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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、

２番 倉 澤 宏 議員

８番 遠 藤 隆 男 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。

中心市街地活性化について外１件を、三浦勝秀

議員。

〇５番（三浦勝秀議員） おはようございます。

議長より御指名いただきましたので、通告順に従

い、大項目２点質問させていただきます。

大項目１、中心市街地活性化についてお伺いい

たします。小項目１、中心市街地の空き家対策に

ついてお伺いいたします。現在本市の中心市街地

では、建物の老朽化や後継者不足による空き家や

空き店舗がふえてきております。名寄市空き家対

策計画でも適切に管理されていない空き家がふえ

ることにより、地域住民の生活に悪影響を及ぼす

とあります。実際空き家であることが原因で５丁

目商店街のアーケードの崩落や西２条南７丁目の

店舗の看板の落下など市民生活への悪影響が懸念

されております。そこで、本市の空き家対策につ

いて国が定めた法律及び指針に沿ってさまざまな

取り組みをされておりますが、現在、これまでの

効果検証と今後の展望についてお伺いいたします。

また、空き家の戸数は本市のホームページより平

成２５年のアンケート結果を報告していただいて

おりますが、倒壊の危険性のある建物、つまり特

定空き家についても把握されているのかお伺いい

たします。

次に、小項目２、中心市街地の再整備について

お伺いいたします。中心市街地は、地域コミュニ

ティーの担い手として地域にとって重要な位置づ

けにあると考えます。しかし、商店街を取り巻く

環境は働き手の高齢化、後継者不足、空き店舗の

増加、大型商業施設への流出等非常に厳しいもの

があります。本市も中小企業や商店街向けの支援

事業があり、実績も一定程度把握しております。

これからは、商店街ならではの創意と工夫あふれ

る取り組みに挑戦し、住民の豊かな生活と地域の

発展に貢献することを通じ、地域の活性化を図る

ことが大切となってきます。そのためには、目指

すべき商店街像を考え、長期的な計画を立て、根

気強く課題を一つ一つ事業者と行政が一体となっ

て解決していくことが必要です。そこで、中心市

街地活性化に対し１０年後や２０年後を見据えた

中でどのようなまちづくりを推進していくのかお

考えをお伺いいたします。

次に、大項目２、観光振興についてお伺いいた

します。小項目１、観光振興計画の進捗状況につ

いてお伺いいたします。名寄市観光振興計画によ

る目的に都市機能を維持し、持続的な経済活動を

支える上で地域資源を活用した観光を初めとする

各種振興策による交流人口の拡大と高付加価値ブ

ランドの開発の確立が求められるとあります。本

市を訪れた観光客が買い物や飲食、施設利用を通

して市内での消費を増加させることが必要になっ

てくると考えます。しかし、本市の観光の現状は、

夏のひまわり観光や冬のスキー場など期間が限定

的であることから、観光振興計画の目標達成を考

えた上で精査が必要であると考えます。そこで、

本市の観光振興計画の現在の進捗状況と今後の取

り組み方についてお伺いいたします。

小項目２、イベント事業の効果検証についてお

伺いいたします。本市では、先月行われました産

業まつりやてっし・名寄まつりなどさまざまなイ

ベントが行われ、交流人口の拡大に貢献しており
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ます。しかし、イベントの入り込み人数は報告さ

れておりますが、各イベントの経済効果等効果検

証について報告が少ないのが現状となっておりま

す。今後人口減少に伴う経済基盤の弱体化が危惧

され、持続可能なまちづくりを進める中で、イベ

ント事業について精査が必要であると考えます。

そこで、各イベント事業について今後どのような

方針で進めていくのかお考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） おはようございます。

ただいま三浦議員から大項目で２点にわたり御質

問をいただいております。大項目の１の小項目１

は私から、小項目２及び大項目２につきましては

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、中心市街地活性化について、

小項目１、空き家対策について申し上げます。全

国的に課題となっている空き家対策ですが、本市

では市内全体の空き家状況を把握するため空き家

データコンテンツを活用した市全域の現地調査を

平成２９年から２カ年度にわたって実施を行い、

空き家の概要等のデータベース化により空き家対

策に活用しているところです。空き家の調査に当

たりましては、空き家と思われても個人の財産で

あることから、個人情報を調べたり、敷地や家屋

に立ち入ることはできない中で、職員が敷地外か

ら外観での調査を行っていることから、各物件の

倒壊の危険性についての調査とはなっておりませ

ん。啓発に関する取り組みとしましては、市の広

報紙などを通して空き家が適正に管理されずに周

囲に危害を及ぼすことを予防するため空き家は所

有者などが適切に維持管理をするべき義務がある

ことや適正管理を怠り、他者に損害を与えた場合

のリスク、また相続放棄をしても空き家などの管

理責任は失われないことなど当事者意識を醸成す

る広報活動を行っております。また、通報などに

よりそのまま放置することで倒壊など著しく保安

上危険となるおそれのある空き家につきましては、

空家等対策の推進に関する特別措置法によりまし

て固定資産税の課税台帳の内部利用が認められて

いることから、所有者などを確認し、文書や電話

によりまして第三者へ損害を与えた場合のリスク

の説明や適正管理の依頼を行っております。この

取り組みによりまして、周囲に危険を及ぼす可能

性のある家屋が所有者などによって除却された案

件を初め、連絡を行ったうち半数以上では建物の

修繕や屋根雪の処理など適正な管理が行われてお

り、危険な状態が回避されていることから、名寄

市空家等対策計画に基づく取り組みの成果があら

われているものと捉えております。今後におきま

しても周囲への危険が発生することを防止するた

めの広報活動や実際に危険が迫っている空き家へ

の対応につきまして重点的に取り組みを進めてま

いります。

以上で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） 私から大項目１

の小項目２と大項目２について御説明申し上げま

す。

まず、大項目１の小項目２、中心市街地の再整

備について申し上げます。本市では、ＪＲ名寄駅

を起点として商業などの活性化を図り、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

ます。これまでの中心市街地活性化の取り組みに

つきましては、平成１２年に中心市街地活性化基

本計画を市が策定するとともに、商工会議所など

民間では中小小売商業高度化事業構想、いわゆる

ＴＭＯ構想を策定するなど行政と経済界が連携を

図りながら中心市街地の活性化に取り組んでまい

りました。その後、名寄市都市再生整備計画に基

づきコンパクトなまちづくりを進めるに当たりま

して、社会資本総合交付金を活用し、駅前交流プ

ラザよろーななどＪＲ名寄駅から浅江島地区まで

の施設整備を行ってきたところです。本市の地域
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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業所の新築や増改

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、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と考えております。

名寄市中小企業振興条例に基づく昨年度の支援

実績といたしましては、商業地域内での店舗改修

や設備投資などを支援する中心市街地近代化事業

が４件、店舗支援事業が３件、また空き地、空き

店舗を活用して事業を行う場合の賃借料などを支

援する商店街空き地空き店舗活用事業が２件とな

っております。また、中心市街地のにぎわいづく

りへの支援制度でありますコミュニティー事業な

どを活用した商店街あそびの広場、大道芸フェス

ティバルなど商店街振興組合やグループなどがイ

ベント事業を企画、実施し、商店街の新たな発見、

足を運ぶきっかけづくりなどに努めていただいて

おります。さらに、商店街振興組合では名寄市立

大学に協力をいただき、商店街の空き地に仮設の

壁を設置し、名寄市にゆかりのある絵本作家の作

品を題材に絵を描くなど商店街を歩く人が楽しめ

るような取り組みも行われました。

以上、これまで中心市街地の商店街の方々や商

工団体、市民の皆様と環境整備や各種取り組みを

実施しており、時代の変化に対応した支援制度の

改定や支援を行ってまいりました。本市では、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に向けて検討を行って

おり、都市全体の観点から居住機能や福祉、医療、

商業などの立地、公共交通の充実に係る包括的な

グランドデザインを描く中で、中心市街地の中長

期的なあり方について検討しているところです。

続きまして、大項目２、観光振興について、小

項目１、名寄市観光振興計画の進捗状況について

申し上げます。本市の名寄市総合計画第１次の観

光分野におけるアクションプランとして平成２３

年３月に策定した観光振興計画については、名寄

市総合計画第２次の策定に当たり平成２８年度に

時代の変化に対応すべく戦略事業の一部を見直し、

名寄市総合計画第２次の６つの基本計画事業に戦

略事業をひもづけ、インバウンドの受け入れ態勢

の整備、広域観光の推進、スポーツツーリズムな

どを重点施策として位置づけました。また、数値

目標については、観光入り込み客数の目標値を修

正したほか、新たに外国人宿泊延べ数を加えたと

ころです。計画の目標としている観光入り込み客

数につきましては、平成３３年度の目標６１万

２００人に対しまして２８年度が４８万 ０００

人、２９年度が４４万 ２００人、平成３０年度

４２万 ９００人となっており、目標に向けて各

事業の検証、見直しを行いながら、さらなる取り

組みが必要であると考えております。外国人宿泊

延べ数につきましては、平成３３年度の目標 ６

３５泊に対しまして平成２８年度４１７泊、２９

年度 ０９４泊、３０年度 ９８５泊となってお

り、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。の取り組みなどの

効果もありまして、計画目標値を超え、訪日外国

人は着実に増加しています。

戦略事業につきましては、市民、行政、観光協

会、民間が連携し、オール名寄体制で実施してお

りまして、これまで行ってきたひまわり観光など

に加えまして、観光キャラクターなよろうの誕生、

ご当地グルメなよろ煮込みジンギスカンの開発な

ど新たな取り組みも進めてまいりました。各事業

の評価につきましては、観光関係や商工業、建設、

農業、教育関係者など１０名から構成される名寄

市観光振興計画市民検討委員会委員による事業評

価を年に１度実施しております。検討委員からの

意見や事業検証をもとに改善を行い、より効果的

で、本市を訪れる観光客に満足いただけるような

体制づくりと事業を進めてまいります。
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次に、小項目の２、イベント事業の効果検証に

ついて申し上げます。本市のイベントにつきまし

ては、観光団体や市民の皆様が中心となり、実行

委員会形式で事業を企画、実施しており、旬の食

材をテーマにしたなよろアスパラまつりやなよろ

産業まつり、夏の風物詩である風連ふるさとまつ

りやてっし・名寄まつり、迫力ある大雪像のなよ

ろ雪質日本一フェスティバル、北の天文字焼など

地域資源を生かしたイベントが実施されておりま

す。主なイベントの入り込み状況につきましては、

なよろアスパラまつりが平成３０年度 ８００人、

令和元年度 ８００人、風連ふるさとまつりが平

成３０年度 ４００人、令和元年度 １００人、

てっし・名寄まつりは平成３０年度２万人、令和

元年度１万 ０００人となっており、入り込みに

ついては天候に左右されることもございますが、

交流人口の拡大に成果を上げております。いずれ

のイベントも古くから地域に親しまれるイベント

として実行委員会が中心となり、地域住民参加の

イベントを開催することによる市民の満足度向上

や地域資源を生かしたイベントとして市外の方へ

のＰＲ、誘客に寄与していると考えています。

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） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 御答弁ありがとうござ

います。それぞれ再質問させていただきます。

まず、大項目１、小項目１についてお伺いいた

します。現在空き家は個人の財産であり、維持管

理は所有者が適切に行うものであり、行政は啓発

活動に取り組んでいただいているということは理

解いたしました。それでは、中心市街地の空き家

について所有者を把握しているのかということを

お伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 空き家の所有者の対

策につきましては、中心市街地につきましても一

般の空き家と同じ考え方に基づくことになります

が、個人情報の部分につきましては空き家特措法

の中で倒壊のおそれなど著しく危険な状況にある

といったものしか個人情報をこちらのほうでは確

認できるようになっておりませんので、全ては把

握している状況ではございません。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

ちょっと私のほうでほかの市町村の空き家の対策

について調査させていただいたところ、空き家の

所有者を把握している場合、その空き家の所有者

に対して今後その空き家をどのように活用したい

かというアンケート調査を行っている自治体もご

ざいました。このアンケート調査による現状把握

ということについて市の御見解、お伺いいたしま

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） 名寄市におきまして

は、危険な状態にある空き家の方に関しましては

こちらで情報を調べ、連絡をさせていただくので

すが、その場合につきましてはあくまでも危険な

状況になっているということで、倒壊ですとか建

材の飛散が既にあらわれている状況ということに

なりますことから、今後の利用状況という部分に

ついての確認ではなく、どのように対応していた

だけるか、危険な状況をどのように回避していた

だけるかという部分についてのお問い合わせとな

っておりまして、利活用についてのアンケートと

いうことでは行っておりません。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 本市の、先ほどもお伝

えしたように、ホームページで空き家の現状とい

うことで、これ平成２５年に実施した町内会アン

ケートの結果で空き家は全部３５７戸あって、そ

の中でも適切に管理されていない空き家が８６戸、

全体の２７％ぐらい、３０％弱ほどの管理不全の

空き家があるとございました。この管理不全の空

き家というのは、後々倒壊の危険性のある特定空

き家になり得る可能性が高く、早期からの対策が

必要となってくると思うのですが、いかがお考え
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でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ２５年の調査の後、

平成２９年度にデータコンテンツを活用しました

空き家の実態調査を行っておりまして、その段階

では現状で２４９件の空き家と把握しております。

そのうち適正な管理をされていない空き家につき

ましては１３４戸となっておりますが、この適正

な空き家の判断基準、管理をされていないという

判断基準となりますが、こちらが雑草が生えてい

るですとか、壁にわずかな亀裂がある、灯油タン

クに若干ひびがあるといった本当に細かな部分の

調査も含めまして、一つでも該当があった場合に

は適正な管理がされていないということで数字と

して掲載させていただいております。ですから、

長い目で見た場合にはこのまま放置されるという

ことになると倒壊の危険などがある空き家という

形になってくるかと思いますが、現状におきまし

てはほとんどがそういった状況ではないという部

分で、私どもとしましては所有者の方の啓発によ

りまして適正な管理をお願いしてまいりたいと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 済みません。ちょっと

話変わってしまうかもしれないのですけれども、

名寄市立地適正化計画の観点でも空き家、空き店

舗、空き地に対する補助の誘導方針、掲げており

ますが、中心市街地の空き家等について今までの

この答弁等も含めてお考えをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 立地適正化計画

の関係につきましては、議員御承知のとおり今現

在素案づくりで、市民、各界各層から構成してお

ります策定委員会を構成してございまして、その

中に、市役所内の庁内議論を経まして、その素案

づくり、その一部を今議員が御披露いただいたと

いう形になるかと思っていますが、まだこれ素案

段階でございまして、最終的な方針として固まる

のは、８月末で策定委員会の作業はおおむね完了

してございまして、ちょっとスケジュール的な話

になりますけれども、今後都市計画審議会の中で

御審議等々いただいて、その結果市長への答申と

いった運びになろうかと思っていまして、まだ今

現在審議、作成中の段階でございますので、具体

的な明言等についてちょっと御遠慮させていただ

きたいというふうに思っておりますけれども、そ

ういったことへの施策なり、今後の対応が極めて

重要なものであるということは各委員の皆さんに

も御理解いただいているのではないかというふう

に理解しているところでございますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

ちょっと現状何か行動するのは難しいということ

ですが、今後状況を見ながら取り組んでいってい

ただきたいと思います。市街地は、住宅密集度が

高く、周辺の生活環境に大きい影響を与えるため

施策の重要課題であるとあります。そのため、市

民の皆様が安心して生活を送るため空き家の所有

者に対し適切な管理の支援があることの周知や空

き家バンクを有効活用できるようなことを願い、

終わらせていただきます。

次に、大項目１の小項目２について再質問させ

ていただきます。さまざまな支援事業や町中のに

ぎわい事業を行っていただき、まことにありがと

うございます。また、実績もあり、すばらしい事

業であると考えますので、これからも継続してい

ただきたく思います。しかし、現在人口減少等社

会情勢もありますが、現状中心市街地の空洞化は

進行しております。この問題に対しては、行政で

はなく、市民の皆様とも連携していかなくてはい

けないと考えます。そこで、中心市街地活性化に

向けた具体的な道筋をお伺いいたします。

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） 中心市街地の活

性化に向けた取り組みなのですが、今後は各計画
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におきまして関係者はもとより、市民の意見など

も踏まえながら中心市街地の役割やあり方を検討

しますとともに、時代のニーズに合った支援制度

の改定などを行いまして、行政、商工団体、民間

のそれぞれが責務と役割を果たしながら、本市に

おける商工業振興に係る基本的な理念や役割など

を定めます基本計画を今後検討していく中で、中

心市街地の活性化に向けた協議を進めてまいりた

いと考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 討論や協議するだけで

はなく、実際に行動に移すことが大切と考えます。

御答弁にもありましたように、行政、商工団体、

民間が三位一体となってしっかりとした基本計画

を立て、目標に向かって取り組んでいただきたく

思います。

先ほどちょっと立地適正化という話もあったの

ですが、中心市街地に対する未来像として、また

さっきと同じ答弁になってしまうかもしれません

が、町中の長期的な未来像に関してどういったビ

ジョンをお持ちであるか、お考えをお伺いいたし

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） 中心市街地の具

体的な未来像ということの御質問ですが、先ほど

の答弁のちょっと繰り返しになってしまいますけ

れども、市では現在名寄市都市計画マスタープラ

ンの見直し及び立地適正化計画の策定に向けて検

討を行っているところでございます。こういった

都市全体の観点から居住機能や福祉、医療、商業

などの立地、公共交通の充実に関する包括的なグ

ランドデザインを描く中で、今後そちらとの協議

も進めながら中心市街地の中長期的なあり方につ

いて検討してまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

本市の未来は、市民全員で考えて取り組んでいか

なくてはいけない課題です。難しい課題が多いと

思うのですが、市民の皆様と一体となって課題を

解決し、よりよい名寄市をつくり上げていきまし

ょう。

次に、大項目２、小項目１について再質問させ

ていただきます。本市を訪れる観光客が施設利用

や飲食など消費につながる取り組みが重要である

と、先ほどもお伝えしたように、考えております。

本市の観光の中心はひまわり観光やスキーなど期

間が限定的であることも、先ほどお伝えしたとお

り、計画の目標達成に向けた精査が必要であると

考えます。そこで、経済効果につながる今後の観

光の取り組みについてお伺いいたします。

また、外国人観光客の増加が数値にあらわれて

いるところですが、市内の各施設や公共交通の多

言語化、インバウンド対応に対するホスピタリテ

ィーは不十分であると考えます。観光庁の統計に

ある訪日外国人消費額からも本市における経済活

性化を考えた上で、先ほど御答弁にもありました

ようにインバウンドの受け入れ態勢の整備、機運

の醸成が重要であると考えます。そこで、実際に

外国人観光客に対応するのは事業者の皆様である

ことから、市としてインバウンド対応に関する事

業者へ向けた支援など御検討されているのかお考

えをお伺いいたします。

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） 名寄市観光振興

計画の目的として、魅力ある地域資源を活用し、

地域と住民が主体となり、交流人口拡大の視点に

立ったまちづくりを行い、来訪者を受け入れてい

くことが必要であり、これが地域経済の活性化に

結びついていきますとされております。本市の地

域資源を生かしたひまわり観光は、市外からも多

くの人が訪れ、夏のメーン観光として取り組んで

いるところでございますし、スキーにつきまして

は冬季のみならずサマージャンプ大会や夏合宿の

誘致にも結びついているところでございます。そ

れぞれの事業は、期間が限定的なものもあります

が、交流人口の拡大には大きく寄与しているもの
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と考えております。今年度のひまわり観光におき

ましてもひまわり畑と市内宿泊、飲食、小売店な

どをめぐるスタンプラリーを実施するなど目的地

以外への誘導施策にも取り組んでいるところでご

ざいます。また、経済効果につなげるためには地

域に長く滞在いただくことが重要と考えますが、

単一市町村の取り組みでは通過型観光となる傾向

となる中で、近隣市町村との連携によりましてさ

まざまなコンテンツを組み合わせ、周遊させるこ

とにより宿泊など経済効果が生まれると考えられ

ることから、冬には幌加内町のワカサギ釣り、美

深町のクラフト体験、本市のスキー、雪遊びなど

を組み合わせた広域での観光事業についても積極

的に推進しております。さらに、本市を訪れてい

ただく以外にも農産品の通信、インターネット販

売である畑自慢倶楽部、道の駅もち米の里☆なよ

ろに加え、北海道内の道の駅での人気の高い伊達

市の道の駅でも名寄市の特産品を販売するなど本

市のＰＲと経済効果につながる取り組みをしてい

るところです。

一方で、今お尋ねになりましたインバウンドに

つきまして受け入れ態勢の整備が課題となってお

り、観光振興計画の中でも受け入れ態勢の整備を

掲げております。議員おっしゃりますとおり、そ

れぞれの取り組みについては民間の方でやってい

ただく部分もございますが、市としては受け入れ

態勢の整備ということでホスピタリティーのセミ

ナーですとか、そういったことを実施しまして、

市内の観光事業者の方々にインバウンドに対する

ホスピタリティー向上に努めていただいていると

ころでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

実際に外国の方の講師をお招きしてのセミナー等

々数多くやっていただいているのは把握している

のですが、実際に公共交通を使う場合であるとき

に外国語表記が名寄市ではまだまだ少ないのかな

と。外国人観光客がふえているにもかかわらず、

対応がちょっとおくれているのかなと考えますが、

その点について事業者の方にまるっきりお任せし

てやっていただくということではなかなか進まな

いのかなというふうに考えますが、どうお考えで

しょうか。

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） インバウンドの

方々に向けた表記等について当市の施設あるいは

案内表記がまだ十分ではないということは、議員

おっしゃるとおりだと思います。先ほどの答弁に

もありました観光振興計画の評価委員の中でもそ

ういったお声もあるところでございますので、そ

ういった声も反映させながら今後研究し、あるい

はできるところから進めてまいりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

先ほどもお伝えしたように、外国人観光客が名寄

市、近隣市町村に来ていただけるということは経

済活性化のためにこれからとても重要なことにな

ってくると思いますので、対応のほうよろしくお

願いしたいと思います。本市や道北にはすばらし

い観光資源があり、広域観光周遊ルートや道北観

光連盟など近隣市町村と連携し、市外や海外の方

に一人でも多く地域に来ていただくことや特産品

の地方発送やご当地グルメでの地域ＰＲなどを通

し、地域経済が活性することを期待いたします。

最後に、大項目２、小項目２について再質問さ

せていただきます。イベントの効果検証について、

入り込み客数報告されておりますが、経済効果に

ついて報告が少ないものと思われます。イベント

事業の精査、見直しが必要であると考えますが、

市としての見解をお伺いいたします。

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） イベントの効果

検証というところで、先ほども御答弁させていた

だきましたけれども、入り込みについては毎年公

表させていただいているところでございます。そ

れぞれ実行委員会形式で実施されておりまして、
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市からの補助金を交付させていただいているイベ

ントにつきましては事業終了後に事業の効果、決

算書など実績報告を提出していただいているとこ

ろでございます。イベント開催による経済効果と

いたしましては、一般的に会場での飲食、物産購

入、体験料、来場に伴う宿泊などの直接効果、こ

の直接効果に伴う原材料等の購入により誘発され

る１次波及効果、直接効果や１次波及効果を通じ

て発生した雇用所得による消費などの２次波及効

果といったところが挙げられるところでございま

す。一方で、本市におけるイベント事業では経済

効果による地域活性化とともに市民参加によるま

ちづくりの意識向上、郷土愛の育成、歴史、文化

の継承などさまざまな効果も期待できますことか

ら、各事業について総合的に検証し、今後も事業

に取り組んでまいりたいと思っているところでご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） まちづくりの意識向上、

郷土愛の育成、歴史、文化の継承ということで事

業を行っているということは理解いたしました。

今の御答弁にもありました１次、２次、３次の波

及効果を総務省や道庁観光局のツールを利用、算

出し、検証することによりイベントの事業の精査

の精度を上げることが可能になると思います。き

のうの石橋総合政策部長の話ではございませんが、

事業評価する上で用いるＰＤＣＡサイクル、この

チェックとして経済効果を算出することでその精

度を上げていけることができると思うのですが、

その点について再度お考えをお伺いいたします。

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） 今三浦議員がお

っしゃられた北海道におけるシステム等もござい

ます。私どもも実際そのシステムを活用といいま

しょうか、適用したこともあるのですが、数字と

して現実的ではない、かなり大きな数字が出てし

まったりして、それはちょっと各イベントとして

の数値としてはいかがかなというところもありま

した。昨年度、道の事業として稼ぐ観光という事

業がありまして、ここでも一定程度の経済効果で

すとか考え方などもモデル的に出していただいた

ところもございます。また、今開発局さんのほう

で産業連関表を作成中だというふうに聞いており

ますので、そちらが今年度できた後にはそちらを

有効に活用させていただこう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） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

先ほど壇上からもお伝えしたように、持続可能な

まちづくりを推進する上で事業の精査というのは

これからすごく必要となってくると思います。そ

の中で何を見て精査するのかというところに関し

てこういった経済効果であったり、いろんな市民

の意見等をお伺いして調査することは必要になっ

てくると思います。しかし、ここで口で言うのは

簡単なのですが、とても本当に難しい調査になる

と思います。でも、やっていかなくてはいけない

ことだと思っております。なので、今新たな産業

連関表ですか、作成していただいているというこ

とがございましたので、それを今後活用し、名寄

市の今後の事業、イベントだけではなくて、全て

の事業においてそういったものを活用し、よりよ

いまちづくりにしていければいいのかなと思い、

御検討お願い申し上げ、質問を終わります。御答

弁ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

建設業が抱える働き方改革への対応について外

２件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い、順次質問をしてまいります。

大項目の１、建設業が抱える働き方改革への対

応についてお伺いをいたします。小項目の１、建

設業における働き方改革の施行による影響につい

てお聞きをいたします。有給休暇の取得や週休２
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日制の導入、時間外労働規制の適用除外とされて

いた建設業においても猶予期間の５年はあるもの

の、今後一般則が適用されていくことになります。

団塊世代の退職、若手への技術継承不足や少子化

に伴う若手技術者の不足など労働力の確保は難し

い現状であります。このことを踏まえ、影響への

懸念についてお考えをお聞きをいたします。

小項目の２、今後における課題の背景と対策に

ついてお聞きをいたします。建設業における中小

企業や小規模事業者の新規採用が厳しい背景には、

３Ｋ事業と言われる割には仕事に見合う賃金体系

になっていないなど、新規入職者が敬遠傾向にあ

ると考えます。これらの解決には、雇用する事業

者の体力強化を図るため安定的な事業量の確保が

重要であり、職員の処遇や福利厚生の充実などの

改善を図り、入職者を増加させることが必要です。

地域における雇用確保に向けた取り組みが必要と

の認識のもと事業者の努力だけでは解決しない問

題であり、働き方改革実行計画の実現会議では建

設業において発注者の理解や協力が不可欠であり、

工事発注時期の平準化や適正な工期設定など適切

な賃金水準の確保を図り、技術者、技能労働者の

確保、育成に向け制度的な支援を図ることとし、

あわせて業界等の取り組みに対して支援措置を実

施することなど盛り込まれておりますが、行政と

しての考えをお聞きをいたします。

次に、大項目の２、名寄産業高校が担う農業担

い手対策についてお伺いをいたします。小項目の

１、農業担い手海外派遣事業の検証と評価及びそ

の後の対応についてお聞きをいたします。平成２

７年度から３年間の事業として国際感覚を養い、

幅広い視野を有する農業後継者の育成を図ること

を目的に実施した事業でありますけれども、検証

と評価、効果についてお聞きをいたします。

小項目の２、名寄産業高校酪農科学科の現状と

公立高校間口の維持に果たす役割への認識につい

てお伺いいたします。酪農科学科は全国各地から

の受け入れが可能な学科であり、農業担い手海外

派遣事業の取り組み効果もあり、酪農科学科の入

学者が増加をしているわけであります。名寄の公

立高校として、名寄産業高校間口維持に果たす役

割は大きなものがあったものと認識をしておりま

す。また、学校関係者によると、地元を初め道内

外の中学校への案内においても効果があったとお

聞きをしておりますが、近年の酪農科学科の入学

状況についてお知らせください。あわせて、酪農

科学科受験者交通費助成事業についてもお知らせ

いただきたいというふうに思います。

小項目の３、名寄産業高校及び道北農業担い手

育成対策協議会からの要望状況とその対応につい

てお聞きをいたします。平成２９年度をもって農

業担い手海外派遣事業の取り組みが終了いたしま

したが、その後の要望の状況などお知らせいただ

きたいというふうに思います。

次に、大項目の３、名寄市立大学を活用した地

域ケア力向上プロジェクト事業の取り組みについ

てお伺いをいたします。小項目の１、当該事業の

概要についてお知らせください。当該事業は、圏

域で不足している保育士などの専門職育成を図り、

安全、安心な地域社会の子育て、定住環境の充実

に資することを目的に平成２８年から３カ年間実

施した事業でありまして、初年度には保育士、幼

稚園教諭を対象に実態調査を行い、特に幼稚園教

諭の免許更新時講習の要望実態を把握をし、更新

に必要な３０時間のうち選択領域講習の１２時間

を名寄大学において実現しております。そこで、

地方創生推進交付金の採択を受け実施した事業の

取り組み内容についてお知らせください。

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 塩田議員からは、

大項目３点にわたりまして御質問をいただきまし

た。大項目の１、建設業が抱える働き方改革への

対応については私から、大項目２、名寄産業高校

が担う農業担い手対策については経済部長から、

大項目３、名寄市立大学を活用した地域ケア力向
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上プロジェクト事業の取り組みについては大学事

務局長から答弁いたしますので、よろしくお願い

いたします。

それでは、大項目１の小項目１、建設業が抱え

る働き方改革の施行による影響についてと小項目

２、今後における課題と対策については関連がご

ざいますので、一括して申し上げさせていただき

ます。さて、長時間労働の是正や多様で柔軟な働

き方の実現と雇用形態にかかわらない公正な待遇

の確保のための措置により働き方改革を推進する

ための働き方改革関連法が施行されました。建設

業に関しても改正労働基準法の見直しにより労使

協定を結ぶ場合にも時間外労働の上限制限や違反

時の罰則が科されるなど、一定の猶予期間を置き

適用することとなってございます。建設関連工事

では、工期の遵守に基づき施行を進める中、長時

間労働や休日返上の現場対応を求められたりする

など一般的に週休２日を実現できる現場は少ない

と認識をしております。また、技術者、労働者の

高齢化も顕著でありまして、労働が苛酷と言われ

る建設業ですので、若手が他業種との比較で建設

業への就職を避けるようになれば将来人が集まら

ず、建設業が成り立たなくなる可能性もあるため、

対応策が必要なものと思っております。

先駆的な取り組みは、国土交通省におきまして

建設業界や民間発注企業等の長に対しまして働き

方改革による長時間労働の是正に向け、給与や社

会保険の事業主負担、適正な工期設定や生産性向

上などの推進策を打ち出しています。また、国や

道が直轄する工事では、技術者の担い手確保や入

職しやすい環境づくりなど改革の一環とした週休

２日モデル工事を施行しており、受注工事の現場

閉所の状況に応じて労務費や間接工事費などの経

費に補正係数を乗じた措置を行い、請負代金額の

変更をするなど実施をしているところであります。

これら労働者の処遇改善や福利厚生の充実などは、

官民が連携して進める必要があります。また、安

定的な事業が確保できれば、労働者の安定した雇

用の確保につながります。しかし、建設事業の発

注の平準化となると、現状では夏場に集中する工

事や施設側の施工期限による工事、予算執行期間

内までとする工事など工期が厳格になる事業が多

いと認識をしております。このため、労働時間を

制限した場合は工期の長期化や工事費の増加は避

けられず、労働者確保とともに大きな課題である

と言えます。今後は、国や道の先進的なモデル事

業の成果と課題を踏まえて、個々の建設企業や建

設業界全体が適切な労務管理や生産性向上に向け

た取り組みがなされるとともに、工期延長や工事

費の増加など発注側や市民の理解を得ていくこと

も不可欠であります。名寄市の公共事業において

は、各事業の発注時期の調整などで平準化を今後

も図り、この地域における季節的費用など建設業

業界の現状も踏まえながら推進してまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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、名寄産業高校が担う農業担い手対策につい

て申し上げます。

初めに、小項目の１、農業担い手海外派遣事業

の検証と評価及び今後の対応についてであります

が、農業担い手海外派遣事業につきましては、平

成２７年度から２９年度までの３カ年、道北農業

担い手育成対策協議会の事業として取り組まれ、

名寄産業高校酪農科学科の生徒を台湾へ派遣する

ことを通じて国際感覚を養い、幅広い視野を有す

る農業後継者の育成を目的とするもので、市とし

まして研修費用などへの支援を行ってきたところ

であります。３カ年の実績についてでありますが、

派遣人数につきましては平成２７年度が４名、２

８年度が８名、２９年度が１２名、合わせまして

２４名で、主な内容につきましては虎尾高級農工

職業学校生徒との交流、農家での作業実習、現地

での日本産農産物の販売状況や歴史、文化などを

学ぶ貴重な機会として取り組まれてきたところで
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あります。参加した生徒からは、作物の栽培、管

理における工夫や日本農業との違いを学んだ、言

葉の壁を越えて同年代同士の親交を深め、友情が

芽生えた、国際交流の必要性を実感するよい機会

となったなどの感想が報告されるとともに、学校

からは生徒の国際交流に対する積極性や意識の変

化に成長が見られたなどの評価をいただき、事業

として一定の成果、効果があったものと受けとめ

ております。

今後の対応についてでありますが、本事業は当

初計画どおり３カ年での事業とし、一区切りさせ

ていただきましたが、現在も農業に限らず広く市

内高校生が台湾高校生との交流を図る修学旅行受

け入れ事業を初めといたしまして、昨年度からは

中学生の台湾派遣事業が新たに取り組まれており

ます。また、農業におきましても国際感覚豊かな

担い手の育成を目指し、昨年度から台湾へ市内農

業青年を派遣する農業青年派遣事業がスタートし、

今年度は台湾の農業青年を受け入れる台湾農業青

年受入事業が取り組まれ、相互交流に発展するな

ど新たな取り組みもスタートしており、事業の成

果を踏まえ、より多くの若者が海外において多様

な体験ができるよう民間団体とも連携しながら取

り組みを進めているところでありますので、御理

解をお願いしたいと思います。

次に、小項目の２、名寄産業高校酪農科学科の

現状と公立高校間口維持に果たす役割への認識に

ついて申し上げます。まず、酪農科学科への入学

状況につきましては、平成２８年度は入学者１０

名で、その内訳は市内３名、道内６名、道外１名

となっております。平成２９年度は２１名で、市

内５名、道内１１名、道外５名、平成３０年度は

２５名で、市内８名、道内１４名、道外３名、平

成３１年度につきましては１５名で市内４名、道

内８名、道外３名となってございます。また、名

寄産業高校酪農科学科の受験者交通費等助成事業

につきましては、道北地域の基幹産業である農業、

特に酪農従事者の人材育成確保のために酪農科学

科の存続は重要なことから、道外からの生徒を呼

び込むことを目的としてございます。助成の内容

につきましては、道外からの受験者に対し受験に

係る交通費や宿泊費の一部を助成することで保護

者の経済的負担の軽減を図り、受験しやすい環境

をつくり、入学者の増につなげるため平成２９年

度から実施しているものでございます。

次に、小項目の３、名寄産業高校及び道北農業

担い手育成対策協議会からの要望状況とその対応

について申し上げます。農業担い手海外派遣事業

につきましては、２年生を対象に実施してまいり

ましたが、平成２９年度は学校側から最終年度と

なるために１年生も参加させてほしいとの要望を

受け、対象となる学年を拡大し、支援を行ってま

いりました。御質問のありました事業継続の要望

などにつきましては、現時点まで正式な要請はい

ただいていないところでございます。しかしなが

ら、今後学校側あるいは道北農業担い手育成対策

協議会の総意として事業再開の要請があった場合

には改めて検討させていただきたいと考えており

ますが、生徒が市内にとどまらず広く入学してい

る状況を鑑みますと、名寄市単体での支援ではな

く、関係する自治体、ＪＡなどが一体となって支

援に取り組む姿が望ましいと考えているところで

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） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 続きまして、

大項目３、名寄市立大学を活用した地域ケア力向

上プロジェクト事業の取り組みについて、小項目

１、当該事業の概要について申し上げます。

本事業は、議員お話しのとおり全国的にも不足

している保育士などの専門職育成を図り、安全、

安心な地域社会、子育てや定住環境の充実に資す

ることを目的に地方創生推進交付金事業の採択を

受け、平成２８年度から平成３０年度の３カ年事

業として実施いたしました。御質問の当該事業の

概要ですが、まず平成２８年度は上川、留萌、宗
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谷管内の保育士、幼稚園教員を対象に実態調査を

実施しました。実態調査の内容は、労働条件や仕

事内容、今後受講したい研修内容など大きく３区

分３９項目と自由記述で構成し、約 ０００人か

ら回答をいただき、調査結果は報告書にまとめ、

関係機関に配付いたしました。この実態調査の結

果を踏まえて、平成２９年度、平成３０年度は各

種講習会や研修会を開催し、専門職の資質向上や

リカレント教育を推進する取り組みを行いました。

主な内容といたしましては、保育士、幼稚園教員、

小中学校教員を対象にした特別支援教育コーディ

ネーター養成研修、保育士、幼稚園教員を対象に

した保育者リカレント講習会、加えて地域から強

い要望のあった幼稚園教員免許状更新講習を本学

と公益社団法人北海道私立幼稚園協会との共同実

施により本学教員を講師に２日間日程で選択領域

１２時間を実施いたしました。当該事業は平成３

０年度で終了しましたが、今後とも本学の社会連

携、社会貢献の事業の中で専門職のスキルアップ

やリカレント教育のための研修会等を実施し、ケ

ア、専門職の人材育成に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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す。再質問を

させていただきたいと思います。

建設業、私何回も何回もこの関係といいましょ

うか、関連する形で質問させていただいていると

ころでありますけれども、この働き方改革、こう

いうふうな形で非常に建設業を営む事業者含めて

やはり現状の状況であっても技術者、技能労働者、

そして新卒者含めてなかなか確保に至らないとい

う現状がある中でこういうふうな形で働き方改革

という形で法制化されているというふうなことで

あり、確かに建設業に関しては猶予期間も持たれ

ているところではあるけれども、いずれにしても

猶予は５年ですから、あと二、三年すると一般則

の適用というふうなことで、これは取り組みを絶

対しなければならないという状況になるというふ

うに思いますから、この時点で慌ててこの対策に

取り組んでも遅いという部分、そういう懸念が自

分にもありますし、業者のほうもやはりそれを何

とかしなければならないというふうなことでいろ

いろ御意見をいただくところでありますけれども、

行政一丸となってやっぱりこの対策しっかり進め

ていかなければならないなというふうに思ってお

りますので、改めて建設水道部長のこの理解と今

後のどういうふうに進めていったらいいのかとい

うお考えをお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員のほうから、

大変大きなテーマですし、本当に難しい課題だと

いうふうに私も承知をしてございまして、確かに

法の理念というか、働き方改革によって議員の御

質問にもありました３Ｋ職場から少しでも軽減を

図りながら、若い人でも希望が持てる職場環境を

つくっていこうということについては当然理解を

するものでありますけれども、なかなか、先ほど

私も答弁させていただきましたけれども、理想に

向けて準備をしていくことと今現在の現実のギャ

ップというのは大変大きなものがあるというふう

に認識をしてございまして、御承知のようにやは

り十分な工期だとか、それに見合う人件費などの

積算なども含めてということは恐らく今後の先ほ

どのモデル事業などを通じた中で具体的な数値等

が今後示されて、積み上げられていくような形で

の指導というのが行われてくるのだろうというふ

うに思っておりますけれども、ただこれは私ども

行政側もそうですけれども、今現在例えば名寄地

域の各業種の皆さんもそうでしょうし、全道、全

国がそれぞれ官民一体となってその認識をやはり

少し切りかえる努力を、現場での本当に切実な声

というのは重々私ども承知をしているつもりです

けれども、これ経営者の皆さんも、そして行政も

本当に、先ほど繰り返しになりますけれども、ま

ずは認識を一致をさせると言ったらおかしいので
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すけれども、少しでも、一歩でも改善に向けての

理解、認識を広げていくことがまずイの一番だと

いうふうに思ってございます。年数が限られてい

る中でございますので、恐らく段階的にさまざま

な手だてを講じるよう道や国等の指導も十分情報

収集しながら準備、備えについては万全を尽くし

ていきたいなというふうに思っているところでご

ざいますので、御理解いただければと思っており

ます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 認識はしっかり持っ

ておられるというふうなことで、社会の情勢を見

ると思っていてもなかなかできない、進まないと

いうジレンマに陥る部分というのはあるのだろう

と思うのですけれども、市内のやはり一番苦労し

ているというか、確保に苦労している建設業者等

々のほうから要望、相談とかいうふうなことはお

ありなのかお聞きをしたいのですけれども、年に

１度は建設業協会のほうから要望というふうな形

で毎年出されているのは承知をしているところで

ありますけれども、この働き方改革が打ち出され

て以降相談、要望等々ございましたらお教えいた

だきたいというふうに思います。

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） 今手元になくて、

ちょっと私の記憶の話になって申しわけございま

せん。

例年建設業協会さんからもさまざまな課題につ

いての意思疎通を図ろうということで要望や、そ

して意見を交換させていただく機会などを持たせ

ていただいてございます。もちろん経営者として

のさまざまな課題、そしてまた現場の声というこ

とで聞かせていただいております。やはり災害が

当然今大変大きな課題になっていますので、それ

に対する官民との協力関係だとか、そういったこ

との課題も議論させていただいたような記憶もご

ざいますし、一定程度といいますか、事業量の安

定的な確保、当然それが雇用等々に反映するとい

うことに、めぐりめぐっての話になりますけれど

も、そういったことでの御要望等々は承ってござ

いますので、これは私ども建設水道ばかりでなく、

理事者、そして経済部、総務部等々を含め一緒に

御相談というか、お話を聞かせていただく機会な

どは持たせていただいてございますので、そのよ

うなところで御理解いただければと思っています。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） やはり切実な問題な

ので、恐らく要望なり相談なりというのはあった

のだなというふうには思います。今実際に中央と

地方というふうに分けて考えると、中央には人は

集まる。現状オリンピック、来年開催されますけ

れども、それらに伴う工事の関係だとか、災害に

伴う部分で災害復旧という形で技能を持たれてい

る方はそちらのほうに比較的集まっていっている

という状況は、これは事実だというふうに思いま

すから、地元等々にとっても、この名寄だけの問

題ではなく、地方にとって非常に切実な問題なの

かなというふうに思っています。確かに今回サン

ピラー温泉の浴室の天井の崩落といいましょうか、

破損ですね。それに伴って改修工事を、実際改修

しなければならないという現状の中でも実際それ

に特殊な技能者が必要なわけですけれども、その

方たちの確保はなかなか難しいという理由でやは

り少し先延ばししなければならないというような

説明も行政側からもあったわけですから、そんな

ことも含めて、工種、業種には限る話ではありま

せんけれども、実際に人材を確保することは必要

なのだなというふうに思っています。そのこと含

めて、やはり一番私申し上げたいのはしっかりと

した体力強化を図るためにもしっかりとした事業

量の確保というのが当然必要なのだなというふう

に思っています。やはりそうしなければ技術者な

り技能労働者をしっかり抱えていくだけの余力が

ないとか、ほかに転職をする部分が考えられると

すれば、それを引きとめる部分についてもいろん

なことを考えなければならないというふうなこと
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に当然なってくるわけですから、この部分の事業

量の確保というのは非常に必要なのだなというふ

うに思っています。

この技能労働者等々については、単にそのこと

ばかりではなく、私たちの市民の生活においても

非常に重要な役割を担っているというふうな部分

の認識が私は強いのです。したがって、除排雪、

要するに冬、半分は雪に閉ざされるわけですから、

その除排雪の部分についても技能労働者がいなけ

れば、重機がなければこれは除雪、排雪ができな

いというふうなことになるわけですし、そういう

ふうなことからすると、やはりしっかりとした人

材の確保が必要だというふうに思うのですけれど

も、この部分についても何度も市民生活を守るた

めにも必要なのだというふうなことでお話をして

いるわけですけれども、しつこいようですけれど

も、この人材確保、本当になかなか事業者だけで

は進まないという部分があると思うのです。です

から、先ほども工期の関係だとか、それから工事

発注の平準化をどうするかというふうな部分で、

確かに国費を使い、道費を使い、市費を使いとい

う部分ではなかなか、採択を受けて事業発注につ

なげますから、思ったような平準化が保てるかど

うかについてはこれ甚だ難しい話だなというふう

に思いますけれども、やはりそこのところを知恵

を使ってしっかりとした対応をしていただく。そ

のことにより少しは改善をしていけれる部分とい

うのはあるのかなというふうに思うものですから、

その辺について、しつこいようですけれども、も

う一度御答弁いただきたいと思います。

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） 貴重な御提言い

ただいているなというふうにお聞きしていました

ところです。それぞれ業界、先般除雪関係の団体

からも要請等々もございまして、その中で人材育

成が大きな課題、キーワードということでござい

まして、どういった人材育成の具体的な手だてが

打てるかというのは、ちょっとまだこれは経済部

も含めて少し知恵をひねっていかなければならぬ

かなというふうには思っていることなのですが、

お話戻りますけれども、基本的にやっぱり安定し

た事業量の確保というか、それをタイムリーな形

で平準的にしっかりと出していくというふうな形

だというふうに思っています。確かに国、国費を

当てにしますとなかなか全体的に配当が厳しいと

いったような状況が続いております。しかしなが

ら、御承知のとおり地域財政計画の中では普通建

設事業については一定程度の金額を見通しての予

定を立てていただいてございます。これしっかり

工事、また委託業務等々も含めて多種多様な形に

なりますけれども、全てが土木、建築にかかわる

というわけではございませんけれども、できる限

りその中での確保というか、事業を起こして、大

ぶれしないというか、一定程度のやっぱり安定し

た形での確保がめぐりめぐってのそれぞれ事業者

の、そしてまた人材育成につながるものだという

ふうに思ってございますので、十分この辺につい

ては意を払ってこれからも留意してまいりたいと

いうふうに思っていますので、御理解賜ればと思

っております。

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。力強いお言葉をいただきましたので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。この事業

量確保、これは公共の事業ばかりではなくて、民

間さんの協力もなければ、ということは民間事業

のほうの受託も含めたトータルの話だというふう

に思いますけれども、実際この事業量の話、今建

設事業費の部分のお話もありましたけれども、担

当するのはやはり財政ですから、総務部長もしく

は副市長から、安定的なこの事業量の確保、当然

財源が必要です。財源というふうなことで今、今

年度の建設部分については１８億円を超える予算

を計上していただいているわけでありますけれど

も、やはりもう少し思い切った対策を講じていく

ことはできないのかということで、例えば今も市
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内どこを見ても公共の部分については３０年以上、

４０年以上超えているという老朽化している施設

がほとんどだというふうに思いますけれども、そ

れらの改修含めた事業の前倒しというふうなこと

も含めてある程度これ長期的なスパンで考えてい

かなければならない部分かなというふうに思って

いますけれども、その辺の部分の認識についてお

知らせいただきたいと思っています。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今大きくは普通建設事

業費にかかわってということで捉えさせていただ

きたいと思います。先ほど天野部長のほうからも

ありましたし、議員もそこのところは一致するか

と思いますけれども、国、道からの交付金が非常

に減ってきて、なかなかそれを使った公共事業が

できないという事情があります。恐らく五、六年

前からそういうことがだんだん表に出てきて、し

かしながら道路では一方では傷んでいる道路が出

てきておりますので、昨年度からでしたか、西１

条通りについては単独費を使ってより利便性の高

い道路ということで、そういうような事業も行っ

ているところです。今お話しのとおり、老朽化し

ている施設はたくさんあるのはこれは間違いない

という状況ということで財政のほうも認識してお

ります。一口に老朽化している施設といいますけ

れども、目に見えるところ、例えばいわゆる施設

の部分ありますが、恐らくこれから目に見えない

部分、地下に潜っているといいますか、上下水道

室のほうもそうでしょうけれども、今回の議会の

中でも出ましたが、例えば下水道管などにおいて

はかなり古い年数たっているのもあります。今そ

の洗い出し作業も含めて、これも同じく数年前か

らさまざまな長期にわたる老朽化している部分の

改修計画、あるいは場合によっては長寿命化とい

うような形、さらには立地適正化計画の中では複

合化も含めてどういう形がいいのか今議論してい

る最中でありますが、今課題になっているのはそ

ういう今市のやっていることに対して実際に工事

を行う事業者の皆さんがどういうような形で対応

していったらいいか、そこの部分が一番大きな鍵

になるかと思います。これについては、先ほど天

野部長からもありましたけれども、さまざまな業

界の皆さんと議論をする場も設けて、いろんな意

見交換する場も設けているところであります。

言われているのは、改めてどれぐらいの事業が

今後あるのかということになるかと思います。市

のほうとしましては、これ大変大きな問題ですの

で、一つには財政的には苦しいのですけれども、

一定の普通建設事業費は確保していく。それにつ

いては財政規律も設けながらですけれども、それ

についてはできるだけ確保していく。そして、今

後大きな改修、あるいは大きな更新があれば、こ

れは明らかにする必要があるのですけれども、や

はりそれは総合計画なり、毎年のローリングなり

の中をくぐらなければなかなか明らかにできない

と思います。一番肝心なのは、ベースになるとこ

ろがどこまでなのか。それは、普通建設事業費の

この水準では財政規律で改めてお示しできるかと

思います。それにあわせて老朽化、あるいはさま

ざまな形でこの施設をどうするかについてはロー

リングの中で判断し、それをできるだけわかりや

すくお伝えするということが非常に重要な問題だ

と思っております。長いスパンの中でこの問題は

解決しなければなりませんので、今１０月の後半、

１０月になったらまたローリング再開しますけれ

ども、１１月の予算編成を経て、そのあたりで少

しずつ形は見えてくる。立地適正化についても今

年度一つのめどになっていますので、さまざまな

形がだんだん見えてくる、そういうふうな状況に

あると思いますので、改めて機会をつかまえて情

報発信に努めてまいりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。今副市長から御答弁いただきました。非常に

内容はとても理解できる話です。そうだというふ

うに認識はするわけでありますけれども、ただ、
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今のこの地域の現状を考えると、地域経済をどの

ようにしていくのかとか、好循環を生むためには

どうしたらいいのかというふうなことで考えてい

けば、ちょっと大なたを振るわなければならない

部分もあるのかなというふうに思いますから、そ

こら辺もしっかりとした考慮をいただきながらこ

の安定的な予算確保を進めていただければという

ふうに思います。要望としてお話をさせていただ

きます。

次に、産業高校のこの農業担い手の部分であり

ます。御答弁いただきました。実際にこの研修、

要するに農業研修ですね、取り組んだことによっ

て、これはこのことがしっかり起因する大きな要

因だったというのはわからないのです。しかしな

がら、実際に入学者を見るとふえているわけです。

ですから、それも倍増なんていうものでないくら

い、もともとの分母が小さいですから、実際には

２１名なり２５名なりであるという部分について

は確かに定員４０名から下回る部分ではあります

けれども、大きな部分だというふうに認識します。

やはり一番の部分は全国各地から来ることができ

るという全国区枠ですから、それらもしっかりと

した要因としてでき得るものというふうに認識を

していまして、やはり市内の農業者ばかりではな

く、道内、道外からも、道外も結構３人、４人と

来てくださっているというふうなことであります

から、これらについてはしっかりこの、先ほども

ちょっと話しましたけれども、中学校に対して要

請活動といいましょうか、募集案内というふうな

形で行ったときにも学校側のほうから要するに評

価をされているというふうな部分でお聞きをして

います。実際に担当する経済部のほうでどのよう

にお聞きしているかちょっとわかりませんけれど

も、私がそのようにお聞きをしておりますので、

この辺のこと含めて評価、検証については理解を

しました。ただ、これが今後どうなのだろうとい

うふうな部分で、道北農業担い手育成対策協議会

ですか、ここの部分でしっかりもんでいただくと

いうふうなことだとか、やはり総意というふうな

もので例えば要望というのを出さなければいけな

い。その中で出されていたのは、やはり名寄市だ

けではなくてＪＡなり、他の行政の協力、これは

不可欠であるというふうな御答弁をいただいたわ

けでありますけれども、そういうふうなことも誰

かが仕掛けていかな……仕掛けるという表現は妥

当かどうかわかりませんけれども、そのような話

をその会議の中でもしていかなければならないと

いうふうには私考えるのですけれども、それら含

めてこの辺の認識について再度お聞きをしたいと

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） 再質問いただきまし

た。当該の事業について高く評価をいただいたと

いうことでありますので、私も所管の部長として

そこについては大変うれしく思うところでありま

す。今議員が言われたように、事業の目的そのも

のは基幹産業である農業の後継者を育成するとい

う目的ではありましたけれども、間口等について

も効果があったというところについては私どもも

教育部のほう通じながら聞いている部分あります

ので、効果はあったのだろうというふうに思って

います。

今回当初から３年の事業として進めさせていた

だいたということでありまして、今言ったように

先ほど申し上げたような効果もあったということ

でありますけれども、この効果を踏まえたときに

次のステップに移行するとすれば、先ほど申し上

げたように、やはりこの酪農科学科に来る生徒に

ついては名寄市内の生徒だけではありませんので、

関係する自治体、あるいはＪＡも含めて総体とし

て担い手を支援していくというのがあるべき姿だ

と思っていますので、次のステップとしてこの事

業を継続とするとすれば、私どもとするとそうい

う姿の中で継続されるべきだろうというふうに思

っていますし、今議員が言われたようにそういっ

たことについては事務局である学校あるいは担い
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手協議会の中で議論がされていくべきだろうとい

うふうに思っています。ただ私どももそこの構成

員の一つの自治体でありますので、これは事務局

である学校のほうとも少し膝を交えてその辺の状

況については検討させていただきたいと思います

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） しっかりと今までの

検証結果も含めて話題提供して、そしてその中で

どうなのかというふうなことは議論をしていく必

要があるというふうに思います。この間口確保と

いう部分については、経済部、農業の関係につい

てはかけ離れる話なのかもしれませんけれども、

名寄市全体の高校生の要するに高校間口というこ

とを考えると、やはりその一つの大きなものにな

っているのかなというふうに私は理解をしますの

で、このことに関してしっかりと農業ばかりでは

なく全体的な認識を持っていかなければならない

というふうに思っておりますので、その辺よろし

くお願いをしたいと思います。したがって、この

ことだけではなくて、この研修事業のことだけで

はなくて、今後のことを含めて道北の担い手対策

協議会ですか、そちらのほうでしっかりとした議

論をしていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

それで、最後の名寄市立大学の地域ケア力向上

プロジェクトの事業というふうなことで、これは

私も市内の幼稚園のほうから要望があって、実際

働く教諭の方たちが新制度で１０年に１度の更新

が義務づけられたというふうなことで、３０時間

の講習を受けなければ更新できないというふうな

部分でありまして、必須領域なり選択必須領域、

これ６時間ずつで、これは選択が１８時間でトー

タルで３０時間だというふうに思いますけれども、

そのうちの、名寄大学としてしっかり御協議をい

ただいて、それまで実際に旭川、札幌等々の大学

で実施をしているその講習会には職員を派遣をし

ていたというふうな部分ではありますけれども、

実際に名寄大学で実施できないのかというふうな

ことをお話をし、その中でこの１２時間の確保を

していただいたというふうなことで非常にありが

たく思っていますし、市内の幼稚園の教諭の資格

を持っていらっしゃる方については朗報だったな

というふうに思っています。先生というよりは幼

稚園を経営していらっしゃる方たちにお聞きをす

ると、札幌、この３０時間というのは少なくても

２週連続で講習、連続というよりは２週間、１泊

２日で行かなければ講習受講できないというふう

なこともありまして、やはり結構負担になる部分

があるのですというふうなお話でしたから、名寄

ではどうなのですかというふうなお話をして、取

り入れていただいたと。しっかりとこの地方創生

の総合交付金の採択を受けて３年間取り組んでい

ただき、やはりこの専門職の資質の向上を図る等

々の目的というふうなことで幾つかの講習会を、

実際に把握をする初年度には実態把握をする部分

でアンケート調査を行っていただいて、それをも

とに２年後、３年後ということで講習会を実施を

してきているというふうなことで成果が見られて

いるのだというふうに思いますけれども、この部

分でいきますと、できれば３０時間やってもらう

のが一番だなというふうに思いますけれども、例

えばこのほかに何らかの方法で少しでも名寄で受

講が可能な取り組みというふうなことができるの

かどうなのか、そのことを視野に入れた部分で大

学内部で話し合われていること等々含めてありま

したらお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） いろんな地

方創生の取り組み、評価いただきましてありがと

うございます。幼稚園教諭の免許証更新講習、議

員お話しのとおり３０時間ということで必修領域

の６時間と選択必修６時間、そして選択領域が１

８時間ということで、先ほど答弁の中では選択領

域１２時間とお話しさせていただきまして、１８
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時間足りないという部分なのだろうと思います。

１日大体６時間にテストという形なので、残り１

８時間になると３日ほどかかるということなのだ

ろうと思いまして、２９年、３０年度と２年続け

て１２時間やってきましたが、やはり要望もある

ということもありまして、地方創生推進交付金事

業が３０年度で終わりまして、今年度からは北海

道私立幼稚園協会が主催で行っていただく形にな

りまして、３月に毎年行っている選択領域１２時

間の講習については引き続き実施していただくと

いう形が決まっております。また、拡大実習とい

う形でいろいろ御要望ありまして、学内的にもい

ろいろやはり必要だろうという部分も含めまして

協議を進めて、協会のほうとも話しさせていただ

きました。なかなか講師の確保だとか、そういう

難しい部分があったのですけれども、今般、来年

１月なのですけれども、札幌市をメーン会場に２

日間日程で開催されています必修領域６時間、あ

と選択必修領域６時間の講習がありまして、イン

ターネットといいますか、同時中継の絡みでサテ

ライト会場の一つとして実施してもらえないだろ

うかということを協会のほうとも協議させていた

だきまして、インターネット環境も全てクリアし

まして、今般その会場の一つとして実施すること

が決まったということで、北海道私立幼稚園協会

のホームページにもその旨記載されているという

形になりました。この幼稚園教員免許証更新講習

につきましては、免許の有効期間が満了になる日、

あるいは終了確認期限の２年２カ月前から２カ月

前の２年の間にこの必修６時間、選択必修６時間、

選択１８時間の３０時間を受講するということが

要件でありまして、２年ベースで見ますと今回の

サテライトの拡大実施によりまして本学を会場に

する講習を受講することによりましてこの要件を

満たすと。２年ベースで見るということが可能に

なりまして、この圏域の幼稚園の先生ですとか受

講する方の負担軽減につながるものなのだろうと

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） 今お話しいただきま

すと、札幌で行われるサテライト、そこで実際そ

こに集まって受講されるのだと思うのですけれど

も、その受講を名寄の大学でインターネット環境

の中で受けられる。受けたものは実績としてなる

というふうなことで、そうすれば３０時間のうち

の１２時間もともとあり、必須、選択必須の６時

間ずつですよね。ですから、１２時間クリアでき

るということで、あと選択の６時間だけが必要に

なるのかもしれませんけれども、そのように今回、

私立幼稚園か何かの組織があるのですね。そこと

でそれが合意されて、やれるようになったという

ふうなことで理解をしてよろしいですね。ありが

とうございます。

やはり資格を有している方たちにとっては本当

に朗報といいましょうか、大変貴重な部分だとい

うふうに思います。これ今回だけということでは

なくて、今後も例えば続くというふうなことで理

解をしていいのかどうなのか。サテライトの部分

ですけれども、もし御答弁いただければ。

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） 基本的に毎

年継続ということで考えています。

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） ありがとうございま

す。本当にそのようにいろんな学内で協議をされ

て、そして相手方があると思うのですけれども、

そちらとしっかりお話をし、実現した部分だとい

うふうに、非常に喜ばしい話だというふうに思い

ます。ありがとうございます。今後に向けてもし

っかりとした形で、いろんな形で地域に貢献をす

るというふうな形で進めていっていただきたいと

いうことをお願いをし、私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の
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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３７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。

名寄市病院事業について外２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、通告に従いまして、順次質問をし

てまいります。

大項目の１、名寄市病院事業について質問いた

します。小項目の１番、職員の雇用状況と人材育

成についてお伺いいたします。平成２８年度から

制定された新名寄市病院事業改革プランは、平成

３０年度に改定がなされており、収支の改善につ

いて一定の成果があらわれていると考えておりま

す。このことは、病院運営を行うスタッフそれぞ

れの不断の努力の成果そのものであり、お礼を申

し上げます。道北地域有数の医療拠点として十分

信頼し得る施設であると認識をしているところで

あります。この中で経常収支比率に係る目標設定

の考え方として、平成３０年度の医療報酬改定な

ど一定の収益を確保できるものと見込んでおりま

すが、消費税増税や働き方改革など病院経営にと

って厳しい状況は続くと前置きをした上で、目標

達成に向けた具体的な取り組みとして名寄市立総

合病院及び名寄東病院双方ともに医師の確保、医

療スタッフの確保、この２点を第１点として挙げ

ております。そこで、名寄市における看護師等の

医療スタッフの雇用状況及び充足率についてお伺

いをいたします。

また、安定的な医療体制を供給する上で人材育

成についても特に重要であり、名寄市立総合病院

では奨学金制度に取り組まれており、修学金資金

貸し付けにおいても平成３１年度予算では ５０

０万円の枠内で看護師５５名、助産師１名への貸

し付けを予定されております。現在の利用状況と

効果についてお伺いをいたします。

続きまして、小項目の２番、業務内容について

お伺いいたします。特に市立総合病院では、先ほ

ども述べましたとおり、高度な医療提供可能な施

設として旭川以北屈指であり、名寄市のみならず

幅広い地域の住民から信頼されている病院である

ことは周知のとおりであります。しかしながら、

外来での診察待ち時間が長大でもあります。当然

従事者として対処についても苦慮されていること

と思いますが、改めて原因と対処方法についてお

伺いいたします。

また、想像はしたくありませんけれども、万が

一大規模な事故、災害等が発生し、多数の死傷者

が搬入された場合についても同じく診察処置まで

に時間がかかってしまうのかどうかお伺いをいた

します。

続きまして、大項目の２番、風連地域の課題に

ついて質問をいたします。小項目の１番、風連地

区市街地再開発事業の評価についてお伺いをいた

します。名寄市との合併による特例債を利用した

風連地区市街地再開発事業は、平成１９年から平

成２２年度までの事業期間で整備はされ、完成か

ら約１０年が経過をしたところであります。現在

ではすっかり風連地域の顔として定着をしており、

風連市街地区の経済、文化の中核としてその機能

が発揮をされております。風連地域交流センター

では今年度も各種コンサートや著名人を呼んでの

講演会など多くの市民が気軽に参加できる施設と

して親しまれております。しかしながら、施工完

了後一定の期間が経過したことで施設の経年劣化

についても散見がされており、今後の維持管理を

行う入居者及び利用者にとって負担が増加するで

あろうと考えられます。

そこで、現在の施設管理状況を十分に把握し、

対処することについて検討を行うこと、このこと

はそのプロセスも含めて今後の名寄市全体のコン

パクトシティー化に向けた具体的な先進事例とし



－107－

令和元年９月１９日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

て有効であると考えております。そこを踏まえ、

再開発事業の評価と今後考えられる問題点につい

てどうお考えなのかお伺いいたします。

続きまして、小項目２番、風連地域の将来の課

題についてお伺いをいたします。名寄市の第２次

住宅マスタープランを初めとした各種資料からも

読み取ることができますように、特に風連町では

少子高齢化が顕著であり、特に農村地域ではその

傾向が一層強くあらわれております。これについ

ては、家族が同居しているという世帯構成が多い

のも風連の特徴でありまして、戸建ての一軒家が

多く、アパート数が少ないという現状にほかなり

ません。地域住民としてもずっと風連町で住み続

けたいという声が多く聞かれるところであります。

しかしながら、例えば都市部で生活されているお

子さんのもとへ転居される、あるいは遠方へ嫁が

れた娘さんが面倒見てくれるという声を残して名

寄市から転出される方も見受けられます。

そこで、さらなる少子高齢化を迎えるに当たり、

名寄市として一生涯を安心して暮らせるまちをつ

くるべく小項目の２番、特に風連地域を中心とし

た将来の課題についてをお伺いいたします。まず、

今後急激な増加をするであろう空き家、住宅はも

ちろんですが、これに付随します店舗、あるいは

倉庫、あるいは所有者不明になってしまった土地

についてどうお考えなのかをお伺いいたします。

また、高齢者向け介護施設の要望も高まることが

予想されます。今後の名寄市としてのお考えをお

伺いいたします。

続いて、大項目の３番、道路維持管理について

質問いたします。小項目１番、除排雪について３

点お伺いいたします。名寄市は、北海道有数の豪

雪地帯であり、一般的に１２月から３月末までの

４カ月間を雪とともに生活をしているところであ

ります。この中で道路の除排雪の業務については

市民生活の根幹にかかわるライフラインの一部で

あると認識をしており、除排雪の業務につかれて

いる方は夜中から早朝にかけての不規則な勤務に

大変な苦労がされております。

そこで、１点目、名寄市内の国道及び道道、そ

して市道の除雪時間帯のずれなど、特に交差点で

の管理や除排雪業務での支障についてお伺いをい

たします。

２点目、除雪作業に従事する作業員を確保する

ことが至難であることは周知の事実でありますが、

今後の安定的な雇用を守ることがひいては安定的

な道路を通年で維持をする、通年での維持につな

がると考えております。支援策などお考えがある

のかどうかお伺いをいたします。

３点目、除雪作業機について、昨年のグレーダ

ー、ことしのタイヤショベルと２年ほど導入が連

続しております。防災あるいは減災といった概念

からも機械力の向上は必須であると考えておりま

す。除雪作業機の計画的な更新と要望の状況につ

いてお伺いをいたします。

続いて、小項目の２番、今後の道路維持管理に

ついてお伺いいたします。今現在でも道路の整備

工事は行われておりますが、その取捨選択を行う

に当たり優先順位に対する考え方についてお伺い

をいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 今村議

員からは、大きく３点の御質問をいただきました。

大項目１については私から、大項目２、３につい

ては建設水道部長からのお答えをさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市病院事業についての

小項目１、職員の雇用状況と人材育成についてお

答えいたします。市立総合病院のこれまでの職員

数につきましては、平成２１年４月１日での総職

員数は５６５人でしたが、平成３０年４月１日で

は７４３人となっており、当院の役割の変化や機

能の拡充に応じて１０年間で１７８人の増員を図

ってきたところであります。同期間の離職者の状

況については、医師を除いた全職種の正職員新規
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採用者が２６５人で、そのうち７７人が退職をし

ておりますので、離職率については２ １％とな

ります。看護職だけを見た場合では、採用者１９

２人のうち６０人が退職しておりますので、離職

率については３ ２％となっております。 充足率

はどうかとの御質問につきましては、２年ごとの

診療報酬制度の改定によりまして職員配置の要件

や人数が変化していますので、従来から職種ごと

の定数設定は行っておりません。したがって、正

確な充足率の統計はありませんが、現時点では取

得している診療報酬加算の要件は満たしておりま

すので、充足している状況にあると言えます。

また、人材育成の面ではそれぞれの職種ごとに

院内外で専門研修が行われており、病院経営では

欠かすことのできない最新の知識と技能を習得し

ていただくために医師や看護師を初め各職種にお

いて積極的な研修活動への参加を奨励しておりま

す。看護師等学資金制度の利用状況と効果につい

ては、過去１０年間の採用者２１１人のうち貸与

者が１４２人で６ ２％を占めており、入院基本

料の基準を満たす看護職員配置を継続していくた

めには有効な制度となっております。制度利用者

の採用後の定着率については、返還猶予終了年度

で退職した者が２５人、その後も継続して勤務し

ている者が６５人で、６割以上が定着している状

況です。看護師の採用については、道内看護学校

への訪問や合同就職説明会の参加、実習の受け入

れ、市立大学生との交流会、ナースカフェの開催

や院内保育所の整備などにも取り組み、新採用者

の確保に努めてきたところでありますが、毎年一

定数が退職するため、学資金制度の効果を検証し

ながら今後も看護師確保に努めてまいりたいと考

えております。

次に、小項目２、業務内容についてお答えいた

します。１点目の外来待ち時間の主な要因と対応

についてですが、平成３０年度の外来患者数は２

２万 ９８９人で、平成２９年度の２２万 ９４

８人と比較しますと ７％の増となっております。

平成２７年度から毎年１％ずつ減少していました

が、従前の患者数に戻った結果となっています。

１日当たりでは約９４０人の方が受診され、その

うち７割の方が午前８時から１１時の間に受け付

けをされています。診療科により差はありますが、

患者数の多い診療科だと１時間に約１４人が受診

をしている形になります。待ち時間の短縮に向け

ては、医師業務の一部を看護師や医師事務作業補

助者にシフトすることや変化のない薬剤の定期処

方などを他の病院等に紹介し、機能を分担するこ

とで所要時間の短縮や不要不急な受診を減らすな

どの対応を行っていますが、１日で複数の診療科

受診を希望される患者さんも多く、なかなか効果

があらわれてこないのが現状です。また、一部に

は午後の外来診療を拡充してほしいとの御意見を

いただくこともありますが、病棟での業務や定期

手術、救急対応などを行っているため、現状の医

師数では対応できません。具体的な対応としては、

直接的な待ち時間の短縮とはなりませんが、少し

でも負担感を軽減するためにテレビ放送をごらん

いただけるようにモニターを各所に設置させてい

ただきました。そのほか、夏の暑さ対策として壁

かけ扇風機も増設いたしました。今後も他の医療

機関で取り組まれている事例などを参考にしなが

ら軽減対策に努めてまいりますので、御理解をお

願いいたします。

次に、２点目の災害時の対応についてですが、

当院は平成９年に上川北部地域で唯一の地域災害

拠点病院として指定を受けており、名寄市のみな

らず上川北部地域の広域的な災害医療の提供を行

う必要があることから、災害時における人命の安

全確保と適切な医療救護活動を行うことを目的に

名寄市立総合病院防災マニュアルを策定しており

ます。その中では、災害の発生した地点とレベル

に応じて当院がとるべき対応について示しており、

一例として当院が大災害の中心地域内にある場合

には救急患者受け入れ態勢として傷病患者の受け

入れやトリアージエリアの設定、被災現場へＤＭ
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ＡＴ隊を派遣することなどを規定しております。

特にＤＭＡＴ隊は東日本大震災以降に全国的に急

速に整備された制度で、医師、看護師、調整員で

チーム構成され、毎年北海道などが実施する訓練

にも参加をしており、実際に昨年は北海道胆振東

部地震へ派遣するなどこれまでもさまざまな医療

救護活動を実施しております。また、本年８月に

日本災害医学会が開催する多数傷病者への対応標

準化トレーニングが当院を会場に実施され、医師、

看護師ほか消防職員もともに研修を受けるなどさ

まざまな防災訓練、研修を通じて全職員への災害

に対する意識づけに取り組んでおります。

さらに、平成３０年には災害拠点病院に義務づ

けられました名寄市立総合病院事業継続計画、Ｂ

ＣＰを策定いたしました。この計画は、地震及び

大雨災害に対して医療機能の継続を目指すもので

あります。こちらの計画は、実際に被災した病院

から学ぶべき事項がたくさんあるため随時変更、

修正を加えていく必要がありますが、他の関係機

関と連携しながら災害発生時に病院機能ができる

限り維持できるよう通常時から対策を進めること

としております。

そのほかの災害時対応としましては、平成２４

年に道内の４病院、当院と市立函館病院、市立釧

路総合病院、砂川市立病院で災害時等における病

院間の相互支援に関する協定を締結しております。

協定では被災した病院独自で十分に患者の身体、

生命の安全等の応急措置に対応できない場合に協

定病院が被災病院に対して応急物資や人的派遣な

どの支援活動を円滑に遂行することが定められて

おり、今後も関係機関との連絡を密にするなど連

携を図ってまいりたいと考えております。災害対

応が発生した場合には、これらの体制のもとで即

時対応してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 続きまして、私

からは大項目の２、風連地域の課題について、大

項目の３、道路の維持管理について答弁を申し上

げます。

それでは、小項目１、風連地区市街地再開発事

業の評価についてお答えいたします。風連地区市

街地再開発事業は、空洞化が進む旧風連地区の風

連駅前を４ブロックに分けて、１つ目にはＪＡ道

北なよろ、スーパーマーケット、ホール、会議室

が一体となった地域交流センター、２つ目には国

保診療所、３つ目にはコンビニエンスストア等の

店舗や飲食店、４つ目には賃貸住宅などを整備す

ることで都市機能の集約を図り、中心市街地での

活性化を図ることを目的に国土交通省の交付金事

業である都市再生整備計画事業の基幹事業として

平成１９年度から平成２２年度にかけて実施した

事業であります。事業評価に当たっては、わかり

やすさと透明性の確保を図るため目標を定量化す

る指標として事前、事後にアンケートを実施する

ことで検証を行いました。アンケートについては、

事業実施前の平成１７年度と事業実施後の平成２

２年度に調査をした結果、１点目として風連市街

地の生活環境、２点目として市街地のにぎわいを

取り戻すための行政、住民の取り組み、３点目と

して再開発を行った市街地に対する印象、４点目

として地域交流センターの満足度についてとして、

以上４項目についてお伺いをしたところ、全ての

項目の数値が従前値を実施後の数値が上回り、満

足が向上している結果となりました。事業実施か

ら５年経過しました平成２７年度に実施したアン

ケート調査結果から項目によっては事業実施直後

よりも下がった項目はあるものの、美しい町並み

や人々のにぎわいなど地域として誇りを持てる事

業であるといったことがうかがえることでありま

す。このことは、地域交流センター整備事業によ

る地域活動拠点の形成やＪＡ道北なよろの再整備

による地域農業の拠点確保、商業機能の再配置に

よる生活の利便性の向上、老朽化した国保診療所

の建てかえと保健センター機能の新設、民間の調

剤薬局の地区外からの転入による安心な暮らしの
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提供、集合住宅の整備やイベント広場の整備によ

るにぎわいの創出など便利で生活しやすいコンパ

クトな市街地中心部を実現させたことによるもの

と考えられます。

以上のことから、本再開発事業は風連地域住民

にとって必要不可欠な事業であり、今後も本地域

の特色を生かしたまちづくりの規範となるようそ

の取り組みを進めてまいります。

各施設の運営についてですが、風連地域交流セ

ンターの利用状況については、平成２２年４月１

２日に開設され、利用人数的には減少している傾

向にはありますが、年平均３万人以上の利用があ

り、使用回数についても年平均 ０００回以上で、

横ばいもしくは微増しているところであります。

現在指定管理者へにぎわい創出事業展開について

も担っていただいているところであり、風連地区

の文化、交流の中心施設として大いに活用してい

ただいており、今後においても地域の規模に見合

った中心施設として利用していただけるよう関係

機関、団体などと協力し、情報を発信していきた

いと考えております。

国保診療所での利用状況については、平成３０

年度の診療日数では２４２日で、延べ患者数では

平成２９年度では１万 ４３４人、平成３０年度

では１万 ８０７人となっており、外来診療のほ

か高齢者施設への施設回診や往診なども実施し、

各種予防接種や健康診断、在宅医療などの地域医

療の取り組みを進めております。国保診療所２階

のふうれん健康センターについても主に健康相談、

体操教室、リハビリ教室、各種がん検診等の利用

があり、年に ５００人、利用日数にして１５０

日以上の利用実績となっています。また、建物の

維持管理については、平成２３年の開所より８年

が経過し、外壁等の小規模な破損も発生しており

ますが、随時補修を行っており、今後も施設の維

持管理に努めてまいります。

次に、小項目２、将来の課題についてですが、

空き家の状況については平成２９年度に住宅地図

メーカーにより購入した空き家等のデータコンテ

ンツをもとに市内全域の現地調査を実施いたしま

した。空き家や空き地も個人の財産であり、管理

責任は所有者等にあります。また、その使用方法

などについて法的な問題がない場合は原則的に市

が指導等を行うことはできませんが、そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある空き家については、市から所有者等に連絡す

るなどの対応を行っているところです。あわせて

市では空き家等が適正管理されず、周辺に危険を

及ぼす状態になることを予防するため市広報紙な

どを活用して、適正管理を怠り、他者に損害を与

えた場合のリスクや相続放棄をしても空き家等の

管理責任は失わないことなど従前よりも踏み込ん

で当事者意識を醸成する広報活動を実施している

ところであります。

また、高齢者向け介護施設等の計画については、

名寄市全体として名寄市第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って実施

しましたニーズ調査やワークショップにおいて高

齢者の住まいや介護施設の充実についても課題と

して出されましたが、本計画においては訪問、通

所、泊まりのサービスが一体的に提供される小規

模多機能型居宅介護事業所や認知症グループホー

ムなどの開設の公募、低所得者向け住まいの整備

などを目標に掲げており、今後も市民ニーズを把

握し、地域や関係機関と連携しながら高齢者が安

心して暮らし続けるために既存施設の活用、充実

も含めた高齢者施策を進めてまいります。

続いて、大項目の３、道路の維持管理について、

小項目の１、除排雪業務について申し上げます。

市道の除排雪については、基本的に通勤、通学、

通院時間内に合うよう朝７時ごろまでに終了させ

ることや除雪延長距離が長いことから、出動を判

断する時間帯が午前零時から午前２時と早く、国

道や道道との出動時間にタイムラグが生じます。

また、早朝の２時から３時以降に降雪があった場

合は、朝までに作業を終了させられないことから、
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出動できない場合があるため、国道や道道は除雪

をしているのに市道はしていないという事象が発

生することとなります。毎年冬本番を迎える前に

国や北海道、警察、消防、町内会、関係者といっ

た関係各所に御参集いただき、名寄市除排雪対策

打ち合わせ会議を開催し、情報の共有や課題につ

いて議論し、連携を図りながら効果的で即応性の

ある除排雪体制や除排雪業務における問題点につ

いて意見交換をしております。この会議において、

除雪の課題では出動時間にずれが生じた場合、遅

い時間帯に除雪に入ったほうが交差点の除雪を行

うこと、市道除雪が入らない場合は除雪に出動し

た国や北海道が交差点の除雪を行うよう管理のあ

り方について決定されたところでありますが、引

き続きこのような事象が起きた場合は管理体制が

整うよう周知徹底してまいりたいと考えます。今

後におきましても関係各所と連携し、しっかりと

市民の期待に応えられるよう快適で安心のできる

道路空間、生活空間の確保に努めてまいります。

続いて、除雪オペレーターを初めといたします

除雪作業従事者の確保については、さきに申し上

げました名寄市除排雪対策打ち合わせ会議や委託

業者から受けている要望項目の中でも人材確保や

育成の観点から喫緊の課題であることが提起をさ

れております。本市といたしましても、オペレー

ターや技術者の確保については高齢化や担い手不

足が叫ばれる中、人口減少社会を迎え、大きな課

題であることを認識している一方で、育成や技術

の継承には時間を要することから、関係機関と協

議をする中でしっかりと手法や方策について他市

の状況などを参考としながら考察していく必要が

あると考えているところであります。いずれにし

ましても、将来的にも除排雪事業については継続

して実施続けられるよう他市や国、北海道の事例

など情報収集に努めてまいりますので、御理解を

賜りたいと思っております。

続いて、除排雪機器の関係でございますが、現

在本市が保有している除雪機械は名寄地区は１２

台、風連地区は６台の１８台であります。平成２

４年度から除雪機械の更新及び増強の計画を進め

ており、この間昨年度までに５台の除雪機械の更

新と２台の払い下げ除雪機械を購入し、今年度に

つきましてはこの１２月に除雪ドーザーの納車を

予定をしております。残り１０台の除雪機械につ

いては、更新から１５年以上たっており、老朽化

が著しい現状にあることから、今後も計画的な更

新が必要であると認識をしております。除雪機械

の更新には多額の費用を要することから、道路局

や防衛局の交付金事業を活用して、毎年更新の要

望を進めております。また、北海道の払い下げ機

械の購入についても北海道と情報を共有し、本市

の更新の必要な機械と合致すれば随時購入の検討

も行っているところでございます。今後も計画的

な除雪機械の更新、要望を継続し、冬期間の安全、

安心な生活環境の確保に努めてまいります。

続いて、小項目の２、今後の道路維持管理につ

いて、整備の優先順位の考え方についてお答えい

たします。本市の第２次総合計画において未改良

の舗装化による舗装率の５％向上を目的といたし

まして、国土交通省所管の社会資本整備総合交付

金を活用して舗装化を図っており、毎年度継続し

て国に対し事業要望を行っているところでござい

ます。優先順位に対する考え方でございますけれ

ども、市街地の道路整備では交通量の多い路線や

公共施設沿線及び住宅が張りついている防じん道

路など未改良道路を優先をさせていただいており

ます。郊外地につきましては、道路整備において

国道、道道、近隣市町村につながる幹線道路など

を優先をしているところでございます。今後も安

全、安心な道路空間確保に計画的に努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいた

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） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御答弁いただきました。

まずもって大項目の１番、名寄市職員の雇用状況
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と人材育成についてということで再質問させてい

ただきます。

スタッフの充足率については現在十分足りてい

るという話ではありましたけれども、名寄市の広

報等によりますと求人情報として常に情報が出て

いるということになっております。このことに対

して何で出ているのか、充足率が足りているとい

うところお聞かせください。

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） 常に当

院の看護師募集、正職員、臨時職員問わず出てい

るという状況だということでございますが、これ

につきましてはやっぱり年間、毎年トータルいた

しますと２０名程度の年度途中、年度末での離職

者がいるということでございまして、そういった

部分の補充、それからまた年度の途中で名寄市に

転入をされてこられる方の中で看護師資格を有し

ていらっしゃる方がいらっしゃると。そういった

方々も随時採用できるようにというようなことも

含めて定期募集のほかに随時募集を図っていると

いうような状況が続いております。特に臨時職員

さんで外来等でお勤めいただいているケースなど

では、年度の途中で御主人の転勤によりましてや

むなく一緒に退職、転出をされるというケースも

ございますので、またそうした逆も、入ってこら

れる方も受け入れられるようにというふうなこと

で継続しているものでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに特に看護師さん

についてはやはり女性のほうが多い職場なのかな

という認識をしております。今おっしゃられたと

おり、旦那様の転勤に合わせてですとか、あるい

はライフスタイルに合わせて、子育てですとか結

婚ですとかというところの状況については十分承

知をしているところであります。それにつながり

まして、そしたら産休ですとか育児休暇について

しっかりと取得がなされているのかどうか。そし

てまた、男性の看護師さんについても育児休暇に

ついて認められていると思いますが、その取得の

状況について教えていただきたいと思います。

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） 現在正

確な取得者数持ってきておりません。申しわけご

ざいません。この制度ができる以前の制度からず

っとそうした産前、産後休暇、それから育児休暇、

育児短時間勤務制度、今使っておりますけれども、

全てこうした制度は当初から活用させていただい

ておりまして、現在は女性の看護師ですと出産後

産後休暇を経た後、大体１年以上の育児休業を取

得されているという状況が続いております。３年

まで取得することが可能になっていますけれども、

人数の問題もありますので、看護部長のほうで適

宜相談をさせていただきながら、途中で復職して

いただいたりというようなこともございますが、

多くの方に利用いただいているという状況にあり

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。

働き方改革等の状況も出てきておりますし、特に

外来ではなくて病棟の勤務におかれましては今３

交代の勤務が続いているところであります。患者

様の命を預かっているという病院の特徴からなか

なか休暇等についての取得も特に難しいのかなと

いうふうに思いますけれども、年次休暇の取得の

状況についてもお知らせください。

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） 有給休

暇の取得につきましては、職場によってこれスタ

ッフの状況、それから各セクションの稼働状況に

も応じて随分と違っておりますけれども、今平均

的数値でいきますと、正確な数字ちょっと持って

きておりませんけれども、余り多くはないという

ことです。ことしから臨時職員さんについては年

間５日間、来年の１月以降につきましては正職員

も年間５日を取得することが義務づけられており

ますので、それに向けた取得のためのトレーニン
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グといいますか、施行は今入っておりますので、

少しことしは上がってくると思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 状況について把握いた

しました。確かに忙しい職場でもありますし、先

ほどの常に求人情報が出ていることに対して年間

２０名ほどが入れかわりがあるという状況も踏ま

えて、なかなか通年での年次休暇の取得について

は厳しいのかなというふうに考えられます。これ

についてはしっかりと対処をしていただいて、年

次休暇がしっかりとれるような状況をしっかりつ

くっていくことがこの安定的な雇用の状況にもつ

ながってくると思います。安定的な病院につなが

ると思います。ぜひ検討していただきたいと思い

ます。

それに関連して、ちょっと道は外れるかもしれ

ないのですけれども、名寄市の一般の職員の方々

についても年次休暇はしっかりとれているでしょ

うか。一言でいいので、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） 議員がおっしゃるし

っかりとというのはどういう程度なのかわかり…

…済みません。私も正確な数値は持ってきており

ませんけれども、平均して職員は年間１０日、１

１日ぐらいが平均かなというふうに思っています。

職員の場合は、繰り越しなどありますから、２０

日繰り越せば年間４０日という有休になりますけ

れども、平均して１０日と。１０日、１１日ぐら

いかというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 簡単に休ませてあげて

くださいとも言えないのですけれども、業務に支

障が出ないようにしっかりと休暇とっていただけ

るように配慮お願いしていきたいと思います。

続きまして、医療体制を供給する上での人材育

成について、今取り組まれている修学金の貸付制

度について６ ２％が定着をしているという非常

に有効的な数字であると認識をしております。こ

の事業についてはしっかりと継続をしていって、

安定的な、修学資金なので、本当に新人の看護師

さんが来るという前提で動いていると思いますの

で、これについては続けていただきたいと強く思

います。この制度なのですけれども、名寄市立総

合病院のほうの独自の予算での運営だという話を

聞いておりますけれども、東病院についてこうい

う制度を導入し、あそこはちょっと病院の質とい

いましょうか、急性期ではなく、特に後期の高齢

者の方に向けた病院であるのかなというふうに思

いますので、そこら辺での扱いについてお知らせ

願います。

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） 当院の

制度につきましては、これは市のほうの過疎債の

ほうからも、過疎ソフトというものも活用してい

ただいて、毎年 ０００万円入れさせていただい

ています。病院のほうではそれにプラスしまして、

全体で ５００万円ぐらいという予算で、今現在

ほぼ６０人近い学生に貸与しているというような

状況にあります。東病院につきましては、これは

指定管理で上川北部医師会のほうに運営を委託さ

せていただいておりまして、そこの部分にこの奨

学金制度、学資金制度を導入するという部分は、

私どものほうとして設定するというものはちょっ

となかなか難しいところがあるかというふうには

思っています。最近の学生さんの傾向としまして

は、学生支援機構の奨学金、返還あり、なし、あ

りますけれども、そちらのほうの奨学金を活用さ

れている方が非常に多くおられますので、それと

付随してまたどういうふうにしていくかというと

ころは考えていく余地はあるのかなというふうに

は考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

考えていただけるということで、ぜひ前向きに検

討していただきたいと思います。また、この制度
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については適用される場所、地域に特に制限が持

たれていないということで、名寄市立総合病院に

就職をしていただくことがどういう状況での確約

なのかわかりませんけれども、例えば本州あるい

は大都市部の学校に通われても取得ができるとい

うことで、これは広く周知を進めていくべきもの

ではないかなと思います。これについてもあわせ

て御検討いただきたいと思います。

それでは、続きまして小項目の２番、業務内容

について、ちょっと時間も少なくなってまいりま

したので、ある程度はしょりながら質問させても

らいます。まず、地域の災害に対する対応ができ

る病院であるということで、専門チームをつくっ

て、トリアージ等の勉強を行う計画もある、訓練

もチームでは行っているということではあります

が、名寄市立総合病院全体を見た中での訓練の計

画、あるいは机上での想定等されているのでしょ

うか。お答えください。

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） これは、

以前にも一度全体的に消防なども合同で実施した

ケースもございます。先ほど申し上げましたＢＣ

Ｐの計画の中で、これ毎年訓練を実施することと

いうことになっておりますので、今そうしたもの

の準備も進めているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） わかりました。本当に

あってはならない大災害といいましょうか、事故

についてこの中核の病院の機能が停止してしまう

というのは本当に避けなければならないと考えて

おります。訓練行えるそうですので、ぜひしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。

また、待ち時間が長くなるという話についても

確かに医者の診療方針を変える必要はないと私は

考えております。確かに待つことが苦痛になって

いるという患者さんのお声も聞いたことあるので

すけれども、例えば東病院さんでも一般の総合内

科等あります。また、あるいは風連の診療所にも

しっかりとした内科があると考えておりますので、

そこをしっかり分散して、急性期以外はそっちに

行ってくれよというような市民周知についてもあ

る程度検討していただきたいと思うのですが、ど

うお考えでしょうか。

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） 外来の

待ち時間につきましては、多く御意見をいただい

ておりますし、時期的に混み合うときには本当に

御不便をおかけしている部分があるということは

十分認識をしているところでございます。この外

来の待ち時間の部分というのは、先ほどもお話し

させていただきましたが、ちょっと外来患者数が

またもとに戻って、増加傾向が見てとれるという

ことでございまして、市内、また地域の民間診療

所等の減少というものも影響しているというふう

には思っています。市のほうでは、開業医師会か

らの要請も受けまして、開業の助成制度も創設し

たということでございますが、いまだちょっとま

だ志す先生がいらっしゃらないと。ここがもし実

現すれば、多少でありましょうけれども、当院の

待ち時間というのは減少していくだろうというふ

うには考えています。ですが、今後なのですけれ

ども、国が進めています医師の働き方改革という

問題がございまして、４年後までに年間の総労働

時間９６０までに詰め込まなければならないと。

これに合わせていくということになりますと、診

療時間ですとか予約の患者数の制限といったもの

が本当に厳しい選択を迫られる医療機関がふえる

というふうに言われております。当院もその中に

入ってくるのではないかというふうに考えており

ますので、このことにつきましては大変難しい課

題ですので、事業管理者と相談しながら対応を進

めていくということにしております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 先ほどの塩田議員の答

弁でもありましたけれども、働き方改革によって

本当に必要とされているニーズに合わない状況が
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若干見えてきているのかなとも思います。これに

ついては、名寄市全体を挙げて対処していかない

と、医師の確保もできない、あるいは看護師の確

保もできないとなってしまうわけにはいかないと

思います。これについては、省庁を横断してしっ

かりと対応していただきたいと思います。

続きまして、大項目の２番目、風連地域の課題

についてということで、現状の中心市街地の建物

についての利用状況については把握させていただ

きました。本当に交流センターがあってから風連

のまちの中でイベントが各種開催をされ、それに

付随する個人商店等の経済もしっかりと今、回り

つつあるのかなという、とてもコンパクトシティ

ーの見本のような、お手本のような事業であった

かなと思います。このことは、施工前あるいは着

工後、さっきおっしゃいました平成１７年、２２

年、そして平成２７年度のアンケートからも十分

読み取れるところであります。２７年度のアンケ

ートについては、若干数値の低下がされた、なれ

てしまったのかなと思うところもあるのですけれ

ども、この状況、やはり市民に対してもう一度ア

ンケートをとることができるのかどうか。その上

で、このコンパクトシティーのあり方に、特にこ

の名寄市の中心市街地、まだどうなるとかという

話は出ていませんけれども、それに向けた一つの

実例、前例として有効的に活用していただきたい

と思うのですが、いかがお考えでしょうか。

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） 今議員のほうか

らこの風連市街地まちづくり交付金事業としてア

ンケートを、先ほど申し上げたように、過去３回

実施をさせていただきました。事業としてはこれ

完了させていただいていることになるわけでござ

いまして、この事業としてまた改めてアンケート

調査するということはちょっと今の時点では考え

てございません。今後さまざまなまちづくりの中

でいろんな市民の皆さんの御意見を賜る機会など

もありますので、できればそういった中での評価

とかアンケートというのは十分あり得るかなと思

うのですが、繰り返しになりますけれども、今回

の駅前の再開発事業についてはこのアンケート等

で完了させていただいているつもりでございます

ので、御理解賜ればと思ってございます。よろし

くお願いします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） わかりました。アンケ

ートとる予定はないという話なのですけれども、

我々市民、あるいは実需管理者も入っております

ので、そこの意見をしっかりと酌みながら今後も

地域経済、あるいは地域の文化の醸成等に努めて

いただきたいと思います。

そして、２点目の町内に空き家の問題、先ほど

の答弁にもありましたけれども、今回私が想定し

ていた空き家というのは空き家になってしまいま

した、その持ち主はわかってはいるのですが、持

ち主の所在がつかめない場合についてどう考えて

いったらよいのかなというちょっと大きな問題に

なるのですけれども、お答えをいただきたいと思

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） ただいま議員から所

有者の所在がわからない空き家についての対応に

ついて御質問いただきました。所有者の特定につ

きましては、危険な状態でない限り個人情報とい

うことで市でもそれ以上調べることができない状

況となっておりますが、そういった空き家がある

ということで御連絡をいただきましたら、まず担

当者が現地を確認させていただきまして、建物の

状況などを外観からですけれども、見せていただ

いて、市として何かできることがないかなどとい

ったことをその後判断させていただくような形に

なりますので、御理解をいただきたいと存じます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御理解します。例えば

の話になりますけれども、建物あるいは住宅、土

地が抵当に入ってしまっている、流れてしまって
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いるという場合にはかなり対処が難しくなってく

ることになると思います。これについて先ほど市

の広報等で周知をさせていただいているという答

弁がありましたけれども、持ち主が市内にいると

は限らないというふうに考えておりますので、こ

れについては全国的な機運になるかもしれません

けれども、こういう状況がしっかりあるのだとい

う問題をまず認識をした上で広く周知をしていく。

この広くというのは、本当に名寄市内にかかわら

ずというところで広く周知をして、解決の糸口を

見つけていくべきだと思います。よろしく御検討

をお願いいたします。

続きまして、大項目の３番、道路維持管理につ

いてというところで御答弁をいただきました。ま

ず、除排雪等でやはり一番クレームの対象とされ

ている除雪時間、もう除雪終わったのにこっちや

っていないのかという、これ誤解になってしまう

のですけれども、これについても承知いたしまし

た。そこで、除雪の業務に当たっている方がとて

も今減っているというのは、この名寄市内の市道

の除雪についてももちろん同じくであると考えて

おります。このことについて、除雪路線の交換、

道道あるいは国道との交換ですとか除排雪の企業

の間で人員をやりとりをする、融通をするという

ことは考えているのでしょうか。

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） 貴重な御提言だ

と思っておりますけれども、行政、それぞれ国、

道、私どもということで、それぞれ持つ担当、守

備範囲と言ったらよろしいのでしょうか。これか

たくなに決まっているものがございまして、これ

は今村議員も御承知のとおり国道の範疇、道道の

範疇、そして私どもの市の市道という形でそれぞ

れの持つ体制というか、除雪体制、人員体制、そ

の体制を何とか維持し、除雪体制を今何とか実行

できているというのが現状でございまして、それ

は相互の乗りかえというか、協力関係はお互い情

報交換をしながら、交差点の対応だとか、場合に

よっては一部できる分あるのですけれども、かな

り大がかりな形での希望というのが相当壁が高い

なというふうに思ってございます。また、民間サ

イドも大変いろんな形で知恵を出し合っていただ

いて、御承知のとおり名寄地区、風連地区にそれ

ぞれ組織がございまして、その内部ではいろいろ

協力関係というか、十分対応いただいているかと

思うのですが、なかなか地域をまたいでとなりま

すとそれぞれのまた地域の持つ、なかなかそして

それぞれの持つ分野で相互乗り入れというのはち

ょっと現実的にはまだまだ厳しいのかなというふ

うに思うところでございます。一般市民の方から

見れば同じ除雪ではないかというふうに思われる

かもしれませんけれども、道路事情だとか住居の

張りつきだとか、同じような道路というのは一本

もないのだろうというふうに思っていまして、そ

ういった経験値を積み重ねたドライバーさんの技

能等々も含めると、そう簡単にちょっと入れかえ

というのは難しいかなと思ってございます。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変難しいだろうとい

うお答えでありましたが、やはり今後の安定的な

道路の維持管理、運営についてこの問題を提起さ

せていただきたいと思います。ぜひ御検討よろし

くお願いいたします。

ちょっと時間が本当にありませんので、３点目

の機械の導入等については要望が上がっていると

いうこと、そして補助金、交付金を使って行うと

いうことで承知をいたしました。この機械の導入

については、しっかりと対応していかなければ災

害級の降雪等に対処ができなくなる可能性ありま

す。しっかりと行っていただきたいと思います。

そして、この道路の整備工事についても幹線等

を優先するということであります。商工関係のト

ラック等が頻繁に通る道路についても名寄市内の

経済を回す上で非常に大切だと思いますので、そ

れについても検討をよろしくお願いします。
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どうしても時間がありません。最後になります。

まず最後に、加藤市長のほうから風連の将来像に

ついてどうお考えなのか、あるいは子供たちに残

したいふるさととして明るく元気な将来像が見え

るような希望にあふれた発言をいただいて、終わ

らせて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） 旧風連町と名寄市が合併

をしてことしで１３年目を迎えることとなりまし

て、それぞれの自治体の歴史を乗り越えて合併を

決断して、さまざまな課題克服をしながら新市建

設に向けてそれぞれの先人の皆さんあるいは住民

の皆さん、市民の皆さんのこれまでの御努力によ

ってすばらしいまちづくりが行われていると考え

ておりまして、このことにまずは敬意を表します。

合併によって市民サービス、あるいは市民サービ

スに付随する仕組み、あるいは団体だとか組織も

一定の平準化あるいは統一化、画一化を図られて、

そのことによって自治体経営を効率化していこう

ということになっているわけで、このことが今も

なお進行形で進められていることもあるのですけ

れども、私が常々お話ししているのはそうはいっ

てもそれぞれの地域が持つ歴史や風土や文化があ

るわけで、それをしっかりと大切にして、お互い

の地域同士でまた認め合っていく、このことが多

様な住民自治、名寄市の力強い住民自治、まちづ

くりにつながっていくというふうに確証しており

ます。風連地区は、名寄市の１次産業の中核拠点

であります。それがゆえにＪＡの本所もあって、

森林組合の本所もあるということで、この１次産

業の基盤というのは、名寄市にとっても最も大切

な生活基盤であり、ある意味では付加価値を生む

大きな産業の中心的な役割を担っているというこ

とだと思います。加えて、伝統、文化、ちょっと

長くなって済みません。伝統や文化、そうしたこ

とを非常に大事にする地域だし、そのことによっ

て地域の町内会やコミュニティーが非常にしっか

りとしているというふうにも考えております。先

ほど来お話が出ているように、中心市街地の再開

発も合併を通して行われて、非常によりコンパク

トなまちづくりも実践する、その基盤もできてい

るし、この４月からは懸案だった小学校も新しく

なって、幼稚園から中学校まで一貫した教育を地

域で支えるというような仕組みもでき上がってい

るというふうに思います。名寄市にとってこの風

連地区というのは産業、文化、コミュニティー、

教育とある意味ではもちろん重要な地域でもあり、

先駆的な役割を果たしてきた地域だというふうに

も思っています。人口減少や高齢化という課題も

当然あるわけでありますけれども、しっかりと、

先ほど来今村議員もお話しのとおり、いろんな方

々のあるいは団体の皆さんのお話もよく聞きなが

ら、そうした課題も乗り越えて、より地域の皆さ

んが風連に住んでいて、名寄に住んでいてよかっ

たと思えるまちづくりを進めていくためにさらに

政策を磨き上げていきたいというふうに考えてお

りますので、ぜひ議員の御指導、御鞭撻もいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。

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。

観光振興について外１件を、富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目２点につ

いて質問申し上げます。

大項目１、観光振興について、小項目１、ＪＲ

宗谷本線観光列車風っこそうや号の運行を終え、

名寄市としての総括について伺います。宗谷本線

観光列車風っこそうや号が９月８日に延べ１４日

間の運行を終えて１０日ほどが経過しております。

具体的な総括並びに細やかな分析、検証はこれか

らになるかと思います。運行初日の７月２７日が

大雨の影響により運休を余儀なくされましたが、

７月２８日以降は正常ダイヤでの運行となりまし

た。ＪＲ北海道本社関係部署に問い合わせをしま

したところ、前半の稚内音威子府間の往復運行、

７月２８日から８月１２日までの土曜、日曜、祝
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日６日間の乗車効率は速報値で６３％、後半の旭

川音威子府間の往復運行の８月１７日から９月８

日の土日８日間の乗車効率は７０％との回答であ

りました。昨年、２０１８年７月に国土交通省が

ＪＲ北海道に対して今年度、２０１９年、そして

来年度、２０２０年の２カ年に４００億円の財政

支援を決定すると同時に、ＪＲ会社法による監督

命令が発せられました。この２カ年を第１期集中

改革期間としてＪＲ北海道と単独維持困難８線区

で本年４月にアクションプランが策定されており

ます。その中の３本柱の一つが観光であり、国土

交通省も観光戦略実行推進タスクフォースとして

インバウンドの拡大を視野に入れた北海道におけ

る新たな鉄道旅行の需要の創出プランを提示し、

ＪＲ北海道の線路を開放し、外部事業者を公募し

て、観光列車を運行する仕組みを検討することを

掲げております。今回外部事業者によるオペレー

ションはかないませんでしたが、短期間でＪＲ北

海道、ＪＲ東日本、そしてＪＲ貨物が手を組んで

風っこそうや号運行プロジェクトを実現させたこ

とは、極めて異例中の快挙と言っても過言ではな

いと思います。本年２月にこの宗谷本線観光列車

運行に関する発表があってから運行開始までの限

られた期間の中で沿線地域もそれぞれに名物や得

意分野を生かしたおもてなし企画を模索し、創意

工夫のもと実行をしてきました。とりわけ全行程

で折り返し終着駅となった音威子府では、音威子

府村の若手有志が風っこそうやの歓迎やおもてな

しの旗振り、牽引役を担って大いに盛り上げ、好

評を得ていました。名寄市も乗車記念、名寄市訪

問記念のポストカードを希望者に配布し、また復

刻版のニシンかずのこ弁当の予約販売、地域の特

産品の販売など、そのほかキマロキの汽笛吹鳴で

歓送迎をするなどおもてなしを展開をし、好評を

得ております。そこで、風っこそうや号の運行が

宗谷本線と沿線地域に対して果たした効果と評価、

名寄市側の歓迎、おもてなしに関してどのような

自己評価をされているのか伺います。さらに、乗

車旅客のみならず風っこそうやにかかわる旅行者

がもたらした観光経済に対してどのような効果が

あったと捉えているのかお聞きします。ＪＲ北海

道及びほかの沿線自治体とどのような広域連携を

図ったのかお伺いいたします。市民への風っこそ

うやの運行の周知と乗車促進や積極的なおもてな

しの取り組みへの参加要請についてどのようなこ

とを行ったのかお伺いいたします。そして、来年

度以降もＪＲ北海道と連携しながら観光列車の運

行を継続させていく考えがあるのかをまずもって

お尋ねを申し上げます。

小項目の２、サイクルツーリズム推進について

お伺いします。２０１７年５月、自転車活用推進

法が施行されております。それを受けて、北海道

は２０１８年４月に自転車条例を施行いたしまし

た。その自転車条例の第１４条には、サイクルツ

ーリズムの推進が掲げられております。条文では、

道は本道の特性を生かしてその魅力を高めるため

国及び市町村観光に関する事業を行う者、公共交

通に関する事業を行う者、その他関係者と連携を

して観光旅客が自転車を利用しやすい環境の整備、

その他サイクルツーリズムを推進するために必要

な措置を講ずるとうたわれております。サイクル

ツーリズムの推進方針では、サイクルツーリズム

推進による観光立国の実現を掲げ、サイクリスト

の期待に応えるホスピタリティーの提供を目指し

て、自転車の走行環境やサイクリストの受け入れ

環境、サイクリングルートのバリエーションの提

案などハード、ソフトの両面からよりよいサイク

リング環境の創出を目指すという自転車活用推進

計画が２０１８年６月に閣議決定をされています。

本市においても第２次総合計画基本計画、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

観光振興計画の中で観光商品ＰＲとホスピタリテ

ィーの向上を掲げています。サイクルツーリズム

では、なよろ観光まちづくり協会や天塩川シーニ

ックバイウェイ運営会議などが中心となった長距

離ライド、あるいは武四郎ＲＩＤＥ、エコモビリ
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ティーツアーなどを展開しておりますが、地域の

観光振興において多様化する観光ニーズに対応す

るためにサイクルツーリズムにおけるバリエーシ

ョン豊かなテーマを持った取り組みをどのように

提供しているのか、そしてサイクリストの人数に

関するリサーチをどのように行っているのかをお

聞かせください。また、地域内の観光資源を生か

した体験、滞在、交流型のサイクルツーリズムや

市内や近隣のサイクル愛好グループや個人で周遊

するサイクリング旅客へのきめ細やかなサイクリ

ングトレールの案内対応など行っていることがあ

れば、レンタサイクルの稼働状況やレンタサイク

ルの充実化なども含めてお知らせください。さら

に、サイクリストの高齢化、そして女性サイクリ

ストの増加などサイクリストの多様性に対するホ

スピタリティーの向上策についてお知らせをくだ

さい。

大項目の２、弥生公園の整備について、小項目

１、桜の名所としての再整備について。弥生公園

は、都市計画公園に認定されている公園ではない

ものの、古くから名寄屈指の桜の名所として市民

や観光客に親しまれ、全盛期には２００本を超え

る自生群落のエゾヤマザクラが咲き誇り、桜の開

花時期には多くの花見客でにぎわいを見せていた

と聞いています。旧深名線には花見臨時列車が運

行され、旧天塩弥生駅から公園まではちょうちん

が飾られ、花見客の列は途切れることがなかった

そうです。しかしながら、近年ではエゾヤマザク

ラの群落に混生するシラカバなどの広葉樹が育ち、

エゾヤマザクラを被圧し、支障するようになって

いました。数年前からエゾヤマザクラを被圧して

いる広葉樹の間伐要請が町内会などからも出され

ていたと思いますが、所管からは必要に応じて予

算内で対応していくとの回答でした。このたび限

られた予算を工面していただきながら、昨年末か

ら本年２月ごろにかけてエゾヤマザクラを被圧し

ている広葉樹、針葉樹の伐採が行われました。施

業工程はほぼエゾヤマザクラ以外の樹木の皆伐に

及んだわけですが、エゾヤマザクラの影響のない

樹木を残す手だてはなかったのでしょうか。この

たびの伐採は、名寄市有林ゾーニングである公益

的機能施業林に仕分けされる保健文化機能等維持

林に照らしてみたとき弥生公園の林分は適用除外

林班だとは思いますが、実質的に桜の名所公園と

いう保健文化機能を持つ林分であることに鑑みて、

このたびの伐採量は適正、適量な伐採だったのか

どうかお尋ねいたします。エゾヤマザクラ以外の

皆伐に至った経緯と経過を含めて伺いたいと思い

ます。また、現在は園の西側の林地残材はほぼ全

て片づけられておりますが、伐採作業後の残材が

花見の時期が来てもなお放置され続け、片づけら

れなかったことの理由と公園東側の私有林との境

界林縁部にいまだ置かれている残材の処理を進め

る予定はあるのかどうか伺います。さらに、今後

の伐採計画と伐採後に出た空間へのエゾヤマザク

ラ植栽に関する計画があればお知らせください。

小項目の２、公園内の設備更新について。諸設

備の更新につきましては、ほかの市有施設や公園

などの整備予定に優先順位があるかと思いますが、

伐採作業時に重機の走行によって園路の舗装面、

かなり傷んでおります。また、駐車場に設置され

た円柱台の保護柵がかなり損傷しております。こ

れらの補修をする予定はあるのか伺います。さら

に、撤去されたウッドデッキの残骸処理と再設置

の予定があるのかどうか伺います。トイレの設備

の更新があるのか、あるいは照明設備の増設予定

はあるのかも伺います。そして、経年劣化をして

いるブランコや鉄棒などの遊具の更新を含めた点

検整備をする予定があるのかどうかについてお尋

ねをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 富岡議員からは、

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は建設水道部長からそ

れぞれ答弁をさせていただきます。
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初めに、大項目１、観光振興について、小項目

１、ＪＲ宗谷本線観光列車風っこそうや号の総括

について申し上げます。風っこそうや号は、ＪＲ

北海道が北海道胆振東部地震の影響を受けた北海

道を応援するため観光振興と地域活性化を目的と

した観光列車の走行プロジェクトの一環として、

本年７月２７日から９月８日までの土日祝日にＪ

Ｒ東日本から提供を受けた車両、びゅうコースタ

ー風っこを宗谷本線の旭川駅と稚内駅の区間を運

行した観光列車で、名寄を含む旭川音威子府間は

８月１７日から９月８日の土日８日間運行されま

した。この車両は、窓ガラスを外すことで風を感

じることができ、車内は木製のボックスシート、

テーブル、白熱灯でレトロな温かみを感じられる

ことから、道内外の鉄道ファンを初め多くの方が

利用され、ＪＲ北海道によりますと定員１３６人

に対して各日平均１００人程度乗車されたとのこ

とです。名寄駅の乗降者数は各日下り、上り合わ

せて１０人程度でしたが、名寄駅構内で行った名

寄の特産品販売に多くの乗客にお越しいただきま

した。乗降客以外にも風っこそうや号運行に伴っ

て本市を訪れた鉄道ファンもおられたと聞いてお

りまして、一定程度の経済効果があったものと推

察されるところです。ＪＲ北海道との連携につき

ましては、運行に当たり昨年度末から同社と打ち

合わせを開始し、官民一体となった取り組みとす

るため観光協会、商工会議所、市内の鉄道愛好家

と市が連携して複数回にわたり協議を進めてまい

りました。沿線地域との広域連携につきましては、

乗客皆様に上川北部９市町村で構成する道北観光

連盟の観光パンフレットを配布し、広域での魅力

発信に努めましたほか、音威子府村住民若手有志

グループが企画した風っこそうや号を応援する組

織に対して道北観光連盟が寄附をして、その寄附

金を活用して制作したのぼりと手拭いをこの組織

が沿線自治体に提供し、沿線全体で同じのぼりを

掲げ、同じ手拭いを振るなどしてお出迎え、お見

送りをしました。名寄市でのおもてなしにつきま

しては、風っこそうや号で名寄を訪れた方を中心

に限定ポストカードを配布したほか、かつて名寄

で人気を博したニシンかずのこ弁当を市内業者の

協力を得まして復刻し、風っこそうや号の乗客限

定の予約制で販売し、全８日間で２６８個販売い

たしました。また、２４分間と比較的長く停車し

た上りの際には、観光協会、商工会議所と市が連

携して駅構内のホームで名寄の特産品販売を行い

ました。さらには、風っこそうや号がＳＬ排雪列

車キマロキを通過する際にキマロキ保存会が汽笛

を鳴らして歓迎したほか、ＪＲ名寄駅多目的ルー

ムで北国博物館が本年５月に開催した企画展、名

寄駅舎と名寄本線の中から名寄駅の姿の移り変わ

りを紹介するパネル展を実施いたしました。列車

の到着、出発時にはお集まりいただいた市民が一

緒になって先ほど御説明した手拭いを振ったり、

思い思いの方法でお出迎え、お見送りをするなど

おもてなしに努めたところです。一方、本市にお

きましてはお出迎え、お見送りに参加された市民

が限定的であったということは今後の同様な取り

組みが行われる場合に向けた課題だと認識してお

ります。また、宗谷本線における観光列車の来年

度以降の持続可能性につきましては、沿線自治体

で風っこそうや号の効果や課題を検証、共有する

ことが大切だと考えております。

次に、小項目の２、サイクルツーリズムの推進

について申し上げます。本市の観光振興につきま

しては、名寄市観光振興計画に基づき各種事業を

実施しており、サイクルツーリズムにおいては計

画の目標２、いつでも名（ひと）が寄ってみたい

まち・名寄の戦略９、スポーツツーリズムの推進

を重点施策としております。現在のサイクルツー

リズムに関する取り組み状況といたしましては、

なよろ観光まちづくり協会、道北観光連盟、天塩

川シーニックバイウェイなどが中心となりまして、

名寄市独自のイベントや環境整備から広域での取

り組みまで幅広く実施されております。

まず、名寄市での主な取り組みにつきましては、
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観光協会が中心となって実施されており、昨年度

から北海道の名づけ親と言われる松浦武四郎の踏

査地などをめぐる武四郎ＲＩＤＥの開催を初め、

受け入れ環境整備として民間事業者の方々の協力

も受け、駅前交流プラザよろーな、道の駅の公共

施設のほか市内宿泊施設、飲食店などでサイクル

ラック、空気入れなどを設置しております。また、

レンタサイクル事業ですが、ＪＲやバスを利用し

本市を訪れる方を中心にひまわり観光や市内散策

などに利用されており、現在は本格的なサイクリ

ング用スポーツバイクであるロードバイク５台、

クロスバイク５台に加え、初心者から高齢の方ま

で安心して利用できるアシストつき電動自転車２

台、シティーサイクル６台を用意しております。

さらに、本市の観光施設、景観、食などの地域資

源をより知っていただくために９キロメートルか

ら３０キロメートルまでの５本のルートを初心者

から中級者向けとして設定し、名寄サイクリング

周遊マップとして紹介しているほか、サイクリン

グガイドを育成する養成講習会も実施しておりま

す。行政としましては、これらの取り組みへの協

力や支援に加えて、自転車による観光振興、住民

の健康増進、交通の混雑緩和、環境への負荷の低

減等により公共の利益を増進し、地方創生を図る

自治体が連携して情報交換や協働の取り組みを進

めることを目的に昨年度設立された自転車を活用

したまちづくりを推進する全国市町村長の会に加

入し、全国での取り組み事例などの情報収集、各

種整備に係る国への要望などを行っているところ

です。

次に、広域での取り組みですが、９市町村の自

治体や観光団体、商工団体などにより組織される

道北観光連盟や平成２９年度に認定された天塩川

シーニックバイウェイが中心となり、近隣市町村

と連携した取り組みが行われております。主な取

り組みにつきましては、旭川市から日本の最北端

である稚内市までの約３１５キロメートルを２泊

３日の行程でサイクリングを行うＴＥＰＰＥＮ―

ＲＩＤＥが平成２９年度から毎年開催されており、

全国各地から参加いただき、道北エリアの魅力を

体感いただいております。また、サイクリングや

ＪＲ、カヌーなど移動そのものを楽しんでいただ

く取り組みとしてリバー、ロード、レールのＲ３

事業が昨年度から実施されております。この取り

組みでは、ＪＲ北海道とも連携し、輪行バッグで

自転車を車内に持ち込んでの移動なども実証実験

され、この事業は旭川から稚内、全てを自転車で

運行できない、移動できない女性や高齢者にも好

評を得たところでございます。広域でのサイクリ

ングコースにつきましては、国土交通省北海道開

発局認定の名寄川地区かわまちづくりでの名寄下

川間のルート、同じく北海道開発局のモデルルー

ト、きた北海道ルートとして旭川から稚内間が登

録されております。今後日本全体でのナショナル

ルートを設定するなどの動きもあることから、ル

ートの拡充に向け各関係機関と連携してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 続きまして、私

からは大項目の２、弥生公園の整備についてを答

弁申し上げます。

それでは、小項目１、桜の名所としての再生整

備について数点質問いただいてございますので、

順次申し上げます。まずは、２０１８年年末から

２０１９年２月にかけて広葉樹の伐採に至った経

緯でございますが、近年弥生公園においてはシラ

カバ等の樹木が育成し、増加したことによりもと

もと群生していた桜に日照が当たらなくなり、養

分も届かなくなるなど桜の育成に大きな支障とな

ってございました。支障木の伐採については、数

年前から地先町内会から要請を受けてまいりまし

たが、このたび条件等が相整いまして、町内会と

協議及び現地確認の上、支障木を剪定し、伐採す

ることとなりました。伐採作業については、支障

木を伐採しやすく、園内道路や芝を傷めない冬期
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間に実施したところでございます。

２点目の伐採作業後の残材整理のおくれについ

ては、桜の時期前とはなりませんでしたが、雪解

け後に地盤が落ちつき、足元が乾いた作業のしや

すい状況になってから着手を計画したところによ

り６月中旬の対応となりました。

３点目の今後の伐採計画についてですが、現状

ではございませんが、支障木が散見された場合に

は検討してまいりたいと考えております。

４点目の広葉樹伐採後にできた空間への桜の植

樹につきましては、桜の名所として親しまれてい

る公園であることからも必要であるかと考えてお

ります。一度に多くの桜の植樹を行うことは多額

の費用がかかることから、難しいのですが、少し

ずつではありますが、植樹をしていくことを検討

してまいります。

５点目の私有林を通る遊歩道の再整備について

は、弥生墓地の奥に隣接する敷地から弥生公園に

つながる遊歩道であると認識しておりますが、民

有地であるため整備することはもちろん、草刈り

や雑木等の伐採を行うことができない現状である

ことから、再整備することは難しいと認識してお

りますので、御理解願います。

続いて、小項目２、公園内の設備の更新につい

てでございますけれども、１点目の園内道路の舗

装面については舗装の老朽化や重機作業の走行に

よる損傷箇所を確認しております。部分的な舗装

補修での対応となりますが、随時対応を検討して

まいります。

２点目の園内のトイレ設備更新につきましては、

補修等の対応はしてまいりますが、現状の開設期

間と来場者の利用状況から早急な設備更新は難し

いと考えております。

３点目、遊具の更新を含めた点検整備について

は、園内遊具はブランコ１基と鉄棒１基がござい

ます。毎年開設前の４月に職員による遊具点検を

実施しており、今年度からの点検結果からはブラ

ンコの脚柱と座板に多少腐食が見られますが、ぐ

らつきや大きな破損等はないため、遊具自体には

問題なしと判断しております。また、遊具の更新

については現状では計画はございませんが、道具

にふぐあいや破損がある場合には維持管理での対

応に努めてまいりたいと考えております。

４点目、園内の駐車帯に設置してある円柱台柵

の更新整備については、冬期間に堆積した雪の重

みで支柱部分が傾いたり、柵部分が抜け落ちてい

る状況を確認しましたので、現状の予算範囲の内

において修繕を検討してまいります。

５点目の照明灯の増設については、山の中腹に

あります駐車場とトイレの位置にＬＥＤ照明はご

ざいますが、園路途中には設置してございません。

園内における防犯上や夜間の利用状況、地域にお

ける御意見からも増設については判断しなければ

なりませんが、近隣の防犯灯などの照度との比較

や検証が必要なことから、改めて増設についての

その必要性について検証してまいりたいと思いま

すので、御理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれに御答弁をい

ただきました。風っこそうや号が運行されて、私

も乗車しながらお客様にいろいろとアンケート、

インタビューなどをさせていただいたところなの

ですけれども、準備期間が非常に短かったという

こともあって、関係各所の皆さんは非常に人手不

足や時間不足などなどで御苦労されてきたことは

大変理解できるわけなのですけれども、事前に２

月の段階、あるいは３月に関係する方々が集まっ

て懇談会を開いたその結果というものを提示して

いるはずなのですけれども、それらに関してどこ

までやることができるか、あるいはどこまでのこ

とだったらやれるのかということを考えることは

されたのか、そして今回実行に移されたのかとい

うことについての経緯を少々お知らせをいただき

たいなと思うのですけれども、というのもリゾー

ト列車の懇談会から恐らくペーパーが上がってい
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たと思うのですけれども、それらに照らしてみま

すとポストカードの作成ですとか、キマロキの汽

笛を鳴らすとかというようなことは実行されてい

るわけなのですけれども、そのほかのことに関し

てはどう検討されて、何が原因で今回やることに

至らなかったのかというようなことを含めてちょ

っとお伺いしたいなと思います。よろしくお願い

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） 取り組みの経過

でございます。ＪＲ北海道さんと打ち合わせを最

初に開始したのが３月の上旬でございます。その

ときにお話をいただきまして、そのとき私どもも

市としては観光部門として産業振興……当時は営

業戦略課ですけれども、それからＪＲを所管する

総合政策室で対応させていただき、さらに民間と

いうこともありまして、商工会議所の方も含めて、

あるいは観光協会の方も含めて打ち合わせをさせ

ていただきました。そのときにいろいろとアイデ

アをまず出させていただきましたが、その後より

民間の方々のアイデアを募ることも含めて市内の

ＪＲ愛好の方の御意見も聞いたりする作業が始ま

り、その後ＪＲとも打ち合わせを進めながらやっ

てきたのですが、ＪＲ北海道さんがつくるパンフ

レットというのもございまして、そのパンフレッ

トをつくる校正等の期間も相当程度短かったとい

うこともございました。実際に５月末ぐらいでそ

の締め切りがあるよというところで、我々もやれ

ること何だろうかということ検討してきたのです

が、まず最初にアイデアのあったポストカードで

すとか、お弁当の話も最初のところでアイデアが

あったので、これについては実現に向けて進めら

れていきました。一方で、ＪＲさんがつくられる

パンフレットの締め切りが近いということもあり、

そこまでに一定程度のところを詰めつつそのパン

フレットの校正が終わった後にも具体的なことを

進めなければいけなかったという難しさもあった

のも事実でございます。

また、先ほど議員からもあり、私も答弁させて

いただいた折り返し地点にある音威子府村の住民

グループの方の積極的な取り組みについては、ク

ラウドファンディングを活用したりですとかして

いただきましたけれども、そこには我々何をやれ

るかというところでは道北観光連盟としての活動

をどうするかというところ、道北観光連盟の中で

も話し合いをした中では、期間が短かったことも

ありますし、最初に提示された、これは後から変

わることもありませんでしたが、運行のスケジュ

ールといいましょうか、停車時間ですとか停車の

時刻もそうですし、停車する時間も駅によってま

ちまちで、数分であるところから長い時間とまる

こともあったりということで、それぞれのまちで

できることが違うなというところもあり、今回に

ついては統一した連携はなかなかできなかったと

ころもありますけれども、それぞれの自治体でま

ずやろうということがあり、それで道北観光連盟

としての取り組みとしては若手、音威子府村のグ

ループの組織に対して寄附をするという形で協力

させていただくことになりました。そういったこ

ともあり、短い期間でのできること、できないこ

とを取捨選択しながら私ども名寄市としてはポス

トカードの配布ですとか、ニシンかずのこ弁当の

販売、そして駅での物産の販売といったところに

至ったところでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） その辺は私も十分に承

知しているところではあるのですけれども、お客

様の声としてはかなり今回の風っこそうやに対し

てはいい印象の答えがたくさん返ってきておりま

す。各駅でのそれぞれのおもてなしに対してとて

もすてきな取り組みだという話が多く聞かれたと

ころなのですけれども、ただ実際に駅ごとに結構

温度差があったようで、その辺を指摘されるお客

様もいらっしゃって、あそこの駅はよかったけれ

ども、ここの駅はああだったよね、こうだったよ

ねというような話も聞くことがあります。音威子
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府村の民間の有志団体がああいうことをやれたと

いうことは、ほかの地域でも民間の有志を募るこ

とによって自由闊達な発想への働きかけというの

ができたのではないかなというふうに私は考えて

いるのですけれども、恐らく私も名寄駅に行ける

範疇で何回も足を運ばせていただいて、見せてい

ただいたのですけれども、やはり土日休日を返上

して関係各職員だけが出てきて対応するというの

は、非常にこれは結構正直言ってつらかったので

はないかなというふうにも思っております。です

ので、そういった大枠でのそれらをプロモーショ

ンできるような団体にある程度運営等を任せる中

で横から、後ろからサポートをしていくというよ

うな形がとれたらもうちょっと高まりを見せたの

ではないかなというふうに思っております。

それであとは、パンフレット等をＪＲ側がつく

ってくる、それに載せるというようなことだけで

はなく、今回は８日間走行したわけなので、毎回

毎回何かしら違ったバリエーションのものがあっ

たのではないか、あるいは今回きょうこうだった

から、あしたこうしてみようか、ああしてみよう

かというようなことがあればもう少し発展的な方

向へ持っていけたのではないかというふうにも考

えるのですけれども、恐らくあそこへ集まってこ

られた関係各方面の方々のお話を聞いても試乗会

には乗ったけれども、実際に営業車には乗ってい

ないというような話も聞いておりますので、営業

車のほうに乗っていろいろとリサーチをすること

はできなかったのかというようなことをちょっと

お伺いしたいなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。

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） いろいろ貴重な

御提言ありがとうございます。まず、取り組み、

各駅の温度差ということにつきましては、先ほど

申し上げたとおり期間の短さですとか、あるいは

列車のとまる時間の差などもあり、あるいはやっ

ぱり地域の方々の熱の温度差そのものがあったと

思います。音威子府のグループに関しましては、

非常に熱い思いを持った方が中心となってやって

おられました。一方で、私どもも議員おっしゃる

とおり民間のアイデアが必要だと思っておりまし

て、名寄市に在住される鉄道愛好家の方の協力を

得ながら、またその方々は沿線でつながっていら

っしゃいますので、音威子府のその方々とも非常

につながっているというところで、音威子府の組

織とは我々も別々な行動していたわけではなく、

情報交換をしながら、そしてそのグループが実施

されるのぼりですとか手拭いは共有できるとか、

そういったことをお伺いしながらやってきたとこ

ろでございます。

毎日違うことができたかもしれないというとこ

ろについては、私ども、議員おっしゃるとおり市

の職員や商工会議所、観光協会の職員等でお出迎

えさせていただきましたが、８日間で延べ１３２

名ほどが参加させていただきました。土日、毎週

４週間、おっしゃるとおり決して、ある意味少し

きつい部分もあったかと思いますけれども、後の

話題となりますが、この観光列車の持続可能性と

いうところでいくと、そこについても検討する余

地があるのかなと考えています。また、先ほども

申し上げましたが、沿線自治体ごとの温度差とい

いますところでいいますと、名寄については若干

市民全体としての取り組みが限定的であったかな

というところは反省点として残っております。こ

れについては、これがまた次に続くとすればどの

ような形で行うことでより多くの一般の市民の方

も参画していただいて、おもてなしをできるかと

いうことの検証につながっていくことだと思って

います。

試乗会にしか乗らなかったというところにつき

ましては、試乗会でまず実体験した後に私ども今

回ニシンかずのこ弁当を販売させていただきまし

た。下りのときが２分間しか停車しなかったもの

ですから、ほとんどのケースで車内で販売をさせ

ていただきました。その中で車内でのお声を聞く
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ですとか、皆様の感想を直接聞くのもそうですし、

反応を肌で、そして耳で声で感じるというところ

で情報収集はさせていただいたところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 私もその愛好家のグル

ープの多分一員だというふうには認識していると

ころでございますけれども、やり切れなかった感

がちょっとあるというような状況というのは恐ら

く土休日返上で関係職員の方々が主体となってや

ったものに関することで出たものだというふうに

考えるのですけれども、やっぱりもっとこういう

ことをやる場合、音威子府のいい例があったわけ

なので、これは多分総合政策のほうにも絡んでく

る部分あるのかなと思うのですけれども、沿線地

域の連絡システムとか、そういったもの立ち上げ

ながら活性化推進協議会の中でも各地横断的な議

論があってもよかったのではないかなというふう

にも考えますし、そこからもう一歩踏み込んで、

これらのイベント列車等を受け入れるときにプロ

デュースできたり、コーディネートできたりとい

う人たちを集約して、それを行政側がしっかりと

サポートをしていくというような取り組みの仕方

というのも恐らくあってもよかったのかなと。そ

れを実現できたのは、多分音威子府だったと思う

のです。そういったことも勘案しながらやってい

くことというのはすごく大事だったのではないか

なというふうに思うのです。

あとは、沿線にある線路の目の前の名寄高校の

ボランティアの方々ですとか、あるいは大学のボ

ランティアサークル、そういったところへの声か

けなんかもあってもますます発展的な形になって、

毎日違ったバリエーションでのお客様をお迎えす

るような仕組みというのがつくれたのではないか

なというふうに考えているのですけれども、その

辺についてはいかがでしょうか。

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） 取り組みの全体

コーディネートということでは、最初話、先ほど

申し上げた３月の上旬のところからそういう話も

私どもの中ではありました。どういった方に頼む

のがいいのか、あるいは候補に挙がった方々もい

らっしゃったのですが、１つにこれは予算的なと

ころもあるのですけれども、音威子府村の皆さん

方のように完全にボランティアでやっていただけ

るかというとなかなか難しいところがあり、まず

そこの部分で一つ立ち消えになったところはござ

います。ですので、今後持続的にやる場合、そこ

も一つの課題かなと思っております。

また、今御提言ありましたとおり、高校生、大

学生など含む市民の皆様への周知につきましては、

今回私どもとしては力不足のところあったかなと

正直感じておりますので、次にやるときには、時

間的なこともあると思いますけれども、そういっ

たところについても考えていきたいと思っており

ます。持続的にやっていくためには、やはりまず

は利用者に喜んでいただけることが一番だと思い

ますが、ＪＲ北海道さんと、それから地域、我々

みんなにとってウイン・ウインになる取り組みと

いうのが必要なのかなと考えているところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らく国交省から出さ

れた観光戦略実行推進タスクフォースとしてのイ

ンバウンド拡大を視野に入れた北海道における新

たな鉄道旅行の需要の創出ということに鑑みます

と、これは一過性のものにとどまらないのかなと

いうふうにも考えております。というのも来年は

東急電鉄の車両をザロイヤルエクスプレスとして

道東のほうで運行されます。そういったことを考

えますと、今回の風っこそうや、これが外から借

りてきた車でやったという形ではあるのですけれ

ども、今後はＪＲ北海道が所有している、この間

新聞にも出ておりましたけれども、山紫水明の山

明と紫水という改造された車あります。それと、

今回の風っこそうやの前後についていました北の
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恵み、北海道の恵み車両というのもラッピング車

両あります。そういったものを使いながら新たな

展開として宗谷本線の沿線自治体から上げていく、

話を持っていくというふうなことがあってもいい

のかなというふうにも考えているのですけれども、

その辺含めていかがでしょうか。

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） おっしゃられた

とおり、ことしの風っこそうやというのがまず来

年等にもつながるロイヤルエクスプレスとの、そ

のうちの一環ということで聞いておりますし、こ

の間ＪＲ北海道さんもプレスリリースされました

とおり、山紫水明の紫水号は宗谷本線を定期的に

走るということもうたわれておりました。そうい

ったこと考えますと、観光列車走ることが宗谷本

線の持続にどの程度好影響を与えるかというのも

あると思いますけれども、観光列車を目的に来て

くださることでこの道北地域を知っていただき、

あるいはこの地域の経済活性化につながるという

ことを考えますと、この観光列車が持続的に続く、

持続的に運行されるようにＪＲ北海道さんとも幅

広くといいましょうか、相当時間的余裕を持って、

あるいは地域とも連携を図れる仕組みといいまし

ょうか、そういったことを検討し、この観光列車

というものが一過性のものに終わらないように私

どもも地域としてできることを考えていきたいと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） やはり今後のことを考

えていきますと、恐らく北海道だけではなくて全

国的な鉄道の活用の潮流としまして、今後車両は

ＪＲ北海道で持たないけれども、よそから車を借

りてきて運行するですとか、あるいはどこかのほ

かの会社の車を持ってきてというような形での上

下分離というのができてくる可能性というのがあ

るのではないかというようなことをせんだって名

寄にもよく来られて講演をされていた工藤裕之さ

んですとか、あるいは鉄道の旅行雑誌の編集長の

方が来られたときにそういう懇談をしたときにこ

れからはオープンアクセスというようなことも出

てくるのではないかと。上下分離方式、新たなも

のとして生まれてくるのではないかというような

ことも言われているのですけれども、その辺に関

して名寄市が今後、あるいは、これはちょっと市

長か総合政策部長に聞きたいのですけれども、活

性化推進協議会の中でこれらをどのように取り込

みながら宗谷線の活性化に向かっていくのがベス

トなのかというようなことをちょっとお伺いした

いなと思います。

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） 富岡議員は日々

お忙しい中、お出迎えに来ていただきまして、本

当にありがとうございます。今総合政策部として

のお答えになってしまいますけれども、観光列車

等の今後の盛り上げ方とかという部分につきまし

ては、先ほどお話出ていました山紫水明号、道産

の木をふんだんに使った観光車両に改造した車両

ですけれども、こちらのほうをＪＲさんも各線区

にしっかりと走らせながら、移動だけではなくて、

列車に乗ることの価値観、それから魅力というも

のをつくり出すという、そして情報発信をすると

いうことをしっかりと頑張っていただきたいとい

うこととあわせて、それに沿線自治体も一緒に協

力して頑張っていくという形がやっぱり求められ

るものなのかなというふうに考えております。根

本的なところでいいますと、鉄路というのはつな

がって、ネットワークを形成して初めて価値が創

出されるという乗り物だと思っていまして、南は

鹿児島から最北、この宗谷本線までつながって、

やはり鉄道というのはしっかり価値を、能力を発

揮するのだろうと考えています。そういった意味

でも、国土形成保全の意味からしてもこれは例え

ば乗っているお客さんの数や収支のみの物差しで

存廃を議論してはいけないのではないかなという

ところが根本にございまして、活性化推進協議会

の報告書でもまとめさせていただきましたけれど
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も、国土保全のためにもしっかりと引き続き根本

的なところについては国に抜本的なやっぱり支援

を求めていきながら、２年後に迫っております法

改正に向けて北海道とともに国に対してしっかり

と協議会としても働きかけをしていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

熱烈な思い、同じ思いを持ってお答えをいただい

たので、非常に力強いなというふうに思うのです

けれども、来年東急電鉄と共同でできる観光列車

の上下分離方式というのは、恐らく今後ＪＲ北海

道にとっても宗谷線活性化についても可能性の枠

というものを物すごく広げていくものなのだろう

なというふうに考えております。宗谷本線の活性

化にアイデアを寄せてくださる方々の意見もいろ

いろと聞きながら、新しい形で多分オープンアク

セスというような方法というのがとられてくるの

ではないかなというふうに思うのですけれども、

既に道南のいさりび鉄道ではそういった方式で営

業とか運営は日本旅行がやって、そして鉄路を貸

すというようなやり方をしています。そういった

ことも含めて提案をしていきながら、ながまれ、

いさりび鉄道のほうは何か日本一貧乏な観光列車

というのを銘打って走らせて、非常に一世風靡を

してというようなこともありました。宗谷線も類

いまれなる大自然があるわけですので、それらお

いしいものもそろっているので、そういった形で

観光列車を運行させるというのもすごく有効なこ

とになるのかなというふうにも考えております。

特に観光立国の戦略で新たなＪＲ支援をというよ

うな形で新聞記事でも掲載されておりますので、

そこら辺も含めて今回の風っこそうや号を一つの

踏み台として新たな展開へ持っていっていただけ

るような方向に考えていただけるとありがたいの

かなというふうに考えております。宗谷本線の活

性に関しては、恐らく利便性の向上というような

ことも必要になってくると思います。この辺に関

しては、別な機会にまた質問をさせていただきた

いなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

サイクル関係の問題でございますけれども、次

のほうに入ります。結構台湾からのお客様という

のがサイクルツーリズムというのに非常に関心が

あるようで、台湾、名寄市も友好関係がございま

す。台湾では、自転車雑誌では北海道の特集が大

変組まれているというような話も聞いております。

北海道のサイクリングというのが大変に人気が上

昇しているという状況の中で、それらのインバウ

ンドのお客様をきちんと取り込むためにもまずは

この市民レベルで乗って歩ける名寄市内のサイク

リングロードの短いものから長いものまでいろん

なバリエーションの提示というものが必要になっ

てくるのかなと思います。その辺に関して今後ど

ういうふうに進めていこうとされているのかあわ

せて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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） インバウンドの

サイクルツーリズムに向けてまずは市民レベルで

というところでございます。先ほどの答弁でお答

え申しましたけれども、本市では９キロメートル

から３０キロメートルまでの５本のルートを設定

したサイクリングマップもつくっております。ま

た、レンタサイクルについては市民の方が使うと

いうことではないかもしれませんが、道内の方で

ＪＲでお越しになった方などが多く借りられてい

ることも聞いております。また、インバウンドに

向けては、まだ台湾については交流事業から進め

ているところでございますけれども、今後インバ

ウンドというものを冬の観光だけではなく、夏に

も通年で続けていくためには大事なところだと思

っております。台湾の方々もサイクルツーリズム

で来ていただくためにはまず受け入れ環境も整備

していかなければいけないと思っております。先

ほどの三浦議員の答弁でもさせていただきました
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けれども、インバウンドの受け入れ環境の整備と

いいますものがまだ当市としては十分ではないと

ころもありますので、そこも含めてこれから検討

してまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ただいまサイクルツー

リズムというところでお話が出ましたが、サイク

ルツーリズムそのものを聞いておりますと、別の

見方、観光の面からでなくて、あるいはスポーツ

コミッションでやるべき、そういう事業という側

面もあります。議員御指摘のとおり、まず市民の

皆さんが自転車に乗ってみて、ここ本当に走りや

すいのかなということをまず感じていただくのも

一つ大事なことかと思います。私も何年か前まで

ちょっと自転車乗っておりましたので、中身につ

いては、道については多少知っておりますけれど

も、平たんで走りやすいのは間違いないので、本

当に気軽に乗っていただける周辺整備、特に道道

あたりは交通量も少ないと言ったらあれですけれ

ども、今室長のほうからルートの説明もありまし

た。ここＰＲも含めてちょっと取り組みについて

は進めなければならない課題かなと思っておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 副市長からも御答弁い

ただきました。自転車ってすごく最近やはり脚光

を浴びておりまして、御高齢の方から女性の方ま

で多くの方が愛好されているという乗り物であり

ます。そこで、通行帯ですとか、あるいはトンネ

ル内の照明の増設とか、その他サイクリングコー

スに合わせた形での集落への入り口の案内看板で

すとか駅の案内看板、あるいは休憩スポットの設

置だとか、そういったことに関してどう考えてい

るのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 道路環境につきまして

は、それぞれ関係機関との御相談になるかと思い

ますので、進みぐあいに関しますと若干おくれぎ

みになるかなと思いますが、やはり一番この環境

で必要なのは休憩場所ですとか、いざというとき

のエードステーションですとか、特にパンクした

ときすぐどうするかだとか、そういった面につい

ては工夫のしようがあると思うのです。そういっ

たすぐできるところからでも進めるのが一番の近

道ではないかなと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） うちに来られるお客様

もかなり自転車でのツーリングの方が非常に多う

ございまして、それで名寄市内を結構走っている

とどこに行ったらどんな情報が得られて、どこへ

行けばどういうようなものがあってというような

のは恐らく今よろーなが主体となって、観光協会

に行けばほぼほぼそういった情報というのが得ら

れるのかなというふうに思っているのですけれど

も、そういった流れの中で公共交通機関とのミッ

クスという形で輪行される方というのも非常に多

うございます。その中で公共交通機関との連絡ス

テーションとしてもよろーなの存在ってすごく大

きくなるのかなというふうに考えております。あ

るいは、ずっと日本一周、自転車で旅をしている

ような方々が中継をするステーションとしてもよ

ろーなの存在って大きくなるのかなと思うのです

けれども、サイクルラックですとかコインロッカ

ー、あるいはトイレというのはよろーなにきれい

なものが設置されているのですけれども、これに

加えて更衣室ですとかコインシャワールームなど

がもしあるとすれば非常に便利だなという話を結

構聞きます。こういったことに関して、公共交通

機関と組み合わせた旅をされている方に対する輪

行という形に特化した中で考えたときにそれらの

ことというのは今後考えていく余地があるのかど

うなのかをちょっとお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 例えばコインシャワー

ルームですとか、そういう設備になりますと当然

物理的な取り合いの問題もございますので、この
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場での明確な回答はできないと思いますけれども、

さまざまな形で輪行をサポートするという手法は、

例えばよくサイクルツーリズムでは何かグルメを

食べに行って帰ってくるですとか、そういうポイ

ント、ポイントがあると思います。そのあたり民

間の事業者の皆様ともいろんな形で御踏査させて

いただきながらバックアップできるような、これ

も一つの手法かと思います。よろーなについては、

現状では少し物理的に取り合いは難しいのかなと

考えてもおりますけれども、改めて指定管理して

いる観光協会とも若干相談はさせていただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それらに関しまして、

含めて１つまた御要望させていただきたいのです

けれども、結構聞かれるのが名寄駅の２番、３番

ホームへのエレベーターの設置とか、そういうの

というのは高齢者の側からも出ていますし、自転

車輪行の方からも出ておりますので、これは次の

機会にでもまたあわせて質問させていただくこと

にしようかなというふうに考えておりますので、

その辺もちょっとお含みおきをいただければとい

うふうに思っております。

次の項目に入ります。弥生公園のお話なのです

けれども、今もって東側の林縁部に林地残材がそ

のまま山積みに放置をされているという状況があ

るのですけれども、西側のほうは片づいて、割と

きれいにはなっているのですが、東側の部分に関

しての林縁部の林地残材の回収について、その辺

どう考えているかお聞かせください。

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） 済みません。ち

ょっと質問のときに私聞き漏らして、答弁漏れし

ていたかもしれません。現地の状況等々、一部残

っている場所があるというふうにお聞きをしてご

ざいまして、担当も含めて現地改めて確認などさ

せていただいて、適正な形になるようちょっと努

力してみたいと思っています。ただ、すぐ、きょ

う、あすとかということでないかもしれませんし、

来シーズンまたきれいな形で桜をごらんいただけ

るようなことで心がけたいというふうに思ってお

りますので、御理解賜ればと思ってございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひ早急にその辺も片

づけお願いしたいなと思います。

あと、伐根を下げるというのもぜひやっていた

だきたい。結構冬場に切って、フェラーバンチャ

ーか何かで多分伐倒されているので、かなり伐根

が高いという状況もありますので、伐根下げなん

かもするともう少し見ばえがよくなるのかなとい

うふうに思っております。

それと、桜の木に関しても昔から自生されてい

る木はかなり年数が、樹齢がたっておりまして、

中が空洞化していたりとか、あるいは太い枝が折

れていたりとかというような木があると思うので

すけれども、その辺に関してぜひ樹木医への診断

を仰ぎながら寿命を延ばしたり、活力を上げてい

くという手だてが必要ではないかというふうに考

えておりますので、その辺をぜひよろしくお願い

したいなと思いますが、いかがお考えですか。

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） 貴重な御提言い

ただいているかと思ってございます。なかなか私

ども通常弥生公園初め多くの公園、整備、行って

は伐根、伐採等もさせていただいて、おおむね危

険だとか傷んでいるなということで切ってしまう

というのが通常の形でございまして、なかなか専

門医までのというのは今までちょっと事例等々も

恐らくないけれども、基本的には桜は大事にして

いきたいという気持ちの中での今回一連の対応で

ございますので、今回についても少し研究させて

いただきたいなと思ってございますので、御理解

いただきたいと思っています。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 樹木医、結構いろいろ

と下川なんかでも取り組まれている方がいらっし
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ゃったりとか、この地域にも多分いると思います

ので、ぜひぜひそういった形で診断を仰ぎながら

桜の木の寿命を延ばしていっていただきたいとい

うふうに考えております。弥生公園のみならず、

望湖台の自然公園ですとか日進湖の自然公園、あ

るいは砺波のえんれい公園、智恵文のヒブナ公園

などなど郊外の公園というものをいま一度見直し

ていただいて、名寄市民が憩える場所、そういっ

たものをもう一回きちんと利用促進を願えるよう

な形にしていただければいいなというふうに思っ

ておりますので、その辺観光振興もひっくるめた

中でぜひともブラッシュアップをしていっていた

だくことをお願いして、きょうの質問とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

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０４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 倉 澤 宏

署名議員 遠 藤 隆 男


