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〇議長（東 千春議員） 本日の会議に１７番、

黒井徹議員からおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（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、

１番 富 岡 達 彦 議員

７番 五十嵐 千 絵 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。

若年世代のまちづくりへの意識を高める取り組

みについて外２件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い、

大項目で３点にわたり質問をさせていただきます。

大項目１、若年世代のまちづくりへの意識を高

める取り組みについてお伺いいたします。

最初に、小項目１、参議院議員通常選挙におけ

る若年世代の投票結果についてお伺いいたします。

７月の参議院選挙における本市の投票率について

は、平成２８年７月１０日執行の前回選挙に比べ

５７％減の５ ２３％であったことが公表され

ていますが、若年世代はこの中でどのような状況

にあったのか、選挙管理委員会事務局を兼ねてお

ります総務部としてどのような分析がなされてい

るのかお伺いいたします。

次に、小項目２、若年世代の主権者意識を高め

る取り組みについてお伺いいたします。平成２７

年６月の公職選挙法の一部改正により１８歳選挙

権が認められて以来、主権者教育の目的に照らし

合わせて若年世代の主権者意識を高めるべくさま

ざまな取り組みが進められてきたところでありま

す。現在の名寄市の状況についてお伺いいたしま

す。

次に、小項目３、主権者教育につながる子供議

会開催についてお伺いいたします。少子高齢化、

人口減少社会を迎えた今日において、若い世代が

主権者としての自覚を持ち、より早く政治にかか

わろうとする意識の啓発はまちづくりを進めてい

く上で大変重要であります。そのための方策とし

て、以前から子供議会の開催について提案し、議

論させていただいてまいりました。総務部、教育

委員会に加え、今年度総合政策部が新設されたこ

ともあり、子供議会の取り組みを始める好機と考

えますが、今までの検討結果も踏まえ、見解をお

伺いいたします。

次に、大項目２、市民協働のまちづくりについ

てお伺いいたします。今年度が第１期まち・ひと

・しごと創生総合戦略推進期間の最終年であるこ

とから、第２期総合戦略策定に向け地方において

は国の総合戦略を勘案し、地方創生の充実強化に

向けた切れ目のない取り組みが求められています。

したがって、現行の地方版総合戦略を検証し、次

期地方版総合戦略を策定する上においては、誰も

が活躍できる地域社会の実現を目指し、市民協働

によるまちづくりが必要不可欠であります。

そこで、小項目１、市民協働の意識を高める情

報公開についてお伺いいたします。意識啓発を促

すための情報公開の方法についての考え方と名寄

市においての取り組み方法についてお伺いいたし

ます。

小項目２は、パブリックコメントによる意見集

約についてであります。名寄市パブリック・コメ

ント手続条例をもとに進められているパブリック

コメントの状況について、過去３年間の対象政策

と提出されたコメント数についてお伺いいたしま

す。また、提出者の男女差についてお伺いいたし

ます。

小項目３、世代を意識した情報公開についてお
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伺いいたします。情報公開の方法には各世代で受

け入れられやすい方法があると考えますが、世代

を意識し、市民協働の意識啓発につながる情報公

開の方法についてどのように考え、実施されてい

るのかお伺いいたします。

最後に、大項目３、公衆浴場の確保についてお

伺いいたします。ことし８月をもって地域に愛さ

れた市内最後の公衆浴場がその歴史の幕をおろさ

れました。心情的に惜しむ声が上がっている一方

で、必要性を訴える声も聞こえてきます。

そこで、小項目１、現状と必要性について。行

政として市民の声を受けとめ、人口約２万 ００

０人のまちに公衆浴場がないこの現状をどのよう

に捉えているのかお伺いいたします。また、必要

性についての捉え方についてもお伺いいたします。

最後に、小項目２、公衆浴場設置による効果と

将来展望についてお伺いいたします。以前の定例

会においても、名寄市の南の玄関口として道の駅

もち米の里☆なよろがあります。そのもち米の里

なよろに公衆浴場を設置することによる効果を議

論させていただきました。内風呂がほとんどとい

う現代において公衆浴場は必要ないとの声もあり

ますが、公衆浴場の果たす役割は単に入浴による

衛生面の効果だけではありません。名寄市におけ

る将来展望をどのように描かれているのかお伺い

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） おはようございます。

ただいま山崎議員からは大項目で３点にわたり御

質問いただきました。大項目１の小項目１及び３

並びに大項目２については私から、大項目１の小

項目２については教育部長から、大項目３につい

ては市民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。

初めに、大項目１、若年世代のまちづくりへの

意識を高める取り組みについて申し上げます。小

項目の１、参議院選挙における若年世代の投票結

果につきましては、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、令和元年７月執行の参議院選挙

における投票率は、本市全体で５ ２３％、若年

世代である１０代では３ ６４％となり、全国平

均が全体で４ ８％、１０代では３ ３３％であ

りましたので、全国平均よりもそれぞれ１ ４３

ポイント、 ３１ポイント高い結果となりました。

また、全道３５市の中においても本市は４番目に

高い投票率となっており、期日前投票の投票率で

も有権者に占める割合が２ １７％、投票者全体

に占める割合は４ ４９％と全道３５市の中で最

も高い投票率となったところであります。しかし

ながら、前回平成２８年執行の参議院選挙では、

本市全体の投票率が６ ８％、１０代が４ ３３

％、全国平均が全体で５ ７％、１０代で４ ４

５％でありましたので、このときの投票率と対比

しますと本市の全体で ５７ポイント、１０代で

は１ ６９ポイント、全国平均でも全体で ９ポ

イント、１０代では１ １２ポイントの減となっ

たところです。投票率全体が低くなってきている

中、特に１０代の減少幅が大きくなっており、こ

の傾向は本市ばかりではなく、全国的なものであ

ると言えます。これらのことから、選挙や政治に

対する関心や意識が全体的に薄くなってきており、

若い世代においてその傾向が顕著にあらわれてい

るものと推察しているところであります。これま

でも投票率の向上を図るため広報、折り込みチラ

シ、新聞、広告掲載、選挙啓発車の巡回、名寄市

立大学への選挙啓発コーナーの設置などのほか、

選挙管理委員による街頭啓発活動を市内商業施設

や名寄市立大学の期日前投票日に合わせて実施し

てきているところですが、今後も有権者の投票意

識を高める活動を北海道選挙管理委員と連携しな

がら進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３、主権者教育につながる子供議

会開催について申し上げます。御承知のとおり、

平成２７年６月の公職選挙法の改正により選挙権
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を有する年齢が２０歳以上から１８歳以上に引き

下げられたことから、社会の出来事についてみず

から考え、判断し、主体的に行動できる人間を育

成する主権者教育の充実が重要であると認識して

おります。議員からは子供議会の開催について、

その検討状況について御質問いただきました。子

供議会は、行政や議会の仕組みを学び、市議会の

模擬体験を通じてまちづくりに対する興味関心を

育むとともに、子供の自由な発想を生かした意見、

要望を市政へ反映させることを目的とする取り組

みであります。本市におきましても過去に全小中

学校において市長、教育長との懇談会を実施し、

市長、教育長と直接懇談することでまちづくりへ

の興味関心を育んできた経緯がございます。また、

他自治体では子供サミットとして子供間で意見を

交わす取り組みなどを実践している事例もありま

した。これらの取り組みを踏まえて、総務部、教

育委員会が中心となり調査研究を進め、市長、教

育長が学校へ出向き、子供たちと直接まちづくり

について意見交換を行うふるさと未来トークを平

成２９年度から実施しているところです。ふるさ

と未来トークは、学校によって取り組み内容には

違いがございますが、子供たちが学校や学年、学

級において名寄市がさらによいまちになるよう取

り組みを議論するなど事前の準備を進め、市長、

教育長への意見や質問、さらには施策の提案を行

うなど意見交換を通じて自分たちの住むまちを理

解し、地域への愛着や誇りを持ち、ふるさとに根

づく子供たちを育てることを目的に実施しており

ます。子供たちにまちづくりを意識し、考えても

らうためには行政をより身近に感じていただくと

ともに、参加する子供たちの意識の醸成が重要で

あることから、本市としましては多くの子供たち

が主体的にかかわることができるふるさと未来ト

ークの取り組みが有効であると考えております。

今後もふるさと未来トークの取り組みを通じて主

権者教育はもとより、地域への誇りや郷土への愛

着を育み、将来本市のまちづくりへの高い関心や

主体的なかかわりを持てる子供たちの育成に努め

てまいります。

次に、大項目２、市民協働のまちづくりについ

て、小項目１、市民協働の意識を高める情報公開

について申し上げます。本市では、市民主体のま

ちづくりを推進するため、まちづくりの理念や基

本ルールを示す名寄市自治基本条例を制定し、市

民と行政との情報共有や市民参加などを通じた協

働のまちづくりを進めています。まちづくりの主

役は市民であり、地域や市内で活動する団体など

と一体となってまちづくりに主体的にかかわるこ

とが重要であると考えているところです。市民協

働の意識啓発を促すための情報公開の考え方につ

きましては、自治基本条例第７条においてまちづ

くりに関するさまざまな情報などは市民に対して

十分に提供され、説明されていなければならなく、

また市民が知る権利及び学ぶ権利を有すること、

市はその権利を尊重しなければならないと規定さ

れております。本市では、この規定に基づき市民

が市政に関する情報を迅速かつ容易に得ることが

でき、透明性の高い行政運営を確保するための取

り組みとして、広報紙やホームページ等における

情報提供や市長室開放事業、出前トーク、市民説

明会などの参加を通じた情報共有など積極的な情

報提供に努めております。また、自治基本条例第

２７条の規定では、市民との情報共有を保障する

ため公文書の開示を求める権利や手続など具体的

な事案を定めた名寄市情報公開条例を制定し、市

政に関する情報について市民の知る権利を保障し、

市政をより一層開かれたものにする取り組みも進

めているところです。

次に、小項目２、パブリックコメントによる意

見集約について申し上げます。自治基本条例第２

５条では、重要な施策、政策決定の過程において

市民の意見を反映させるため、パブリックコメン

ト制度の設置が規定されております。本市では、

この規定に基づき市民参加の機会を設け、市政運

営の公平性や透明性の向上を図り、もって市民と
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連携、協力したまちづくりの推進に資することを

目的に名寄市パブリック・コメント手続条例を制

定しております。パブリックコメント手続の対象

となる政策等の過去３年間の件数につきましては、

平成２８年度１０件、平成２９年度１１件、平成

３０年度４件となっており、意見等の件数は平成

２８年度７１件、平成２９年度６件、平成３０年

度ゼロ件となっているところです。また、意見等

の提出者に係る男女の割合につきましては、パブ

リック・コメント手続条例第６条第３項の規定に

おいて、意見等を提出しようとする市民が明らか

にしなければならない事項に性別の定めがないこ

とから、男女の割合については把握しておりませ

ん。今後もホームページや広報紙への掲載、ＦＭ

ラジオによる意見等募集を行うとともに、当該政

策等の案の公表を市役所庁舎のみならず公共施設

や名寄市立大学などを閲覧場所に指定するなど市

民等が応募しやすい環境整備に努めてまいります。

次に、小項目３、世代を意識した情報公開につ

いて申し上げます。小項目１の答弁と重複をいた

しますが、本市におきましては自治基本条例第７

条の規定に基づき幅広い世代が迅速かつ容易に市

政に関する情報を入手することができるよう広報

紙やホームページ、情報公開コーナーや学校や町

内会、サークルなどの団体の希望に応じて市職員

が出向いて説明を行う出前トークなど多様な方法

による情報提供に努めてきたところです。また、

小中学校の児童生徒に向けた情報提供では、教育

委員会や学校と連携し、各種事業に係るリーフレ

ット等の配布やポスター掲示など必要に応じて情

報提供を行っております。今後も多くの市民が必

要な情報を入手できるよう多様な方法による情報

提供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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の小項目（２）、若年世代の主権者意識を高める

取り組みについてお答えをいたします。

先ほどお答えしたとおり、選挙権を有する者の

年齢が満１８歳以上に引き下げられました。この

ことにより、未来の日本のあり方を決める政治に

ついてより多くの世代の声を政治に反映すること

が可能になった一方で、これまで以上に子供たち

の国家や社会の形成者としての意識を醸成すると

ともに、課題を多面的、多角的に考え、自分なり

の考えをつくっていく力や根拠を持って自分の考

えを主張し、説得する力を育む主権者教育の一層

の充実が求められているところでございます。こ

のため、学校教育においては児童生徒の発達段階

に応じて地域の課題をみずからの問題として主体

的に受けとめ判断する学習活動や体験活動などの

充実を図ることが重要となっております。これま

でも本市の各学校では児童生徒に主権者として求

められる資質、能力である社会の中で自立し、他

者と連携、協働しながら社会を生き抜く力や社会

の構成員の一人として主体的に課題を解決できる

力を身につけさせるため各教科や道徳、総合的な

学習の時間など全教育活動を通して指導を行って

きています。具体的には、小学校では総合的な学

習の時間において地域で働く人へのインタビュー

や施設見学などを通して地域の人々と積極的にか

かわろうとする態度や地域にある施設を利用する

上で自分ができることを考えさせる指導をしてい

ます。また、特別活動においては地域のごみ拾い

を行うなどして、地域への愛着や誇りを育む指導

を行ってきています。中学校では、社会科の地理

的分野において身近な地域の調査活動等を通して

自分が生活している地域に対する理解と関心を深

めさせるとともに、地域の課題を見出し、地域社

会の形成や発展に努力しようとする態度を育てる

指導をしてきています。道徳においては、名寄市

社会福祉協議会と連携し、障がい等の有無にかか

わらず多様な人々がともによりよく生きるための

生き方や社会について考えさせる指導、地域の人

材を外部講師に招き、命の尊厳やとうとさについ

て深く考えさせる指導を行ってきています。また、
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自分たちの住むまちを理解し、学校や住んでいる

地域をよりよくしようとする意識を高めることを

通して地域への愛着や誇りを持ち、ふるさとに根

づく子供たちを育てることを目的として、平成２

２年度からは市長、教育長との懇談会、さらには

平成２９年度よりふるさと未来トーク、市長、教

育長と児童生徒の懇談会を行ってきています。さ

らに、いじめの根絶など学校生活の課題を見出し、

解決するために意見を交流し合うことを目的とし

て、平成２６年度より名寄市小中学校いじめ防止

サミットを実施し、平成２９年度からは高校生も

加わって、児童会、生徒会活動による自発的、実

質的な取り組みの活性化を図ってきています。今

後も教育委員会といたしましては、これまでのふ

るさと未来トークなどの取り組みを継続し、充実

させるとともに、各学校には主権者教育が目指す

資質、能力が子供たちに育っていくよう地域の実

態、児童生徒の発達段階を踏まえながら特色ある

教育課程の編成を図るようお願いしてまいります。

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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目３、

公衆浴場の確保について、小項目１、現状と必要

性について、小項目２、公衆浴場設置による効果

と将来展望について関連がございますので、一括

して説明をさせていただきます。

本年８月３１日に市内唯一の公衆浴場である日

の出湯が閉店となりました。５８年の長きにわた

り市民の衛生向上、コミュニティーの醸成などに

御尽力をいただき、心から感謝と敬意を申し上げ

ます。公衆浴場の確保対策としまして、市営住宅

に入居をされている方に公衆浴場の確保が必要な

ため市内の公衆浴場施設に対する経営支援を行っ

てきた経緯がありますが、現在全ての公営住宅へ

の浴室整備が完了しております。加えて、障がい

をお持ちの方は総合福祉センターの浴室、介護保

険の認定を受けている方はデイサービスが活用で

きる環境があり、またこれに該当しない方はなよ

ろ温泉サンピラーを御利用いただける状況がござ

いますことから、本市における本来的な公衆浴場

の使命はほぼ終了しているものと考えております。

道内の状況としましては、人口２万人以上の自治

体で見ますと、公衆浴場がある自治体は半数ほど

となっておりまして、統計調査による全国の公衆

浴場の数の推移では昭和５２年に１万 ８６６件

あった公衆浴場は平成２９年には ７２９件と２

２％に減少しております。本市におきましても、

この間公衆浴場確保対策補助金の交付を通して公

衆浴場の厳しい経営状況を確認する立場としまし

てはコミュニケーションの場として公衆浴場の果

たす役割はあると認識しておりますが、多額の建

設費用や運営費を伴う新たな公衆浴場の設置は非

常に困難であると考えております。道の駅の公衆

浴場設置については、観光面からの集客という点

を踏まえますと、魅力ある施設づくりのために温

泉などの付加価値が必要とされることから、さら

に多額の建設費が必要であると想定されることに

加えまして、平成２４年３月にふうれん望湖台自

然公園のセンターハウスを閉鎖した際に示させて

いただきました市の考え方のとおり、財政的に一

自治体で２つの公共温泉の運営は難しいと考えて

おります。市としましては、現有施設であるなよ

ろ温泉サンピラーが有効に活用されるよう努めて

まいりたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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、再度質問さ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、先ほど若年世

代の投票率についての具体的な数字をお示しいた

だきました。おおよそというところで考えますと、

前回が２人に１人の投票、今回が３人に１人の投

票というふうに残念ながら投票していただけた人

の数が減っているというふうに思います。このこ
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とを踏まえた中で、主権者教育が先ほど教育部長

から御答弁いただいたようにかなり学校において

進められてきています。そして、ふるさと未来ト

ークと市長、教育長との懇談も進められてきてい

ます。この状況を積み重ねてきた名寄市であるが

ゆえにやはり次一歩進んだ子供議会開催に向けて

の取り組みを求めたいと思いますけれども、この

点について再度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） この間山崎議員のほ

うから何度か子供議会についてということで御意

見をいただきました。先ほども少しお話ししまし

たけれども、教育委員会、そして総務部、これま

で２９年からふるさと未来トークも含めて実施を

させていただいているということで、現状このふ

るさと未来トークにつきましては継続をしたいな

というふうに考えております。それぞれ学校、や

り方はいろいろあるにしても、多くの子供たちが

かかわってまちづくりに関していろいろな意見を

市長、教育長と交えて交換できるということにつ

いては大変重要なことでありますし、このことが

将来の名寄市を初めこの地域で子供たちが育つ一

要因になるのかなというふうに理解をしていると

ころでございますので、ぜひ御理解をいただきた

いというふうに思います。

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） この間の取り組みに

ついては十分成果を上げているというふうに私も

認識しています。具体的にふるさと未来トークを

進めていただいております市長におかれましては、

その成果をどのようにお感じになっているのかと

いうことについて伺いたいと思いますし、ふるさ

と未来トークについては多くの児童生徒がかかわ

ることが重要であるというところから取り組みが

進められてきているところもあります。その取り

組みを進めた上で、一歩進めるべくふるさと未来

トークは小学校に残し、中学校においては子供議

会に踏み込んでいくというお考えはございません

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ふるさと未来トークをこ

の間、平成２２年からの市長、教育長との懇談会、

そして２９年度からより進化させる形でふるさと

未来トークということで進めております。子供た

ちに自分たちのまちを身近に感じ、そして課題を

市長や教育長にぶつけていくという、その中の過

程でもいろんな子たちが先生方といろんな議論す

る中で準備をして、そこに臨むということで大変

意義がある会議だと思っていますし、子供たちか

らも非常に斬新な、あるいは子供たちならではの

素朴なというか、こういった気づきもあるのだと

いうふうなことも見られて、非常に参考になるな

と思っています。また、給食を食べる機会も非常

にいい機会だというふうに思っています。主権者

教育は、今それぞれ中村部長や河合部長からも答

弁あったとおり何もこうして市長、教育長とまち

づくりのことを語るというだけではなくて、その

場、その場でいろんな地域とのかかわりの中でさ

まざまな活動が行われる中で地域のことを主体的

に理解をし、そして問題意識を醸成して、その意

識を高めていくということが肝要であるというふ

うに思っていまして、今も大変いろんな取り組み

を実はしているという中において、これを継続、

進化させていくということはまずは大事だろうと

いうふうに思っています。加えて、今コミュニテ

ィ・スクールが全校的に導入をされたということ

でありまして、コミュニティ・スクールはまさに

地域が子供たちを支え、またコミットしていくと

いうことでありまして、まさにこれも主権者教育

の一環としてこれから進化をさせていかなければ

ならないという、さまざまないろいろ取り組みが

ある中でこれをまずは進化させていくということ

が重要だというふうに考えているところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。



－42－

令和元年９月１８日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

〇３番（山崎真由美議員） お答えいただいてい

る言葉を伺いながら、ほほ笑ましい子供たちの姿

も想像できたところでありますけれども、進化さ

せていくという言葉があったと思います。やはり

多くの子供たちがまちに対していろんな思いを持

つ。そのことについて市長、教育長と身近にお話

をさせていただく。しかし、それが単なる思い出

で終わらないようにするためには具体的な政治の

仕組みですとか行政、議会の仕組みを子供たちが

体験する機会をつくることが重要であると思いま

す。この点についてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大変重要だというふうに

思いますが、それが子供議会で実現するべきもの

なのか、いろんなやり方はあるかというふうに思

います。このふるさと未来トークも進めていく中

で、学校側も含めてかなりのいろんな準備もしな

がら進めている経過というのもあって、これにプ

ラスアルファまた子供議会ということになると、

いろんな現場の負担もあろうかというふうに思い

ます。議会を見ていく中で、身近に感じてもらう

ということであれば、例えば議会の傍聴なんてい

うのも手としてあるのかもしれなくて、さまざま

な角度から身近に感じてもらうという手はいろい

ろな知恵を出すことがあろうかなというふうに思

いますが、先ほどからお話をさせていただいてい

るとおり、中身のある主権者教育の推進というこ

とに対しては今もかなりのボリュームをやってお

りますし、加えて今いわゆるコミュニティ・スク

ールも導入されたばかりということもありまして、

ここを着実に進めていくことが何よりも大事だと

いうふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長に御答弁いただ

いておりますので、市長のお考えを確認させてい

ただきたいと思っての質問でありますけれども、

確かに学校はこれ以上時間数がとり切れないほど

新学習指導要領の対応もあわせてたくさんの取り

組みをしていただいております。コミュニティ・

スクールも名寄市の場合は先進的に進めていただ

いている部分もありますけれども、教育部だけで

はなく、教育委員会サイドだけではなく総務部、

そして今年度せっかく総合政策部をつくったので

ありますから、そことの連携の中で子供議会を進

めていくお考えはないのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しの答弁になりま

すが、主権者教育という観点からいくと今の取り

組みを継続、進化させていくということが何より

も大事だということでありまして、それが私の考

えであります。御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長の今の取り組み

を継続、進化、具体的に市長の頭の中にはどのよ

うな姿が描かれておりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 具体的にというか、今の

さまざまな取り組みを説明しましたが、これをさ

らに中身のあるものにしていくと。それは、私だ

けの思いではなくて、教育現場の中でのいろんな

創意工夫もあろうかと思います。さらには、例え

ば具体的に言うとするならばふるさと子供未来ト

ークも少し回数をふやしていくだとか、そういっ

たことの取り組みは可能なのかなというふうに思

いますが、いずれにしても中身も含めてよりブラ

ッシュアップをしていくということでぜひ御理解

をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ちょっと具体的なと

ころは見えてこない、申しわけありませんが、と

ころでありますが、先日名寄産業高校の高校生が

数名名寄市のキャリア教育の中で名寄市に体験教

育ということで来ておりました。その中のある高

校生がやはり議会に大変興味があると。自分も議

会の取り組みについて学んでいきたい。そして、

行く行く自分がどんなかかわりをするかはわから
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ないけれども、しっかり議員がどのような活動を

しているのか、それに対して行政がどのようなま

ちづくりの中での議会対応されているのか大変興

味があるということを具体的に話しておりました。

中学生、高校生、私は中学生が適した年代かなと

いうふうに思っておりますけれども、やはりふる

さと未来トークで大勢の子供たちが積み上げてき

たふるさとへの思いを実際実現に移すときにどん

な手法があるのかということを体験する上では子

供議会は大変重要な方策になるというふうに思っ

ています。それにかわるさまざまな方策を継続、

進化させていきたいという市長の御答弁ではあっ

たと思いますけれども、やはり子供議会について

は初めからなしではなく、検討をしていく上での

有効性というのはあるというふうに思っています。

その点について再度お答えをお願いします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一つの御意見として受け

とめますが、例えば中学校、高校になるとインタ

ーンということもあって、定期的に役所、あるい

は役所に関連する部局にも子供たちを受け入れて、

いろんな体験をしていただくということもありま

す。もし議会活動でそういったことをということ

であれば、議員もそういったインターンを受け入

れると、例えばそういうような提案もこれからあ

るのではないかと。ただ、議会をやって、この議

論をやることが主権者教育ということがどうなの

か、それはもちろん一義としてあるかもしれませ

んが、なかなか仕掛けとしては非常に大変なもの

もありますので、今のそうした、今インターン、

ちょっと話ししましたけれども、そうしたことも

含めて、今までやっている中でさらに何か工夫は

ないのかということで主権者教育を進化させてい

くということでこれからも知恵を出していきたい

し、またさまざまな観点から御意見もいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長がよく口にして

くださるまちづくりは人づくりからという、この

言葉に直結する部分でやはり子供たちの主権者教

育、そして自分が具体的に将来像を描くときに議

員としての自分も描けるような、そんな具体的な

取り組みを求めていきたいと思いますけれども、

これについてはなかなか一致した見解をいただけ

ないところでありますが、この後も引き続き私も

議員としてどのような行動をとることが望ましい

のかは考えていきたいと思いますので、別な機会

にも議論させていただきたいと思います。

時間が気になりますので、次に移らせていただ

きますが、先ほど情報公開についての質問をさせ

ていただきました。その中でパブリックコメント

についての意見集約について質問させていただき

ました。数についても報告をいただきました。平

成２８年が７１件、それから２９年度が６件、３

０年度についてはゼロ件ということで、この平成

２８年度の件数が多かったのは総合計画にかかわ

るところの意見の提出が多かったのかなというふ

うに思っていますけれども、３０年度のゼロ件に

ついてはこれは妥当な数と思われているのかどう

か、再度お答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） ３０年度につきまし

て市民の皆さんから御意見がなかったというか、

ゼロ件ということでありますけれども、ここの部

分につきましては私どもの情報の収集、周知の仕

方ですとか、まだ反省をする点があるのかどうな

のか、その点につきましては改めて今後も研究し

てまいりたいというふうに思いますけれども、一

定程度私ども情報公開、パブリックコメントにか

かわっては公共施設なり、広報なり、やらさせて

いただいているというふうに思っていますけれど

も、残念ながら結果としてはなかなか意見が出て

こないという状況について今後何か改めて研究し

なければならないというふうには思っているとこ

ろです。

以上です。
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〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ゼロ件であるという

のは、市民の側にも一定程度責任があるのかなと

いうふうには思っています。パブリックコメント

の設置されている公共施設のコーナーについてな

のですけれども、実は条例提案の資料等がきれい

に整理されて置かれていて、パブリックコメント

のコーナーですということも表示されているので

すが、全部は見ておりませんけれども、私がよく

利用させていただくコーナーはこういうふうに立

てた状態でケースの中に入れられているのです。

この立てた状態で何が置かれているかは背表紙で

しか受けとめることができないわけであります。

この設置の方法について正面を向けていただくだ

けで、これは全然違いますけれども、例えば正面

を向けていただくとか、図書館の新刊本紹介コー

ナーのような形でもう少し工夫していただく中で

市民の皆さんに認識していただけるものがあるの

ではないかというふうに思っていますが、先ほど

中村部長からも研究していきたいというお言葉が

ありましたので、ぜひコーナーの設置、それから

出される資料について少しインデックス等で見や

すい情報をつくっていただくことができるのか。

ただでさえ日々業務に忙殺されている、一生懸命

取り組まれている役所の担当者の中にさらなる負

担をおかけするのかなと思ったりもするのですが、

何といっても何が置かれていて、どんなことが自

分の身近で起こっているのかについての発信がこ

ちら側にあるとすると、そういう対応をお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今山崎議員からあり

ましたように、閲覧場所における市民の皆さんが

少し興味を持っていただける、あるいは閲覧しよ

うかなというふうに思っていただけるような方法

につきましては少し研究をさせていただきたいと

思いますけれども、いろいろな案件が実はあるか

というふうに思います。市民の皆さんが常にいろ

いろな、例えば市の条例改正について興味が持た

れるかどうかというのは、これいろいろパターン

があって、内容によっても市民の皆さんそれぞれ

いろいろな、例えば会社ですとか、生活の中で興

味を持った部分については広報なりで周知をすれ

ば、閲覧場所がどこだということも含めて行って

見てみようかということにはなるかというふうに

思うのですけれども、こちらパブリックコメント

として上げている情報の内容によっても若干変わ

ってくるというふうに思いますけれども、閲覧場

所については担当のほうで可能な限り見やすいよ

うに研究はさせていただきたいと思いますけれど

も、閲覧場所についても少しスペースが限りがあ

るものですから、その点も踏まえて対応は研究し

ていきたいというふうに思っていますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 置かれている場所の

状況も想像できるところが多い中で、今の部長の

御答弁についてはいたし方ない部分もあるかなと

いうふうに思いますけれども、提示するときに求

めたい意見があっての提示でありますので、より

市民協働のまちづくりということをうたうのであ

れば、やはり市民に情報が提供されるときの方法

についてはぜひとも改善をお願いしたいと思って

おりますので、何とか１カ所から始めるというこ

とでも差し支えないのかなと思ったりはしますが、

ぜひともよろしくお願いしたいなというふうに思

っています。

それから、世代に適した情報公開ということに

ついてでありますが、今回も名寄振興公社の状況

についての市民の心配が大きく膨らんだ中で審査

特別委員会においても多数の方の傍聴をいただき

ました。その傍聴の会場には、当然きょうのよう

に情報を発信する機器というのはなかったわけで、

一般質問等についてはインターネット上で見てい

ただくことができるのですけれども、その中身に

ついていい、悪いというのは当然ありますので、
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全部というわけではありませんけれども、インタ

ーネット配信について、それからＳＮＳ等の配信

については今後何か進めていかれるおつもりはあ

りますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員、それは議会

の発信ということですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 済みません。言い直

します。

審議している内容について、途中経過について

は曖昧な発信はできないと思っておりますけれど

も、一定程度決まってくることについての発信に

ついて、タイムリーに発信していくことができる

方策というのはお考えの中にありますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員、それは議会

側の対応をどうするかということでしょうか。

山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議会側のというより

は、名寄市の発信力というところで、広報ですと

か、それからホームページというのは一定程度時

間が置かれるものですから、広報については一月

に１回の発行ということになりますので、もう少

しタイムリーな発行についてのお考えがあるかど

うかをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） お話、御質問の内容に

おきましては、議会サイドの情報も含めてどうい

うふうに発信するかということの整理が一つでき

るかと思いますので、市長部局としましては予算

の措置や何かの中で情報発信の手法について検討

させていただければと思います。あくまでも市長

部局、そして議会サイド、それぞれが両輪が相ま

っていろんな形の情報が発信できると。今回の事

案に対しましても一つ検証の部分としてそれが出

てきているということの御発言だと思いますので、

改めて予算を含めてどういう情報発信ができるか、

それは十分お互いに検討させていただければと思

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） 検討していただける

ということでありますので、期待していたいと思

いますけれども、広報なよろは１カ月に１回の発

行でありまして、特別号というのはなかなか出し

ていただくことができていないというふうに思い

ます。議会サイドの議会だよりについても一定程

度発行部数が決まっている中で、市民が早く的確

な情報を知りたいと思ったときに広報紙というと

ころでの、要するに紙ベースで知る方法があるか

どうかということについて見解を求めましたので、

ただいま御答弁いただきました内容について今後

どのようになっていくかを見させていただきたい

というふうに思います。御答弁は結構です。

続いて、次の再質問に移らせていただきます。

公衆浴場についての御答弁、市民部長からいただ

きました。公衆浴場の数については、数がどんど

ん減ってきているということについて２２％ぐら

いに減っているというお話をいただきましたので、

なかなか経営が難しいという状況については理解

させていただきました。その御答弁の中に公営住

宅の浴室については全て整備が整いましたという

お言葉がありました。確かに公営住宅については、

お風呂が入っています。ただ、市民の皆様からい

ただいている声の中には、ひとり暮らしの中で毎

回お風呂をたいて入るということについて、その

方のお考えですけれども、それよりも公衆浴場を

利用させていただくことで人と会う機会がある、

要するにコミュニケーションの機会を求めている

ということでのお話がありました。その点から公

衆浴場について、今回もサンピラー温泉が残念な

がらしばらく使えない状況が続いています。一切

名寄市の中でお風呂が、外にお風呂に入りに行く

ことができない状況がある中では、今後において

もどのようなお考えを持たれているのか。これは、

市長にお考えを伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） まず、公共温泉に関しま

しては、風連の望湖台のセンターハウス閉鎖のと

きに公共温泉は２つ持てませんので１つにします

というような考え方を述べさせていただきました。

この考え方に今も変わりありません。加えて、公

衆浴場の重要性やその効果というのは、議員もお

っしゃるとおり、理解をするところですが、現実

的に非常に経営が厳しい中でやられているという

現実もあるということでありまして、もちろん民

間の方が公衆浴場法にのっとってやりたいという

方がいれば、それは一定の支援をすることはやぶ

さかでありませんが、そういった方が出てくるの

かということは今後疑問でありますし、どうなの

かなというふうにも思うところであります。公衆

浴場を公共でつくるという考え方も今のところ持

ち合わせていないということで御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 考え方については、

持ち合わせていないということでありました。そ

の代替案というのは、ございますでしょうか。例

えばお風呂を利用したというところで、市民がコ

ミュニケーションをとれるような場所として今は、

先ほど市民部長の答弁の中に福祉センターという

のが出てまいりました。これは、設置目的がまた

ちょっと違うところでありますけれども、何か具

体的なところで名寄市の今ある施設をうまく利用

してというようなお考えはございませんでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何度も申し上げています

が、公共で何かやるという、アクション起こすと

いう考え方はございません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今後市民は外の名寄

市以外のところにお風呂に行かなければいけない

ということに、サンピラー温泉はこの後は使える

ようになると思いますけれども、その１カ所だけ

で対応をしていくということになろうかと思いま

すけれども、実は一定程度の規模の公衆浴場につ

いて、公衆浴場ということでありますので、経営

をしていくということが前提になりますけれども、

そのことができれば、例えばさらに合宿誘致も進

むのではないかというふうに考えるところがあり

ます。風連地区には望湖台にあったお風呂が閉鎖

されてから一切公衆浴場がありませんので、風連

地区で活動するときの浴場は全くないわけであり

ます。その中で体育館、Ｂ＆Ｇ体育センターの中

にはシャワー室があります。そこのところを少し

使いやすい形に変えていただくというようなお考

えはできないものでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今初めて聞いた提言なの

で、提言として受けとめさせていただきますが、

そうしたことが物理的に可能なのか、あるいは効

果がどれぐらいあるかということも含めてこれは

十分に検証しなければならないと思います。

それと、公衆浴場という枠のくくりではない、

例えば都会行けば多分スーパー銭湯とか、さらに

はスポーツジムとかと併設をしたお風呂みたいな、

そうしたことが民間でやりたいというようなお声

が出ることもあるのかもしれない。先ほどの合宿

誘致とかということであれば、そうした経済面を

求めていくということでそういう民間の活力とい

うことあるかもしれません。そうした民間の方た

ちが積極的に公衆浴場法によらない浴場の設置と

いうことに対しては、中小企業振興条例の中の企

業立地法の例えば業種枠を少し見直すというよう

な検討は可能なのかもしれないなということを考

えていまして、そのことについては市民の皆さん

のニーズも含めて少し中小企業審議会等の中でも

議論してみたいなというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 民間活力の導入とい

うことについての見通しについてお話しいただい

たと思いますので、今後どのような状況が考えら
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れるのかについては身近にいる仲間とも相談、協

議を重ねていきたいなというふうに思っておりま

す。

最後に、１点お聞きして終わりたいと思います

けれども、やはり公衆浴場ということが大事だと

いうことについては、御高齢の方たちのコミュニ

ケーションということについての一つの場所とい

う捉え方をしたときの発想も私の中には大きくあ

るところであります。残念ながらなよろ温泉サン

ピラーが遠い状況にあります。そこにいろいろな

御支援をいただいていて、バスの無料化ですとか

取り組みをしていただいているのですけれども、

この取り組みについてさらに進めていただくこと

ができないのかということについて確認させてい

ただきたいと思います。振興公社に対しての予算

導入についての審査も進められている中で大きな

予算をということにはならないのですが、結局一

部分の無料バスということでありますので、風連

地区の人たちは全く名寄まで出てくるところでの

足がないわけであります。交通手段がないわけで

あります。そして、なおかつ交通手段を使わせて

いただいたとしても時間の設定の中でなかなかう

まく入浴をすることができないという時間設定も

ありますので、この辺についてのお考えについて

伺って終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ただいま風連地区の

方も含めましてバスの運行などについて御質問い

ただきました。バスの運行につきましては、議員

おっしゃいますように市街地から毎日往復で５便

のバスが運行しておりますけれども、温泉に到着

した５分後に折り返してまた運行することになっ

ておりますので、市街地からの最終便でバスに乗

られた場合には温泉の利用がしていただけないよ

うな状況となっております。先ほどの風連地区の

方の部分も含めまして、今後の日の出湯閉店後の

影響による状況ですとかバスの利用者の状況など

も踏まえまして、今後そういったことも検討して

いくべき課題であると考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

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。

平成３０年度行政評価について外２件を、東川

孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、順次質問し

てまいります。

大項目の１番目、平成３０年度行政評価につい

て伺います。平成３０年度は、名寄市総合計画第

２次前期実施計画を２カ年で評価をするため実施

事業の約半分に当たる１３２事業が対象となって

おります。そのうち関連があるものを一部まとめ、

評価調書は１２７項目となっております。

そこで、小項目の１番目、評価事業全体の総括

について伺います。具体的評価方法は１次評価、

ワーキンググループ評価、外部評価、２次評価の

４段階で実施をされております。各事業は、分野

ごとの５つの基本目標に沿って推進をされており

ますが、基本目標ごとの事業評価について伺いま

す。

次に、小項目の２番目、Ｃ評価事業における今

後の対応について伺います。個々の評価区分にお

いて１３２事業のうちＡ評価は９８事業で、全体

の７ ２％、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価は３４事業で、全体

の２ ８％となっております。評価基準において

Ａ評価は現状のまま継続、Ｂ評価は進め方を改善、

Ｃ評価は規模、内容の見直し、Ｄ評価は抜本的な

見直しと定義をされております。今回Ｄ評価はあ

りませんが、Ｃ評価の規模、内容の見直しにかか

わる事業として１次評価及び２次評価において３

事業が挙げられております。このＣ評価事業につ

いてどのように受けとめ、今後どのように対応さ

れるのか、考え方をお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、名寄市総合計画第２次

中期基本計画への反映についてお伺いをいたしま

す。前期計画では、基本目標ごとの主要施策に沿
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って１８の新規事業を含む２７７の事業が推進を

されております。総合計画第２次の中期計画策定

に向けて重点施策、いわゆる重点プロジェクト事

業として検討及び検証された内容についての議論

経過についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、下水道事業の運営につ

いて伺います。下水道は、清潔で快適な生活環境

を実現し、雨水、排水による浸水被害の防止、さ

らには川、海などの地球環境保全に貢献するなど

私たちの生活に欠くことのできない極めて重要な

役割を果たしております。名寄地区の下水道は、

昭和４６年に市街地２０３ヘクタールの公共下水

道の認可を受け、合流式管渠整備を進めると同時

に昭和５５年には下水桝処理場の供用が開始をさ

れております。一方、下水道の普及率は向上した

ものの、本格的な整備から時間が経過し、今後は

老朽化した施設の更新など計画的な整備が求めら

れます。

そこで、小項目の１番目、名寄市下水道事業中

期計画の評価について伺います。平成２４年度か

ら平成２８年度にかけて名寄市下水道中期経営計

画として集中改革プランが実施をされております。

事業計画において、公共下水道、個別排水処理、

下水道整備の現況結果と課題について伺います。

次に、小項目の２番目、名寄市下水道事業経営

戦略の推移について伺います。下水道の整備や施

設の改善には多額の資本投下を要することから、

平成２９年３月から平成３８年までの１０カ年計

画で経営戦略事業が推進をされております。経営

戦略事業がスタートして既に２年が経過をしてお

り、具体的事業推進に向けて下水道、個別排水、

料金体系、施設維持管理及び更新などに向けての

現状と課題について伺います。

次に、小項目の３番目、今後の推進における課

題についてお伺いをいたします。下水道による水

洗化は、平成７年度水洗化率で９ ２％となって

おり、おおむね普及が完了しております。今後利

用者の増加も見込まれないことや節水意識、節水

技術の向上により有収水量が減少していくものと

思われます。そのような背景の中で、老朽化施設

の改良更新事業、管渠の延命、更新、不明水対策

など直接の収益強化に直結しない投資の増加に加

えて、人口減少による有収水量の減少が見込まれ

ますが、施策推進における課題についてお伺いを

いたします。

次に、小項目の３番目、閉校施設の利活用につ

いてお伺いをいたします。学校施設は、地域住民

にとって身近で生涯にわたる学習、文化、スポー

ツなどの交流の場所として活用されており、地域

コミュニティーの拠点でもあります。しかし、人

口減少並びに旧耐震基準などにより平成２５年３

月には風連日進小中学校、平成２８年には東風連

小学校、豊西小学校、平成３０年３月には風連下

多寄小学校が閉校となっております。

そこで、小項目の１番目、閉校施設の利用実態

について、風連下多寄小学校については閉校後民

間での活用が検討されていると聞いておりますが、

それぞれの閉校施設の利用状況について伺います。

次に、小項目の２番目、地域住民との協議につ

いて伺います。平成３０年５月に名寄市立小学校

施設整備計画が示され、その中で閉校学校施設の

今後の取り扱いについて記されております。旧耐

震基準で建設された学校施設の再活用については、

耐震補強などが必要となることから、今後の活用

方法は決まっておりません。しかし、その他の施

設は長期間放置すると校舎の廃屋化や土地の荒廃

により生活安全や防犯、周辺環境や景観など問題

が生じることから、解体とその跡地利用について

再活用も可能と思われることから、地域とも連携

しながら検討を行っていくとされております。閉

校後の施設利活用について、地域住民との具体的

な協議経過について伺います。

次に、小項目の３番目、官民連携の運営につい

て伺います。豊西小学校グラウンドは、冬期間市

民利用のスケートリンクとして活用されておりま

す。しかし、夏場の利用はほとんどなく、建物施
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設は旧耐震構造により現状のままでは使用不可能

と考えます。そこで、夏場の新たなグラウンドの

利活用の一つとして民間活力を含めたドッグラン

の設備設置について提案をさせていただきますの

で、理事者の考え方について改めてお伺いをいた

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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 東川議員から大

きく３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は上下水道室長

から、大項目３については教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、平成３０年度行政評価につ

いて、小項目１、評価事業全体の総括について申

し上げます。平成３０年度行政評価については、

名寄市総合計画第２次前期基本計画に登載いたし

ました実施計画のうち平成２９年度に実施した１

３２事業を対象として評価を行い、一部関連する

事業を統合した結果、１２７事業について評価調

書を作成しております。議員御質問の前期基本計

画の基本目標ごとにおける評価結果でございます

が、基本目標１、市民と行政との協働によるまち

づくりでは１３事業中Ａ評価が７事業、率にして

５ ９％、基本目標２、市民みんなが安心して健

やかに暮らせるまちづくり、こちらでは３０事業

中Ａ評価が２５事業、率にして８ ３％、基本目

標３、自然と調和した環境に優しく快適で安全、

安心なまちづくりではＡ評価が３９事業中３６事

業、率にして９ ３％、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では

Ａ評価が２２事業中１２事業、率にして５ ６％、

基本目標５、生きる力と豊かな文化を育むまちづ

くりでは２３事業中１９事業、率にして８ ６％

となっております。

本市の行政評価は、先ほども議員からもお話が

ありましたけれども、評価段階が４段階となって

おりまして、調書作成時の担当課における自己評

価、係長職で構成する庁内ワーキンググループ評

価、総合計画審議委員による外部評価、庁議メン

バーによる２次評価となってございます。これま

での評価結果を見ますと、第２段階の庁内ワーキ

ンググループによる評価がより厳しい評価となる

傾向になっておりまして、自浄作用が働く中で評

価作業が行われているものと考えております。

次に、小項目２、Ｃ評価事業における今後の対

応について申し上げます。行政評価においてＣと

評価された事業につきましては、議員御指摘のと

おり規模や内容の見直しを実施することとしてお

り、該当する事業については翌年の行政評価で再

度評価を実施することにより事業の適切な見直し

が実施されたかを確認しております。また、具体

的な事業の見直しに当たっては毎年実施される総

合計画登載事業のローリング作業において事業の

見直し、内容について行政評価の結果を踏まえて

協議を行うとともに、当該事業を具体化する予算

査定においてもローリング及び行政評価の結果を

反映することで事業の見直しを担保するプロセス

を構築しております。平成３０年度行政評価につ

いては、３事業についてＣ評価がなされたところ

ですが、いずれもさきに述べたプロセスを経て、

今年度の行政評価で見直しの後の取り組みが評価

され、Ａ評価となっている事業もあることから、

今後も行政評価の結果を踏まえた事業展開を進め

てまいります。

次に、小項目３、名寄市総合計画第２次中期基

本計画への反映について申し上げます。平成３０

年度行政評価については、名寄市総合計画第２次

中期基本計画の策定と期間を並行して実施してお

ります。行政評価の外部評価は総合計画審議委員

が行うことから、各審議委員がそれぞれの政策項

目における課題の把握に行政評価が資するもので

あったと考えております。また、重点施策として

検討を行った事業ですが、先ほどの答弁と重複い

たしますけれども、行政評価の結果は毎年のロー

リング作業及び予算編成作業において反映させる
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こととしております。重点施策として登載する事

業を含めて、名寄市総合計画第２次中期基本計画

実施計画事業はローリング作業を経て計画への登

載をしており、平成３０年度行政評価の対象とさ

れていない事業もあわせて事業のあり方について

検討、議論を行っております。

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） 鈴木上下水道室長。

〇上下水道室長（鈴木康寛君） 私からは、大項

目２、下水道事業の運営についてをお答えいたし

ます。

まず、小項目１、名寄市下水道事業中期経営計

画の評価について申し上げます。議員御指摘のと

おり、下水道は清潔で快適な生活環境を実現し、

雨水排除による浸水被害の防除、さらには川、海、

湖等の地球環境保全に貢献するなど私たちの生活

に欠くことができない重要な都市基盤の施設とな

っております。下水道の整備や施設の改善には多

額の資本投下を要しますが、市民に清潔で快適な

生活環境を安定的に維持するためにも今後の事業

を計画的に行う必要があり、中長期的な視点に立

った事業運営を行うため経営の効率化及び健全化

を目指した中期経営計画を策定し、平成２８年度

まで取り組んできました。

中期経営計画では、新名寄市総合計画第１次を

踏まえ、事業運営の目標を設定し、経営基盤強化

への取り組みの基本方針を掲げ、効果的で効率的

な事業運営に取り組むこととしております。結果

といたしましては、おおむね計画どおりの進捗状

況であり、経営基盤強化の取り組みを進める中で

平成２９年度からは不明水対策への新たな事業着

手につながっております。また、使用料について

は、平成２７年度上下水道事業経営審議会におい

て経営状況について諮問し、検討いただいた結果、

下水道使用料は据え置きが妥当との答申を受け、

事業運営を進めてきたところであります。

次に、小項目２、名寄市下水道事業経営戦略の

推進に向けて、小項目３、今後の推進における課

題についての２点をあわせてお答えいたします。

経営戦略につきましては、総務省が平成２８年度

から策定を推進しているものであります。平成２

９年度には名寄市としても平成２８年度までの中

期経営計画にかわる経営戦略を策定しております。

経営戦略の策定については、総務省から基本的考

え方が示され、下水道事業や地域の現状と将来の

見通しを踏まえることなど６点について盛り込む

こととされ、これまでの中期経営計画との整合性

を図りつつ、引き続き中長期的な視点に立った事

業運営を実施し、経営の効率化及び健全化を目指

す内容としております。策定から２年が経過し、

毎年度の決算状況により進捗管理を行うこととし

ておりますが、おおむね計画どおりの進捗状況と

なっております。

課題につきましては、現在２カ所の下水処理場

と約１９７キロメートルの下水道管を管理してお

り、そのうち５ ６％に当たる１１７キロメート

ルの管が既に３０年以上経過している状況でござ

います。また、同様に下水処理場施設についても

老朽化が進んでおり、平成６年度から施設の更新

に着手しているところです。近年施設の計画的な

延命化を図るため平成２５年度からは長寿命化計

画に基づく改築更新事業を実施し、今年度からは

さらなる効率化を図るため新たにストックマネジ

メント計画を策定し、下水道の持続的な機能確保

に努めているところであります。

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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

閉校施設の利活用についてお答えをいたします。

まず、小項目１、閉校施設の利用実態について

及び小項目２、地域住民との協議については関連

がございますので、あわせてお答えをいたします。

御質問にありました旧風連日進小中学校、旧東風

連小学校、旧豊西小学校、そして旧下多寄小学校

の利活用に向けた地域との協議経過と現在の利用

状況について申し上げます。初めに、旧風連日進
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小中学校での地域との協議ですが、平成２５年３

月に日進地区の町内会、老人クラブ、消防団等の

関係団体で構成した日進小中学校跡地等検討委員

会を設立し、廃校舎を有効活用している事例の視

察や地域からの要望を取り入れながら庁内の関係

部署とともに検討を進めてきましたが、将来にわ

たって施設全体を活用する具体案がなかったこと

から、文部科学省が取り組んでいる「みんなの廃

校」プロジェクトに地域の活性化や雇用創出につ

ながる活用となるよう貸与条件をつけ、引受者の

募集をしましたが、具体的な応募はありませんで

した。現在の利用状況については、地域の要望に

基づき職員室を日進小中学校の資料展示室に利用

し、また屋内運動場は地域の行事や少年団への貸

し出しを行っていますが、平成３０年度の利用実

績は利用団体が４団体、延べ利用者数は８５６人

となっています。屋外運動場は、パークゴルフの

コースとして地域のパークゴルフ愛好会や町内会

が維持管理し、利用しているところです。

次に、旧東風連小学校についてですが、東風連

地域では小学校の閉校が決定されて以降閉校準備

委員会が設置され、閉校後の地域振興策として要

望事項の検討、取りまとめが行われました。要望

内容としては、校舎は築後４０年以上が経過し、

未耐震構造で経年劣化が激しいことから、取り壊

し、屋内運動場についても未耐震構造とはなって

いますが、コミュニティーの場として今後も地域

で利用できるようにとの要望でした。現在の利用

状況については、地域の要望に基づき校舎は当分

の間職員室を地域資料室として活用し、屋内運動

場は地域振興のための場として活用するとともに、

スポーツ活動などで貸し出しを行っています。平

成３０年度の利用実績では、利用団体は４団体、

延べ利用者数は７３４人となっています。

次に、旧豊西小学校ですが、名寄南、西小学校、

そして豊西小学校３校の統廃合に当たって特に地

域からの要望事項はありませんでしたが、庁内で

の協議では耐震構造になっていないことや施設の

老朽化が進んでいることなどから、市として多額

の費用をかけ改修を行い、施設を有効活用するこ

とはできないと判断してきました。このことから、

民間への売却または解体撤去などの取り扱いにつ

いて平成２９年９月に市民意見の募集を行ってき

ましたが、特に御意見はなかったところです。現

在は、校舎、屋内運動場の貸し出しは行っていま

せんが、屋外運動場については夏場は花火大会な

どのイベント時に駐車場として、冬場は市民スケ

ート場として利用されています。

最後に、旧下多寄小学校は平成３１年２月に下

多寄小学校閉校実行委員会から地域振興につなが

る校舎の有効活用として、地域行事や会合等を開

催するため学校施設の利用や行事に必要となる備

品の確保等について要望がありました。その後、

社会福祉法人なよろ陽だまりの会から障がい者の

生活支援や就労支援活動の場として借り入れの要

望があったところです。市は、これらの要望を受

け、学校施設が利用団体で有効活用ができるよう

調整するため本年４月から下多寄町内会代表者と

陽だまりの会代表者、そして市の関係部署の３者

で旧下多寄小学校の校舎利活用に向けた協議を進

めてきたところでございます。利活用の概要とい

たしましては、今定例会の行政報告で報告をさせ

ていただいた内容となってございます。

次に、小項目３、官民連携の運営についてお答

えをいたします。旧豊西小学校屋外運動場につき

ましては、現在なよろ憲法記念ハーフマラソンや

てっし・名寄まつりの駐車場として、冬期間には

市営スケートリンクとして利用しているほか、閉

校後においても学校開放と同様に市民の方々がス

ポーツやレクリエーションなどで幅広く屋外運動

場を利用していただけるよう旧名寄市立豊西小学

校屋外運動場の暫定利用に関する要綱を定め、市

民グループや団体の方々に利用していただいてお

ります。

議員より御提案いただきましたドッグランの設

置についてですが、ドッグランとは一定のエリア
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内で飼い犬をリード、綱から外して自由に遊ばせ

ることのできる施設として、近年公園内や高速道

路のサービスエリア、道の駅などへの設置を初め

民間事業者では有料のドッグランの整備もされて

いるものと認識をしております。本市においては、

平成２２年度より天塩川さざなみ公園内に指定管

理者の提案のもと公園の利用頻度の向上を目指し、

ドッグランを設置させていただいており、市内外

から愛犬家の方々に利用をされている状況となっ

てございます。市街地区においてもしばしば愛犬

とともに散歩を楽しまれている方々も見られ、ペ

ットと寄り添った生活を過ごされている方もふえ

てきていると思います。旧豊西小学校屋外運動場

にドッグランを設置することについてはこれまで

の利用団体との調整を初め、何よりもドッグラン

設置に当たって周辺住民の方々の理解が必要にな

るものと考えております。また、ドッグランは犬

の安全を考慮する必要があることから、屋外運動

場への芝生の整備や犬の飛び出し事故に配慮した

柵の設置など初期投資の費用を初め、維持管理業

務をボランティアや専門知識を有する民間の団体

などに御協力いただいてもランニングコストは発

生いたしますので、それら費用に係る財源の確保

が必要となります。したがいまして、飼われてい

る犬を自由に伸び伸びと運動させたい愛犬家の方

の気持ちも理解はできますが、天塩川さざなみ公

園のドッグランなど既存の施設を御利用いただき

ますようよろしくお願いをいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、限られた時間でありますけれど

も、改めて再質問させていただきたいというふう

に思います。

３０年度行政評価について答弁をいただきまし

た。それぞれ基本目標ごとに事業の内容、事業の

本数とＡ評価の内訳をいただきました。それで、

それぞれ行政評価、ＫＰＩという評価指数で今成

果指標であらわされているというふうに思う。今

回それぞれ自分で３０年度のものを見させていた

だいたときに基本目標の１についてＫＰＩの評価

項目２３、それぞれ基本目標２は２５、基本目標

３は３７、４は１７、５は２８と。１３０という

ふうになるのですけれども、このＫＰＩの重要業

績評価指標、これの取り組みを始められたという

のは名寄市まち・ひと・しごと総合戦略から積極

的に取り入れられたのではないかなというふうに

思っております。

そこで、各事業におけるＫＰＩ評価の実態と課

題について改めて伺いたいというふうに思います。

というのは、ＫＰＩというこの重要評価指標、こ

れ最終的なゴールではなくて、要するに事業を計

画してからゴールに向かうまでのある面ではプロ

セス過程の評価ではないのかなというふうに思っ

ております。いわゆる中間目標であって、最終ゴ

ールではないという形の中で、今のＫＰＩ評価で

それぞれ事業評価をされているというふうに思う

のですけれども、取り入れた期間から今それぞれ

中期計画、個別に評価をされていると思うのです

けれども、当然これを進めていく上ではＰＤＣＡ

サイクル、これが非常に重要になってくるのかな

というふうに思いますので、それぞれの部門にお

けるＫＰＩ評価に向けての教育、訓練を含めた実

態、それと課題が今現状どうなっているのか改め

てお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ＫＰＩ、ＰＤＣ

Ａサイクルについて再質いただきました。行政評

価調書、こちらのほうでは総計の前期計画から個

別の実施計画事業についてＫＰＩを設定してきて

おります。成果指標では、各事業の改善点を明確

化、言語化するツールとして活用すべきものと考

えておりまして、事業ごとの指標の進度に当然ち

ょっとばらつきが出てきているのですけれども、

達成の困難性にも差が実際あることから、成果指

標そのものがひとり歩きしないように注意するよ
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うな必要もあるというふうに考えております。各

事業の評価は、総合的に内容を精査する必要があ

るというふうに考えております。成果指標は、内

容精査の一項目と考えておりまして、事業が現状

から改善するために活用する手法として今後成果

指標に対する全庁的な理解を深めていくという必

要があるかなというふうに考えております。この

成果指標を、ＫＰＩを設定するということがどん

な効果があったかというか、それは実感としてや

はり数字をつくるための事業を必然的に本質的に

捉えなければ数字がつくれないということで、そ

ういった部分で前例踏襲ということではなくて、

改めてしっかりと本質的なところ見直して、目標

をしっかり達成に向けて数値を設定するといった

ようなことが非常に効果があるのだろうなという

ふうに思いますし、議員おっしゃるとおりＰＤＣ

Ａというのはどんどん重要な段階を踏んでいくわ

けで、プラン、ドゥー、チェック、アクションと。

アクションで終わりではなくて、アクションの後

の次のまたＰに戻るわけで、またそのＰは最終的

にアクション起こした部分をしっかりつないだプ

ランにつなげていくというところが非常に重要だ

というふうに考えておりますので、毎年の評価調

書をしっかりと検証しながらＰＤＣＡを回してい

かなければならないというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今の進め方、あるい

はＫＰＩの設定の仕方ということで改めて今答弁

をいただきました。

それで、今部長のほうからお話あったようにＫ

ＰＩというのは数値を設定するという形で、当然

その数値に向かって進めていくと。最初のつくり

の部分というのは、ある面では非常に重要になっ

てくるのかなというふうに思います。ただ、今回

も評価調書、全部細かく見たわけではないのです

けれども、たまたま事業を計画したときにほかの

ものとうまくタイミングが合って、このＫＰＩの

数値が非常に上回ったというものもあるし、その

ときの事情によって数値が思ったように伸びてい

ないと。非常にＫＰＩというのは一方では数値で

すごく管理はできるのですけれども、そのほかの

要因、先ほど事業評価のそれぞれの４段階の中で

庁舎内でのワーキンググループ、非常に一方では

厳しい見方をされているというふうなお話も答弁

でありました。そういう中で、実際にＫＰＩの数

値とそれぞれの評価項目、内容についてもう一度

それぞれの部門で検討はされていると思うのです

けれども、扱い方についてもう少し答弁をいただ

きたいなというふうに思うのですけれども。

といいますのは、数値で、Ａ評価とすごく数値

が上がって、今後の対応という、ずっと段階を追

っていっても、では次何目標にいくのかなという

のが見えてこない評価の項目というのも、事業の

項目というのは結構あるのです、見ていると。こ

れを当初の目的を推進するべきだと。ですから、

数値すごく上がっているから、それは次の目標な

くてもいいとは思うのだ。でも、そうではなくて、

やっぱりその中に次のアクションも改めて入れて

いく必要があるのかなというふうに思っています

ので、その辺の実際の対応というか、取り組みに

ついて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） ＫＰＩの設定に

ついてですけれども、ここの熟度といいますか、

数値目標設定して、指標を設定して、そこ管理し

ていくという作業が実はここ数年の間という、行

政評価については平成２２年からＫＰＩ的なもの

を設定はしているのですけれども、総合計画も含

めて、総合戦略も含めてＫＰＩを設定して全庁的

にしっかりとこの文化を根づかせていくというこ

とが日が浅いというか、そんなに経験的にはまだ

少ない部分でありまして、議員おっしゃるとおり

達成して、では次どうするのだといった部分でい

うと、アウトプットとアウトカムがありますけれ
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ども、特にアウトカムです。最終的にどこを目指

すのだというところの達成目標というのがやはり

それぞれのＫＰＩの設定の中でも非常に重要な数

値目標になってくると思いますので、そこについ

ての熟度というか、勉強は今後も職員一同浸透さ

せていかなければならないかなというふうに考え

ておりますので、しっかりとそこら辺はローリン

グ作業と行政評価と含めて我々もＫＰＩについて

は浸透させ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、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの今答弁を

いただいた内容の中でまたそれぞれの部門で事業、

当初の目的を達成するため、あるいはそれを上回

る事業を進めていくためにまたそれぞれの取り組

みの強化をお願いをしたいというふうに思います。

それで次に、２点目、Ｃ評価事業における今後

の対応ということで、先ほど答弁の中ではそれぞ

れ行政評価、ローリング作業の中でそれがＣ評価

から変わってきていますというふうな答弁をいた

だいたかというふうに思います。今回Ｃ評価に上

がった３項目、それちょっとＡ評価に上がったと

いう形での答弁はいただいたのですけれども、ど

ういう経過でそういうふうになったのかというの

を改めてお聞きをしたいなというふうに思います。

３点指摘をさせていただいたのですけれども、１

つは交流活動の推進、１つは生活に困っている人

への包括的支援の充実、１つは文化芸術振興事業。

交流活動については、お試し移住定住の関係、こ

れは夏場の利用があるのですけれども、冬場の利

用が少ないというふうな指摘だったというふうに

思っております。それから、生活に困っている人

への包括的支援というのは取り組みそのものは非

常にいいのですけれども、特に外部評価で施設入

所されている方は国、道からの補助もあるので、

その辺との整合性というのも必要ではないですか

というふうな部分、それから文化芸術振興事業で

はバイオリン体験教室、これ少年少女オーケスト

ラ、効果としては非常に高いと。ただ、団による

開設で、市が教室を開催するのではなくて、やっ

ぱり自走化をしていく体制づくり、こういうのも

一方では必要でないだろうかというふうな御指摘

だったと思うのですけれども、先ほど答弁をいた

だいたこれがＡにつながったという形の中での議

論経過について改めてお伺い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） ちょっと個別の

評価、どうつながったのだという御質問いただき

ましたけれども、Ａにつながったというふうに答

弁していまして、全てではなくて、実は３事業の

うち２事業がＡにつながって、１事業が新たな課

題を見つけて、またＣにしたというのが実際のと

ころでございます。これから令和元年度の調書に

ついてはしっかり精査した上でまた議員の皆様方

にも提供させていただきますけれども、現状令和

元年度につながった状況といたしましては、先ほ

ど議員がお話しいただいたとおり、低所得者の分

については去年施設の関係とか指摘いただいた部

分を制度的にしっかり見直しながら今年度につな

げているということで、今回も外部評価等でもそ

の部分をしっかり見ていただいて、Ａ評価をつけ

ていただいているというところでございます。

それから、移住定住の部分につきましては、昨

年度はほかの自治体の成功事例等参考にしながら

ということで評価、Ｃということで、一定程度見

直してみたらどうだいというお話をいただきまし

た。ことしはいろいろ、勉強はさせていただいた

のですけれども、やはりどこの自治体もなかなか

季節的な平準化という部分が課題に挙がっていま

して、そこの部分は新たな課題ですということで

我々も認識しておりまして、担当課のほうからそ

ういったような課題を挙げながらみずからももう

一度見直ししたいということでＣ評価ということ

で、新たなまた課題でのＣ評価というつながりを
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してきております。

それからあとは……ちょっとよろしいですか。

済みません。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４６分

再開 午前１１時４６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ３点目については、

文化芸術事業の関係ということです。この内容的

には公民館の市民講座のということで、年間１０

講座程度やっているのですけれども、この中でバ

イオリン教室の講座を開いたと。それが最終的に

は名寄のオーケストラ、名寄市民オーケストラが

設立とうまく連動して、オーケストラの指導のも

とにそのバイオリン教室ですとか、そういうこと

が展開されるようになったということで、逆に言

うと行政が持つのではなくて、自走するというこ

とで、逆に言ったら理想的な形なのかなというふ

うに考えております。ただ、Ｃ評価としていただ

いたのは、やはり今後も団の取り組みを側面から

応援していくということをずっと続けていただき

たいというようなことで、Ｃ評価としての規模、

内容を見直して継続するということでなってござ

いますので、行政と民とのうまくつながりができ

て、オーケストラとして自走する一つの足がかり

になったのかなということで、こちらとしては大

変いい事業の展開ができたのだろうというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれＣ評価個々

の事業について答弁をいただきました。せっかく

当初決められた事業で、今答弁にもありましたよ

うに改めてそれぞれの内容検証されて、Ｃ評価で

また次の展開を目指すなり、あるいは求められて

いることに対して新たな施策を進めるということ

でまたぜひお願いをしたいというふうに思います。

それで、今回全体的な総合評価というふうなこ

とで質問させていただいております。総合計画の

前期事業、重点プロジェクト、それぞれ設定をさ

れております。経済元気化プロジェクトでは３９

の事業、安心子育てプロジェクトでは３９、冬季

スポーツ拠点化プロジェクトでは１４の事業、い

わゆる３事業で９２の重点プロジェクト、事業本

数になっております。その中で基本目標４では５

事業、基本目標５では３事業がそれぞれ部をまた

いだ形の取り組みになっております。総合政策部

がことし４月からスタートして、いろんな総合計

画あるいは総合戦略、これに代表される施策や短

期的に全庁が協力を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と

いうふうなことで６月のときに御答弁をいただい

ております。発足して６カ月を経過をしたわけで

すけれども、今の総合計画を含めて実際にどのよ

うな対応されているのか改めてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 複数にまたがる

事業ということで御質問いただきました。複数の

重点プロジェクトにまたがる事業で、個別の話で

いいますとそれぞれのハード事業については財源

の確保を踏まえながら年次の事業計画に沿って取

り組んでいるところでありまして、今後も毎年の

ローリング作業、予算協議を踏まえて計画的に取

り組んでいくというところになるのかなというふ

うに思います。観光、それから冬季スポーツ拠点

化、子育てなど複数の視点から取り組むべき事業

については、総合計画に包含されております名寄

市まち・ひと・しごと創生総合戦略、こちらにお

いて各種施策を構成する事業に位置づけをさせて

いただきまして、地方創生の推進交付金、こちら

を充当しながら進めてきているというところでご

ざいます。この交付金、充当事業として冬季スポ

ーツ拠点化推進プロジェクト、それから名寄市立
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大学を活用した地域のケア力向上プロジェクト、

この２事業を実施をさせていただきまして、予定

していた事業内容はおおむね達成をさせていただ

いておりまして、事業の評価についてはさきの第

２回定例会の議員協議会でも報告をさせていただ

いたところでございます。また、事業の計画的な

遂行に当たっては、財源の確保も非常に重要であ

るということから、各事業の実施に当たっては常

に有利な財源を検討する必要があると考えており

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） この件についてまだ

改めて議論させていただきたいというふう……時

間が少なくなって。今後はやっぱり総合政策部の

果たす役割というのは非常に重要なのかなという

ふうに思っておりますので、その点についてまた

違う機会に質疑をさせていただきたいというふう

に思います。

今回の３０年度の評価というようなことで総括

的な形でお聞きをしました。改めて加藤市長にお

伺いをしたいというふうに思います。総合計画、

基本理念、人づくり、暮らしづくり、元気づくり

というふうなことで３０年度の行政評価を中心に

質疑をさせていただきました。加藤市長としても

総合計画、前期の結果を踏まえて既に総合計画の

中期計画が進められておりますけれども、これの

推進に向けての考え方について改めてお伺いをし

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） 総合計画の推進あるいは

行政評価についてさまざまな御提言をいただきま

して、ありがとうございます。今回ＫＰＩを用い

るということで、できるだけ市民の皆様にわかり

やすくやっぱり評価をいただくということと我々

も内部でそれは部局をまたいで庁内でも評価、検

討はしやすいような仕組みにしようということで

この評価を取り入れたということでございます。

これからも市民の皆さんとともにつくり上げてき

たこの総合計画を着実に推進をしていくというこ

とが肝要だというふうに思いますので、先ほどＫ

ＰＩの話もまだまだアウトプット、アウトカムの

設定そのものが成熟していない部分も実はあるの

かなというふうに思っていて、そこをさらに本質

を踏まえた中での目標設定をさらにブラッシュア

ップをしていくことだとか、さらには評価をして

いく中でさらに計画をブラッシュアップしていく

と。そのことを市民の皆さんと対話をしながら前

に進めていくという、この庁内あるいは推進委員

会初め市民の皆様との協働の作業の中においてこ

の総合計画を着実に推進をしていくということが

名寄市の総合的な持続可能な発展につながってい

くというふうに考えておりまして、ぜひ御理解い

ただきたいし、またあらゆる場面において議会の

あるいは議員の皆様にもさまざまなチェックある

いは提言をいただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今市長からお話もい

ただきました。今回は、総括的な形での質問とい

うふうな形でさせていただきました。今後の総合

計画中期計画がもう既にスタートしております。

その後の進捗につきましてもよりよい結果につな

がるように二元代表制の一翼を担う一人として、

今市長からもお話ありましたように、あらゆる機

会を通じて検証、提案をさせていただきたいとい

うふうに思います。

時間がなくなりましたので、何点か絞って再質

問させていただきます。下水道の運営について、

それぞれ中期計画、それから水道事業の計画、お

おむね計画どおりに進捗をしているというふうな

お話をいただきました。それから、やはり設備の

老朽化というふうなことの話の内容であったかと

いうふうに思います。

それで、１点ちょっとお聞きをしたいのですけ

れども、今回の下水道事業経営戦略、この中で平
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成３２年度、いわゆる令和２年度を目標に公営企

業会計を導入をするというふうに記されておりま

す。計画どおりに導入をされていくのか、あるい

は導入することによって汚水処理費あるいは処理

料の考え方、これについての現状での考え方につ

いて改めてお伺いをしたいというふうに思います。

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） 今定例会の初日

におきまして条例改正案を可決していただいてお

りますけれども、下水道事業と個別排水事業、今

時点２特別会計で運営しておりますが、令和２年

度からは１企業会計事業として移行することにな

っております。今時点での経営戦略につきまして

は、２の特別会計事業としての経営、財政のバラ

ンスをとっておりますので、企業会計化以降はも

う一度これを見直す作業が出てくる予定でござい

ます。見直した結果、今度水道事業と同じような

企業体系になりますので、貸借対照表ですとか財

務諸表ができることから、適切な経営ができるも

のと考えております。汚水処理費、使用料の関係

については受益者負担というものが原則となって

おりますので、使用料は使用者が負担するべきも

のと考えております。使用料の中身は企業会計以

降の検証にもよるのですけれども、今後とも安定

して使用し続ける下水道であるための適正な使用

料について検証していきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 当初の計画どおり推

進をされるということで、今までの２会計の特別

会計から１事業に変わっていくというふうなこと

と、当然貸借対照表、損益計算書が１カ所で見ら

れるというふうなことで、経営内容がより明確に

理解ができるようになるのかなというふうに思い

ます。それに加えて、下水道の料金、汚水処理費、

それから使用料、これについても今お話がありま

した。基本的には上水道と同じ使用者が負担する

受益者負担というふうなことで、できるだけ上が

らないほうが望ましいのですけれども、そうはい

いながら一方では老朽化設備の更新というふうな

いろんな課題等も抱えながらなので、その辺につ

いてはやはり適宜市民に対してあるいは住民に対

しての的確な情報発信の中で理解を得ながら進め

ていっていただきたいというふうなことでお願い

を申し上げておきたいというふうに思います。

それから、最後に閉校施設の活用ということで、

時間がなくなったので、一方的にちょっと要望と

いうようなことでお話をさせていただきます。豊

西小学校のドッグランのことで、今利用されてい

る形のもの、それからドッグランを設備するに当

たってのイニシャルコスト、ランニングコスト、

それぞれ河合部長のほうからお話をいただきまし

た。豊西小学校のスケートリンクの利用、２８年

度 ９５３人、２９年度 ０７９人、平成３０年

度は５５日間で ００４人と大体 ０００人前後

利用されております。名寄市で３月初め現在の犬

の登録数 １９２頭登録をされております。先ほ

どさざなみ公園のドッグランのお話も聞きました。

実際自分も見に行っています。小型犬、大型犬、

それぞれ１５メーター角ぐらいの設備になってお

ります。ほとんど実際お聞きをしてみると使用さ

れておりません。そんな中で、今言われたことも

含めて非常にこのドッグランの要望が強いので、

今後愛好者を含めて募って、新たな視点で再度協

議をさせていただきたいというふうに思っており

ますので、この要望を含めて私の質問を終わらせ

ていただきます。

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。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

障がい者福祉の推進について外１件を、遠藤隆

男議員。
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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、障がい者福祉の推進につい

て４点、最初に小項目の１、就労支援について。

障害者総合支援法の改正により障がいのある方が

みずからどの地域で自立した生活を営むことがで

きるよう生活と就労に対する支援の一層の充実な

どが図られ、新たなサービスが広がりつつありま

す。名寄市においても、障がい者雇用の促進のた

め名寄市障害者自立支援協議会や就労支援部会が

中心となり、各関係機関と連携を図り取り組まれ

ていることと思いますが、名寄市の障がい者の現

状、一般就労及び福祉就労の現状を含め、名寄市

の就労の支援体制についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２、地域生活支援について。障

がいがあっても住みなれた地域で生活したいとい

う希望者もふえてきており、住みなれた地域で安

心して暮らせる切れ目のないさまざまな支援が求

められています。障がい者ができる限り住みなれ

た地域で充実した生活を送るため支援が必要な一

人一人のニーズに応えるための相談支援の充実及

び地域生活を支えるサービスの整備に向け、現在

どのような取り組みをされているのかお伺いをい

たします。

次に、小項目の３、生活環境等整備について。

地域で安心して暮らせる環境づくりのために市内

の福祉施設と連携をして生活環境等の整備をされ

ていることと思いますが、現在どのような取り組

みをされているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の４、障がい者、障がいへの理解

及び障がい者の重度化、高齢化について。名寄市

は、障がい及び障がい者への理解度は高いほうで

あると認識をしておりますが、さらに理解を深め

るため、また障がい者の重度化、高齢化や親亡き

後を見据えた名寄市の取り組みについてお伺いを

いたします。

次に、大項目の２、農福連携の推進について２

点お伺いいたします。農業分野と福祉分野が連携

した農福連携の取り組みは、障がい者の心身のリ

ハビリ効果もあり、就労訓練や雇用の場となるだ

けでなく、農業者の高齢化や労働不足といった問

題を抱える農業分野にとっても働き手の確保や地

域農業の維持、さらには地域の活性化にもつなが

ることから、より一層の推進が求められておりま

すが、名寄市における農福連携の現状と課題につ

いてお伺いをいたします。

次に、小項目の２、農福連携の考え方について。

農福連携は障がい者等の農業分野での活躍を通じ

て自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取り

組みであることから、国としても農業分野、福祉

分野双方の課題解決とメリットがあるウイン・ウ

インの取り組みであると考えられ、農福連携を推

進しておりますが、名寄市としての農福連携の考

え方についてお伺いをいたします。

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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま遠藤議

員からは大項目で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。

初めに、大項目１、障がい者福祉の推進につい

て、小項目１の就労支援についてお答えいたしま

す。平成３１年４月に北海道労働局が発表した民

間企業における障がい者の雇用率につきましては、

ハローワーク名寄管内においては実雇用率が ５

２％となっており、障害者雇用促進法で義務づけ

られている法定雇用率 ２％を上回っている状況

にあります。全国平均が ０５％、全道平均が

２％ということで、ハローワーク名寄管内につい

ては障がい者の雇用率が比較的高い状況となって

いるところであります。また、障がい者の就労支

援といたしましては、市内障がい者事業所や障が

い者団体からの代表者、ハローワークや名寄市立

大学など関係機関で構成をする名寄市障害者自立
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支援協議会の就労・生活支援部会を年６回開催し、

充実した支援に向けての話し合いを継続的に行っ

てきております。就労・生活支援部会では、例年

開催している仕事講座をことしも１０月に開催を

予定しており、一般企業へ就職を希望する障がい

者の方々を対象に既に就職している先輩方を講師

に迎え、実際に働いている現場の映像や仕事にま

つわる経験談を聞くことで就職への意欲や業務へ

の関心を高めることにつながっているものと考え

ております。これまで参加した皆さんからは就職

した後の様子がわかってよかったなどの御意見を

いただいており、好評を得ているところでありま

す。このようなさまざまな取り組みの結果、障が

い者の一般就労の状況につきましては昨年度一般

企業への就職を希望されていた障がい者１７人全

員が名寄市内の企業へ就職をされております。こ

のことは、市内の障がい事業所や関係機関の努力

により一般企業への就職希望がかなうような状況

が出てきているところであります。今後も障がい

者の方々の希望がかなうよう関係機関と協力、連

携を図りながら障がい者の就労支援の充実に努め

てまいります。

次に、小項目２の地域生活支援についてと小項

目３の生活環境等整備については関連があります

ので、一括してお答えいたします。障がいがあっ

ても住みなれた地域で安心して暮らすためには切

れ目のない支援が重要であると認識しております。

その中でも障がい者の相談支援の充実と地域生活

を支える福祉サービスの整備は最も重要であると

考えているところであります。障がい者の相談支

援につきましては、平成２８年度から障がい者の

総合相談窓口であります基幹相談支援センター事

業ぽっけを名寄庁舎に設置し、障がいに関するさ

まざまな相談に対応してきております。また、本

年４月からは総合福祉センター内に開設している

こども発達支援センターで行っていた相談支援部

門を基幹支援センター事業と統合し、子供から大

人まで切れ目のない相談体制を構築しております。

現在の相談体制は、専門職５人で障がいに関する

各種の相談に対応している状況です。昨年度の基

幹相談支援センター事業の相談件数につきまして

は、障がい者１３５人、障がい児９２人から相談

を受け、延べ ４６８件にわたり必要に応じた支

援を行いました。相談内容で一番多いのは福祉サ

ービスの利用に関する支援で、その次は保育、教

育に関する支援でした。このほか民間の福祉施設

が運営している相談窓口も名寄市内に３カ所あり、

合計４カ所の相談窓口を開設し、障がいに関する

さまざまな相談に対する支援を行っているところ

であります。

また、名寄市障害者自立支援協議会には相談支

援・権利擁護部会があり、さきに述べました就労

・生活支援部会と同様定期的に会議を開催し、障

がい者の相談支援が充実していくよう継続的に話

し合いの場を設けております。今年度は、教育と

福祉の連携について論議を進めながら、障がいの

あるお子さんが地域で安心して暮らし、大人にな

るまで切れ目のない支援を受けることができる体

制づくりを考えているところであります。

次に、福祉サービスの整備についてですが、現

在名寄市内には障がい者の福祉施設が７法人あり、

積極的に就労のトレーニングが行われる状況にあ

ります。福祉サービスの就労継続支援につきまし

ては、一般企業での就労が困難な方に働く場を提

供するとともに、知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行っており、就労継続支援Ａ型の事業

所が１カ所、就労継続支援Ｂ型が５カ所あります。

昨年度の実利用人数は９８人となっております。

また、就労移行支援につきましては、一般企業へ

の就労を希望する方に一定期間就労に必要な知識

や能力向上のために必要な訓練を行っており、２

カ所の施設があります。昨年度の実利用人数は２

０人となっております。これらの事業で行われて

いる作業はお弁当づくり、パンづくり、畑作業な

どさまざまであります。また、福祉施設の詳細を

名寄市ホームページに働く場マップとして公開し、
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情報発信にも努めているところであります。

次に、障がい者の生活の場でありますグループ

ホームにつきましては、民間の福祉施設の御尽力

によりここ４年間でグループホームが４棟ふえて、

現在市内には２０棟のグループホームが整備され、

１１０人が生活をしております。障がいのある方

が安心して働くためには生活の安定も必要になり

ますので、グループホームの整備には働く上でも

生活を送る上でも非常に重要な取り組みでありま

す。当市では、グループホームの設置促進を目的

に名寄市障害者グループホーム整備事業補助金と

して施設建設費の一部を助成する制度を設けてい

るところであります。今後におきましても、この

住みなれた地域で安心して自立した生活を送るこ

とができる環境をより一層整えていくために関係

する皆様と連携をしながら取り組んでまいります。

最後に、小項目４、障がい者、障がいへの理解

及び障がい者の重度化、高齢化についてお答えい

たします。障がい者への理解につきましては、理

解促進研修啓発事業としてさまざまな取り組みを

行っております。４月２日の世界自閉症啓発デー

にはＪＲ名寄駅前の駅前広告塔をブルーに照らす

ライトアップや駅前交流プラザよろーな内でパネ

ル展を行い、自閉症や発達障がいへの理解啓発活

動を実施いたしました。１２月の障がい者週間に

は障がい者の美術展でありますアール・ブリュッ

ト展を名寄市民文化センターで開催し、独創的な

美術作品をたくさん市民の方々に鑑賞していただ

いております。このほか、市民を対象とした障が

いの理解啓発のための研修会や障がい者の地域生

活をテーマにしたシンポジウムを開催しておりま

す。

次に、障がい者の重度化、高齢化につきまして

は、平成３０年度より近隣５市町村が連携して地

域生活支援拠点の取り組みをスタートさせており

ます。地域生活支援拠点とは、障がい者の高齢化、

重度化や親亡き後も見据え、障がいのある子供や

障がいのある人が住みなれた地域で安心して暮ら

していけるようさまざまな支援を切れ目なく提供

できる仕組みを構築することを目的に広域的な取

り組みを進めているところであります。現在の取

り組み状況としては、近隣５市町村の行政担当者、

福祉施設職員、名寄市立大学教員、福祉関係者な

どが集まる全体会議を定期的に開催し、地域全体

の課題などについて協議を行っております。この

ほか近隣５市町村内にあるグループホームの空き

部屋の情報を共有することでグループホームの利

用を希望する方に対し最新の情報を提供できるよ

う取り組んでおります。また、障がい者の親亡き

後や権利を守ることを考えますと、地域に成年後

見センターがあるということが重要なことであり

ます。当市では平成３０年１月から名寄市社会福

祉協議会に業務委託して、総合福祉センター内に

名寄市成年後見センターを設置いたしました。今

後においても必要なときに成年後見制度をすぐに

利用できるよう事業の推進にも努めてまいります。

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） 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、農福連携の推進について、小項目の１、現

状と課題について、小項目の２、農福連携の考え

方については関連がございますので、あわせて申

し上げます。

農福連携につきましては、農業分野におきまし

ては高齢化などによる労働力不足が課題となる一

方で、福祉分野におきましても農業を通じて得ら

れる心身のリハビリテーション効果や共同作業に

よる社会参加への促進効果などが評価されており、

農業分野と福祉分野が相互に連携し、障がい者な

どが農業生産活動に携わる農福連携が推進されて

ございます。本市における取り組み状況といたし

ましては、福祉事業所が障がい者などによる農作

物の栽培、加工、販売を行っている事例や農業者

が障がい者を従業員として雇用する事例、福祉事

業所と農業者が連携し、農作業を受託して請け負

う例などがあり、市内におきましても既に４つの
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福祉事業所などで取り組みが行われているほか、

養護学校の実習としても取り組まれてございます。

本市としましては、障がい者雇用に対する理解を

広げるため農業者を対象とした研修会を開催して

おりますが、全体的にはまだ関心が低い状況にあ

ります。また、福祉事業所といたしましては通年

を通しての作業でないこと、作業に携わることが

できる障がい者が不足していること、作業に同行、

指導する職員が確保できないこと、作業内容が多

岐にわたり指導が難しいなどが課題として挙げら

れてございます。

また、本市としての考え方といたしましては、

さきに申し上げたように、農業分野におきまして

は労働力不足の解消、福祉分野におきましては社

会参画を促す取り組みとして期待をされていると

ころであります。現在農作業の従事を受け入れて

いる農家戸数といたしましては９戸となっており

まして、労働力不足への対応といたしましてはそ

の一部を補完する取り組みと捉えておりますが、

障がい者の方が働ける環境づくりを進めることで

誰もが農業に従事しやすい環境づくりにつながる

ことも期待がされるところであります。福祉分野

におきましては、個々の特性において農作業が合

う方がいることから、課題の整理に努めながら就

業場所の一つとして引き続き連携していくことが

必要と考えており、議員が言われるウイン・ウイ

ンの関係にあるべきと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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

再質問させていただきたいと思います。

まず、障がい者福祉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に

おける就労体制、基幹相談支援センター事業を中

心として市内の特定相談支援事業所との連携によ

る相談支援、またグループホーム及び日中活動系

サービス等の地域生活を支えるサービスの整備等

含む地域生活支援、市内福祉施設と連携した生活

環境整備等、障がい者の高齢化、重度化、親亡き

後を見据えた取り組み等については、おおむね理

解をさせていただきました。

現在取り組まれている取り組みについては、市

民の皆様にさらに御理解を深めていただけるよう、

また名寄市みんなを結ぶ手話条例や成年後見制度

等の周知が余り進んでいないことに対しても情報

発信等含め引き続き関係機関と連携をしながら取

り組んでいただきたいというふうに思います。

障がい者の雇用においては、障害者雇用促進法

に基づき国、道においても職業訓練、雇用主に対

する助成や職場定着に対する取り組み等が行われ

ていますが、現実は雇用主側としても雇用したい

けれどもノウハウがない、ニーズに合う人材と出

会えない、どの部署でどんな仕事をさせていいの

かわからないといった不安等もあり、雇用主側、

働きたいと思う障がい者側双方においてまだまだ

さまざまな課題があり、スムーズに進んでいない

のが現状なのかなというふうにも感じております。

名寄市においては、民間の団体、ＮＰＯ法人なよ

ろ職親会が名寄大学と連携をして、厚生労働省認

定のジョブコーチ養成研修を実施する等、大変力

を入れていると思います。また、名寄市には市独

自のジョブコーチ支援制度があり、さまざまな取

り組みをされていると思いますが、市独自のジョ

ブコーチ支援制度及び取り組みの内容についてお

伺いをいたします。

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） ただいま再質問

で名寄ジョブコーチについての御質問であります

けれども、ちょっとこの場をかりてそのジョブコ

ーチも含めて御説明をさせてもらいたいと思いま

すので、御了解をお願いしたいと思います。

ジョブコーチにつきましては、皆さんも御承知

だというふうに思いますけれども、言葉のとおり

仕事のコーチ役ということで障がい者の就労支援

の専門知識を学んだ職員が障がい者が会社に就職
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した際に障がい者本人と会社の双方を支援するも

ので、障がい者が長く安定して働くために有効な

取り組みであります。先ほど議員からありました

とおり、会社がどのように対応していいかとか、

障がい者もいきなり会社に行ってやっぱり人間関

係を含めて大変な状況の中では、このジョブコー

チ制度というのは大変重要なことだというふうに

考えております。議員からありましたように、Ｎ

ＰＯ法人なよろ職親会におきましては９年前から

厚生労働省の認可を受けまして、ジョブコーチの

養成研修を主催しており、これまで３００人が受

講しております。名寄市内におきましても十数人

が受講して、活躍をしているところであります。

これにつきましては、旭川にあります北海道障害

者職業センター旭川支所に相談して、必要な手続

をして、ジョブコーチを派遣いただくということ

になっているところであります。ただ、課題とい

たしましては、障がい者が会社に就職した際、最

初毎日とかジョブコーチが同行するのが望ましい

状況にありますけれども、このジョブコーチ制度

をやりますと旭川の派遣となりますので、やっぱ

りなかなか難しい状況があるということでありま

す。また、ジョブコーチを利用するためには手続

を含めて２週間程度かかるということで、急遽就

職決まったり、また養護高等学校の生徒や実習の

場合にはこの制度は使えないという、そういった

状況があります。そういった面において、それを

補うために名寄ジョブコーチ制度を発足させまし

て、就労・生活支援部会が中心となってそこの不

足している部分を補うということで活動している

ところであります。これにつきましては、基幹相

談支援センター事業ぽっけが相談窓口となって、

先ほど言いました国のジョブコーチ制度で対応で

きない部分について障がい者の就職先への必要に

応じた同行であったり、養護学校の生徒や実習の

同行についても実施をしているところであります。

昨年度におきましては、精神障がいや発達障が

いの方６名に対しまして約２０回のジョブコーチ

を派遣しているところであります。内容につきま

しては、職場を訪問して、本人の仕事の状況を確

認したり、会社の従業員と意見交換をしながら本

人の状況、こういった対応したらいい、そういっ

た意見交換をしながら、このジョブコーチの支援

を行うことで本人が緊張感がなくすんなり会社で

スムーズに仕事ができる、そういった取り組みで

あったり、何よりも本人が長くその職場で働く、

そういった環境づくりについても支援をして、効

果が出ているというふうに考えているところであ

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。障がい者も会社で働く時代であります。働く

幸せを感じられる優しい団結力のある組織、障が

い者にとって働きやすい環境づくりはパートで働

く方々を含めより働きやすい環境づくりにつなが

っていくと思いますので、またジョブコーチ支援

については障がい者本人だけではなく、事業者や

家族も対象になっているということもありまして、

ジョブコーチ制度がますます活用されるよう、ま

た事業所内においても上司や同僚によるナチュラ

ルサポートにスムーズに移行されるような取り組

みになるよう引き続きよろしくお願いしたいと思

います。

次に、障がい者への理解について再度質問をさ

せていただきます。障がいや障がい者を理解する

には障がいの種類を理解し、障がい者個々の障が

いの特性を理解することが必要であり、親、兄弟

や家族でさえ理解困難な状況に出会うことがあり、

そう簡単には理解できるものではないというふう

には思っております。一例を挙げますと、意思疎

通が困難である自閉症の障がいを持つ障がい者に

は個々にさまざまなこだわりといったものがあり

ます。日常において急遽行動予定が変わったり、

いつも通っている経路が変わったり、本人が一人

でできるいつもどおりしている行動の一部を手伝
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われたり、体をさわられるのを嫌い、コミュニケ

ーションのつもりで肩をさわられたり、おはよう

ございます、さようならといった挨拶を同じ言葉

で返してもらえなかったことから行動が停止した

り、しつこくなったり、またいきなり怒り出した

り、パニックになったりといったことが起きてし

まいます。日中の生活において家族と常に過ごし

ているならば、そのような行動を避けることがで

きるとは思いますが、現実としてそういうことに

はいかないと思います。大半の方は、福祉施設等

において支援を受け、福祉就労等の場において日

中の生活をしていると思います。障がい者を支援

する職員の方々が障がい者個々の特性を知り、理

解できなければ戸惑うことも多く、満足のいく支

援もできず、職務に対するやりがいも見えないの

ではないかというふうにも考えます。

そこで、障がい者を支援する職員等に対して各

種障がいの特性を含め理解をさらに深めてもらう

ため名寄市として何か取り組まれていること等が

あればお聞かせください。

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） 今の議員からあ

りましたように、やっぱり障がい者個々によって

その障がいの程度だったり、状況は違うという面

では障がいというものを理解することは大変重要

というふうに思っております。そういった面では、

市においても継続して市民、地域も含めていろん

な啓発活動やったり、講習会も今後も実施したい

というふうにも考えていますけれども、今職員の

研修ということで質問がありました。言いました

ように、障がいといってもさまざまな種類、程度

がありまして、全ての障がいを学ぶことについて

はかなり時間がかかりますし、障がいの支援に携

わる職員については専門的な知識をもとにした高

度な支援が求められてきているところであります。

障がい者の支援に携わる人がより専門的な知識を

身につけることができるよう研修会の開催、就労

・生活支援部会、相談支援・権利擁護部会での研

修などを実施しておりますけれども、ことしにお

きましては８月に職員向けの研修会を実施して、

福祉業務に従事している職員を対象に知識の向上

や対人援助、スキル向上及び職員間のネットワー

クの構築に向けて講話だったり、あとは小グルー

プでのグループワークを実施しております。先ほ

ど言いました就労・生活支援部会、相談支援・権

利擁護部会においても年６回開催している中では

常に事例検討も行いながら、やっぱり社会状況の

変化であったり、子供といいますか、障がい者の

状態、いろんなケースがありますので、そういっ

たものを事例を検討しながら、意見交換をしなが

らよりよい対応といいますか、サービスといいま

すか、そういったものをいかに提供できるかとい

うのは常に研さん、検証しながら実施をしていき

ますので、今後においてもそういったことを通じ

まして職員のスキルアップに努めながら、障がい

者の方々が自分に合った生活ができる、対応でき

る、そういったような取り組みをさらに進めてま

いりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

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。名寄市としては障がいや障がい者への理解を

深めるために研修会を初めさまざまな取り組みが

されており、安心しているところではありますが、

障がい者個々の特性を把握し、さらに理解を深め

てもらうためにも障がい者の御家族とも連携をし

た取り組みというふうになるようによろしくお願

いをしたいと思います。

先般７月２７、２８日に「楽しく働き、楽しく

暮らし、自分らしく生きよう」をテーマに第６４

回北海道手をつなぐ育成会全道大会名寄大会が行

われました。北海道手をつなぐ育成会、名寄心と

手をつなぐ育成会等の主催で各関係機関を初め多

くの後援によりさまざまなテーマについての討議、

イベント、アトラクション等が行われ、大変意義

の深い大会になったのではないかと私も思ってお
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ります。私も障がいを持つ子の親として、また名

寄心と手をつなぐ育成会の一会員として改めて親

として何をすべきなのか、今何をしなければなら

ないのかを考えるいい機会になったというふうに

思っております。障がい者も社会を支える一員で

あり、楽しく働き、楽しく暮らし、自分らしく生

きていける、また支援をする職員等の皆さんがや

りがいを持って働ける名寄市、さらには福祉関係

者だけでなく市民の皆様に障がいの特性に応じた

コミュニケーション手段を身近に感じてもらい、

障がい者との円滑なコミュニケーションが図るこ

とができるような名寄市になればと願うところで

もあります。そのためにもより多くの市民の皆様

に理解していただけるよう情報発信等含めた取り

組みを引き続きしていただきたいというふうに思

います。

次に、農福連携について再度質問をさせていた

だきます。先ほどの御答弁により名寄市における

農福連携の現状と課題、考え方については理解を

させていただきました。農福連携には農業分野、

福祉分野においてさまざまな問題が多々あると思

います。また、農福連携は農業関係者と福祉関係

者がお互いに理解を深め、行政としても既存の協

議会の活用や協議会の新規設立等、官民一体の連

携がなければ前へ進まない取り組みであると考え

ますが、名寄市としては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） 農福連携の推進に当

たって農業サイド、そして福祉サイドがしっかり

と相互理解をしながら進めていく必要があるので

はないかというところの御質問だったかというふ

うに思います。農林水産省が、２０１８年ですか

ら、昨年の１１月にアンケート調査をとっており

まして、農福連携を実践する農家１２６人、そし

て福祉事業者７７７件の回答を得てまとめた結果

がありまして、この中には、先ほど申し上げまし

たけれども、効果が言われています。１つは農家

サイドにすると年間売上額がふえた農家が８割ほ

どに上がっていたという効果が言われていたり、

あるいは福祉事業者のほうでは障がい者が農作業

することで体力がついた、あるいは表情が明るく

なったなどの効果が実感できるという報告をいた

だいているところであります。ただし、一方で課

題として浮き上がっているのが農家と福祉事業所

とのマッチングをどう進めるかというのが課題と

いうことで報告をされているということでありま

す。名寄市におきましても、先ほど報告をさせて

いただきました。現状農福連携進んでいる分あり

ますけれども、これらの取り組みについては各種

福祉事業所と農家さんがそれぞれ個別に連絡をと

り、連携をして取り組んでいるというのが実情で

あります。さらにこの農福連携進めるに当たって

は、やはり今後の取り組みの課題ですとか、それ

ぞれの意向ですとか、あるいは課題解消に向けて

実態を知り、相互理解を深めることがまず必要だ

ろうというふうに考えているところでありまして、

議員が言われるように農業分野、さらには福祉分

野の関係者が集まって協議する場も必要だという

ふうに認識をしているところであります。幸いに

市内に目を向けますと福祉事業者が参加する会議、

名寄市障害者自立支援協議会というのが既に設置

をされておりますので、こういった場を活用しな

がら農福連携の推進に向けて相互に情報を提供し

合い、知り合い、そして課題解消に向けて検討を

進める、そんな機会としてまいりたいと思います

ので、今後また調査研究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） 前向きな御答弁で、大

変ありがとうございます。ぜひそのようにお願い

したいと思います。

農福連携の取り組みは、高齢者社会と言われる

時代、元気な高齢者の活躍の場、また高齢者の健

康、生きがいづくりの場との考え方もあります。

私は、障がい者と高齢者のコラボもありではない
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かなというふうにも考えております。名寄市には、

農業振興センターというすばらしい施設がありま

す。農業、福祉関係者が取り組む農福連携だけで

はなく、農業振興センターを活用した農福連携が

できないだろうかというふうにも考えます。そこ

で、農業振興センターを活用した名寄市独自の農

福連携の可能性を含めお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま農業振興セ

ンターを活用した農福連携のモデル的な取り組み

を含めていかがですかという貴重な御提言をいた

だいたというふうに受けとめさせていただきたい

と思います。議員御存じのように、農業振興セン

ター、さまざまな作物もありますので、さまざま

な体験ができるという部分がある一方で、どうし

ても面積的な制限なんかもあるということについ

ては御存じいただいているかというふうに思いま

す。そういった意味では、どうしても限定的な取

り組みとならざるを得ないのかなという一面があ

るというふうに思っておりますけれども、農福連

携におきましては障がい者の方が実際の農作業体

験を通じて農作業従事の適性を見きわめることが

あるというふうに思いますし、またある意味では

作業内容の指導方法を検討しながら進めること、

そういったことも振興センターを活用すると可能

になるかなというふうに思っているところであり

ます。さらには、農業者にとっても実際に障がい

のある方が作業している姿を見て、こういう方た

ちであれば私たちもぜひ受け入れてみたいなとい

う、そういうきっかけにもなるのではないかなと

いうふうに思っているところでありますので、ど

のような活用ができるかについてさらに研究をさ

せていただきたいなというふうに思っています。

これは、農業サイドだけということでなくて、福

祉サイドも含めて研究をさせていただきたいとい

うことであります。

なお、申し上げておきたいと思いますけれども、

振興センターでも既に高齢者事業団の方について

は作業に御協力をいただいて、実際に農作業の従

事に当たっているということもあります。いずれ

にいたしましても、今後さらに研究を進めてまい

りたいと思っておりますので、ぜひ御理解をいた

だければと思います。

〇議長（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。ぜひ御検討いただき、名寄市の農福連携がさ

らに推進されますようよろしくお願いいたします。

まだ時間がありますが、最後に障がい者に優し

いまちづくりは高齢者、子供にとっても優しいま

ちづくりにつながると私は考えております。名寄

市において推進されている各計画、各事業がさら

にいいものとなり、名寄市の皆様がこれからも住

み続けたい名寄であると思える名寄市になること

を願い、質問を終わりたいと思います。

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。

防災について外２件を、清水一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 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、防災についてであります。ここで小

項目３点についてお伺いします。小項目１、雪害

等における市の対応について４点お伺いします。

１点目、融雪による鉄塔倒壊、停電時の市の対

応についてでありますが、停電のことについて、

今台風１５号の影響で千葉県では６万戸の１週間

以上の停電が続き、不自由な生活を余儀なくされ

ている被災住民の皆様に心からお見舞い申し上げ

ますとともに、早く復旧されますことを御祈念申

し上げます。

改めて、１点目、融雪による鉄塔倒壊の停電時

の市の対応についてお伺いします。昨年９月６日

未明、胆振東部地震による北海道全域の停電、ブ

ラックアウト、市民は約２日間電気のない不自由

な生活を送りましたが、幸いに９月上旬で、まだ

暖かい時期でありました。これが冬に停電があっ
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た場合を考えますと、一抹の不安を感じ、冬の停

電に備え、石油ストーブ、カセットコンロ、使い

切りのカイロ、湯たんぽなど冬の災害に備え用意

しておくべきと改めて考えさせられました。実際

過去に平成２４年１１月２７日、発達した低気圧

の影響で猛吹雪により鉄塔が倒壊、室蘭市など約

５万 ０００戸が一時停電し、暖房が使えない住

民のため登別市など周辺自治体で２６カ所の避難

所を開設しました。ここで以下３点について見解

をお伺いします。

その１つ、停電時、ガソリンスタンドはポンプ

アップ機能が不能となり、給油できない状態にな

ります。市としての緊急時の燃料等の確保につい

てお答えください。

その２、酪農家への搾乳等の非常用電源確保の

支援について御答弁願います。

その３、独居老人など災害弱者支援について。

独居老人など災害弱者の状況把握はどのように行

うのか。また、臨時避難所を開設するのか。開設

すればその運営はどのようにやるのか答弁願いま

す。

小項目１の２点目、吹雪、吹きだまり交通どめ

時の市の対応についてお伺いします。平成２４年

３月２日午後、暴風雪となり、中標津町や湧別町

で車が相次いで立ち往生するなどし、３日の朝ま

でに８人の方が亡くなりました。原因は、車内で

の一酸化炭素中毒死と車外に出ての凍死でありま

した。このような気象時、市は迅速、確実な災害

応急対策及び減災対策を図るため非常配備の体制

をとり、暴風雪による外出の抑制の周知、まずは

庁内関係部課、また名寄消防署、関係機関、団体、

マスコミ等、町内会長、保育所、各学校、幼稚園、

共同生活援助等の施設などに伝達しますが、緊急

時警察及び車が立ち往生している運転手から直接

救出の要請があった場合、市の対応について、ま

たその関連について４点お伺いします。

１点目、救出における関係機関との連携で、そ

の１、現場までの除雪、その２、その救出要領に

ついてお答え願います。

２点目、避難者の臨時避難所の開設についてお

伺いします。その関連について２点、その１、冬

季災害における市の備蓄状況についてお伺いしま

す。その２、市の冬季防災訓練を計画、実施する

か。

以上、４点答弁をお願いします。

小項目２、本年度の名寄市の防災訓練の成果に

ついてお伺いします。１つ、よかった点、２つ、

改善を要する点、３つ、成果を踏まえて今後の市

防災訓練の取り組みについて答弁を願います。

小項目３、避難行動要支援者の対応について前

回質問しましたが、その同意書の取得状況の進捗

状況についてお答えください。

大項目２、冬の観光についてであります。市は、

地域資源を活用したスポーツと交流イノベーショ

ンプロジェクトで合宿やスキーツアーなどのイン

バウンド、訪日外国人でありますが、受け入れは

０００人、３年間で ９００人増を目指すと発

表がありました。そこで、お伺いします。スキー

ツアーなどのインバウンド、受け入れ施策につい

て答弁を願います。

大項目３、冬季スポーツ施設整備についてであ

ります。お伺いします。前回質問した健康の森の

クロスカントリーコース整備の進捗状況について

お答えください。

以上で壇上からの質問を終わります。理事者の

答弁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） ただいま清水議員か

らは大項目で３点にわたり御質問いただきました。

大項目１の小項目１及び２につきましては私から、

大項目１の小項目３については健康福祉部長から、

大項目２については産業振興室長から、大項目３

について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。

初めに、大項目１、防災について、小項目１、

雪害等における市の対応についての停電時におけ
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る燃料確保について申し上げます。市では、災害

時等において燃料を優先的かつ安定的な供給を行

えるよう平成２３年に上川北部石油業協同組合と

災害時等における燃料供給等に関する協定を結ん

でおりますので、災害時等には優先的に燃料を供

給していただくことになっております。また、石

油業協同組合でも停電時を想定して発電機を用い

たポンプアップ訓練などを平成２９年度に行って

おり、本年９月２４日にも訓練を実施すると伺っ

ておりますので、停電時でも速やかな対応が期待

されます。万が一市内の給油所で対応ができない

場合には災害時における北海道及び市町村相互の

応援に関する協定などによる広域での連携による

支援などが必要になると考えております。

酪農家への搾乳等の非常用電源確保の支援につ

いてですが、酪農家において作業効率を高めるた

め機械化が進んでおり、安定的な生乳生産を進め

る上で非常時の電源確保が重要となっております。

この非常電源の確保に必要な発電機の導入や配電

盤の改修については、国から支援事業が示されて

おり、導入を希望する酪農家では設置に向けての

準備を進めています。また、市内事業所における

発電機の保有状況を調査し、必要時には迅速に借

り上げが可能となるよう情報提供に取り組んでお

ります。引き続きＪＡと連携して、災害に備える

よう生産者への情報提供と指導に努めてまいりま

す。

独居老人など災害弱者の状況把握につきまして

は、身体障害者手帳や介護認定を受けている方な

どについてはそれぞれの部署において把握をして

おります。また、住民基本台帳上での独居世帯の

方などについても把握は可能となっています。臨

時避難所の開設ですが、災害の状況によっては指

定された避難所以外の施設を開設することも考え

られますが、基本的には指定された避難所を開設

することとなります。また、避難所の開設につい

ては電源が復旧している地域や一定期間滞在でき

る施設の設備状況などそれぞれの状況に応じて選

定していくこととなりますので、御理解をお願い

します。避難所等を開設した場合の運営につきま

しては、基本的には水害や地震などと同様に市職

員を派遣することとなります。

次に、吹きだまりでの交通どめ時の対応につい

ての１点目の関係機関との連携についてですが、

上川管内の広域的なエリアでの豪雪時の連絡体制

を含めた組織については旭川開発建設部が事務局

となり、国、北海道、各自治体、警察、消防、気

象台、自衛隊やＪＲ、バス、ハイヤー等の各交通

機関等で組織されている上川地方道路防災連絡協

議会において災害発生時の被害拡大を防止するた

め関係機関が相互に連携を図り、道路における地

域防災パートナーシップを構築することとして、

年１回の会議を開催しております。市の独自の取

り組みとして、防災に特化した会議ではありませ

んが、市の除排雪対策会議としても国、道、市の

各道路管理者と消防、警察署と名寄市役所内の関

係部署と冬期間の除排雪の状況やふぶいたときの

状況の確認について協議を行っております。立ち

往生している運転手からの救出要請についてです

が、警察や消防に救助要請が入ることになると思

いますが、市に要請があった場合については警察、

消防、道路管理者などの関係機関と連携して対応

したいと考えています。

２点目の臨時避難所の開設については、交通障

害などで避難所が必要な場合には、必要に応じて

避難場所を開設することとなりますが、場所につ

いては交通障害となった道路の場所や気候などに

より検討することとなります。

３点目の冬季災害における市の備蓄状況につい

てですが、おおむね冬季に活用する備蓄品につき

ましては移動用の発電機、ガソリン式の中型が５

台、小型が２台、ＬＰガス式が１台、電源を要し

ない石油ストーブ４９台、避難所用マット７枚、

アルミ保温シート３枚、毛布７００枚、給水容器

７００個など冬期間の災害等に備えて備蓄してお

ります。
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４点目の冬季防災訓練についてですが、平成２

６年度に冬季訓練を実施して以降は行っていない

状況となっております。防災訓練については、毎

年度訓練内容を検討して、計画、実施しており、

近年では平成２７年の関東東北豪雨による鬼怒川

の決壊や平成２８年に国が発表した想定最大規模

の降雨による浸水想定などを受け、名寄市におい

ても最もリスクが高いと想定される水害に対する

訓練を３カ年続けて実施してきております。次年

度以降の訓練につきましては、今後内容について

協議してまいりますので、冬季訓練も含めて検討

させていただきたいと思います。

次に、小項目２、本年度の名寄市防災訓練の成

果等について申し上げます。第２回定例会におい

て訓練概要をお伝えしておりますが、本年度の防

災訓練につきましては４つの町内会に御協力いた

だき、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の向上と防災意識

の高揚を目的に実施しております。この訓練につ

きましては、ＦＩＧ―ａなよろ課題を見つける避

難訓練として平成２９年度から継続して実施して

きており、複数年継続して市民の避難能力や防災

意識の向上を図ってきました。今年度の訓練です

が、各町内会からの発見課題の発表で自助、共助

に関する建設的な意見が多く、特に各町内会とも

に早期の自主防災組織の設立に向けた発言をされ

ておりました。さらに、本年度から導入された５

段階の警戒レベルに関する説明についても９割を

超える方が理解されたとのアンケート結果をいた

だいております。また、防災セミナーにつきまし

ては、多くの市民の皆さんに参加をいただき、浸

水深についての理解を深めていただいたものと考

えております。本年の訓練においては、参加され

た町内会の皆さんの意識の高揚とあわせて警戒レ

ベルについての認識も深められたことは大きな成

果と考えています。さらに、陸上自衛隊名寄駐屯

地の訓練展示や名寄警察署、旭川地方気象台、名

寄河川事務所などの協力をいただく中から関係機

関との連携も深まったものと考えております。こ

の訓練につきましては、防災まちづくり大賞を受

賞したものであり、本年はハザードマップを活用

した事例の北海道代表として国土交通省本省のロ

ビーに訓練概要のパネルが展示され、全国的にも

注目を集めたものと考えております。一方で、訓

練とセミナーについては、水害に特化し、同じよ

うな内容としていたため、継続して参加いただい

た方には少し物足りないものとなったかとも考え

ております。

次年次以降の防災訓練については、今後検討し

ていくことにはなりますが、これまでの訓練につ

きましては３年間継続して取り組んだことで浸水

深の深い地域の町内会もおおむね訓練に参加いた

だけたので、新たな視点での訓練も視野に入れて

検討を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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の避難行動要支援者の同意書の対

応についてお答えいたします。

第２回定例会において議員より避難行動要支援

者についての御質問をいただき、名簿については

平成２５年度に避難行動要支援者からの申請をい

ただき、その中であわせて同意をいただいている

ところでしたが、それ以降名簿の更新が進んでい

ない状況であるとお答えをさせていただいており

ます。前回の御質問以降、避難行動要支援者名簿

の整備に向け、該当となる対象者情報を保有して

いる関係部署、保健所などの関係機関と調整を重

ねてきたところであります。御承知のとおり、各

部署、各機関でそれぞれ保有する個人情報の取り

扱いについては十分な配慮が必要であり、慎重に

しなければなりません。新たな名簿の作成に向け

ては、年内をめどに対象者へ同意書の依頼に関す

る案内ができるよう防災担当部局と連携をしなが
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ら現在進めているところでありますので、御理解

をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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） 私から大項目２、

冬の観光について、小項目１、スキーツアーなど

のインバウンド受け入れ施策について申し上げま

す。

本市の観光振興につきましては、名寄市総合計

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名寄市観光振興計画に基づき

各種事業を実施してまいりました。インバウンド

につきましては、来年の東京オリンピックに向け

て国は ０００万人、北海道は５００万人を目標

としており、本市におきましても名寄市観光振興

計画の計画目標値として平成２９年度に新たに外

国人観光客の宿泊延べ数を加えたところでござい

ます。

インバウンドに対する取り組みの結果、本市に

おける外国人宿泊延べ数は、平成２８年度４１７

泊、平成２９年度 ０９４泊、平成３０年度 ９

８５泊と着実に増加しています。主な取り組みと

いたしましては、平成２８年度に観光庁から認定

された日本のてっぺん。きた北海道ルート。にお

きまして冬のスキー、スノーボード、ゲレンデ以

外でのアクティビティーとしてスノーシューや雪

遊び体験など本市の自然環境などを生かした体験

型観光の商品化を進めてまいりました。本年にお

いては、旭川市、士別市と連携し、スキー場や冬

の体験メニューのＰＲなどの取り組みをさらに進

めることとしております。本市のスキー場におけ

るインバウンドにつきましては、スキー場利用全

全体の中で、少数ではありますが、平成２８年度

１１４人、平成２９年度１８１人、平成３０年度

２０３人と本市の雪質を求め訪れる訪日外国人は

増加傾向にありますことから、本年度北海道が主

宰するバックカントリースキー事故防止等に関す

る検討会に本市も参画し、情報収集をしていると

ころでございます。今後利用者のニーズを把握し、

先進地の取り組み事例なども研究しながらインバ

ウンドの受け入れ環境の整備、誘客に努めてまい

ります。

また、スキー場以外のインバウンド誘客の取り

組みといたしましては、旅行会社と提携し、地元

農家の協力によりまして冬季の農作物の収穫体験

や餅つきなどを昨シーズンの冬は３回実施いたし

まして、２カ国１７人が本市を訪れております。

こちらの体験メニューにつきましては、来訪時期

に合わせた農業収穫体験を提案することによりま

して、通年でのインバウンドが期待できるところ

です。昨年１１月に旭川空港国際線ターミナルが

完成したことに加えまして、来年度から道内７空

港の一括民営化が順次実施されることなど今後道

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、これを好機と捉え、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。

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３、冬季スポーツ施設整備について、小項目１、

健康の森クロスカントリーコースの整備進捗状況

についてお答えいたします。

冬季スポーツ施設整備は、本市の冬季スポーツ

の振興、ジュニア育成にとまらず、地域経済や交

流人口拡大に係る重要な事業であると考えており

ます。また、冬季スポーツ拠点化事業においても

ソフト、ハード両面で環境整備を図りながら事業

を推進し、各競技団体の御協力をいただいて、毎

年多くの大会、合宿誘致等の事業を実施している

ところです。さきの名寄市議会第２回定例会でも

御質問をいただいていた健康の森クロスカントリ

ーコースの整備ですが、本年３月に開催されたジ
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ュニアオリンピックスキー大会のクロスカントリ

ー競技において転倒によりけが人が発生したこと

から、より安全な競技環境を求められていました。

コース内の立ち木伐採等について関係団体と協議

を進めていたところ、名寄建設業協会様から支障

木伐採等のコース整備に御協力をいただけると申

し出を受けたところであります。詳細については、

今後協議を進めてまいりますが、今回のような市

民の協力によりコース整備が実現したことは大変

ありがたいことであり、深く感謝を申し上げると

ともに、今後もよりよいスポーツ環境を提供でき

るよう努めてまいります。

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） 丁寧な答弁ありがとう

ございます。ここで再質問させていただきます。

停電対応についてでありますが、停電時、病院

ですね、患者さんの生命維持等に自家発電が稼働

しますが、病院の自家発電の能力で何時間稼働し、

何の油を使って、給油は何リットル、そこまで把

握されているかお伺いします。答弁願います。

２つ目、同じく。市民に対しての臨時給油所の

開設要請と市民周知についてもお伺いします。答

弁をよろしくお願いします。

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） 市立総

合病院の発電の状況ということでございますので。

現在病院のほうで設置しております発電機につき

ましては、本館用の発電機が５００キロワット２

台でございます。それから、手術室、ＩＣＵ等用

の発電機が２５０キロワット１台、精神科病棟等

の新館の発電機が２７０キロワットが１台という

ことでございます。５００キロワット、本館のほ

うは２台でありますけれども、１台を動かすとい

う想定でございますので、３台を運転いたしまし

たら１日 ６００リットルＡ重油を使うという想

定でございます。当院の地下タンクにつきまして

は、７０キロリットルございます。通常時は５０

キロリットル以上を常に確保しておくという体制

を講じておりますので、３台常時運転した状態で

１週間以上持続可能ということでございます。ま

た、この発電機で発電をした場合におきまして、

本館もほぼ通常どおりの機能は維持できるかとい

うふうに思いますが、一部電気容量を食う大型の

医療機器等についてはとめるケースがございます

けれども、ほぼ通常どおりの運用が可能というこ

とになってございます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市民に対しての臨時

給油所の開設要請、市民周知ということで御質問

いただいたかなというふうに思いますが、市民に

向けた給油所の開設につきましては、上川北部石

油業協同組合との協定で市においては優先して燃

料供給いただくということになってございます。

あわせて消防、警察などの緊急車両などについて

も優先されることとなってございます。市民への

給油に関しましては、組合や各給油所において燃

料の残量などにより判断をされるものと考えてお

りますので、市から開設を要請をするということ

は現状では想定をしてございません。また、各御

家庭においてはストーブや発電機とあわせて燃料

についても備蓄をいただきたいというふうに考え

ているところでございます。

市民への周知につきましては、停電時の市民周

知ということかと思いますが、停電時には広報車

を活用する、あるいはエフエムなよろなどと連携

を図りながら情報伝達手段を用いて周知をしてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。

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） 自家発電、市立病院、

わかりました。ありがとうございました。

では、民間病院はそこまでは把握していないと

いうことでよろしいでしょうか。民間の病院。

わかりました。
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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。民間の

病院の状況についてまでは、今の段階では把握は

していない状況です。

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） やっぱり緊急のこと、

非常時でありますから、平時においてそれぐらい

の把握はしておいてもよろしいと私は思っており

ます。

また再質問させていただきます。昨年の停電時

の市の機能についてお知らせください。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 昨年の停電時におけ

る庁舎の機能というのは、窓口とかというような

ことですよね。名寄庁舎においては、庁舎に自家

発電機が整備をされておりますので、サーバー関

係ですとか１階の窓口の対応につきましては、シ

ステム電力確保をしておりました。また、防災用

の非常用発電機も整備をしておりまして、３階総

務部のフロアだけでございますけれども、電源が

確保されている状況となっておりました。風連庁

舎及び智恵文支所におきましても発電機を常設を

してございますので、非常時につきましては電源

の確保が可能となっております。

また、非常用発電機を稼働させて、２階の窓口

対応も３階から必要な電源を確保することにより

まして通常どおり対応ができておりました。さら

に、この議会の中でも御質問があったかと思いま

すけれども、夕方になれば庁舎内も照度が落ちる

ということで、来庁者が通る通路などについては

投光器などの照明を設置をいたしまして、対応を

図ったところでございます。さらに、夜間にも１

階ロビーを開放いたしまして、携帯電話の充電な

どの対応も行ってまいりました。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしくお願いいたし

ます。

酪農の停電時の搾乳について再質問させていた

だきます。昨年の停電時の対応についてＪＡさん

にお聞きしますと、牛乳の出荷先である旭川の業

者も停電で受け入れができないということで、搾

った牛乳は廃棄し、牛を乳房炎から守るためとり

あえず搾乳だけとし、例えば１台の発電機を数戸

の酪農家さんで使い回して、牛の個体を守るため

に搾乳だけをしたとお聞きしました。また、旭川

の業者も停電時に備え、自家発電を設置するとお

聞きしております。となりますと、酪農家さんの

牛乳を受け入れていただけるということになりま

すと非常時、発電機、バルククーラーも稼働させ

なければなりません。であるからにして、酪農家

さん、ＪＡさん、市と密接に連携して、早い対応

が必要かと思います。早く大型発電機を借りると

か、そういうことが対応が必要と思いますが、い

かがでしょうか。お答え願います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 昨年のブラックアウ

トを受けて、市内でも酪農家が大きな金額的にも

合わせて７００万円ぐらいだったと思いますけれ

ども、それぐらいの被害額があったということで

あります。これを受けて、今清水議員が言われた

ように集荷業者のほうでも発電機等を備えて、そ

ういった災害時にも受け入れ態勢ができるように

ということで準備を整えているという知らせ等に

ついて聞いているところであります。実は、昨年

のブラックアウトを受けまして、国のほうで発電

機の整備の事業が創設をされました。これ補正対

応でありました。あわせて、北海道のほうでは配

電盤の設置について支援策を講じたということで

あります。市内においては、ＪＡさんが窓口とな

りながら、各酪農家に何回となくお伺いしながら

取りまとめをしてきたということであります。私

どももこういった事態が起きたすぐですから、こ

ういった事業を活用して酪農家の皆さん、緊急時
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に備えての発電機の設置、あるいは配電盤の整備

が進むものと実は思っていたのです。しかしなが

ら、ここでやはり経営というか、事業ですので、

１つ大きな課題があったのは、確かに設置に対す

る補助事業はできたのですけれども、設置後に電

気を毎月点検するのに有資格者が点検をしなけれ

ばいけないと。これについては、酪農家さんみず

からなかなか資格を持っている方おられないので、

点検ができないという課題がありました。一方で、

これ委託したらどうなるかということですけれど

も、一月当たり２万円前後の金がかかるというこ

とでありまして、年間にすると２０万円から３０

万円かかるということです。先ほど被害額申し上

げました。少なくない７００万円という金額であ

りますけれども、個別の酪農家にとると大きいと

ころは確かに１００万円を超えるような被害もあ

りますけれども、多くは年間の委託料と比べたと

きにどちらが被害が大きいというか、経費がかさ

むかという、そういう恐らく判断がされたのだと

思います。今国の事業については、今３１年度も

継続をされておりまして、今２戸の農家、これや

はり規模の大きな酪農家ですけれども、そこにつ

いては手を挙げて整備をしようということで進め

ておりますが、その他のどちらかというと中規模

から小規模の酪農家についてはそういった経営判

断もあって、今手を挙げていないという部分であ

りますので、ここについては仮に市がそういう施

策を設けたとしてもその後のランニングコストを

考えたときについては事業の効果からいくと大き

な期待ができないところかなと思いますので、こ

こ大きな酪農家については国の事業を活用いただ

きながらぜひ整備をしていただき、リスクに備え

ていただきたいと思います。

なお、市のほうには農業振興資金という融資制

度でありますけれども、こういった制度もありま

すので、ここは相談があればそういった施策を活

用しながらの対応もありますので、そこも含めて

今後検討させていただければと思います。御理解

いただければと思います。

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。

非常時に、最後に私が言いましたように、酪農

家さん、ＪＡさん、市が一体となって状況を把握

して、早く発電機を把握して非常時に備えると。

その連携をお答えいただいておりませんので、改

めてお答えお願いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 非常時の対応という

ことであります。我々も防災でいくと農業班とい

うことで被害状況に合わせて対応するという立場

にあるというふうに思っていますので、ここはＪ

Ａさんと協力をしながら対応していきたいと思っ

ています。既にブラックアウト後に発電機のリー

ス会社等については一定程度押さえさせていただ

いて、農協、さらには酪農家とも情報を共有して

いますので、できるだけ速やかな対応を関係機関

と連携しながら取り組んで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） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしくお願いいたし

ます。

それでは、吹きだまり等で立ち往生をした運転

手の直接救出要請があった場合の対応について先

ほど総務部長より御回答いただきましたが、自衛

隊への災害派遣要請はどのようにお考えですか。

答弁願います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 立ち往生している運

転手の方から、先ほど言いましたように、市のほ

うに連絡というのは少ないのかなとは思いながら

も、警察ですとかあるいは消防に連絡が入るとい

うこともあるのかなというふうに思います。そう

いった場合にはお互いに情報共有しながら今後の

対応について連携を図るということになろうかと

思いますが、最終的に議員おっしゃられたように

どうしても自衛隊のほうに要請が必要だというこ
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とになれば、これは北海道のほうに要請をすると

いうことになろうかと思いますけれども、そうい

った対応も検討が考えられるかなというふうに思

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。タケノ

コ遭難のときのように、自衛隊派遣要請について

いつも市とは名寄自衛隊と密に情報を共有してお

ります。それの要領で、もし何かあったときには

よろしくお願いいたします。

続きまして、市の備蓄状況について答弁いただ

きましたけれども、その備蓄計画はあるのか、計

画的に備蓄していく計画はあるのか答弁願います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど一部備蓄品の

関係報告をさせていただきましたけれども、特に

冬に限ってということではなくて、今地域防災計

画を持っていまして、特に食料の関係につきまし

ては本年度から令和５年度までに一定の食料につ

いて備蓄をしようということで、 ０００人分の

食料、３食３日分を、全部で１万 ０００食にな

りますか、この備蓄を今予定をしているというこ

とでございます。このほか必要な備品、備蓄品な

どについては適宜整備をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 備蓄品でありますけれ

ども、夏季も、特に冬季は床が冷たい。床。だか

ら、断熱マットもちょっと計画的に備蓄してほし

いと思います。いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど申し上げまし

たけれども、地域防災計画の中にはまだそういっ

た冬季の部分ですとか、そこまで計画を実はうた

っていないということありますので、内部で少し

協議をしながら今後考えていきたいというふうに

考えています。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 市の防災訓練について

再質問させていただきます。

前回質問いたしましたけれども、休日等での市

の防災訓練についての御検討はいかがでしたか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） きっとこの件は前回

質問いただいてということかなというふうに思い

ますけれども、訓練の開催日につきましては御協

力いただきます気象台ですとか名寄の河川事務所、

講義をいただいたり、講師として来ていただくと

いうことで、そういった関係機関の協力をいただ

きながら開催をしているという状況にございます。

さらに、参加をいただく各町内会の皆さんですと

か、それぞれ日程調整が当然必要かなというふう

に考えているところでありまして、休日での開催

につきましては今言いました関係機関との調整が

整えば実施は可能かなというふうには考えている

ところですけれども、訓練の内容によっては参加

町内会ですとか人数などの設定も変わってくるか

なというふうに考えております。あくまでも訓練

の目的ですとか目標の達成に向けた効果的な訓練

が行えるよう今後検討してまいりたいというふう

に考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 検討を前向きによろし

くお願いいたします。

避難行動要支援者名簿作成についてであります。

この避難行動要支援者名簿、法律、義務化になっ

たのはいつであって、その法律に基づいて名寄市

防災会議においてこの名簿作成について名寄市地

域防災計画に掲載することを承諾され、それでそ

の年はいつなのか、最初のときの担当部署はどこ

なのか改めて質問させていただきます。答弁をよ

ろしくお願いいたします。

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） いつからという

正確な、平成２５年だったかなと記憶ではちょっ
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とありますけれども、今回の防災計画の中では必

要な対処等々の記載があります。健康福祉におい

てはそういった名簿を提供する部署として記載を

されているかというふうに認識をしております。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） ３回までオーケーです

ね。

〇議長（東 千春議員） いいです。

〇９番（清水一夫議員） もう一度聞きます。

この名簿作成が努力義務から義務化になって、

法律になったのはいつですか。その法律に基づい

て名寄市防災会議においてこの名簿作成をしろと

地域防災計画に載った、その年はいつですかと教

えてください。答弁、もう一度求めます。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時２８分

再開 午後 ２時３４分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほどのいつ地域防

災計画に登載をしたのかということなのですけれ

ども、平成２５年６月２１日にこの法律の公布の

日ということになっております。したがいまして、

名寄市におきましては年度末、翌年の３月に会議

を持って、この内容について確認をしたというこ

とになろうかというふうに思いますので、２６年

度からは掲載されたというふうに認識をしており

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） ２６だから、２７、２

８、２９、３０、令和元年、５年ですね。年内に

めどをと言いましたけれども、外部先の提供をよ

ろしくお願いいたします。

改めて次行きまして、冬の観光について再質問さ

せていただきます。前回質問で述べましたけれど

も、ことしの１月、２月、ピヤシリスキー場駐車

場で確かに私は外国人を見かけました。彼らはパ

ウダースノー、新雪を求め、バックカントリーだ

ったと思いますが、ここでお伺いします。ピヤシ

リスキー場及びその周辺でニセコルールを適用し

た運営管理を行う考えがあるか答弁をお願いいた

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） ニセコで実施さ

れておりますローカルルールによりますバックカ

ントリーのピヤシリスキー場周辺での可能性につ

いての再質問をいただきました。訪日外国人の中

でも特に欧米のスキーヤーは雪質のよい地域を求

め、日本、中でも北海道を訪れてきているところ

でございます。パウダースノーを楽しめるバック

カントリーの人気が高まっている中で、スキー場

コース外を滑走するためにさまざまな問題が発生

し、その対応が急がれているところでございます。

スキー場コース外に出て発生した遭難事故は増加

傾向にありまして、北海道内では平成３０年度で

３８件の遭難が発生しております。本市におきま

しても訪日外国人を含めたコース外活動が見受け

られまして、この間多言語での注意喚起看板の設

置もしてきておりますが、当スキー場においては

パトロールを配置し、コース内の安全管理、負傷

者への対応などを行っておりますけれども、ゲレ

ンデ内での活動を基本としておりまして、コース

外での負傷があった際にも救護いたしますけれど

も、安全管理に加えて本来業務であるゲレンデで

の安全確保が手薄になるということが課題になっ

てございます。

ニセコルールなどに代表されるローカルルール

を設けまして安全、安心にコース外滑走を楽しん

でいただくためには雪崩の危険性等を検証できる

人材、ガイド、救助に係る警察、山岳救助隊など

の関係機関との緊密な連携が必要となりますため、

先ほども御答弁させていただきましたけれども、

本年度から北海道が主宰するバックカントリース

キー事故防止等に関する検討会に本市も参画いた
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しまして、情報収集をしているところでございま

す。今年度から地方創生推進交付金を活用して、

バックカントリーコース設定の可能性及びそれら

に必要な安全管理調査などを行うこととしている

ところでございます。

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） 改めましてインバウン

ドについて再質問させていただきます。

今ニセコ周辺ではアジア系の資本が入り、アジ

ア系のスキーツアー、観光客が入ってきている状

況であります。従前いました欧米のスキー、スノ

ーボーダーは道北に流れ、富良野周辺を拠点に富

良野、サホロ、カムイ、キトウシなどに来ている

とお伺いしております。私がカムイリンクスの方

にお話をお聞きしますと、昨年 ５００人ほどの

外国人スキーヤーが来ていたとのことであります。

その対応について、もちろんコース外は滑っては

いけませんよと看板、それからロープ等、また２

５コースのうち８コースを未圧雪し、パウダース

ノー、新雪を楽しんでいただくようコースを開放

しているとお聞きしました。これをピヤシリスキ

ー場に当て考えますと、ピヤシリスキー場は９コ

ースと少なく、またコースが重複している。時期

的には学校のスキー授業、またスキースポーツ少

年団の練習など未圧雪のコースの確保について大

変難しい状況ではありますが、よく関係者と調整

して、未圧雪のコースを開放するなど、また私は

こう思うのです。ピヤシリ観光道の活用でありま

す。町中から１５分、本当に短時間で、またこれ

は他のスキー場にない強みであります。また、魅

力でもあります。関係者及び特にスキーツアーガ

イドの方々と意見交換して、このピヤシリ観光道

の開発について、これもインバウンドの受け入れ

の一つの施策と思いますが、いかがでしょうか。

お答え願えませんか。

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） ただいまピヤシ

リ観光道についての活用ということで御質問いた

だきました。その前段で道北に欧米の方が流れて

きているというところでございましたが、その点

につきましては最初の答弁でもお答えしましたと

おり、今広域観光周遊ルートの関係では旭川市で

すとか士別市さんと連携しながらカムイスキーリ

ンクスのお客様をピヤシリスキー場に流していた

だくような、そんな連携もこれから進めていくと

ころでございます。そんな中で、未圧雪のことも

御質問ありましたけれども、２つ前のシーズンで

第４ロマンスリフトが停止したときにもその対策

として未圧雪のコースをつくったりですとか、少

ないコースでありますが、ピヤシリスキー場でも、

バックカントリーは公式にはできませんけれども、

未圧雪のスキーを楽しんでいただくという取り組

みはしているところでございます。そういったと

ころで、これからふえてくるであろうインバウン

ドの皆様にピヤシリスキー場の魅力を感じていた

だくために御質問のピヤシリ観光道路の活用につ

きましては今後研究させていただきたいと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 最後に、再質問になり

ます。

クロスカントリーのコース整備であります。あ

りがとうございます。よく頑張ってくれました、

本当に。税金を使わないで市民の協力を得る、な

かなかできるものではありません。よく頑張りま

した。私は、ここ念を押して言いたい。雪降る前

にコース整備やるわけですけれども、必ず名寄地

方スキー連盟と市の担当者ともちろんそこには業

者と三位一体ですばらしいコース整備をしていた

だきたい。そして、全道、全日本ジュニアオリン

ピックの選手に名寄のコースは日本一、こう言わ

れるように今後ともコース等不備な点について整

備するとお約束いただけますか。答弁願います。

以上で私の再質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。



－76－

令和元年９月１８日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

〇総合政策部長（石橋 毅君） 力強い御提言今

いただきましたけれども、そもそも冬季スポーツ

の拠点化という推進については、やはり名寄の財

産を生かしたという時点で私は既に名寄というの

はすばらしい環境があるのだというところがまず

大前提にあるのではないかなというふうに考えて

おります。その結果、今全国大会規模、特にジュ

ニアオリンピックスキーの大会なんかの誘致につ

ながっているものと考えているところですけれど

も、今お話しいただいたとおりの、お話しいただ

いた内容にお答えしますと、御存じのとおり健康

の森というのはクロスカントリーコースは例年ス

キー大会や合宿等で利用されております。あわせ

て地元のクロスカントリースキー少年団、また歩

くスキーの愛好家の活動拠点としても広く利用さ

れておりまして、年間で今 ０００人程度の方が

利用していただいているということでございます。

クロスカントリーコース初め名寄市内の各スポー

ツ施設、こちらの利用者数は３５万人程度という

ことになっておりまして、各施設の安全管理とい

うのは重要な事業であるというふうに考えており

ます。財源確保や市全体の公共施設の整備計画と

のバランスも重要な視点となるのではないかとい

うふうに考えているところであります。スキーに

限らず、実は大きな大会、地元開催ではそれぞれ

の種目の地元の協会等の主体的なかかわりがあっ

て初めて開催できるものというふうに私は考えて

おります。このことからもそれぞれ地元競技団体

と連絡を密にして、行政としてできる限りの努力

は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、今後とも御提言いただければと思

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） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４５分

再開 午後 ３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。

産業の振興について外１件を、倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 議長より指名をいただ

きました。通告順に従い、２点についてお考えを

お聞きしてまいります。

初めに、大項目１、産業の振興についてお伺い

をいたします。５月の第１回臨時市議会において

専決処分した事件の承認議案として提案されまし

た事務分掌条例の一部改正により経済部において

は本年度一部組織の見直しが行われ、新たに産業

振興室が設置されました。この見直しにより、市

内中小企業の振興はもとより、企業誘致の促進、

農産物を含めた製品のブランド化や販路拡大、体

験型観光の充実など地域経済の活性化への取り組

みに期待が持たれるところです。この組織の見直

しの背景には、事業者数の減少、また今定例会の

行政報告にもありましたが、景気の低迷、人材の

不足等さまざまな課題に対応していくための施策

の一つと推測しますが、消費増税が目前に迫って

いることもあり、総合計画に掲げる各種実施計画

の推進や各種計画の策定、また景気対策も含めス

ピード感を持ちながらも着実な対応を求めるとこ

ろです。

そこで、小項目１、創業支援及び事業承継状況

についてお伺いをいたします。近年の統計による

と、平成２４年から２８年までの５年間において

本市の全産業の事業者数は約７０減少しており、

とりわけ商業分野においての減少数が顕著となっ

ております。こうした情勢は、高齢化が進む中、

現実に日用品の調達や住宅設備の維持管理等に支

障を来しているとの声も聞かれ、市民生活にも少

なからず影響が出ていると感じております。本市

における直近の事業者数の状況、またそうした事

業者数減少への対策として取り組まれている創業

支援等事業計画の進捗及び事業承継事業の取り組

みの内容とそれぞれの成果についてお知らせをく

ださい。



－77－

令和元年９月１８日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

続きまして、小項目２、企業誘致等の取り組み

状況についてお伺いをいたします。若干先ほどの

質問とも関連しますけれども、本市における製造

業、食品加工業等においても減少が進み、地域の

特性ある製品の消失や雇用の面においても影響が

懸念されます。近年における企業誘致の取り組み、

また企業立地促進条例に基づく支援の状況と工場

等の立地に係る工業団地の周知についての取り組

みについてお知らせをください。

小項目３、実施計画等の状況についてお伺いを

いたします。名寄市総合計画第２次中期計画では、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことを目的

に生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画を

策定し、昨年６月に国の同意を得て、３年間の計

画でスタートしております。期間内に１０件程度

の認定を目標とするとした中で、１年が経過しま

した。現在の認定状況についてお知らせをくださ

い。また、総合計画中期計画の実施計画事業等に

新たに加わった商工業振興基本計画及び中小企業

創業支援センターの検討について、商工団体及び

中小企業審議会等における協議経過があればお知

らせをください。

次に、大項目２、高齢化社会等に対応した各支

援策についてお伺いをいたします。全国の地方都

市においても同様の状況にあるかと思いますけれ

ども、本市においても人口減少とあわせ高齢化が

全国平均をはるかに上回るペースで進んでおりま

す。平成３０年次の状況では、１世帯当たりの人

口が２人を割り込み、 ９人と核家族化も進んで

おり、同時に高齢者のみの世帯、高齢者単身世帯

も増加していると推測されるところです。こうし

た状況は、医療や介護はもとより、地域のコミュ

ニティーの維持も含め社会のさまざまな分野に影

響が出てきております。少子化や労働人口の減少

とあわせ高齢化率の推移など今後においてもそう

した社会情勢を的確に把握し、施策に反映してい

くことが重要であり、いつまでも安心して居宅で

の生活を送る上で住居や衛生面など生活支援のサ

ービスのシステム構築対策が急がれるところです。

そこで、小項目１、現状の把握と分析について

お伺いをいたします。名寄市総合計画第２次では、

全国的な傾向として理解しておりますけれども、

平成３２年をピークに高齢者は減少に転じていく

とあります。本市における高齢化率の現状と今後

の推移についてお知らせをください。また、今後

の推移に基づく高齢化率の抑制に係る課題につい

てもお知らせをください。

続きまして、小項目２、衛生面の支援について

お伺いをいたします。核家族化が進み、高齢者世

帯が増加していく中で居宅生活をされる方のごみ

出しや入浴に関することなど衛生面での支援が課

題として考えられます。とりわけごみ出しに関し

ては、収集方法により程度は変わりますけれども、

分別も含めごみ出しが困難な世帯が今後増加して

いくことが考えられます。現状の把握とその支援

に対する考え方についてお知らせをください。

小項目３、各支援の現状についてお伺いをいた

します。自家用車など独自の交通手段を持たない

高齢者世帯においては、通院や買い物の際の交通

の確保、あわせて専門店等の事業者減少により生

活用品の調達が困難になるなど地域によっては高

齢者の生活に資する地域資源の確保、整備が重要

になってくると考えられます。交通の確保、また

高齢者の生活に資する地域資源の確保に対する支

援の状況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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 倉澤議員からは、

大項目２点について御質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２はこども・高齢者支援

室長からそれぞれ答弁をさせていただきます。

初めに、大項目１、産業の振興について、小項

目１、創業支援及び事業承継事業について申し上

げます。近年大型店の進出、消費者ニーズの多様

化、後継者不足などにより中心市街地の商店数は

減少し、空洞化が進行しております。経済産業省
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と内閣官房が提供する地域経済分析システム、い

わゆるＲＥＳＡＳによりますと、本市の全産業の

事業所数は平成２４年度が ４７３事業所、平成

２８年度が ４０４事業所と４年間で６９事業所

が減少し、特に卸売業、小売業は平成２４年度が

３７８事業所、平成２８年度が３６１事業所と４

年間で１７事業所が減少し、市内経済活動の縮小

が懸念されます。既存の商業者の廃業増加が見込

まれる中で、本市では創業支援及び事業承継を名

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として位置づけ

ております。

創業支援につきましては、新たな雇用の創出や

地域資源の活性化を図るため、創業支援等事業計

画及び名寄市中小企業振興条例に基づき各種事業

を実施しております。創業支援等事業計画に基づ

く創業相談窓口設置事業の実績につきましては、

昨年度は７件の相談があり、今日までに５件が創

業し、創業した５件のうち２件が名寄市中小企業

振興条例に基づく支援制度を利用しています。事

業承継につきましては、名寄商工会議所に中小企

業振興条例に基づく商工振興事業補助金を交付し、

同会議所が中心となり事業を進めております。平

成２９年度から同会議所内に創業事業承継の対策

と推進のため事業承継支援室を設置し、実態把握

と支援活動を開始いたしました。主な取り組み内

容といたしましては、会員企業への事業承継診断

アンケートの実施、北海道よろず支援拠点と連動

した事業承継個別相談会及び事業承継セミナーの

実施となっております。

今年度は、これまでの取り組みに加え、北海道

中小企業総合支援センターの協力のもと個別企業

訪問を実施し、ＭアンドＡに向けた相談対応を行

っております。今後も商業等の活性化を図るため、

起業意欲のある者への経営相談、財政支援を行い、

新規創業へ誘導するとともに、後継者不足による

廃業を避けるための支援体制を構築し、市内事業

所数の維持及び第二創業による発展を推進してま

いります。

次に、小項目２、企業誘致等の取り組み状況に

ついて申し上げます。企業誘致につきましては、

市外から新しい企業を誘致することはもちろんの

こと、既存企業の移転、増設や大規模な設備投資

などの事業拡大も含むものと考えておりまして、

企業の立地は税収の増加、市内の雇用の拡大、地

域経済の活性化のほか、新たな産業集積により市

民の暮らしやすさ、住みよさの質の向上にもつな

がるものと考えております。本市における企業誘

致の取り組みといたしましては、平成２６年６月

に名寄市企業立地促進条例を一部改正し、助成の

対象となる施設の範囲を拡大するとともに、助成

の要件を変更いたしました。同条例に基づく近年

の支援状況ですが、平成２９年度に運輸業を主た

る業種とする中小企業１社に対し工場等設置費及

び建設用地取得費等を支援しております。今年度

は、日本最北のワイナリーを起業する中小企業を

同条例に基づく助成の対象と指定したところです。

また、平成３０年３月には本市の特性と強みを生

かした成長分野を農林水産分野、食料品製造関連

分野、観光関連分野と選定し、地域経済牽引事業

の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律に基づく基本計画を策定、さらに同年９月、

物づくり関連分野を追加し、国の同意を得たとこ

ろです。基本計画の策定により地域の中核企業を

成長させ、その波及効果により地域経済の好循環

を図るための環境を整備いたしました。その結果、

市内に立地する企業が地域経済牽引事業計画を策

定し、平成３０年１２月に北海道の承認を得て、

大型の設備投資を行ったところです。

企業誘致に係る工業団地等のＰＲにつきまして

は、北海道工業団地ガイドへの掲載にとどまって

おりますけれども、企業立地に係る相談があった

際には都度親身な対応をしております。今後とも

国の制度や地域特性を生かした支援策の充実に努
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めるとともに、本市の支援制度等を情報発信し、

地域資源を有効に活用できる産業への誘致活動を

展開してまいります。

次に、小項目３、実施計画等の状況について申

し上げます。生産性向上特別措置法は、平成３０

年度からの３年間を集中投資期間と位置づけ、中

小企業の生産性革命の実現のため臨時、異例の措

置として償却資産に係る固定資産税の特例率を３

年間ゼロ以上２分の１以下で市町村の条例で定め

ることとしています。本市においては、同法施行

後速やかに導入促進基本計画を策定し、平成３０

年６月に国の同意を得るとともに、償却資産の課

税標準額をゼロとする名寄市税条例の一部改正を

行いました。基本計画では、３年間の計画期間中

に１０件の先端設備等導入計画の認定を目標と定

めまして、平成３０年６月から令和元年８月まで

の認定件数は７件で、市内中小企業の生産性向上

に大きく寄与しております。今後も本市が道内で

設備投資が活発な自治体の一つとなり、道北地域

の中核都市としてさらに経済発展していくよう商

工団体及び認定支援機関と連携し、市内中小企業

への情報発信に努めてまいります。

次に、商工業振興基本計画策定及び中小企業創

業支援センター設置に向けた関係機関との協議経

過について申し上げます。市内事業所の大半を占

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支援を行っ

ております。さらに、中小企業を取り巻く経済的、

社会的環境の変化への対応や中小企業が果たす地

域での役割の重要性を踏まえ、今年度スタートし

た総合計画第２次中期基本計画において中小企業

の振興に関する基本的な考えなどを示す商工業振

興基本計画及び関連施策の窓口となる中小企業創

業支援センターの検討を掲げたところです。基本

計画及び支援センターの検討につきましては、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に意見交換の場を月１

回程度設けておりまして、基本計画策定に向けた

工程や支援センターのあり方などを協議しており

ます。今後も３者協議を中心に議論を重ね、基本

計画策定及び支援センター設置に向けた検討を進

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） 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２、高齢化社会等に対応した各種支

援策について、最初に小項目１、現状の把握と分

析についてお答えいたします。

名寄市総合計画第２次の中期基本計画では、総

人口は減少傾向で推移し、世帯数には大きな変動

がなく、１世帯当たりの人数が減少し、核家族化

や単独世帯が増加していることが推測されており

ます。また、高齢者数については、令和２年度を

ピークに減少するものの、総人口の減少により６

５歳以上の高齢化率はさらに上昇すると見込まれ

ております。名寄市における７月末現在の地区別

の６５歳以上人口は、名寄地区は １６９人で高

齢化率３ ３５％、風連地区は ６８０人で高齢

化率４ ９３％と風連地区の方の高齢化が進んで

おり、今後もこの状態が続いていくとともに、高

齢独居世帯、高齢夫婦世帯が増加していくことが

想定されます。

続きまして、小項目２、衛生面の支援について

お答えいたします。ごみ出しが困難な世帯につい

ては、状況によって２つの課題が挙げられていま

す。１つ目の課題はごみステーションまでごみを

運ぶことができない場合であり、距離的理由、ま

たは身体的理由によってごみ出しが難しいという

場合です。２つ目の課題は、認知症などの状況に

よって適切なごみ出しができないという場合です。

これまでもごみ出しが困難な世帯の相談を受けて
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おり、地域包括支援センターや市内介護支援専門

員などとの連携を図り、そのケースに応じた対応

策を検討してきたところですが、現行の公的サー

ビスや地域の協力の範囲では支援が難しい状況と

なっています。その状況を踏まえまして、本年８

月には高齢者のごみ出しをテーマとした地域ケア

会議が開催をされまして、市内の介護支援専門員

を中心にごみ出しが困難な世帯の状況報告と改善

策の検討が行われました。具体的に挙げられた課

題としましては、歩行状態が悪く、ごみを持って

歩けない、ステーションまで数百メートルの距離

があり、ごみを出せない、認知症があって分別で

きない、訪問介護員の訪問時間とごみの収集時間

が合わないなどの状況が報告されるとともに、ご

み出しが困難な世帯を対象とした何らかのサービ

スの構築を求める声が多く出されていたところで

す。介護支援専門員への聞き取りでは、市内５０

世帯程度がごみ出しに困っているという状況を把

握しておりますが、今後介護支援専門員等へのア

ンケートなどにより具体的な状況の把握に努める

とともに、ごみ出し支援のあり方について地域包

括支援センターと連携し、検討を進めてまいりま

す。

次に、小項目３、生活関連の支援についてお答

えいたします。最初に、交通の確保についてでご

ざいますが、名寄市第７期高齢者保健医療福祉計

画・介護保険事業計画の策定に当たりまして実施

しましたニーズ調査、さらには地域包括ケアシス

テム構築に向けたワークショップにおいて、通院

や買い物などのために便利な交通手段の確保が課

題として挙げられました。高齢者の方が住みなれ

たこの地域で安心して暮らし続けるためには高齢

化社会に適した住民ニーズを踏まえた公共交通の

構築が不可欠であると考えております。本年５月

に名寄市地域公共交通網形成計画が策定されまし

て、計画策定に当たり実施をしました市民アンケ

ート調査の結果から高齢者に着目した公共交通カ

バー率が８ ９％、市民がバスで行きたい場所に

行けるが８５％との評価となっております。一方

で、公共交通でカバーできないエリアが１ ５％

あり、自動車を手放す方がふえる将来において地

域の足を確保することが必要とされ、現状の公共

交通ネットワークの維持と交通空白地における地

域の足の検討が課題として挙げられました。今後

におきましても人口減少や高齢化社会の進行を見

据えながら地域の足を守るために計画に基づき各

種事業の改善や新たな取り組みの検討を行ってま

いります。

次に、高齢者の生活に資する地域資源の確保に

対する支援の状況についてお答えいたします。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助成事業を開始しており

ます。実施に向けては、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。実績報告では、利用される

方の感想と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

いった声が出されまして、順調に事業が運営をさ

れております。この間事業内容の問い合わせはあ

るものの、事業を利用される団体はふえていない

のが現状であります。事業を利用するためには事

業を支えるボランティアの確保や運営方法などさ

まざまな課題があり、利用拡大につながっていな

いのが現状となっております。買い物支援の利用

拡大に向けましては、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が地域の町内会や

老人クラブ、ボランティア団体などにお邪魔し、

住民ニーズの把握、サービスとのマッチング、関

係機関とのネットワーク構築、担い手の育成、支

え合いの体制づくりに関する周知や意識啓発など

の活動を現在進めているところであります。人が

生活していくためには食べること、食べるために
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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。このことか

ら、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） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

初めに、産業の振興についてですけれども、創

業支援及び事業承継状況について状況を御答弁い

ただきました。御答弁の中にありました創業支援

事業計画の相談件数７件、創業支援に結びついた

件数は５件とございましたけれども、この５件の

業種の内訳についておわかりになれば教えていた

だきたいと思いますけれども。

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） ５件の内訳につ

きましてですが、飲食業が３つ、それから小売業

が１つ、宿泊業が１つでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 創業に結びついている

といったところでいいますと、やっぱり飲食業が

多いと。なかなか小売業、その他業種については

結びついていないという現状があります。質問の

中にもお話ししましたけれども、日用品の調達等、

なかなか個店が減っている状況の中、高齢者にお

いては苦労をしているといった状況もありますの

で、小売店の減少をとめる上でも事業承継、また

創業支援、何とかそうした施策を使いながら状況

の改善につなげていっていただければというふう

に思っております。

事業承継につきましては、市として独自の取り

組みがございましたらお知ら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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁に

もございましたけれども、市として特別な取り組

みというのは今はしていない状況でございますが、

名寄商工会議所が中心となって進めておりまして、

そこに対して商工振興事業補助金を交付すること

でサポートしているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 市として財政的な支援

のみの部分で今とどまっているということでござ

いました。商工会議所のほうでは事業承継支援室

といった部分を設置しておりまして、今取り組み

を進めております。金融機関とも連携をしながら

取り組んでいるというふうにお聞きしております。

名寄市としてもその事業に積極的にかかわりなが

ら、状況を常にリアルタイムでそれぞれ把握して、

先ほどお伺いをしております中小企業創業支援、

また事業承継に向けた取り組みを進めていってい

ただきたいというふうに思います。

続きまして、小項目２、企業誘致等の取り組み

状況についてお伺いをいたします。企業誘致の状

況ですけれども、企業立地促進条例に基づく事業

を実施しながら、今実績もお話をいただきました

けれども、取り組みを進めているといったところ

でお話をいただきました。取り組みの一つとして、

企業誘致に係る立地適地としてかつて徳田の工業

団地であったり、風連の豊里工業団地、また多く

の企業が移転したり、新たな企業が立地しました

大橋の食品流通加工団地などこれまで取り組みが

ありましたけれども、大橋に関してはまだ分譲さ

れていない土地が幾つかあったというふうに記憶

しておりますけれども、現在そうした分譲されて

いない土地、何筆あるかわかれば教えていただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。
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〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁で

も申し上げました北海道工業団地ガイドというと

ころで掲載させていただいております。若干古い

情報もあるのですけれども、現在食品加工流通団

地としてこの段階では３筆というのでしょうか、

ある状況になってございます。そのほかですけれ

ども、本市はこれまでも遊休市有地の有効活用で

すとか売却に努めてきたところでございますが、

現時点で工場などの適地は限られているというと

ころが現状でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 私もそのサイトは拝見

しておりまして、食品加工流通団地といった情報

出ております。事業主体が名寄土地開発公社とい

うふうに表示されておりまして、インターネット

もＡＤＳＬと。この情報、いつの情報かわからな

い情報がちょっと載っているといった状況もござ

います。もし今分譲を行っているのか、行ってい

ればどこが窓口になっているかもお知らせをいた

だきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 議員おっしゃい

ましたとおり、この名寄土地開発公社は平成２６

年度に解散してございますので、この情報自体は

新しい情報ではないというところでございます。

先ほどの答弁にもございましたが、積極的な誘致

活動というところではしているところではないの

ですけれども、ここについて窓口がどこかという

のはちょっと私もすぐに答えられないところでご

ざいますけれども、先ほど申し上げた３筆という

ところがこの情報としてあるというところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ちょっと情報等、正確

な情報を周知していくような取り組みをしていた

だきたいというふうに思っております。今後の部

分ですけれども、先行投資等をして、新たに企業

誘致、立地を目指すために今遊休資産となってい

る市有地の活用をしたり、また今後インフラ整備

行ったりするようなお考えはあるのかどうかをお

聞きしたいと思います。

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） 先ほども申し上

げましたとおり、工場などの適地というのは限ら

れている現状がございます。また、土地開発公社、

先ほど申し上げました解散がありましたが、そう

いったものに伴いまして土地の先行取得が現状困

難であるということですとか、工業団地の造成及

びインフラ整備といいますのは土地が売れない場

合には塩漬けになるという、そういったリスクも

ございますので、費用対効果の観点から現状では

慎重な対応が必要だと考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほどちょっと出まし

た大橋の食品加工流通団地、市場の跡地も今あい

ているような状況でございます。そうした土地の

活用、また新たな企業適地の整備、企業誘致に係

る部分につきましては人口減少が顕著になってい

る中、一定の従業員を確保した企業が来るといっ

たところではハードルは高いですけれども、有効

な手段だというふうに考えておりますので、継続

的な取り組みが実を結ぶというふうに考えており

ますので、ぜひとも取り組みについて御検討をい

ただきたいというふうに思います。

続きまして、実施計画の取り組み状況に移って

まいります。先ほどお話がございました。御答弁

いただきましたけれども、先端設備導入を促すこ

とを目的に計画が取り組まれている生産性向上特

別措置法に基づく導入基本計画ですけれども、実

績として１年で７件の認定があったということで、

３年間で１０件を目標にしている中では大変認定

状況がいいというふうに思っております。こちら

については、固定資産税の減免等の措置があると。

従業員の減少が伴わないというところが条件にな

っているというところでありますけれども、効率

的な事業運営を行うに当たってさらなる認定状況
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がふえていくような取り組みをお願いをしたいと

いうふうに考えております。

また、実施計画の中に新たに加わった商工業振

興基本計画、また中小企業創業支援センターの状

況の検討については、月１度程度の３者会議を行

いながら今後設置検討に向けた、策定検討に向け

た取り組みが行われるといったお話がありました。

ぜひとも、先ほど来からありましたとおり、中小

企業、小売業の減少を何とかとめていくためにも

こうした中小企業振興施策に向けた取り組みを進

めていっていただきたいというふうに考えており

ます。

今消費増税、冒頭も申し上げましたとおり１０

月に迫ってきております。軽減税率の対象商品等、

キャッシュレスのポイント還元など制度的には大

変複雑となっており、中小零細事業者については

増税のために大変苦労しているというふうにお聞

きをしております。市内の事業者の増税に対する

対応状況について市として把握されているかどう

かはちょっとわかりませんけれども、ポイント還

元などキャッシュレスが進まなければ市民のほう

にも還元がされない、恩恵が受けられないといっ

た状況もありますので、そうした部分とあわせて

しっかりとした事業所への指導等も含めてシステ

ムを構築をしていただきたいというふうに考えて

おります。名寄市においても増税に対する景気対

策施策として非課税世帯、あとあわせて子育て世

代を対象としたプレミアムつき商品券事業、今実

施されております。増税後の景気の状況によって

ですけれども、その他一般の世帯に対して何らか

の独自の景気対策、消費喚起の事業について実施

を検討されるお考えがあるのかどうか、こちらに

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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今お尋ねの消費

増税、消費税率の引き上げに伴う国が進めている

もの以外のことについてというところで申し上げ

ますと、今私どもで特別にこのことについての対

策を考えているところはございません。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今のところ一般世帯へ

の消費喚起の部分については、財源等の関係もあ

ると思いますけれども、お考えはないということ

ですけれども、ちょっと状況を見ながら対応して

いっていただきたいというふうにお願いをいたし

ます。

続きまして、大項目２、高齢者社会に対応した

各種支援策について再質問をさせていただきます。

現状の把握と分析ということで小項目１でお伺い

しました。名寄市の高齢化率、名寄地区で３ ３

５、風連地区で４ ９３と。風連地区においては、

もう終わりに近づいているといった状況があると

いう現状がわかりました。名寄市全体においても

３２％ぐらいになりますかね。間もなく３人に１

人が高齢者といった状況があります。こうした状

況の中ですけれども、高齢者、高齢化を何とかと

めるといった部分につきましてはやっぱり少子化

対策、労働人口の減少を食いとめるといったとこ

ろが大きな策の一つとなるというところですけれ

ども、現実的になかなか取り組まれていない。小

項目２の衛生面の支援についても関連しますけれ

ども、核家族化が進んでおりまして、高齢化世帯

の増加とあわせて共働き世帯がなかなか多くなっ

てきており、日中地域の高齢者を支援する方々が

少なくなっている。地域の力がなかなかなくなっ

てきているといった部分もあって、ごみ出しの支

援についても今話題となってきているところです

けれども、今８月に実施された包括システムケア

会議の中で話がありましたごみ出しへの関係で、

今後名寄市としてどのような支援方法、直接支援

型がいいのか、地域支援型がいいのかといったち

ょっと支援の方法もあると思うのですけれども、

その辺についてお考えがあれば教えていただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ただいま高齢化に伴
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いますごみ出しの問題などについて御質問いただ

きました。風連地区と名寄地区で収集方法が違う

という部分もございますけれども、風連地区につ

きましては合併前からステーション方式を採用し

ておりまして、現在市街地では７６カ所、郊外地

区では６１カ所の設置となっております。また、

資源ごみですとか種類などにつきましては、各町

内会に設置されておりますリサイクルステーショ

ンで収集を行っている状況となっておりますが、

先ほど答弁の中で申し上げました例えばごみステ

ーションまでの距離が遠いといった部分につきま

しては、主に風連地区の高齢者の部分であると考

えております。当面は、収集方法の違いによりま

す課題などにつきましてはごみ出しが困難な高齢

者などの支援という形で位置づけまして、現状の

把握と今後どのような対策ができるのかといった

部分の検討を進め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思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今風連地区、名寄地区

の部分でのお話いただきました。収集方法が違う

と。もう合併して１４年が経過する中でまだまだ

名寄地区と風連地区との差があるという部分では、

ごみ出し、大きな部分なのかなというふうに思っ

ております。こちらについては、数年前にもアン

ケート、風連地区の皆さんにもとられているとい

った状況があるとは思うのですけれども、今後ご

み収集の方法について統一に向けた考えがあるの

か。そうした今後また新たなアンケート調査等の

実施のお考えあるのかちょっとお聞きをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 現状で風連地区の収

集方法を変更するという部分につきましては、人

的な部分ですとか費用の面を勘案しますと現状と

しては難しい部分があると考えております。しか

し、今後は高齢化がますます進むということで、

ごみ出しが困難な高齢者世帯もますますふえてく

ると考えておりますので、その必要性の有無も含

めまして状況を把握し、対応していく必要がある

と考えています。また、アンケートにつきまして

も５年ほど前に実施しておりますが、見直しなど

が生じた場合にはそれとあわせてアンケートの必

要性も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） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） わかりました。ごみの

状況については、現状含めて理解をさせていただ

きます。

冒頭壇上でちょっとお話をさせていただきまし

た入浴に関する部分でもやっぱり高齢者のところ、

大変苦労しているところもあると。先ほど来から

ありましたとおり、市内の銭湯が廃業したといっ

たところ、午前中の山崎議員の答弁の中ではサン

ピラー温泉を活用してほしいということで市民部

長のほうからもお話ありましたけれども、現状９

月６日からサンピラー温泉、ちょっと使えない状

況がお知らせをされておりますけれども、今後再

開に向けためどとか現状でわかればお知らせをい

ただきたいなというふうに思いますけれども。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいまなよろ温泉

サンピラーの再開の見込みということで御質問い

ただきました。９月６日の夜８時ぐらいから日帰

り入浴についてはとめているということでありま

して、議員が言われるように市内唯一の公共温泉

であり、温浴施設ということで、私どももできる

だけ早く再開ができるように今努めているところ

であります。できるだけ早期にということで、今

応急的な対策ということで進めさせていただいて

いるところであります。まず、１つは安全性をし

っかりと確保しなければ再開ができないというこ

ともありますし、また急対応ということで制約も

あるかもしれませんけれども、実際の使用に当た

ってできるだけ不便がないようにということで、

この点についても今いろいろと工夫をしながら進
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めさせていただいているところでありまして、実

際に作業も進めているところでありますけれども、

近日中に再開できるように目指して今進めている

ということでぜひ御理解いただければ。再開にな

りましたら、改めてまた市民の皆さん含めて周知

をさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございまし

た。市民の皆さん、本当に気にされている方、問

い合わせも含めて多いというふうに聞いておりま

すので、今若干外れましたけれども、お聞きをさ

せていただきました。

続きまして、各支援の現状についてお伺いをし

ていきたいというふうに思います。交通、買い物、

なかなか高齢者施策の中では大きな課題というこ

とで考えております。地域の中では町内会での取

り組みということで何町内会かで買い物支援を含

めて取り組んでいるところがあるというお話でし

たけれども、大項目１のほうでも関連しますけれ

ども、専門の業者、個店が減少していく中、地域

によっては例えば自転車屋さんがないとか、電気

屋さんがないとかいうような状況で、ふだんの足

として使っている自転車が壊れたり、パンクした

りしたときに修理するところがない。また、電気、

蛍光灯が切れたり、電球が切れたりしたときに取

りかえてくれる頼めるお店がないといった高齢者

の方の声も聞かれます。食料品、日用品について

ももちろんですけれども、そうした方々の支援と

いうことで総合計画の中には高齢者の生活に資す

る地域資源の確保というところで、地域の人材と

いうような意味合いだというふうに思いますけれ

ども、そうしたところの確保については、先ほど

ちょっと申し上げましたけれども、核家族化、ま

た共働き世帯等があって、なかなか地域の資源の

確保が難しい、人材の確保が難しい状況があると

いうふうに考えております。こうした課題の解決

策の一つとして、今名寄市で農業支援員という形

で募集をかけております地域おこし協力隊の活用

について、今後こうした高齢者の支援策、商工業

団体と連携をしながら最終的に事業化につなげて

いくような、定住につなげていけるような取り組

みについてお考えがあればお知らせをいただきた

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから高齢化の中でそういったマンパワーも

含めた地域資源の確保ということで、新たに地域

おこし協力隊員の活用ということで御提言をいた

だいております。現在農業の従事者ということで

農業関係が中心になっておりますけれども、農業

だけではなくて、地域住民の生活維持していくた

めの支援ということでありますので、当然高齢者

に対する支援という部分でも活用できるかなとい

うふうに考えておりますけれども、先ほど答弁も

させていただきましたが、今後新たな高齢者の生

活支援サービスを実施していく上で、地域住民が

主体となったボランティア組織だったり、民間団

体を立ち上げた場合など、例えば地域おこし協力

隊員の活用も考えられると思いますので、今後の

高齢者に対する生活支援体制整備の方策の一つと

して参考にといいますか、研究させていただきた

いと思いますので、今のいただいた提言も参考に

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） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 高齢者の支援策といっ

ても交通であったり、ごみの関係、また入浴、本

当に幅広い施策となります。なかなか健康福祉部、

１つの部署だけでは取り組めないというふうに思

いますので、ぜひとも庁内連携をした中での施策

の検討、実施に向けて取り組んでいただくようお

願い申し上げ、私の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） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。
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〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案の撤回

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本定例会に提出をいたし

ました議案第３１号 令和元年度名寄市一般会計

補正予算（第４号）につきまして、撤回の理由を

申し上げます。

議案第３１号は、株式会社名寄振興公社の決算

の修正に伴う運転資金の不足、経営改善に伴う資

金が必要なことから、株式会社名寄振興公社経営

改善計画に基づいて提案したものでございます。

しかしながら、９月６日に発生をいたしましたな

よろ温泉サンピラー男性温浴施設の天井落下に起

因をいたしまして、令和元年度以降の収支に影響

が生じる事態となり、当該改善計画及び市の支援

につきまして再精査が必要となったことから、名

寄市議会会議規則第１９条の規定により、議案第

３１号の撤回について議会の承認をお願いをする

ものであります。

既に議会におかれましては、特別委員会を設置

をし、審議をいただいているところでございまし

て、議員各位並びに市民の皆様に対しまして御迷

惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げま

すとともに、御承認をいただきますようにお願い

を申し上げます。

なお、株式会社名寄振興公社への支援につきま

しては、内容を精査いたしまして、改めて提案さ

せていただきたいと考えております。あわせて御

理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） ただいま市長より議案

第３１号の撤回について説明がありました。議案

第３１号は本定例会初日に名寄振興公社運営に関

する審査特別委員会に付託しておりましたが、市

長提案のとおり議案第３１号の撤回について承認

することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案の撤回について承認することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数でございます。

よって、議案の撤回については承認されました。

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５４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 富 岡 達 彦

署名議員 五十嵐 千 絵


