは大型特殊自動

車の免許取得、あるいは視察なども含めて経費の

支援をさせていただいているところでありまして、

今後とも関係機関、団体と連携をし、地域のあす

を担う担い手の育成確保に努めてまいりたいと考

えております。御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

本当に名寄市の農業に未来を見出して、若者が年
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間１０名以上帰ってきているという統計があるよ

うですけれども、本当に大変喜ばしく思うところ

でございます。しかしながら、まだまだ離農者数

がとても多いことには変わりはありませんで、地

域のコミュニティーを守る上でもさらなる新規就

農者の獲得と定着率の１００％を目指していくべ

きではないかなというふうに進めていっていただ

きたいと思っております。

そこで、もう一点質問を行います。現在第三者

経営継承を望む農業者が増加する、第三者に譲り

たいという農業者がかなり多く上っているという

ふうに私の耳に入ってきております。これについ

ては、新規参入の比率を増加させることが一つの

解決策となるわけですけれども、今まで以上に名

寄市の農業そのものが経済的に安定をして、強固

かつ強いものであると、まずそれを広く内外に周

知をすることが必要であると。そして、市内はも

とより、名寄市以外からも就農希望者に魅力をき

ちんとお伝えすること、そしてさらに広く門戸を

開放することが今後の大きな課題であると私は考

えております。しかしながら、地域おこし協力隊

として一番入りやすいと思いますが、そこで研修

を２年、そこから先指導先の農家についてまたさ

らに研修を深めていくということが一般的でもあ

りますし、そのほうがスムーズに行えるので、望

ましいのですけれども、実際の経営継承までは約

３年から４年程度かかってしまうというのが実情

でございます。そこで、この事業、なかなか即効

性がある事業ではありませんので、今後も引き続

き継続をしていただけると私は思っておりますけ

れども、時代に即した内容にあることがこれから

も重要であると思います。その将来展望について

ぜひお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今今村議員が言われ

るように、現状年間１０人程度の農業後継者、あ

るいは新規も含めて地元に定着いただいていると

いうことでありますけれども、将来にわたって名

寄市の農業が維持するためには１０人ということ

でなくて、もっと多くの方が、それも安定的に継

続して就農していただかなければならないという

状況にあるというのは私ども同じ認識をしている

ということであります。そのために必要な方策と

しては、１つは今回の御質問の趣旨である農家子

弟の方に一人でも多く後を継いでいただくという

のが必要だと思っていますし、それに対しては、

先ほど申し上げたような支援をしていきたいと思

います。もう一点は、外から来ていただくことも

含めて考えていかなければいけないだろうという

ふうに思っています。その一つが今今村議員言わ

れたように第三者の経営継承であったり、地域お

こし協力隊として新規に就農するという形になっ

ています。私どもは、どちらかだけを進めていく

ということではなくて、いろんな方策を講じなが

ら一人でも多くの後継者を、あるいは新規参入者

を確保していくことが必要だというふうに思って

います。地域おこし協力隊は、一定の支援を受け

ながら３年の研修期間の中で新規に就農するとい

うことですから、技術的な部分、あるいは最初の

資本を獲得するための資金あたりがやはり大きな

課題となってきますし、第三者継承でいいますと、

資金は必要ですけれども、居抜きで入るというこ

とですから、そういう意味でいっては生産基盤が

一定程度整っているということでありますので、

どちらがいいかというのは一概に言えませんけれ

ども、比較的早期にもし経営形態として安定する

となると第三者継承のほうなのかもしれませんけ

れども、いずれにしてもさまざまな方法を講じな

がら、議員が言われるように時代に即した、適し

たような形で新規就農を獲得を目指していきたい

というふうに思っておりますので、御理解いただ

ければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

これからも農業の後継者対策、配偶者の不足につ

いてももちろんあるわけですけれども、これから
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まだまだその施策を続けていただいて、ぜひ若い

人たちを名寄市の農業に呼んでいただきたく思う

ところであります。

それでは、続きまして小項目の２番目、農業、

農村経営の基盤についてということで、先ほど基

盤整備事業について各説明があったとおりですけ

れども、実際我々後継者の世代交代ですとか離農

に伴った農地の集積と経営規模の拡大が進んでい

ますので、さらに飛び地の耕作地がかなりふえて

いるということになります。今後本当に換地を含

めた大規模な面の改修が進んでいかざるを得ない

ことになるのですけれども、今後換地を含めた基

盤整備ですとか用排水路の整備などの予定がある

のかどうかお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の基盤整備の予

定ということでの御質問だというふうに思います。

予定も含めてということで受け取りいただきたい

というふうに思いますけれども、現段階で申しま

すと、てしおがわ土地改良区のほうからは道営事

業として頭首工と揚水機場の整備の案が上がって

いるというふうに伺っているところであります。

また、国営事業の関係で申し上げますと、近年水

田から畑作に転換している圃場がふえてきている

という現状もありまして、かんがい用水量が減少

したダムや、あるいは頭首工の水利権、これを再

編する調査、過去に国営事業で造成した用排水路

整備などの機能診断を今実施しているところであ

りまして、再整備の必要性について今事前調査を

進めている、そういう状況でございます。また、

名寄市の西部に当たります風連の瑞生地区から名

寄の内淵地区までの約 ０００ヘクタールの区域

がございますけれども、この区域を受益面積とす

る基盤整備事業につきましても現在地元のほうか

ら要望がされているということでございます。

なお、これは私どものほうからのお願いという

ところに近いのかもしれませんけれども、これら

新規の要望においては受益者はもとよりですけれ

ども、関係する地権者の同意というのが大前提と

なるということになりますので、特に換地を伴う

大規模な基盤整備事業については地域全ての地権

者の同意、協力が必要というふうになりますので、

当然大規模でありますので、取りまとめに時間な

どもかかりますけれども、ぜひ地元の協力という

のが必要不可欠となりますので、地域の中でも十

分協議、理解いただいた上で窓口となります名寄

市、あるいは土地改良区、ＪＡ、それぞれに御相

談いただければというふうに思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

確かに私自身も農業者でありますし、瑞生地区を

対象とした基盤整備の要望が上がっているという

のは私も逐次把握しているところであります。し

かしながら、道営にするか国営にするか、どっち

にしろ採択から完了まで２０年、国営の場合では

３５年という非常に長期的な計画であるというこ

とになっております。そして、地域の協力が最重

要であるというとおり、換地処分最大の懸案とし

て土地の所有者が不明であったりですとか、本当

に理解を得られない場合は事業そのものが頓挫を

してしまう影響があるのではないかと思うところ

であります。大規模なこの面整備を伴う基盤整備

事業はその膨大な手間と労力を要して、今後５０

年は農家の経営を支え続ける大切なライフライン

の一つとなりますので、名寄市としても事業採択

に向けきめ細やかな対応、そして情報収集に尽力

して、一日でも早い着工と、そして完成を目指し

ていただきたいというふうに思います。

続きまして、先ほどの振興センターの役割につ

いて丁寧な御説明があったとおりですけれども、

奨決圃場の管理ですとか農業者団体の要望も多々

入っている、さらに土壌診断についてもかなりの

件数を処理されているということで、現在の人員

や設備を適宜更新、あるいは充実、拡充させてい

くような計画、あるいは必要性があるのではない
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かというふうにお見受けしますけれども、お伺い

をしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業振興センターの

さらに拡充が必要ではないかという御提言という

ふうに受けとめさせていただきたいと思います。

現状振興センターのほうではさまざまな試験等も

させていただいているところでありますけれども、

基本的には振興センターの有する圃場ですとか、

あるいは設備を考慮しながら計画的に試験等を進

めているということでありますし、その背景には

例えば道からの委託を受けてというのも当然あり

ますけれども、ＪＡの各生産部会などの要望にも

応えながら計画的に現状の施設の中で対応させて

いただいているということであります。また、人

の関係についても御質問がありました。ここにつ

いては、市が直接雇用している作業員もおります

し、なかなか応募いただけないという現実もあり

ますので、不足する分については例えば高齢者事

業団に御協力いただきながら補うというのがあり

ますが、なかなか人不足というところがありまし

て、繁忙期等については十分に確保し切れないよ

うな現状もありますけれども、ここは知恵を絞り

ながら今後も対応させていただきたい、そのよう

に考えているところであります。また、設備の関

係等についても拡充がということでありました。

ここについては、これまでも必要性ですとか当該

の器具の老朽度合いに応じながら計画的に更新を

進めさせていただいているところでありますし、

現状大きな支障はないというふうに私どもは受け

とめているところであります。ただし、今後の作

物の振興、あるいは新たな技術の革新などがあり

ますので、これらの対応については農業者の声も

十分踏まえながら検討させていただきたいという

ふうに考えています。御理解いただければと思い

ます。

なお、もう一つお含みいただきたいなと思うの

が農業振興センターの運営に当たってであります

けれども、ここ設置者は名寄市でありますけれど

も、その運営についてはＪＡさんからも応分の負

担をしていただきながら運営をしているところで

ありまして、ここについてはＪＡさんとも十分協

議をさせていただきながら、さらには農業振興セ

ンターの果たすべき役割についても十分踏まえな

がら生産者の皆さんの要望に応えられるように、

円滑に進むように努めてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

生産者の声を踏まえて十分検討が必要であるとい

うところでありまして、我々生産者としても本当

に期待をしている施設でありますので、ぜひ有効

的な活用をお願いしたいということになります。

技術革新については本当に目まぐるしいものが

ありまして、先ほどもありましたＩＣＴ、特に自

動操舵技術等は日進月歩の世界でありまして、な

かなかそれ対応する人材というのも正直つくりづ

らくなってきているわけでございます。このＩＣ

Ｔに適用した人材育成についても今後検討が必要

ではないかなというふうに思いますけれども、名

寄市のお考えをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ＩＣＴに対応した人

材の育成という御質問だったと思います。先ほど

も申し上げたように、ＩＣＴに対する生産者の意

識はどんどん上がってきていますし、ニーズも今

後ますます高くなっていくのだろうというふうに

考えているところであります。これに対応した人

材の育成も必要だというふうに考えておりますけ

れども、名寄市におきましては平成２８年に農業

者みずからＩＣＴ研究会というのを設立をいただ

いておりまして、現在は８４名というたくさんの

方がここに参加をしながら、お互いに情報の共有

をされているということで伺っています。具体的

にどんな活動しているかと申しますと、先進技術
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の研修や情報交換のほかに、会員が所有している

ＩＣＴ機械もございますので、これを活用しなが

ら実際の利用データ、それを用いながら作業効率

や精度など明らかにするために今データの蓄積、

整理をしているというふうに認識をしております。

また、ＩＣＴ技術の理解と普及拡大にも取り組ん

でいるということでありますし、生産者が立ち上

げた組織でありますけれども、普及センターを初

め私どももオブザーバーとして参加をさせていた

だきながら必要な助言をさせていただいておりま

すし、そこであるデータなども共有しながら今後

活用していきたいというふうに考えているところ

であります。名寄市におきましては、農業振興セ

ンターを今後中心としながら対応していくことと

なりますけれども、振興センターだけでは限られ

た部分がありますので、必要に応じて研究機関や

機械メーカーなどもありますので、それらの協力

もいただきながら進めていきたいというふうに思

っておりますので、御理解いただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

ＩＣＴ技術、かなり民間での活動のほうが先行し

ているという状況でありまして、これについては

なかなか固定的な人材を置くことも難しいでしょ

うし、理解はしているつもりですが、我々も情報

が先に欲しい場合がかなりあります。そのときに

も機械屋さんのほうが情報が早かったりですとか、

逆に専門的過ぎて我々も理解が及ばないときもあ

りますので、これについて実需も含めてしっかり

と勉強会等開催していただきたいなというふうに

思います。どうもありがとうございます。

小項目の２番、以上ですけれども、名寄市の農

業を取り巻く環境というのはこの新規就農者への

強い支援ですとか地域の理解があります。なおか

つ、今後は面としての基盤整備で圃場の大区画化

ですとか用排水のきちんとした整備が予定をされ

ている、要望が上がっているという状況でありま

す。そして、振興センターを軸として効果的に運

用されるでしょうＩＣＴ関係の技術もそうですし、

実証実験、農業者ときちんと協調して行うことで

情報発信の場としてさらに活躍をしていただきた

いと思います。名実ともに本当に名寄市農業の中

心地点であるべきだというふうに考えております

ので、労働力や圃場に制約があるという話でした

けれども、その役割については本当に強く期待を

しております。今後さらに少子高齢化を迎えます

けれども、特に若い世代から要望が強い光回線の

全戸の設置ですとか他業種との労働力的な融通と

いいますか、交流、あるいはごみ収集の方法だと

かまだまだ細かいことあるのですけれども、今我

々の置かれている状況というのはかなり明るいの

ではないかなというふうに期待をしております。

ありがとうございます。

続きまして、（３）、持続的な農村地域の維持

を目指した各計画との連携についてということで

も答弁がありましたけれども、この本市の農業人

口の減少は商業、工業含めて地域の減衰にほかな

らないと考えております。名寄市のモチ米につい

ては大部分が大手商社との取引ですとかセブンイ

レブンさん、各ベーカーメーカーさんで需要があ

って、高品質であるという評価を受けております。

将来的にも安定していると予測はできております。

しかしながら、現在のモチ米作付面積、名寄市で

０００ヘクタール程度ということでありまして、

特に最大の関係国、アメリカあたりのカリフォル

ニア州のジャポニカ種を耕作している農家の平均

面積、ちょっと調べてまいりました。アメリカの

農務省のデータでございます。１軒当たり２５１

ヘクタールつくっているそうです。わずか１０軒

程度が本腰を入れてモチをつくり始めて、輸出を

かけた場合に我々１５ヘクタール程度の農業者が

なかなか太刀打ちすることができないということ

は火を見るより明らかではないかなと思います。

個々の農家はもちろんそれに負けないように努力

を続けているわけですけれども、最近では近年続
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発する異常気象にもめげず、昨年本当に凶作では

ありましたけれども、その中で平年作以上、１１

俵程度とっている風連のモチ農家の方いらっしゃ

いました。全道規模の場所で表彰を受けておりま

す。そういう実例もあり、本当に名寄市は多種多

様な農畜産物が生産をされております。全国でも

トップクラスの品質を持っているほかの作物も実

は多々ありまして、ちょっと調べた中ではまずゆ

めぴりかの低たんぱくの比率は全道屈指であると。

さらに、小林製薬さんの命の母という薬の原料、

カノコソウについてはこれもとても多くの生産が

あると。そして、切り花でサンダーソニアという

花は１軒で全国の流通量の１割を占めている。こ

のほかにもＳＰＦ飼育の豚であったり、肉用牛と

しての天牛であったり、また寒締めホウレンソウ

や弥生地区のワインですとか、最近では日本酒の

話もちょっと挙がっておりますが、調べた中では

酒米の産地としては最北であると認識しておりま

す。ここまでの高品質を誇る農産物に恵まれてい

るということは我々農業者の世界では常識であり

ますけれども、まだまだ一般市民の皆様の認知度

としては不十分ではないのかなというふうに認識

をしております。先ほども述べましたけれども、

振興センターを中心に新規振興作物の掘り起こし

と新技術の開拓、そして多様な就農形態による後

継者たる人材の確保と育成、そして農業基盤とし

て圃場の面はもちろん、ＩＣＴに関係するソフト

ウエア的な整備を整えることでさらに強固な足が

かり、腰の強い基盤を整備する、そしてかつ地産

地消に代表される市内の需要供給を掘り起こすこ

とで名寄市民にこそ名寄市の農産物の一番おいし

いところ食べていただきたいと。そして、それを

そもそもできて本当は当たり前なのではないかな

というふうに考えております。まずは、市民意識

の醸成に伴いまして、一人一人がサポーターとし

て好まれる地場産品を我々がつくり、かつ喜んで

消費活動を行うことで商工業を含めた名寄市の経

済が循環することはこれは道理でないかなと思い

ます。この名寄市の農業、農村地域と、そして子

供たちの未来の今後５０年、１００年を盤石にす

るべく早急かつ確実な手段を講じることを切に願

っているところであります。

以上、大項目１番について終了とさせていただ

きます。

続きまして、大項目の２番、旧下多寄小学校の

校舎及び周辺施設の再活用についてということで

大変丁寧な答弁をいただきました。ありがとうご

ざいます。現在この下多寄小学校、閉校して間も

ないということで我々地域住民の心の中にもぽっ

かりと穴があいているところでございます。それ

を今度陽だまりさんが検討されているということ

で、我々地域としても十分に検討する余地がある、

逆に来てくれてありがたいという気持ちでいると

いう話でございます。

そこで、お願いをしたいのが今度ほかの企業が

利用されるということになりますと、簡易な維持

管理であれば地域住民、あるいはその企業が行う

ことになると思います。しかしながら、運営上必

要不可欠なかなり大規模な補修、あるいは改修等

伴った場合についての対応についてお聞かせいた

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） 今の廃校になってい

る学校というのが御承知のとおり日進小中学校、

豊西小学校、東風連小学校ということでございま

す。今回今年度から下多寄小学校もということな

のですけれども、御承知のとおりほかの小中学校

につきましては全て老朽化が激しくて、非耐震構

造ということもございまして、そのような要因も

ありまして閉校になって、児童生徒数の減少も当

然なのですけれども、そういう要因もございまし

て、閉校になってきたという経過もございます。

その後の利活用については、市として大規模な修

繕等をしながら貸し出しをするというようなこと

は想定しておりません。ただ、下多寄小学校の校

舎につきましては築後２５年ということもござい
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ますし、今回２団体から利用の御要望もございま

したので、その辺の小破修繕的なものとか、今後

の維持的なことにつきましては今３者で検討もし

ておりますので、その中で十分協議をして進めて

いきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 正直耐震構造もしっか

りとされていて、なかなか壊れないだろうなとい

うふうな印象はあります。もし何かがあればその

３者で対応するということで伺いました。ありが

とうございます。

そして、小項目の２番、附属するほかの周辺施

設の再活用についてということで、先ほどグラウ

ンド、あるいは屋内運動場については地域等が維

持し、管理をするという話でありました。また、

教員住宅の古い３棟についてはなかなか手を出す

ことができないというふうに伺っておりまして、

私もそうだろうなというふうに思っております。

今回この市内やそのほかの学校の施設についても

同じく利用の希望者がいたり、あるいは地域との

連携が必要であるというふうに思うところでござ

います。今回の下多寄小学校の件は、再利用につ

いての一つの前例となるのではないかというふう

に考えております。今後利用希望者が利便性を図

って、必要条項の整備などを行いながら有効活用

していけるように願うものであります。また、そ

のほかの施設についても、今後利用停止する等の

処置が検討される場合は情報の開示ですとか、善

後策の協議について一定のガイドライン等設ける

など有効活用の手段を講じて住民サービスの向上

の一助としていただきたいというふうに思ってお

ります。また、今年度の中で風連中央小学校の旧

校舎の解体とグラウンドの造成が行われるわけで

ございますけれども、今後の所管施設について解

体費用が捻出できないという理由で放置された場

合には、これ空き家と同じ問題になってしまいま

す。市の財産を空き家ネットに登録でもしてみた

いところですけれども、解体についても建設時と

同様の予算立てで実行していかなければ子供たち

の未来へ負の遺産として残してしまうことに直結

するのではないかなと危惧をしております。今後

も名寄市の農業、農村地域を守って、未来に残し

たい子供たちのための政策、あるいは政治をとり

行っていきますことを市長並び理事者の皆様へお

願いをして、一般質問を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４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。

防災について外１件を、清水一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 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２点にわた

って質問させていただきます。

大項目１、防災について。名寄市は、東に名寄

川、中央に風連別川、西に天塩川の１級河川が存

在し、本市での災害での一番の脅威は水害と私は

認識しております。近年の道北地域での災害では、

平成２８年８月、南富良野町幾寅で空知川の堤防

が決壊し、まちが水没しました。また、昨年平成

３０年７月の大雨では雨竜川、石狩川が氾濫、旭

川市、深川市、留萌市、妹背牛町、東川町が床上、

床下浸水の被害がありました。この災害をもたら

した線状降水帯が７０キロメートル北に発生して

いたならば、名寄地域は甚大な被害に見舞われた

ものと推測いたします。名寄市の地域防災計画で

は、減災の考え方を基本方針とし、たとえ被災し

たとしても人命が失われないための命を守る行動

を最重視し、災害に備え、防災対策は自助、共助

及び公助が効果的に推進されるよう着実に実施し

なければならないとうたっております。私は、災

害に対する備えはまずふだんの準備の周到が重要
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だと思っております。ここで小項目４点、理事者

の御見解を伺います。

小項目１、気象台が１週間前に北海道に台風の

上陸または大雨警報を発表した際、市の対応につ

いてお伺いいたします。

１点目、本部の配備体制について。

２点目、本部員会議での協議事項について。

３点目、警戒監視の体制について。

４点目、各部署の準備等について。

以上、４点についてお伺いします。

小項目２、本年度の名寄市の防災訓練について

お伺いします。

１点目、本訓練の狙いについて。

２点目、訓練日時及び場所は。

３点目、訓練の内容は。

４点目、訓練参加町内会は。

以上、４点についてお伺いします。

小項目３、平時における避難行動要支援者名簿

の活用について。

１点目、避難行動要支援者からの同意書の取得

状況について。

２点目、同意書を取得し、平時における避難行

動要支援者名簿の部外提供について。

以上、２点についてお伺いします。

小項目４、名寄市立総合病院の水害対策につい

てお伺いします。名寄市立総合病院は、道北の地

域救命救急センターとして、また道北の拠点病院

としてその役割を果たしております。ここでお伺

いします。

１点目、市立総合病院の最大浸水深は。

２点目、防水、浸水対策は。

３点目、浸水した際、外から病院に入る非常階

段の設置は。

以上、３点についてお伺いします。

大項目２、名寄市総合計画第２次中期基本計画

の重点プロジェクトについてお伺いします。名寄

市は、人口減少による影響を緩和させ、地域に活

力をもたらすために交流人口の拡大施策に取り組

んでいます。

そこで、小項目１、経済元気化プロジェクトに

ついてお伺いします。ここでは、的を絞って観光

について３点理事者の御見解を伺います。

①、２０１７年に比して２０１８年の観光入り

込み客の現況について。夏期及び冬期の観光の入

り込み客数とその分析について。その分析の結果、

何を改善し、何を助長しなければならないかをお

伺いします。

②、外国人観光客誘致に向けた具体的施策につ

いてお伺いします。２月ごろ、台湾の御家族がな

よろ温泉サンピラーに連泊しているのを見かけま

した。また、ピヤシリスキー場において外国人の

スノーボーダーも見かけました。改めて外国人観

光客誘致に向けた具体的施策についてお伺いしま

す。

③、観光客誘致に向けた情報発信とＰＲ活動に

ついてお伺いします。スキーツアーで東京なよろ

会の大半の方はリピーターで、名寄出身以外の方

が多いとお聞きしました。そこに情報発信とＰＲ

活動のヒントがあると思いますが、いかがでしょ

うか。また、首都圏での情報発信とＰＲ活動の拠

点が必要と思いますが、御見解を伺います。

小項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェクトに

ついてお伺いします。名寄市総合計画審議会第１

回会議で３年間の取り組み検証を報告し、本年度

からはＮスポーツコミッションを中心に、１つ、

青少年教育、人材育成、２つ、健康増進、生きが

い、福祉振興、３つ、地域経済活性、４つ、広域

連携、各種まちづくりの４本柱を事業展開する旨

の発表がありました。ここで４点理事者に御見解

を伺います。

①、全国、全道規模大会の誘致及び開催数につ

いて。２０１６年は４大会でしたが、２０１７年

及び２０１８年の誘致等の現況と今後の展望につ

いてお伺いします。

②、スポーツ合宿入り込み人数についてお伺い

します。２０１７年は ０８１人でしたが、２０
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１８年の入り込み人数について冬期、夏期に分け

て回答をお願いします。また、２０１８年の入り

込み人数の結果の分析についてもお知らせくださ

い。

③、冬季スポーツのジュニア選手の育成につい

てお伺いします。競技団体と連携し、市として今

後どのように冬季スポーツのジュニア選手育成を

支援していくのかお考えをお伺いします。

④、冬季競技施設の整備について２点お伺いし

ます。１点目、サンピラー交流館カーリングホー

ルは冬期間のみの営業となっておりますが、競技

団体と協議し、道に対し通年使用可能な施設に改

修を要望するお考えはありますか。

２点目、健康の森のクロスカントリーのコース

整備について、特にフリー種目、スケーティング

ではコース幅は規格に合っているとは思いますが、

ゴールする選手の中には前の選手にバンフライを

かけてもコースをあけてくれなかったと悔しがる

選手を見かけました。ここでお伺いします。全日

本、全道大会の主管である名寄地方スキー連盟と

協議し、コースの幅の拡張とコース脇の立ち木の

伐採を行い、整備する予定はありますか。お伺い

します。

以上で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） ただいま清水議員か

ら大項目で２点にわたり御質問をいただきました。

大項目１の小項目１及び２については私から、大

項目１の小項目３は健康福祉部長から、小項目４

は病院事務部長から、大項目２の小項目１は産業

振興室長から、小項目２は総合政策部長からそれ

ぞれ答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目１、防災についてお答えいた

します。小項目１の台風が予想される場合や大雨

警報が発表された際の対応についてでございます

が、本部の配備体制としましては台風や大雨が見

込まれる場合には気象情報や河川状況などの情報

を収集するなど、災害対策本部の立ち上げや職員

の配備体制などについて検討することとなります。

また、職員については勤務時間外でも参集できる

よう各部署において体制を整えることとしており

ます。災害対策本部が立ち上がった場合につきま

しては、そのときの状況によりますが、河川の巡

視情報や気象情報などの情報の分析を行うととも

に、避難所開設や物資調達、配給など本部体制に

関する協議や関係機関への応援要請など災害対策

に関する事項について協議することとなります。

警戒監視体制につきましては、気象や河川状況に

ついては適宜旭川地方気象台や河川事務所から情

報収集するなどインターネットを活用した情報収

集も行っています。このほか大雨の場合では、市

職員や消防職、団員による河川の内水氾濫を初め

道路などについて警戒パトロールなどを行ってお

ります。また、土砂災害への対応についても北海

道のシステムなどを注視しながら警戒巡視を行っ

ております。各部署の準備等についてでございま

すが、それぞれの初動態勢について作成するとし

ており、職員それぞれの役割について確認するこ

ととしています。一例を挙げますと、建設水道部

では河川、道路のパトロール体制の確認や健康福

祉部では避難所運営についての職員配置、市民部

では物資調達などの準備について進めていくこと

となっております。

次に、小項目２、今年度の名寄市防災訓練につ

いてお答えいたします。市の防災訓練につきまし

ては、平成２９年度からＦＩＧ―ａなよろ課題を

見つける避難訓練として複数年をかけて実施し、

本年度で３回目となります。本年度の防災訓練は、

７月１８日午前９時から１次避難を開始する計画

として進めております。訓練の狙いとしては、参

加された町内会の皆さんが実際に避難行動を起こ

すことによって避難場所までの移動時間や避難経

路での危険箇所、地域での共助における課題など

に気づいていただくことによって地域での避難能

力を向上させたいと考えております。参加町内会
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につきましては、現在２０区、西町２区、西町３

区、大橋商工団地町内会の４つの町内会に御協力

をいただく予定となっております。災害演習では、

参加町内会の皆さんがそれぞれの１次避難場所に

避難していただき、その後想定最大規模の降雨を

想定して、人材開発センターまで２次避難してい

ただくことを想定しております。２次避難後には

旭川気象台や名寄河川事務所からの講演や訓練展

示、各町内会からの御意見などを発表していただ

くことを考えております。

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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目１、小項目３の平時における避難行動要支援者

名簿の活用についてお答えいたします。

避難行動要支援者名簿につきましては、平成２

５年度に避難行動要支援者からの申請をいただき、

その中で同意をいただいている状況となっており

ます。しかしながら、その後の名簿につきまして

更新がなされていない状況となっておりますので、

現在新たに名簿を作成するために防災担当部局と

連携しながら申請書や更新手続についての協議を

進めているところであります。その中でも関係機

関への情報提供につきましては、御本人の同意を

いただくことで提供できるよう検討を進めている

ところでございます。

平時においての外部提供につきましては、消防

や警察、そのほかの避難支援等の実施に携わる関

係者に対して名簿を提供し、有事への備えに有効

活用できるものとなるよう考えております。また、

名簿情報につきましては個人情報が多く含まれて

おりますので、情報開示者には情報の漏えい防止

等について説明するなど必要な措置を講じていく

よう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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１の小項目４、名寄市立総合病院の水

害対策についてお答えいたします。

前段といたしまして、市立総合病院は平成９年

に上川北部地域災害拠点病院に指定されており、

災害の発生時から復興期に至るまでの医療を提供

する役割を担うこととなっております。その責務

を果たすために新たに策定することが義務づけら

れましたＢＣＰ、名寄市立総合病院事業継続計画

について昨年１２月に策定したところであります。

１点目の災害浸水深についてですが、当院のＢＣ

Ｐにおける想定災害は地震及び大雨災害としてお

り、名寄市ハザードマップで示されました当院周

辺の浸水深は３メートルから５メートル未満であ

ることから、主要道路はおおむね冠水し、病院内

には２階床下まで浸水する想定で策定しておりま

す。大雨災害での被災想定では、地下１階の給食

調理設備、ＭＲＩ及びＲＩ、カルテ庫などの施設

は使用不能となり、１階の全外来機能、薬剤室、

放射線や生理検査の各検査室、リハビリテーショ

ン室、さらには人工透析室も浸水することになり

ます。院内のインフラ関係では、電力は非常用電

源に切りかえられますが、その設備にも浸水が生

じた場合の代替手段や３日分の備蓄が求められま

した受水槽の設置についても今後検討していく必

要があります。

次に、２点目の防水、浸水対策についてですが、

現状では想定される浸水に対応し得る対策はござ

いません。災害発生時には院内の患者及び職員等

の安全を第一としまして、直上避難させ、復旧が

見込まれるおおむね３日間程度の医薬品や備蓄品、

食料を確保しての１次避難対策を講じる一方、災

害拠点病院としての機能を維持、提供できるよう

対応を図っていくこととしております。他の市内

医療機関にも同じ被害状況となった場合には周辺

の士別市立病院に支援を依頼するほかに、平成２

４年に災害時相互支援協定を締結しました市立函

館病院、市立釧路総合病院、砂川市立病院に支援

を求めてまいりたいと考えております。

次に、３点目の浸水した際、外からの院内に入
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る非常階段の設置についてですが、本館には東西、

新館には北側に医療法で定められました屋内非常

用階段が設置されており、ＩＣＵ等のみ屋外に設

置しております。いずれも院内から屋外へ避難す

るための非常用階段であり、入院患者の安全上屋

外から進入するための階段設置は法令上定められ

ておりません。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目の２、名寄市総合計画第２次中期基本計画重点

プロジェクトについて、小項目の１、経済元気化

プロジェクトについて御答弁いたします。

まず、１点目、観光入り込み客数の現況につい

て申し上げます。本市の観光振興は、名寄市総合

計画第２次中期基本計画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、平成

２８年度に見直した名寄市観光振興計画に基づき

各種事業を実施しております。計画の目標値につ

きましては、観光入り込み客数が平成２７年度の

４７万 ０００人に対し年次５％の増加を見込み、

令和３年度には６１万 ０００人、外国人宿泊延

べ数は平成２７年度の５４４泊に対し令和３年度

には３倍の ６３５泊としております。観光入り

込み客数につきましては、北海道が全道各市町村

からのデータを毎年６月から８月ごろに集計、公

表しておりますことから、平成３０年度の観光入

り込み客数につきましては本市で調査した速報値

をもとに御説明いたします。平成３０年度上半期

２４万４００人、平成２９年度上半期２５万 ４

００人で、前年比９ ７％、１万 ０００人の減

少、平成３０年度下半期１８万 ５００人、平成

２９年度下半期１８万 ８００人で、前年比１０

４％、７００人の増加となりまして、通年の観

光入り込み客総数は平成３０年度、４２万 ９０

０人、平成２９年度、４４万 ２００人で、前年

比９ ９％、１万 ３００人の減少となりました。

また、外国人宿泊延べ数につきましては、平成３

０年度上半期７６７泊、平成２９年度上半期、５

１４泊で、前年比１４ ２％、２５３泊の増加、

平成３０年度下半期 ２１８泊、平成２９年度下

半期、５８０泊で、前年比２１ ０％、６３８泊

の増加となりまして、通年の外国人宿泊延べ総数

は平成３０年度、 ９８５泊、平成２９年度 ０

９４泊で、前年比１８ ４％、８９１泊の増加と

なりました。全体の観光入り込み客数につきまし

ては、年度により増減はあるものの、宿泊や訪日

外国人は着実にふえております。

観光事業の分析につきましては、昨年度北海道

の稼ぐ観光具体化モデル事業の事業採択を受けま

して、本市を訪れた観光客への対面によるアンケ

ート調査を年間を通して相当数実施いたしまして、

分析を行ったところです。それによりますと、本

市には夏のひまわり観光、冬季スポーツ、グルメ、

ショッピングなどを目的に訪れる方が多いこと、

北の稚内、東のオホーツク、西の日本海側へ向か

う要所として名寄市へ立ち寄られる方も多いこと、

さらにはお土産に対する満足度が高いといった結

果も出ております。これらの結果を踏まえまして、

今後も本市の地域資源を生かして観光による地域

資源の活性化が図られるよう取り組みを進めてま

いります。

次に、小項目１の２点目、外国人観光客誘致に

向けた具体的施策について申し上げます。２０２

０年開催の冬季オリンピックへ向けて、国はイン

バウンド ０００万人、北海道は５００万人の目

標を掲げており、本市においてもさきの答弁のと

おり着実に増加しているところでございます。本

市の外国人観光客誘致の取り組みといたしまして

は、交流事業として平成２５年度から台湾をター

ゲットとした教育旅行の受け入れに取り組んでお

りまして、昨年度までの実績で１３校４３６人を

受け入れておりまして、将来のリピーターとして
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本市を訪れることに期待をしているところでござ

います。また、札幌から稚内までを結ぶルートと

して平成２８年度に日本のてっぺん。きた北海道

ルート。が観光庁に認定されまして、インバウン

ド誘客へ向け、夏のサイクリングやカヌー、冬の

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

験型観光の商品化を進めてまいりました。スキー

場におきましても本市の雪質を求め、欧米人を中

心に外国人の利用が増加しているところです。ま

た、市内事業者向けの外国人観光客受け入れに対

するおもてなし講座の開催、英語、中国語のパン

フレットの作成など受け入れ環境を整備しており

ます。旭川空港に国際線ターミナルが完成するな

ど道北地方を訪れる外国人観光客がふえることが

予想されますことから、そうした状況を好機と捉

えまして、近隣市町村と連携し、観光ＰＲ、受け

入れ態勢の整備に努めてまいります。

次に、小項目１の３点目、観光客誘致に向けた

情報発信及びＰＲ活動について申し上げます。本

市における情報発信につきましては、市や観光関

係団体によるホームページ、ＳＮＳなどを通じ観

光情報などを発信しているほか、市外へのイベン

ト参加、物産販売などを通じ知名度向上に努めて

いるところです。また、本市では交流自治体など

道内、道外へ職員派遣も行ってきておりまして、

これらの地域との人的交流、物産交流や派遣地域

での活動を通じＰＲに努めています。物産を通じ

た取り組みといたしましては、本市の特産品であ

りますアスパラ、メロン、スイートコーンなど農

産品の通信販売を行っており、市外から多くの方

に御利用いただいております。また、北海道が首

都圏で開設しているアンテナショップでのポスタ

ーの掲示、パンフレットの設置、物産商品の販売

に協力をいただいておりますほか、交流自治体で

ある東京都杉並区役所内の「コミュかるショッ

プ」においても本市の特産品販売を行っておりま

す。首都圏にお住まいの方を中心に本市にゆかり

のある方々等で構成される東京なよろ会では、会

員向けに広報紙を年３回発行しておりまして、会

の活動報告や各種ツアーの御案内などを行い、本

紙の知名度向上、交流人口の拡大を初めとする地

域の活性化のため多大なる御支援をいただいてお

ります。本市では、会報発行時に杉並区で開催す

る物産展などの情報やふるさと納税の御案内など

について会報を通じて広く情報発信に努めており

ます。また、会員の皆様には口コミやＳＮＳなど

でさらに情報拡散に御協力をいただいております。

今後も時代の変化を捉えたＳＮＳなどによる情報

発信やイベント、物産販売などを通じより効果的

な情報発信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（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、小項目２、冬季スポーツ拠点化プロジェク

トについてお答えいたします。

①、全国、全道規模大会の誘致及び開催数につ

いてですが、冬季スポーツ拠点化プロジェクトは

平成２８年度から平成３０年度まで地方創生推進

交付金を活用してスポーツによる交流人口の拡大、

ジュニア選手育成などに取り組んできたところで

す。拠点化事業の評価の指標となるＫＰＩですが、

全国規模の新規、冬季スポーツ大会誘致について

は平成２８年度から３年間で延べ５件の新規大会

を誘致しており、ノルディックスキーやカーリン

グといった冬季スポーツ大会が開催されてきまし

た。全国規模の大会誘致については、競技施設の

規模や質が大きなポイントとなりますが、今後も

情報収集を重ねながら新規大会誘致に努めてまい

ります。

次に、②、スポーツ合宿の入り込み人数ですが、

平成３０年度は、こちら上期、下期ということで

数字報告させていただきますけれども、上半期

０１４人、下半期 ３１５人、合計で ３２９人

となり、前年度との比較では２４８人増加してお

ります。各競技団体を初め旅館組合、市内企業皆
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様の努力のおかげで着実に入り込み人数をふやし

てきたところです。今後は、スキーなどの冬季ス

ポーツシーズンの前後の期間をいかに延ばすこと

ができるか、また夏季のスポーツ合宿の受け入れ

環境を整備していくことが合宿人数を伸ばしてい

くことにつながります。引き続き関係団体と協議

しながら交流人口の拡大に努めてまいります。

次に、③、冬季スポーツジュニア選手の育成で

すが、指導者のレベルアップを図ることを目的と

した指導者講習会の開催、アルペンスキーやスノ

ーボード競技においては市外チームとの合同合宿

に対する支援を行ってまいりました。また、カー

リングやクロスカントリー競技においては海外コ

ーチを招聘するなどジュニア選手育成の支援を続

けてきた結果、平成２８年度から３年間で５０名

を超える冬季競技のジュニア選手が全国、世界の

舞台で活躍をしてきたところです。引き続き時代

に合ったジュニア育成の方法を競技団体と相談し

ながら継続的にジュニア育成のシステム構築、ト

レーニング環境の整備に努めてまいります。

最後になりますが、④、競技施設整備について

でございますが、カーリング場の通年化に関して、

本市では北海道に対して要望は行っておりません

が、施設の老朽化に伴う整備に関しては競技団体

等とも相談しながら北海道に要望し、整備を行っ

てきたことで、昨年１月に開催された日本カーリ

ング選手権大会の誘致にもつながったところです。

また、健康の森クロスカントリーコースの整備に

ついては、今年３月に開催されたジュニアオリン

ピックのクロスカントリー競技においてけが人が

発生したことから、現在安全な競技運営の観点で

コース内の立ち木伐採について検討を進めている

ところですが、大規模整備は計画されておりませ

ん。引き続きソフト、ハード、両面で冬季スポー

ツの拠点にふさわしい環境整備に努めてまいりま

すので、御理解願います。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 再質問させていただき

ます。

まず、小項目１の市の事前準備の対応ですが、

しっかりとよろしくお願いいたします。昨年７月

には隣の旭川とか床上浸水、床下浸水しておりま

すので、線状降水帯、これには十分注意を払って、

警戒監視のほうあれば、気象台の発表等があれば

よろしくお願いします。

小項目の２について再質問させていただきます。

訓練内容と訓練参加町内会、狙いと十分承知しま

した。１つ、訓練日の話でございますけれども、

大体平日やっているのです。平日やっている。こ

れを休日にできないものかと、こう思っておりま

す。なぜかといいますと、訓練参加町内会も休日

にすると訓練参加者の増加及び町内会の避難行動

要支援者の支援要領及びその共助が助長されます。

また、休日にやると多くの市職員が訓練参加可能

となり、さらに市職員の方も錬成されるのではな

いかと思います。御見解のほどよろしくお願いし

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） 大変申しわけないの

ですけれども、先ほど答弁させていただいた内容

に一部誤りがありましたので、訂正をさせていた

だきたいと思います。

本年度の防災訓練なのですが、参加町内会、４

町内会ということでお話をさせていただきまして、

２０区、西町２区、西町３区、大橋商工団地町内

会ということで言いましたけれども、済みません、

訂正をさせていただきまして、２０区、西町１区、

２区、３区というのが間違いでございまして、西

町１区、２区、そして大橋商工団地という、こと

しはその４町内会にお願いをすることになってご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

今清水議員のほうから防災訓練についてぜひ平

日ではなくて休日に実施をしてはどうだと。その

ことによって参加される町内会の皆さん初め、市

の職員も多く参加できるのではないかということ
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で御意見をいただきました。先ほどお話をさせて

いただいたのですが、２次避難の会場、人材開発

センターのほうで気象台の方に講演をいただくな

り、名寄河川事務所の方にも、あるいは名寄警察

の皆さんなども含めて防災訓練を２次避難の会場

で連携をとりながら行っていきたいということで

考えておりまして、ぜひ関係機関の皆さん参加を

いただくというようなことで、今回については日

程等については平日ということで参加体制を図っ

ていきたいというふうに考えていますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今回はわかりました。

今後ちょっと検討していただけるということで、

確約でよろしいですか、総務部長。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みませんが、先ほ

ど言いましたけれども、関係機関の皆さんの御都

合もあるというふうに思いますので、改めて協議

をさせていただきたいというふうに、大変申しわ

けないのですけれども、そういうことで御理解を

いただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） わかりました。

今度訓練参加する町内会についてでございます。

いろいろな事情があって、訓練参加できない町内

会もあろうかと思いますが、何とか訓練参加して

いただくように粘り強く説得して、理解の獲得に

努めていただきたいと思います。これはお願いで

す。よろしくお願いします。

続きまして、平時における避難行動要支援者名

簿についてこれから協議を進めてやるということ

でお話しでございましたけれども、直ちに、早急

に同意書を取得して、部外提供先に提示していた

だきたいと思います。なぜかというと、町内会で

あればこの避難行動要支援者の支援者、これの依

頼に大変助かるのです、これがあれば。同意書が

あれば。それと、もう一つ、これは平時における

見守り活動がありますけれども、それの一助とな

る。連携できるということで同意書を早くとって

いただいて、提示していただきたいと思います。

いかがですか回答お願いします。

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） 名簿の作成、同

意書も含めて早期ということで以前から清水議員

からもお話がされておりまして、議員がおっしゃ

るとおり備えが必要でありますし、やっぱり事前

の準備も必要ということではその面についても名

簿の重要性というのを認識しております。先ほど

も答弁で申しましたけれども、平成２５年、一度

同意書をいただいたのですけれども、その後の更

新をどのようにやっていくかというところで今協

議しながら、その一回もらった同意書が効果的に

将来的にも継続して使えるような例えば連絡先で

あったり、そういったものが今のやっている業務

と含めて効率的にできないかということで協議を

しているのですけれども、言われるように名簿の

作成というのは、早急につくるというのは当然の

ことでありますので、そういった協議も早く進め

ながら対応してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしく御理解お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今の同意書の話でござ

いますけれども、それは２５年のときは努力義務

だったのです。努力義務。それから法律変わった

のです。義務になったのです。わかりますか。違

うのです。努力義務のときは私がやったのです。

正直に言います。その後義務になったのです。そ

れから、国から全道全部、健康福祉部に再度ガイ

ドライン来ているのです。ただやらなかっただけ

なのです。よろしく頼みます。

それでは、市立総合病院についてお伺いします。

ということは、大雨降って、洪水になったら市立

総合病院は逃げると、こういうことでよろしいで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。
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〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院が

逃げるということではございませんが、浸水の度

合いに応じた対応をそれぞれとっていくしかない

のが現状だということでございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 拠点病院、道北のなく

てはならない病院、逃げてはいけないと私は思っ

ているのです。金はかかるかもしれないけれども、

防水シャッターぐらいつけて浸水を防ぐぐらいに

やっていただきたいなと、こう思っておりますが、

いかがですか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 今議員

から防水シャッターという御提案かというふうに

思いますが、もともと本館につきましては平成４

年に建築をされました。その時点におきましては、

災害拠点病院にもまだ想定はされておらず、現在

の地域救命救急センターというのはまるで想定が

されていない中での建築ということでございます。

周辺の土地から比べましたら若干は高さはあるの

ですけれども、現在想定をしました最大限の浸水

深に対応し得る構造にはなり得ていないというの

が現状でございます。防水シャッターといいます

のは、入り口部分等の防水対策ということでは一

つの機能かと思いますけれども、病院全体の周辺

からの流水を防ぐということになりましたら、防

水壁でも足りずに、簡易型の防潮堤というのがご

ざいます。そうしたものでなければ多分これだけ

の浸水深に対しての対策はでき得ないのではない

かというふうに考えております。ただし、その場

合におきましても、現在の本館の構造上でいきま

すと地下からの浸水を防ぐということができない

ということがございますので、浸水時間がどれぐ

らいになるのかということもまた違ってくるとい

うふうに思いますので、対策の立て方としてはい

ろいろあるかというふうには考えておりますが、

現在これだという手が打てる状況にはないという

ことだけは今お伝えをしておけるかというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） ということであれば、

病院の話ですが、隣町の士別市立病院は高台にあ

りますので、しっかりと連携の訓練ぐらいまでや

る必要もあるのではないかなと、こう思います。

検討でよろしいので、ひとつ検討していただきた

いと思います。

それで、大項目２の小項目２の①、大会誘致の

お話でございますが、行政として関係競技団体と

協議して、大会誘致活動をしていきたいと、こう

いうふうな答弁でありました。では、いつ誰が誰

に対して誘致活動を行う等の計画は、そこまで考

えておられるか、御答弁をお願いいたします。

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） 大会誘致につい

て具体的な段取りというか、あるのかということ

での再質問いただきました。大会誘致に係る問題、

課題につきましては、全国大会クラスの大会を誘

致するには、先ほど答弁をさせていただきました

とおり、施設の規模、質が重要であると同時に、

地元競技団体の受け入れ態勢も大変重要であると

いうふうに考えております。それから、中央競技

団体の大会スケジュール等の情報や関係者とのつ

ながりも大変重要であるということと地元の競技

団体にそのような人材がいることもあわせて重要

であるというふうに考えております。さらに、市

民の大会を受け入れることに対する前向きな雰囲

気も重要であると考えております。ハード整備に

関しては、市全体の中で計画的な改修、整備とな

り、早急な対応は難しい状況であるかなというふ

うに思いますけれども、本市に優位性がある冬季

スポーツ施設を生かした競技の誘致活動を今後し

っかり進めてまいりたいというふうに考えており

ます。誘致活動については、計画的には行っては

おりませんけれども、加藤市長にも機会があるご

とに中央競技団体、地方競技団体の方々と面談を

させていただきまして、いろいろな情報収集もし
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ているところでございます。引き続き地元競技団

体と相談をさせていただきながら、さまざまな機

会を通じて誘致活動のほうは行っていきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 再質問で１つ合宿の件

です。スポーツ合宿及びこれに関連して冬季スポ

ーツジュニアの育成について回答いただきました

けれども、市も今後ともしっかり支援していくと。

了解しました。理解しました。

ここで、ちょっと私も高校時代スキーやってい

ましたので、マニアックな質問になるかと思いま

すけれども、冬季スポーツのジュニアの育成は冬、

大会になったら大体夏のうちで決まっているので

す。夏で。そして、まだ大事なのは残雪のときな

のです。残雪。そこでいかに鍛えるかなのです。

名寄はあるのです。雪あるのですから、３月末ま

で。ジュニアオリンピック終わったらみんな選手

帰ってしまうけれども、何とか一緒に合宿やりま

せんかというような問いかけとかあるのです、夏

のローラースキー。名寄日進の市営牧場あります

よね。あそこのアスファルト、立派なこと。車は

来ないし、最高だ。私も過去経験あるのです。自

衛官のとき冬季戦技訓練でローラースキー、あそ

こで１週間、私当時広報班長でありまして、１週

間決められた時間にそこに行って、車何台通った

かと見て、統計をとって、名寄警察署に行って、

あれ市道ですものね、たしか。市道。許可をもら

って、訓練させたのです。近代二種に出て、日本

一です、本当に。本当の話です。あるのです。い

い、そういうところをＰＲして、名寄はこんない

いところあるよと。タブレットか何か持っていっ

て、どうですかと。うちのチームと一緒に、うち

の名寄市のジュニアの選手と一緒に夏合宿しませ

んかぐらいのことを誘致活動していただきたいと

思うのですが、よろしくお願いします。答弁お願

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） 清水議員から熱

い思いぶつけていただきまして、お答えしたいと

思いますけれども、行政主体で各競技団体のスケ

ジュール調整を行うというのは実は難しいことな

のかなというふうに考えております。しかしなが

ら、現状冬季スポーツ競技では、雪のない季節に

なりますけれども、北海道の強化合宿などが実は

行われておりまして、その機会に地元の選手たち

が参加をさせていただきながら高度な練習をさせ

ていただいているという現状もございますので、

そういったところも報告としてさせていただきた

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 今の再質問に関連して、

名寄市の職員にすぐれた技術を持った職員がいっ

ぱいいる。いっぱいはいないか。いる。私も名寄

地方スキー連盟の一会員として支援しているので

すが、結構ジュニアの人の選手の指導とかやって

いる。大会終わった後も学校の先生とか市の職員

と一緒にジュニアを教えている姿を見て、可能性

はある。だから、市の職員も一生懸命やってもら

いたい、課外とか土日とか。やっているとは思う

のだけれども、いかがですか、その推奨。

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） これは、うちの

職員というお話ですけれども、現状今冬季スポー

ツでいうとクロスカントリーのジュニアの分であ

るとか、当然経歴的にもすばらしい経歴を持って

いる職員もいます。そういった方々が仕事終了後

しっかりとそういったジュニア育成の場に足を運

んで、そこは今消防の職員もおりますけれども、

そこについてはしっかり高いレベルの指導ができ

るものとして協力はさせていただいているという

現状がありますので、報告をさせていただきます。

〇９番（清水一夫議員） 以上で終了します。あ

りがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で清水一夫議員の



－120－

令和元年６月２０日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

質問を終わります。

女性が輝けるまちづくりについて外１件を、五

十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、質問をさせてい

ただきます。

少子高齢化や人口減少による労働者不足が深刻

な問題になっていることから、大項目２点につい

てお伺いいたします。

少子高齢化が進む中、人材不足の観点からも女

性が活躍できる社会形成は必要不可欠です。現在

世界的に女性活躍が進んでおり、日本でも女性活

躍が叫ばれています。ですが、２０１８年の統計

では、男女格差の度合いを示すグローバルジェン

ダーギャップ指数は１４９カ国中１１０位となっ

ています。まさに世界トップクラスの男女格差が

ある国となっております。男女の平等のもとに社

会で活躍するにはまだ至っていないのが現実では

ないでしょうか。本市においても第２次名寄市男

女共同参画推進計画のもとさまざまな取り組みが

なされています。

そこで、小項目１、第２次名寄市男女共同参画

推進計画について。名寄市総合計画の基本目標１、

市民と行政との協働によるまちづくりの中で行政

と市民、関係団体などが協力し、女性の活躍推進

のための取り組みを積極的に実施するとあります

が、具体的に実施したことをお伺いいたします。

次に、小項目２、本市主催で年に１度行ってい

る男女共同参画セミナーの参加状況や成果につい

てお伺いいたします。

小項目３、その他男女共同参画セミナー以外の

部分で男女共同参画の活動と成果についてお伺い

いたします。

小項目４、企業を例とするならば、雇用主や管

理職の意識改革が進まなければ変革はあり得ない

と思います。家庭と両立させながら働き続けたい

と願う女性も多くいらっしゃいます。女性の積極

的な採用や管理職への登用はそのための環境整備

が必須です。ですが、女性にとっての働きやすい

環境を整えなければ人材は確保できません。女性

が働きやすくやりがいを感じられる職場を実現す

ることは、男性も含む全ての方にとって働きやす

い環境となり、優秀な人材の確保につながります。

そこで、男女共同参画社会実現に向けての本市の

考えをお伺いいたします。

次に、大項目２、人口減少の中での人材確保に

ついて御質問させていただきます。近年国内各地

で人手不足が顕在化し、中小企業においては需要

の増加に対応できない事例が広く見られるように

なりました。人手不足倒産という言葉があるよう

に、受注があるにもかかわらず、従業員がいない

ために仕事が回らなくなり、その結果倒産してし

まう企業も相次いでいます。生産年齢人口の急速

な減少により、外国人労働者受け入れ拡大の社会

的ニーズがますます高まっています。人手不足は

対処しなければならない最大の課題でもあること

から、まず小項目１、本市における労働状況の実

態をお伺いいたします。

次に、小項目２、昨年１２月に成立し、４月か

ら施行された改正入管難民法では新たな在留資格、

特定技能がスタートしました。ある一定の分野で

外国人労働者の受け入れを拡大することが狙いで

す。地域経済活性化のためにも外国人材の受け入

れを前向きに検討する必要があると考えますが、

まず本市における外国人材受け入れの現状につい

てお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま五十嵐議員

から大項目で２点にわたり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

ては産業振興室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。

初めに、大項目１、女性が輝けるまちづくりに

ついて、小項目１の第２次名寄市男女共同参画推

進計画について申し上げます。本市におきまして
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は、男女共同参画に関してさらなる市民意識の高

揚と推進を図るため、平成２７年１２月に名寄市

男女共同参画推進条例を制定いたしました。また、

平成２９年度に本市における基本的な考え方を示

し、地域社会全体で男女共同参画社会の実現に向

けた取り組みを総括的かつ計画的に推進するため

に第２次名寄市男女共同参画推進計画を策定いた

しました。本計画は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律に基づく市町村推進計画と

位置づけており、男女が働きやすい環境づくりを

主要施策の一つとして掲げております。また、本

条例に基づき男女共同参画を推進するため、名寄

市男女共同参画推進委員会を設置しております。

本委員会は、事業者からの推薦や公募などにより

選出された委員で構成され、基本計画等の推進及

び進捗管理などに取り組み、本市における男女共

同参画推進の中心的な役割を果たしております。

女性の活躍推進のための具体的に取り組む主な事

業といたしまして、男女がともに働きやすく子育

てしやすい環境づくりなどを広く周知し、男女共

同参画の普及、推進を図るために積極的に取り組

んでいる事業者や個人、市民団体を表彰しており

ます。今後におきましても第２次名寄市男女共同

参画推進計画を実効性のあるものとするため行政

と市民、事業者などと連携し、積極的な取り組み

を進めてまいります。

次に、小項目２、男女共同参画セミナーの開催

状況についてお答えいたします。本セミナーは、

市民の皆様に男女共同参画を考えていただくきっ

かけづくりを目的に開催しております。本セミナ

ーの開催に当たりましては、商業施設や公共施設

へのポスター掲示、広報、新聞、ラジオによる周

知のほか、名寄市男女共同参画推進委員を通じて

各関係団体などへお知らせしております。昨年１

２月に日本舞踊家としても活躍する若柳梅京さん

を講師に招き、市民向けセミナーを開催しました。

第１部の講演会には１０５名の参加、第２部の意

見交換では３１名の参加がありました。第１部の

講演会では、「男女ともに輝くグローバル社会を

目指して」と題し、国際オリンピック委員会で活

躍された講師御自身の経験から１９９８年開催、

長野オリンピックにおいて就学前の子供を持ちな

がら働く当時の御自身の状況などについて講演い

ただきました。また、参加者アンケートでは８割

の方が大変よかった、またはよかったという結果

となっております。第２部では、男性も女性も自

分らしく生きていくためには今私たちができるこ

とをテーマにグループワークを行い、家庭内で男

女が互いに尊重し合える関係の重要性などが発表

され、参加者内で共有することができました。本

セミナーの開催状況につきましては、市の広報に

より市民にお知らせしており、今後につきまして

も一層の市民啓発に努めてまいります。

続いて、小項目３、その他男女共同参画の活動

と成果についてお答えいたします。先ほどの答弁

でも触れましたが、本市における男女共同参画推

進の取り組みは第２次名寄市男女共同参画推進計

画に基づき実施しております。男女共同参画推進

事業者等表彰や名寄市男女共同参画セミナーのほ

か、男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

を目的に広報なよろにおける啓発記事の掲載やパ

ネル展の実施、児童生徒へのリーフレット配付、

パパマママタニティー教室におけるアンケート等

を行ってきております。また、セクシュアルハラ

スメントなど女性に対するあらゆる暴力の根絶を

目的としたパープルリボン運動として大型商業施

設での街頭啓発や成人式においてデートＤＶ防止

チラシの配布を行ってきております。目に見える

成果として感じられるにはもう少し時間のかかる

ところと思いますが、これまでの取り組みにより

男女共同参画に対する市民の意識が醸成されてき

ていると認識しております。今後も啓発活動に加

え、市民団体や事業者と連携し、男女共同参画の

推進に努めてまいります。

次に、小項目４、企業における意識改革につい

てお答えいたします。雇用に係る男女共同参画に
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関連する国の取り組みについては、女性の職業生

活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の

実現を図ることを目的として、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律が平成２８年４月

より施行されました。３０１人以上の労働者を雇

用する事業主については、自社の女性の活躍に関

する状況把握や改善すべき事情に関する分析を行

い、定量的目標や取り組みについて定める事業主

行動計画を策定することが定められるとともに、

従業員３００人以下の事業所においても事業主行

動計画を策定することが努力義務として求められ

ております。また、女性の活躍の取り組みがすぐ

れた企業を国が認定し、事業入札で受注機会をふ

やす優遇策も盛り込まれるなど国においてはこれ

らの新たな取り組みを実施することにより雇用機

会の均等の実現を目指すとともに、女性が活躍で

きる社会を目指すこととしております。市といた

しましても、これまで第２次名寄市男女共同参画

推進計画に基づき男女が働きやすい環境づくりを

図るため男女共同参画先進企業表彰のほか、女性

の職域拡大と積極的登用、育児、介護休業制度の

充実と柔軟な勤務形態の整備などに関して広報や

市ホームページ等を活用し周知してきているとこ

ろであります。また、昨年１０月には全国青年市

長会北海道東北ブロックの有志とともに内閣府が

推し進めている輝く女性の活躍を推進する男性リ

ーダーの会へ賛同しております。今後につきまし

ても女性活躍推進法や名寄市男女共同参画推進条

例の理念に基づき国や北海道、事業主などと連携

するとともに、先駆的な取り組みなどを参考にし

ながら女性がその個性と能力を十分に発揮し、職

業生活において活躍できるよう市内企業等へ向け

て啓蒙活動に努めてまいります。

以上、答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目の２、人口減少の中での人材の確保について御

答弁いたします。

まず、小項目の１、本市の人手不足の現状につ

いて申し上げます。全国的に人手不足が課題とな

る中、人口減少が進む本市においても市内中小企

業等における人材確保は大きな課題となっており

ます。本年４月のハローワーク名寄管内の有効求

人倍率は ３３倍と前月に引き続き前年同月比を

上回り、全道と比べても ２１ポイント上回って

おります。本ハローワーク管内において特に人手

不足が深刻な業種としては、建築、土木、測量技

術者が１ ００倍、大工、左官が ２５倍、建設、

土木作業員が ５９倍と建設関係が多くなってお

ります。また、本市が２年に１度実施している商

工業者を対象とした労働状況実態調査において、

昨年度実施した調査を今年度の公表に向け現在取

りまとめ中でございますが、その速報値で従業員

が足りていないと回答した事業所数の業種ごとの

割合は運輸業が８３％、建設業が７４％、医療、

福祉関連が６０％となっており、建設業に加え、

運輸業や医療、福祉関連におきましても人材確保

に苦慮している状況となっております。

次に、小項目の２、外国人材受け入れの現状に

ついて申し上げます。昨年６月、国は経済財政運

営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針２０１

８において中小、小規模事業者を初めとした深刻

化する人手不足を背景に従来の専門的、技術的分

野における外国人材に限定せず、一定の専門性、

技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け

入れる新たな在留資格の創設を明記し、このこと

を受け、本年４月に施行された改正入管難民法に

より新たな在留資格である特定技能１号及び特定

技能２号の制度がスタートいたしました。特定技

能１号は建設、介護、宿泊など相当程度の知識ま

たは経験を必要とする技能を要する１４分野の業

種に対する最長５年間の在留資格でございまして、

既に外食、宿泊、介護の３分野の技能試験が実施

されており、技能実習生として３年目を終えた方

も技能試験を受験し、特定技能１号に移行できる

こととされました。本市では、労働状況実態調査
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における外国人労働者に関する調査結果の速報値

として５カ所の事業所で中国、韓国、ベトナムか

ら１２名の外国人が働いております。また、外国

人労働者の雇用につきましては、雇用したいが３

％、検討中が４％、雇用する予定はないが４１％、

未定が２９％となっております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、ありがとうございます。改めて質

問させていただきます。

まず、大項目１、女性が輝けるまちづくりにつ

いての小項目１、第２次名寄市男女共同参画推進

計画についてでございます。本計画の期間につい

て平成２９年度から平成３４年度、つまり令和４

年度までの６年間との記述がございます。ただし、

国の施策、社会情勢の変化に応じて必要な見直し

を行うとありますが、現時点で見直しをしたもの

がありましたら教えてください。

また、今後４年間の間に見直す計画があるのか

についても重ねてお伺いいたします。名寄市男女

共同参画推進条例の第２章の基本理念にあるとお

り、男女の人権の尊重、また国際社会における取

り組みを踏まえながら行わなければならないとの

記述もあることから、男女共同参画推進計画にお

いてＬＧＢＴＱやＳＯＧＩと言われる性的指向、

性自認に対するハラスメントなどについて社会的

弱者や性的マイノリティーの理解、促進を図るた

めにも表記を入れるなどの見直しが必要ではない

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 男女共同参画推進計

画が６年の計画ということで、まず一つにはこれ

まで本計画を見直したという経過があるかという

ことだったかというふうに思いますが、これまで

につきましては今回の本計画の期間中についての

見直しをこれまでしたということはありません。

見直しつきましては、国の施策、あるいは社会情

勢の変化に応じて見直しをするということであり

まして、本計画につきまして条例ということで男

女共同参画基本法などに基づく計画であることか

ら、国の施策などに変化が生じた場合などに今後

は見直しを行うようなことになろうかというふう

に思っています。

また、最後に御質問いただきました男女共同参

画推進計画の中にＬＧＢＴなりＳＯＧＩも含めて、

マイノリティーの方に対する理解促進の計画の表

記についてこの男女共同参画推進計画の中にうた

い込みをしてはどうかということでありましたけ

れども、昨日もお話をさせていただきまして、現

在の男女共同参画につきましては男女の性別にか

かわらず市民全体で取り組むということでござい

ます。したがいまして、ＬＧＢＴやＳＯＧＩなど

性的マイノリティーに関する計画の表記につきま

しても現在は検討はしていない状況であります。

性を理由とする差別は許されるものではないとい

うふうに認識をしておりますけれども、今後の国

の動向などを踏まえまして、必要に応じて計画の

変更などを検討してまいりたいと思います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） きのうの富岡議員の

質問とも重複してしまうところもありますが、性

的マイノリティーの方がみずから打ち明けること

ができず相談もできない現状があると思います。

先日中村部長も相談件数はまだ今のところないと

いうことおっしゃられていたのですが、そういう

ことを打ち明けられないという状況も鑑みていた

だいて、行動や生き方が宣言されることなく、多

様性を認め合って、それぞれがその人らしく生き

られる社会、それが男女共同参画社会ではないか

と思っております。相手の立場に寄り添う取り組

みこそが大切だと思いますので、ぜひ御検討よろ

しくお願いします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。
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〇副市長（橋本正道君） 現在の男女共同参画の

推進計画、あるいは条例におきましては、前提条

件として男性、女性という区別がある上でお互い

共同でまちづくり、あるいは社会に参画しましょ

うということのたてつけでありますが、一方でセ

クシュアルマイノリティーの話になりますと、こ

れまたちょっと違う文脈から検討する必要がある

ということできのうからも議論も踏まえて認識し

ているところであります。性的少数者の皆さんの

声を上げたくても上げられないという状況につい

ては、私どもも再度認識させていただいたところ

であります。この２つをどういう形で実効性のあ

るものにするかというのは、もうちょっと研究、

あるいは時間を要すると思いますけれども、非常

に重要な課題であるというふうに認識しておりま

す。セクシュアルマイノリティーのみならず、い

わゆるマイノリティー、少数者と言われる方皆さ

んが、きのうの議論の中でも香りの害のお話もあ

りましたし、そのほかにもいろいろあるかと思い

ます。一つずつ、人権にもかかわることでありま

すので、丁寧に拾いながら、この男女共同参画推

進計画の中でやれるものなのか、あるいは別建て

でいったほうがいいのかさらに議論は重ねさせて

いただきたいと思いますので、御理解よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 副市長のおっしゃっ

ていることには理解できました。男性、女性の区

別というわけでもなく、男女共同参画の中でも性

的マイノリティーですとかＬＧＢＴの関連に関す

ることは出てくると思うのですが、これから先検

討していただければと思いますので、よろしくお

願いします。

次の質問なのですが、小項目の４について。先

ほど男女共同参画社会に向けての本市の考えにつ

いてお答えいただきました。個々の中小企業では

なかなか進みにくい現状がありますが、自治体が

手本となり、導いていただけるのが大変望ましい

と思います。そこで、現在の本市における管理職

の女性比率をお伺いいたします。また、女性管理

職をふやすための研修または取り組みなどがござ

いましたらお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 一つには市の職員の

中の女性管理職の割合、比率ということですね。

それと、あわせて女性管理職に対する研修という

ようなことですかね。先ほども少し答弁で触れま

したけれども、現在名寄市においては特定事業主

行動計画を策定をしておりまして、女性職員の採

用ですとか管理職登用につきましては公平な扱い

ということで実は取り組んでいるところですけれ

ども、比率といたしましては現在女性管理職につ

きまして、昨年の４月段階なのですけれども、比

率は１ ６％ということで、これ前年ということ

なので、２９年と比べまして ５％向上している

という状況になっております。女性管理職をふや

すための取り組みというようなことには、基本的

には平等な管理職登用ということで努めておりま

すので、女性に限るということには少しならない

のですが、研修などにつきましてはキャリアワー

クバランスに関する研修ですとか、北海道の市町

村研修センターなどで実施をしている女性職員の

キャリアビジョンというような研修機会を設けて、

そこに参加をいただいているというのが現在の状

況でございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。私のほうでも少し調べたのですが、公務員女

性の管理職の全国平均値が１ ９％、２０１８年

度なのですが、あったのに対しまして名寄市が１

６％ということで上回っているのは大変いいこ

とではないかなと思います。その辺をしっかりア

ピールしていただき、引き続き民間企業を引っ張

っていっていただければなと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。
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大項目２、人口減少の中での人材確保について

再質問させていただきます。先ほどの答弁にござ

いました労働状況実態調査とはどのような調査で

しょうか。また、今後道内においても外国人材の

奪い合いになることが予想されます。本市として

も早急に具体的な取り組みを進める必要があると

思いますが、先ほど述べられた労働状況実態調査

を踏まえまして、今後どのように取り組んでいく

のかお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 労働状況実態調

査についてですが、この調査は本市で働く勤労者

の労働条件、賃金、福利厚生等の雇用に関する実

態を的確に把握し、今後の労働条件の改善及び雇

用の安定と福祉の向上を図るための基礎資料とす

ることを目的に本市が２年に１度実施しておりま

す。特に昨年度は社会情勢を反映し、新たに外国

人労働者の雇用、事業承継の検討、働き方改革の

取り組み状況の３項目を追加して調査いたしまし

た。外国人材に係る今後の取り組みについてでご

ざいますが、新たな在留資格である特定技能では

同一の業務分野内での転勤が可能でありまして、

よりよい条件を求めて大都市圏に集中する懸念が

ありますことから、道におきましては本年３月、

外国人に選ばれ、働き、暮らしやすい北海道を目

指す姿として掲げました外国人材の受入拡大・共

生に向けた対応方向をまとめております。本市と

いたしましては、労働状況実態調査の結果を踏ま

え、まずはより詳細な実態を把握するため商工会

議所、商工会が主体となりまして補完調査を実施

することとしております。そして、国や道の施策

を注視しながら本市の人手不足を解消する方策の

一つとして外国人材の受け入れ及び市民との共生

が円滑に進むようスピード感を持って商工会議所、

商工会と連携しながら取り組みを検討してまいり

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。官民一体となって取り組んでいただけるとい

うことで大変期待をしておりますので、今後注目

していきたいと思います。

次、市長は広報なよろ１月号におきまして年頭

の挨拶でも本市の喫緊かつ最大の課題は人口減少

と労働力不足の問題だと述べられています。労働

力を補う存在のみならず、経済の活性化に寄与す

る外国人材の受け入れについて市長のお考えをお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 五十嵐議員から今外国人

の人材の確保についての御見解を求める質問がご

ざいました。きのうから総合政策部というのを新

たに新設をして、その重要な課題として人口減少

の問題、これにいかに歯どめをかけていくかとい

う問題があるということを認識をして、庁内、あ

るいは全市挙げて、総力結集してこの問題に向か

っていかなければならないと思っています。人口

減少は、分解すると出生率というか、子供を、自

然増減と言いますけれども、亡くなっていかれる

方よりも出生する方が多い状態でプラスになって

いくというようなことと社会増減というこの２つ

の問題があると思うのですけれども、社会増減、

その中でできるだけこの地域に住み続けていただ

いて、出ていかない、それとこの地域に人が入っ

ていただけると、こういったことを名寄市のさま

ざまな特徴を生かしてやっていかなければならな

いと思うのですけれども、その中に外国人の人材

というのもやはり流入人口の中に当然入れていか

なければならない問題だと思っています。先ほど

答弁の中で労働実態調査、名寄市の雇用主の外国

人労働者の雇用をしたい３％、検討中４％という

ことで７％と。非常に低いなという印象を実は持

ちましたが、実際のところただ外国人の雇用する

ということに対しての実態がやっぱりつかめない

ということもあるのかなというふうに思っていま

して、この部分をしっかりと行政、あるいは商工
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会議所、商工会、そうした団体と一緒になって推

し進めていかなければならないということを改め

て私も感じているところでございます。当然それ

ぞれの事業所、あるいは業種ごとに外国人人材を

確保していく、そのことに対してしっかりとバッ

クアップしていくと、このことはもちろんであり

ますし、名寄市には名寄市立大学、あるいは上川

北部地域人材開発センターという職業訓練を担う

ことができる機関がありまして、こうした機関を、

外国人人材をしっかりとこの地域で教育していく

というようなことも名寄市の特色として、可能性

としてあるのでないかと。幅広く外国人人材をこ

の地域に滞留させて、働いていただく、あるいは

学んでいただくと、そういうようなことをできる

環境づくりをしていくために、先ほど議員がおっ

しゃるとおり、官民と一体となって早急に検討を

進める必要があるというふうに私も考えていると

ころでありまして、ぜひまた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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） さまざまな問題が複

合的に合わさっている労働者不足問題ですが、一

つ一つクリアしていくことで地域の発展につなが

っていけばよろしいかなと思っております。市長

のお言葉にもありましたが、名寄市立大学や上川

北部人材開発センターは近隣にはない名寄の恵ま

れた環境でもあり、特色でもあるのではないかな

と思っております。言葉の壁を取り除いたり、さ

らなる技術の習得をするなどの可能性も含んでい

るのではないかと思っております。それらを最大

限に活用し、地域の労働力不足が解消できること

を切に願って終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

１４時５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時５０分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

平成３１年統一地方選挙を振り返って外３件を、

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目４点に

ついて順次質問してまいります。

大項目の１、平成３１年統一地方選挙を振り返

って質問をいたします。今回の選挙は、地方自治

をつかさどる名寄市民にとっては一番身近な選挙

であり、北海道議会議員選挙、名寄市議会議員選

挙ともに８年ぶりの選挙となりました。４年前の

選挙では無風だったこともあり、市議会として平

成２７年９月、議会改革調査特別委員会を設置、

市民に信頼される議会を目指して議会改革を進め

てまいりましたが、結果として議会の関心の低さ

から市議会議員選挙の投票率が過去最低の６ １

４％で、８年前の選挙と比べ ９％も下回る結果

となりました。この結果を議会や議員への批判と

受けとめなければならないと思っております。ま

ずは、市民への信頼感を高めることが課題であり、

議会として抜本的な改革をスピード感を持って取

り組む必要があり、何が悪かったのかを検証しな

ければならないと考えています。したがって、今

後の地方自治の選挙を考えるとき、平成２８年か

ら導入された１８歳選挙権の動向など若年層の分

析や投票率の向上につながる方策の検討は選挙管

理委員会が目指す方向と一致すると考えているこ

とから、小項目の１、統一地方選挙における年代

別及び男女別の投票について、小項目の２、期日

前投票など投票方法の検討について、小項目の３、

投票率を上げるための分析と対応についてを関連

がありますので、一括してお伺いをいたします。

次に、大項目の２、不登校に悩む子への理解と

対応についてお伺いをいたします。進級や進学で

大きく変わる４月、５月は子供たちの心に大きな

ストレスがかかります。そこで、小項目１、不登
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校の現状について及び小項目の２、１０連休明け

の状況についてお知らせください。

不登校にはいろいろなケースが想定されますが、

通学している子供でも周囲に何も言えず通学する

子、食欲がなかったり、玄関から動けなかったり、

いつもと様子が違う場合など特に注意が必要だと

言われています。そこで、小項目の３、不登校に

悩む子供たちへの対応について学校や教育委員会

における対応の現状についてお知らせください。

次に、大項目の３、中小企業振興基本計画の策

定についてお伺いをいたします。総合計画第２次

中期基本計画において基本目標の一つである地域

の特性を生かしたにぎわいと活力あるまちづくり

の中で、商工業振興に係る基本的な理念や役割な

どを定める中小企業振興基本計画の検討を位置づ

けているとしています。行政報告においても、北

海道が公表している平成３０年度第３・四半期の

地域別経済動向調査では上川北部地域は建設業で

は収益低下、製造業、運送業の人材不足や販路減

少の懸念が示されています。

小項目の１、基本計画策定に向けた関係機関と

の協議状況及び経過について、小項目の２、基本

計画策定の工程管理及び進捗状況についてお伺い

をいたします。

最後に、大項目の４、人口減少社会への対応に

ついてお伺いいたします。小項目の１、名寄市総

合計画第２次中期基本計画に連動した第２次名寄

市行財政改革のＫＰＩ設定について。財務省は、

財政制度審議会で地方財政の改革案を議論してい

る中で地方自治体職員に触れ、全国の都道府県や

市町村で働く職員が２００５年から２０１０年ご

ろに大幅に減少はいたしましたが、２０１４年を

底として２０１８年度では９１万 ０００人余り

と１万人余り増加しております。職員数を２０１

８年度水準のまま据え置くと仮定して、人口減少

が進む中、２０２５年には３万人の削減幅を例示

しております。ひいては、地方交付税の影響も懸

念され、今後の地方行財政にとって一層厳しくな

ることが予想されます。人口減少が続く中、今後

における効率的で質の高い行政運営や持続可能な

財政運営を進めるために行財政改革に取り組まな

ければならないと思いますが、職員の定員適正化

に向けたＫＰＩ設定について考えをお伺いいたし

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま塩田議員か

ら大項目で４点にわたり御質問いただきました。

大項目１及び大項目４は私から、大項目２は教育

部長から、大項目３については産業振興室長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

御質問の大項目１、平成３１年統一地方選挙を

振り返ってにつきましては、名寄市選挙管理委員

会の所管となりますので、同委員会事務局として

お答えいたします。小項目１、統一地方選挙にお

ける年代別及び男女別の投票状況について、小項

目２、期日前投票など投票方法の検討について及

び小項目３、投票率を上げるための分析と対応に

ついて関連がございますので、一括して答弁させ

ていただきます。

まず、年代別、男女別の投票状況についてです

が、本市では市民文化センターを投票所とする第

７投票区を標準投票区として設定しており、この

投票区の投票状況について集計を行っております。

今回の統一地方選挙における標準投票区の年代別

投票率につきましては、知事選挙では６０代が７

８％と最も高く、２０代が４ ５％と最も低く

なっており、市議選挙では知事選挙と同じく６０

代が７ ４％で最も高く、１８、１９歳の１０代

が１０％と最も低くなっており、いずれの選挙に

おいても年代が高くなるにつれて投票率も高くな

っていく傾向があります。

また、男女別投票率につきましては、男性の投

票率のほうが女性の投票率よりも知事選挙で ５

％、市議選挙で ５％高くなっております。標準
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投票区における１０代の投票率につきましては、

選挙年齢が引き下げられてから初めて執行された

平成２８年の参議院議員通常選挙においては１

６％、翌年の衆議院議員総選挙では３ １％、こ

としの知事選挙では４ ８％、市議選挙では１０

％となっており、今回の市議選挙における投票率

が最も低くなったところであります。

１０代における知事選挙と市議選挙の投票率の

差、３ ８ポイントの内訳につきましては、当日

投票率で ４ポイント、期日前投票率で３ ４ポ

イントとなっており、期日前投票において大きな

差が生じております。選挙管理委員会事務局とし

ては、市議選挙の期日前投票期間が知事選挙と比

較して１０日間短いことと期日前投票の開始日が

知事選挙は３月２２日でありましたが、市議選挙

においては４月１５日であったことから、就職や

進学に伴う転出により知事選挙は投票できたが、

市議選挙では投票できなかった１０代の有権者が

多かったのではないかと分析しております。

選挙年齢が引き下げられた平成２８年から選挙

管理委員会では若年層への選挙啓発と投票率向上

を図る目的で名寄市立大学にも期日前投票所を設

置してきております。この大学期日前投票所にお

ける市議選挙の投票者数は、平成２８年の参議院

選挙と比較して１１人増の６８人となっており、

大学の期日前投票所設置が若年層の投票率向上に、

少しずつではありますが、寄与してきているので

はないかと考えているところです。今後も投票状

況を見ながら適正な期日前投票所の配置に努めて

まいります。全国的に投票率が低下してきている

状況の中、国や道、他自治体での新たな投票手法

に関する取り組み事例など投票率向上につながる

情報収集を継続して行ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目４、人口減少社会への対応につい

て、小項目１、名寄市総合計画第２次中期基本計

画に連動した第２次名寄市行財政改革のＫＰＩ設

定について申し上げます。行財政改革における職

員の定数管理についてでございますが、平成１８

年の旧名寄市と旧風連町の合併に伴い行政組織の

スリム化が必要とされたことから、名寄市行財政

改革推進計画に基づき平成２１年度から平成２６

年度までに６９人の職員定数の削減を実施してき

たところでございます。しかしながら、平成２７

年度以降については国、道からの権限移譲に伴う

対応、総合計画や総合戦略における人口減少対策

を主眼に置いた各種政策の実現のため組織機構の

見直しの中で職員配置数の協議を毎年実施するこ

とで職員数の見直しを実施しております。そのた

め、本年度見直しを行いました第２次名寄市行財

政改革推進前期実施計画における成果指標につい

ても定員に関する指標の設定は行っていないとこ

ろであります。一方で、議員御指摘のとおり国全

体で人口減少が進む中、国の地方財政政策を踏ま

えましても地方公共サービスを担う職員のあり方

については提供する行政サービスのあり方とあわ

せて常に見直しを検討する必要があるものと考え

ております。総務省の示す地方財政サービス改革

においては、窓口サービスの外部委託化や行政サ

ービスを提供するシステムの周辺市町村との共同

利用などで住民サービスの水準を維持しながら行

政のスリム化を図る方向性が示されており、さき

に述べました実施計画においてもこのような視点

を新たに追加したところであります。しかしなが

ら、外部委託化については本市のような地域にお

いては安定してサービスを供給する事業者の確保

などハードルが高く、今後各種サービスの担い手

の育成も含めた行政サービスのあり方の議論が必

要であります。また、周辺市町村も含め職員の確

保も年々困難となっていることから、各種システ

ムの共同化を超え、専門的な事務の共同化などの

議論が将来起きることも想定されます。そのため、

職員数の変動を伴うサービスのあり方の議論にお

いて特定の目標年次などを定めることは現時点で

は困難であると考えております。今後組織機構を

含めた地方行財政サービスのあり方につきまして
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は、第２次行財政改革推進基本計画を踏まえなが

ら名寄市行財政改革推進実施本部での検討、総合

計画の進捗管理やローリング作業などを通じて具

体的な政策議論を行う中で必要な組織機構のあり

方とあわせて議論してまいりますので、御理解を

お願いをいたします。

私からは以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

不登校に悩む子への理解と対応についてお答えを

いたします。

初めに、本市における不登校の現状についてお

答えをいたします。不登校児童生徒とは、病気や

経済的な理由を除く何らかの心理的、情緒的、身

体的、あるいは社会的要因、背景により登校しな

い、あるいは登校したくてもできない状況にある

ため、年間３０日以上欠席した児童生徒のことと

定義をしております。文部科学省の平成２９年度

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査の結果では、北海道の公立小中学校におけ

る不登校児童生徒数は平成２８年度と比べ小学校

では １９６人で１６５人の増加、中学校では

３７０人で４０６人の増加となっております。本

市におきましては、平成３０年度に不登校の状況

にあった児童生徒は２０名であり、平成２９年度

と同数となっておりますが、少ないとは言えない

状況であり、不登校に対する取り組みの改善、充

実を図ることが課題となってございます。

次に、１０連休明けの状況についてお答えをい

たします。文部科学省の不登校に関する実態調査、

平成１８年度不登校生徒に関する追跡調査報告書

においては、休み始めた時期として７月から９月

の割合が２ ４％と最も多くなっており、長期休

暇明けに不登校が増加する傾向が見られます。本

市におきましても同様の傾向が見られるため、例

年より長い連休が続いたことによる影響について

注視をしておりましたが、１０連休明けの登校渋

りの事例は特に見られませんでした。

次に、不登校に悩む子供たちへの対応について

お答えをいたします。不登校の傾向としましては、

不安や無気力がそれぞれ４分の１以上を占めてお

り、その要因は学業の不振や進路に係る不安、友

人関係をめぐる問題、家庭に係る問題などが複雑

に絡み合っていることから、明確に把握すること

が難しい状況となってございます。このため、各

学校においては子供たちが抱えている状況を把握

し、職員間で情報を共有しながら組織的に対応方

針を決定し、担任や学年主任、生徒指導部が中心

となって家庭訪問等を行っております。また、教

育相談センターや健康福祉部による相談支援、医

療機関等との連携を図るなどして当該児童生徒の

不登校の状況の改善に向けての取り組みを推進し

ております。教育相談センターでは、教育専門相

談員、適応指導教室指導員、教育推進アドバイザ

ーを配置し、児童生徒や保護者などから不登校な

どの問題や学校生活、家庭生活における悩みや相

談を受け、学校や関係機関と連携を図りながら解

決に向けての支援や指導を行っています。また、

毎月第２、第４木曜日に夜間相談日を設け、日中

来ることができない保護者や不登校に悩む児童生

徒のひきこもり解消や外出するきっかけづくりと

して相談や支援を行っております。また、適応指

導教室には現在２名の生徒が通室しております。

通室した日は学校でも出席扱いになることから、

学校に準ずる教科学習を中心とする活動を行うこ

とによって児童生徒の登校意欲を高めながら学ぶ

力、生活する力、人とかかわる力を伸ばしていく

よう今後もサポート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（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、大項

目３、中小企業振興基本計画の策定について、小

項目の１、基本計画策定に向けた関係機関との協

議状況及び経過について、小項目の２、策定の工

程管理及び進捗状況について関連がございますの
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で、一括で御答弁申し上げます。

市内企業数の大半を占める中小企業は、地域経

済の活性化はもとより、就業、雇用機会の提供、

さらには市街地等におけるコミュニティー形成な

ど地域の健全な発展に資する重要な社会的役割を

担っており、本市では名寄市中小企業振興条例に

基づき平成２８年度の一部改正で加えた人づくり

や創業支援など地域経済の活性化を図るためのさ

まざまな支援を行っております。さらに、少子高

齢化や人口減少といった厳しい社会情勢を踏まえ、

人材の育成確保に加え、第二創業や事業承継とい

った地域の経済活動や雇用を支えている中小企業、

小規模企業を持続させるために取り組むべき施策

の構築に向け今年度スタートした総合計画第２次

中期基本計画におきまして、本市における商工業

振興に係る基本的な理念や役割等を定める基本計

画の検討を掲げてございます。基本計画策定に向

けましては、今年度から名寄商工会議所、風連商

工会と市の３者で地域経済活性化に資する意見交

換の場を月１回程度持っておりまして、その場に

おいて基本計画策定についても協議することとし

ております。また、内部ではこれに先立ちまして

他の自治体の事例などについて調査を開始したと

ころでございます。本市における喫緊かつ最大の

課題である人口減少と労働力不足に加え、働き方

改革や外国人材の受け入れ拡大など昨今の新たな

社会情勢を見据え、今後関係機関との協議を着実

に進めてまいります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。時間の

限り再質問をさせていただきます。

まず、統一地方選挙の関係でありますけれども、

今この年齢別、男女別の報告を受けましたけれど

も、その中で若年層と、若年層、２０代くらいま

での部分の数値と、それから３０代以降の数値で

は大体２０ポイントぐらい違うと、若年層が低い

という数値が出ておりますし、今回基準投票区の

部分でありますから、名寄市の全体として判断で

きるか否かという部分についてはこれはなかなか

難しいところはあると思いますけれども、この第

７投票区で６３％ほどの投票率ですから、市議選

の６ １４％という部分について言えばそんなに

変わらないのかはというふうには思っています。

けさほどの倉澤議員の答弁にもありましたとおり、

この投票率は過去の選挙から比べてずっと減少傾

向にあるという状況でお知らせをいただいたかな

と。５％ずつくらいどんどん、どんどん下がって

いるという状況で、政治に対する関心、不信とい

う部分が原因をしているのかなというふうに思う

わけでありますけれども、そんな中やはり市民、

国民にとって投票をすることは、この義務は絶対

にしていただかなければならないという部分であ

りますから、しっかりそれのためのできる環境を

つくっていくということが大事な部分だなという

ふうに思っているわけでありますけれども、今お

話ししました、答弁にもありました男性、女性と

比べて男性のほうが投票率が高いというふうなこ

と、それとこの２８年選挙から始まった１８歳選

挙権の関係でありますけれども、これはこれまで

の２８年の参議、それから２９年の衆議、そして

今回の選挙見ていても着実に数値は、投票率は高

まっているというふうな部分で、この１８歳選挙

に関するいろんな周知の部分についても効果のあ

らわれというふうな部分はあるのかなというふう

に思いますが、しかしながらこの若年層、１０代、

それから２０代の投票率は低いというふうな部分

でありますから、これらについてどのように実際

の数値を見て、今後どのような取り組みを進めよ

うとしているのかお教えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 若年層ということで

ございますから、高校生、大学生も含めて有権者

の中にいらっしゃるということで、倉澤議員のほ

うにも学校の取り組みですとか少し、出前講座で
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はないですけれども、学校のほうに出向いて選挙

についての啓蒙をというふうなお話もさせていた

だきました。あわせて、やはり今最近の……最近

のと言ったらあれですね、若い方は例えばスマホ

にしてもＳＮＳにしてもいろんな情報網を持って

いらっしゃるということでいえば、そういった情

報網も少し活用できないのかなというふうに思っ

ていまして、具体的には今こうだということでは

ないのですけれども、そういったいろんなツール

を通じて選挙の啓蒙するということは非常に重要

な手だてではないかなというふうに考えていると

ころです。引き続きこの点につきましては研究を

させていただきたいというふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 倉澤議員の答弁にも

ありましたよね。１８歳以下の部分について意識

の向上を図るだとか関心度のアップ、そういうふ

うなことで、選挙の投票箱をお貸しをしたりとい

うふうなこともあって、いろいろ取り組みを進め

ているというふうなことでありますから、やはり

小さいころからこういうふうな環境になれていく

ということは必要なことだなというふうに思って

いますので、ぜひそういう取り組みを続けていっ

ていただきたいというふうに思いますし、いろん

なところで模擬投票といいましょうか、それから

模擬選挙らしきことを企画をして進めていったり

している部分もありますけれども、そういうふう

なことを名寄市のほうでも取り入れるというふう

な考え方はございますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。倉澤議

員のほうにも少しお話をさせていただいたのです

けれども、出前トークですとか模擬選挙ですとか、

その辺は少し先ほど言いましたＳＮＳを、いわゆ

るいろんな情報ツールを通じた取り組みを含めて

今議員のほうからありました具体的に実際に投票

してみてというようなことの行動に結びつくよう

な取り組みということの提言だと思いますので、

その点も十分踏まえまして研究させていただきた

いと思っています。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 済みません。私聞い

ていたつもりだったのですけれども、お答えいた

だけたということで、大変申しわけございません

でした。

それと、大学の関係で、２８年の参議から大学

でも期日前投票ができるようになってというふう

なことで、参議のときには５７名だったものが今

回の市議選では６８、知事選では６４名投票をし

たというふうなことでありますけれども、そして

啓蒙を図っていく中では午前中の答弁にもありま

したＦＭですとか広報活動ですとか、それから大

学で啓蒙しているというようなお話もありました

けれども、私２８年の参議と比較したら数字は少

し、１１名ですか、高まっているということであ

りますけれども、全体的に考えていくと、ここの

大学で期日前投票ができる環境というのはもっと

もっと数字が大きいと思うのです。その中で６８

というふうなことで、衆議では８２名ということ

ですから、非常に似通った数字ではありますけれ

ども、この大学でも啓蒙の活動しているというふ

うなことで、にもかかわらず私の中ではちょっと

低いなというふうに認識をしているのですけれど

も、この辺のこと、それとこのことに関して大学

の啓蒙活動のあり方について例えば見直すだとか、

いろんなことを検証しながら、分析、検証して見

直すだとかいうふうなことお考えあるかお知らせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうから大学

における期日前、少し投票率低いのではないかと。

あわせてもう少し啓蒙の方法、手法がないのかと

いうことでございました。なかなか、これまで日

中に大学、日中といいますか、できるだけ生徒が

いなければだめなものですから、期日前というの
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は学校開学しているというときに行くということ

で、それぞれ時間帯にもよるのでしょうし、いろ

んな状況の中でＰＲはさせていただいて、ティッ

シュなど配りながら啓蒙はさせていただいている

のですけれども、この間の状況でいえば開設は１

日ということでございまして、この辺どういうふ

うに考えたらいいのか、改めてこれまでの取り組

みも含めて総括をしながら次に引き継いでいきた

いというふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 今選挙管理

委員会の取り組みについて大学のほうで啓発して

いただいたり、あと１号館の玄関のほうに啓発コ

ーナーをつくっていただきまして、そこにポスタ

ーを張ったりして、あと期日前投票所を開くとい

うポスターをつくっていただいて、大学のほうに、

掲示板のほうに張ったり、そういう活動をしてい

ます。また、今回選挙では４月の選挙ということ

もあって、講義もやっていなかったということも

あって、なかなか啓発活動できなかったのですが、

平成２９年の衆議のときには先生方に協力いただ

きまして、講義の時間にこの選挙の内容ですとか

期日前投票所を設置するということですとか、あ

と選挙人名簿に登録されている要件ですとか、登

録されていない場合の不在者投票の手続の仕方だ

とか、あと投票することの必要性など講義の中で

先生方のほうから学生に啓発していただいたとい

うこともありまして、今回ちょっと４月の選挙で

きなかったのですが、今度７月にまた選挙がある

ということなので、そういう形で学生には先生方

と協力しながら選挙の啓発をしていきたいと考え

ています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 大学の部分でいうと、

一昨年ですけれども、生徒さんと議会報の中で意

見交換をさせていただいたときにやはり住民票を

移している方たちがどれくらいなのかなというと

ころで、生徒さん、ざっくばらんに５０％から６

０％ぐらいですねという何かお話で、実際現状は

どうなのかわかりませんが、そういう実態もある

ということも認識はしているところでありますけ

れども、いろいろなそういう部分で御努力をいた

だきたいというふうに思います。実際に期日前投

票を別なところでするということになると、当然

職員の配置をしなければならないし、それこそ人

員配置という部分では御苦労される部分があるの

かなというふうには思うところではありますが、

やはり何らかの策を講じて、投票率アップにつな

げていくための策を講ずるということは必要なこ

となのかなというふうに思っています。

最後に、恐らく同じ答えが返ってくるのだろう

なというふうに思いますが、この投票所でいきま

すと公共機関等々が主だというふうに思われます

けれども、さっき午前中の答弁でも商業機関だと

かというふうなところでのことも検討した経過の

ことについてお話ありましたけれども、先ほどの

数値でいくと、この３０歳から７０歳までの部分

でいきますと女性と男性の投票率の差というのが

５％ほど下回っているというようなこともありま

すから、買い物のついでに選挙をするだとかいう

ふうなことで気軽に選挙に参加をしていただくと

いうようなことができないものなのかなというふ

うなことを思っております。確かに公共以外のと

ころでそういうふうな仕組みを、この期日前投票

を実施をしてもらうという場合においては当然相

手方の問題もありますでしょうし、先ほどもお話

ありましたように、このネットワークの部分の二

重になるだとか、いろいろそういうふうなことの

懸念も心配される部分あるのかなというふうに思

いますけれども、やはりこういう実態、数字で見

て女性の割合が若干下がっているというふうなこ

とからすれば、いろんなターゲットを絞ってする

必要あるのかなというふうに思っておりますけれ

ども、その辺についてお考えをお知らせ願いたい
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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） 投票所について期日

前、公共施設だけではなくてということで御質問

いただきました。議員のほうでも今るる説明をし

ていただいたとおりと言ったら怒られますけれど

も、トータル、選挙についてはやはり選挙管理委

員会としては公平、公正な間違いのない選挙とい

うことが第一義的にあるのかなというふうに思っ

ています。その中ではやはり商業施設でやる場合

には二重投票の問題であったり、いろいろと、あ

るいは投票行為がほかから見えない場所であった

りということで、非常に実際にやることについて

少しデメリットと、そういう部分が多いのかなと

いうのが率直に思っているところです。ただ、い

ずれにしても投票しやすい環境というのは用意を

してあげたほうがいいのかなというふうには思っ

ていまして、特に女性の投票率が低いというよう

なことで言われましたけれども、なかなかどこの

商店街でもやるとか、そんなことには当然ならな

いわけで、少し全体的な今の例えば投票所の数の

問題ですとか、そういった全体的な経費、あるい

は人員の張りつけですとか、いま一度選挙にかか

わる部分について総括をしながら、そういった新

たな期日前の投票所の場所だとかを設けることが

できるかということについては近隣の、あるいは

道内の先進的な事例として旭川あたりもやってい

るというふうに聞いていますけれども、その辺を

改めて研究をさせていただきたいというふうに思

っていますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 最後に、そういう事

例があるところ、先進事例を参考にしながらとい

うお話をいただきましたので、よろしくお願いし

たいと思います。やはり一番のこういう投票率が

下がっている原因というのは、実際に政治に関心

がないというところが一番だと思っていまして、

私どものというか、私だけではないと思いますが、

皆さん思っていると思うのですけれども、責任は

そこにあるのかなというふうに思います。したが

って、やはりふだんの議員活動等々含めてしっか

りとした活動をしていくこと、そしてスピード感

を持った部分で信頼感を持っていただくために議

会として何ができるのかということを、早期にこ

れを進めていく必要があると思いますので、一概

に選管の部分ではないというふうに思っておりま

すので。ただし、お互い同じ方向に向いていると

いうふうなことであると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、不登校に悩む子への理解と対応について

ということであります。不登校の現状でいきます

と、実際に２９年、３０年だったですか、２０名

ほどいるというふうなことで、やはりそういう方

たちが、子供たちがいる。子供たちがいれば、当

然その親御さんも悩んでいらっしゃるというふう

なことでありますから、何らかの形でこの解消を

しなければならないのかなというふうに思ってい

ます。その中で先ほど適応指導教室に２名通われ

ているというふうなことでありますけれども、通

ってきている子供については他の機関を利用して

いくことができているわけですから、大丈夫だと

いうふうに思いますけれども、そうでない子供に

ついてはやはり何らかの対策が当然必要なのかな

というふうに思うわけであります。やはりこれは

家庭での部分でもあるし、学校での部分でもあり

ますけれども、しっかり気遣いをしていくという

ふうなことで、しっかり子供を見守るという、こ

のことが大事な部分だというふうに思っています。

原因はいろいろあると思うのですけれども、やは

りこのことをしっかりしていかなければならない

というふうに思っておりますから、そんな中で不

登校の未然防止に向けた取り組みなり、不登校に

係る教職員の研修があるのかどうなのかわかりま

せんが、その辺についてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。
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〇教育部長（河合信二君） まず、未然の防止に

ついての取り組みということでございますけれど

も、平成２９年度に文部科学省が行った調査によ

りますと、不登校の傾向としまして、先ほどもお

答えしましたけれども、やはり不安ですとか無気

力が約６割程度を占めている状況になっておりま

して、それに進路の問題ですとか学業、また家庭

や友人関係などというさまざまな要因が複雑に絡

み合っているというような状況でございます。こ

のようなため、不登校を未然に防ぐためには児童

生徒が学校に通いたいというような思い、またそ

ういうふうに思うような魅力のある学校づくりを

一層推進していくことが基本だろうというふうに

考えております。例えば各学校においては教育活

動を通した中で自分にはいいところがあるのだと

いう自尊感情を児童生徒に育んでもらうですとか、

人の役に立っているというような自己有用感を醸

成するというようなこと、また授業を通しての児

童生徒がわかる喜びを味わう、また主体的に学び

に向かうことができるというような学習指導の一

層の改善、充実を図ること、またそれが学校にお

けるよりよい人間関係を築いていくこと、最終的

にはそのことが重要なことになるのではないかと

いうふうに考えております。また、早期発見、早

期対応の観点からは欠席が続くですとか遅刻、早

退が多くなるといったような信号が見られた場合

には、初期の対応が重要でありますから、児童セ

ンターの教育推進アドバイザーなどとも連携を図

りながら、学級担任を中心に家庭訪問や面接等を

組織的に行いながら、必要な支援や適切な働きか

けを積極的に行っていくことが大切なのだろうと

いうふうに考えております。教育委員会といたし

ましても今後とも学校や児童センター等と連携を

しながら不登校の未然防止に努めていきたいとい

うふうに考えております。

また、もう一点、教職員の研修の充実というこ

とでございますけれども、北海道におきましても

不登校の児童生徒数が増加傾向にあるということ

から、不登校児童生徒の指導、支援に係る教職員

の研修の充実を図ることが必要ということで、そ

のような取り組みを積極的に進めているところで

ございます。このようなことから、本市におきま

しても学校においては児童生徒の事例を用いて事

例研修会を実施したり、道教委が作成しました不

登校児童生徒の対応事例集を活用するなどして、

不登校に係る研修の充実を図るように各学校にお

願いをしているところでございます。また、教育

委員会といたしましても不登校児童生徒支援連絡

協議会等に教職員が積極的に参加するように促し

を行ったり、不登校問題や心理学に詳しい臨床心

理士などを講師として招聘しながら、不登校の問

題の解決に向けた研修会等を実施するなど今後も

教職員の研修の充実に努めていきたいと考えてい

るところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。実際にこの不登校って難しいと思って、簡単

なものではないので、難しいことだとは思います

けれども、この部分について子供たちのためにや

はり、それから家族のためにというふうなことも

含めて教育委員会、学校、教育委員会の適応指導

教室ですとか教育相談センターとかあるわけです

から、そういうところとしっかり連携をとって、

何が必要なのかな、どこが、欠落している部分が

何かあるのかなというふうなこともしっかり探り

ながら対応していただきたいというふうに思いま

すし、最後にそういうふうな形で教職員のほうも

しっかり研修を進めながら未然防止につなげてい

きたいというお話ですので、どうかよろしくお願

いしたいと思います。

それでは、３番目、中小企業振興基本計画のこ

とについて。これ私も何回も何回も実は話をして

おりまして、なかなかこれ、今回も取り上げさせ

ていただいたのは、どうも前へ進んでいないなと、

動きが見えないなというふうなことが自分の中で、
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それから町場から聞こえてくるというふうなこと

でありまして、これ何度も、先ほども答弁にあり

ましたけれども、商工会議所、商工会と市役所と

の定期的な協議といいましょうか、協議をする場

といいましょうか、それは毎月やっていますとい

うことは何回もお聞きをしております。しかしな

がら、なかなかどのようにそれがうまく活用され

ているのかどうかはちょっとわからない部分であ

りますけれども、実際に商工会議所のほうから昨

年も要望という形で、そしてことしの２月に回答

している中でもこの基本計画については触れてお

ります。それ以前については、この基本振興条例

の設置だったと。しかしながら、一つ段を察して

基本計画の策定というふうなことで要望に変わっ

てきて、それをこの地域経済の活性に向けてしっ

かりとしたこの計画の策定が必要だというふうな

部分だというふうに認識をしておりますし、それ

は前から認識をしているというふうなことでお話、

御答弁をいただいておりますけれども、一向に前

へ進んでいないという状況でありますから、これ

こそ早急な対応が必要なのかなというふうに思っ

ています。きのうの東川議員の答弁にもありまし

たとおり、機構改革をして、そして営業戦略から

これ産業振興というふうな形でもとに戻すような

形の中で、しっかりとその中でも御答弁があった

中で、この中小企業の振興基本計画というのをし

っかり策定に向けて検討していくのだと。検討と

いうことでなく、策定に向けてしっかりとした足

場を築いていただきたいというふうに思っていま

して、その早期な動きを促すという、そういう意

味合いから質問をさせていただきました。この部

分につきまして、今この検討するといいましょう

か、その部分でいうと計画している機関、どんな

方たちがその検討し、そしてこの策定に向けての

工程作業が進むのかということについて改めてお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいま基本計

画の策定に当たっての連携、協議する関係機関に

ついて御質問いただきました。おっしゃりますと

おり、まだ具体的に進んでいるところではないの

ですが、この基本計画は本市における商工業振興

に係る基本的な理念や役割等を定めるものであり

ますことから、幅広い皆様との連携、協議が必要

と考えているところでございます。さきに答弁い

たしました名寄商工会議所、風連商工会と市の３

者協議を軸にしまして、市内に事業所を有する中

小企業と、それから金融機関、商店街の皆様のほ

か、市民の皆様の声を聞くことが必要と考えてお

りますので、こういった方々と協議をする場をつ

くっ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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 私も地域経済の活性

なくして名寄の将来なしというふうな言い方を実

はさせていただいております。何とかこの計画に

関しては魂の入った基本的な理念、そして役割を

しっかりと、名寄全体が、市全体がどういうふう

な役割を担って進めていくのかと、これを早期に

計画策定をして、それで前に進まなければならな

いというふうに思っておりますので、速やかなこ

の協議に入っていっていただきたいというふうな

ことを要望して終わります。

続きまして、人口減少社会の対応というふうな

ことで、行革のＫＰＩの設定の部分については先

ほども御答弁いただきました。第１次の行財政改

革の中でこの定員管理というふうなことで削減、

実際６９名までの削減があって、そしてそれから

最終的には６１名になったのかなというふうに記

憶をしておりますけれども、ただ私この削減あり

きの話では決してないというふうには思っており

ます。やはり行政サービスをしっかり担う職員は

なくてはならないわけですし、多様化するこうい

う社会において職員の果たす役割というのは重大

だというふうに思っておりますから、しっかりと

した適正な配置ということをしっかりしていかな
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ければならないというふうに思っておりますので、

そのようなことでお願いをしたいと思いますが、

それこそ最初に財務省なり総務省というふうな中

で、そんな脂っこい話が出てきているところは人

口減少対策が間近に……間近って今現在そうです

けれども、どうそれに対応していくのかというふ

うなことで、やはりいろんなことを考えている。

人員の削減だとか、それから実際に国としてはこ

の財源をどうするのかというような形になってき

ているのかな、なってくるのかなというふうに思

われますし、当然それを見据えて名寄市の行財政

もしっかりとした考え方を持っていかなければな

らないというふうに思うわけであります。当然予

算規模もこれから今までどおりな予算規模として

まちづくりをするというふうなことはなかなか難

しくなってくるし、人口減少が進むにつれやはり

財源も落ちるし、そういうふうなことでまちで購

買力が落ちていくと、いろんな部分で負の現象が

起きてくるというふうなことでありますから、こ

のことを指をくわえて本当に見ているわけにいか

ない。人口減少、何とか歯どめをかけるための対

策として今回は総合政策部というのをしっかり機

構改革の中でつくって、そしてしっかり横串を入

れて、そして対応するのだというふうな決意でお

話をいただいていたというふうに思いますから、

これはしっかり対応していただきたいというふう

に思っております。そんな中、なかなかこの定員

管理に関するＫＰＩというふうな設定をするとい

うのは難しいというふうなお話ではありますけれ

ども、この行財政改革の中で見直しという部分で

いうと３年に１遍現状把握をした中で見直しをか

けていくという形でこれまでも進めているという

ふうに思っております。そのようにおっしゃって

おりますから。ただ、そうではなく、やはり近い

将来どれぐらいの人口になっていくのだというふ

うなことが如実にあらわれてきているわけであり

ますから、それに対する部分として、そのときに

焦るというか、急ぐのではなく、そのことを想定

をしながらしっかりとした行財政をしっかり担っ

ていただきたいというふうに思うわけであります

から、そんな中この定員管理というふうな形で質

問をさせていただきましたけれども、ただＫＰＩ

の設定をする数字を、目標を決めてというふうな

ことではないのかもしれませんけれども、できな

いというか、していないというお話ですけれども、

それらもしっかり視野に入れた形の中で今後進め

ていかなければならないというふうに思いますか

ら、そのことについて最後お聞きをして終わりた

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） 今回国の財務省のほ

うで審議会でしたか、分科会でしたか、そちらの

ほうで、２０２０年ではないですね、地方自治体

においても、地方公共団体においても３万人ほど

定数、職員数減らすことができるのでないかとい

うことで何か出たようであります。そのことが今

後交付税なりどういうふうに影響があるのかとい

うところについてはまだ承知をしておりませんけ

れども、議員のほうから言われたように今後人口

減少対策はやりつつも、やはり今後人口が変動し

てくる、変わってくるという中で、その中で職員

の業務量がどういうふうに変化をするのかという

こともあわせて検討しながら職員定数については、

先ほど冒頭も言いましたけれども、年度年度新た

な政策等については協議をしながら、その中で実

際に職員の配置が必要なのかどうかも含めてやら

させていただいておりまして、短期的にはそうい

うことでやっていますけれども、将来的にという

ところについては将来、１０年後、２０年後の見

通しについては人口減少に伴う中で単に定数を減

らすというような分については業務量がどうなっ

ているのか、あるいは近隣の自治体の中での業務

量がどうなっているのか、あるいは人材の確保は

どうなっているのか、そんなことも含めてまだな

かなか検討をしなければならないという認識を持

ちながらも現時点では設定等については難しいと
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いうふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

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５１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 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 高 橋 伸 典


