
－37－

令 和 元 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和元年１２月１７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号



－38－

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、

１２番 高 野 美枝子 議員

１６番 山 田 典 幸 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。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

する対応について外１件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、順次質問してまいります。

大項目の１番目、王子マテリア株式会社名寄工

場生産品集約に関する対応について伺います。王

子マテリア名寄工場は、前身の天塩川製紙として

１９６０年、昭和３５年に設立されて以降１９７

９年、昭和５４年には当時紋別市に工場のあった

北見パルプ株式会社と合併し、社名を北陽製紙株

式会社と改め、昭和５８年には紋別工場を閉鎖し、

マシン１台を名寄工場に移設して、３台マシン体

制で操業を続けておりました。２００１年、平成

１３年５月には王子製紙、高崎製紙、中央板紙、

北陽製紙の営業部門が統合し、板紙共同販売会社

として王子板紙株式会社が設立され、翌年の平成

１４年１０月には王子製紙紙製造部門と高崎製紙、

中央板紙、北陽製紙が合併し、王子板紙株式会社

として板紙の生産、販売を一元化する取り組みが

進められてきました。また、２０１２年、平成２

４年１０月には王子製紙より白板紙販売、包装用

紙、製造販売事業を受け入れ、社名を王子マテリ

ア株式会社に変更し、現在に至っております。王

子マテリア株式会社の工場は、北は北海道の名寄

工場から南は九州の佐賀工場まで全国１２地区の

拠点で生産された原紙を国内５つの営業所で販売

をされております。このように王子マテリア株式

会社名寄工場は、板紙業界の厳しい環境の中で幾

度かの合併、統合を繰り返しながら現在に至って

おります。

そこで、小項目の１番目、生産品集約の発表を

受けてからの対応について伺います。去る１０月

４日、王子マテリア株式会社本社の小関社長が名

寄庁舎を訪問され、段ボール原紙と特殊板紙の生

産を行っている王子マテリア名寄工場の製造設備

の停機及び王子製紙株式会社苫小牧工場への移設

決定の通知がされました。具体的には特殊ライナ

ー、特殊板紙製造の２号マシンは２０２１年９月

操業停止、苫小牧工場へ移設し、２０２２年４月

稼働、中芯専抄の３号マシンは２０２１年１２月

に停機し、苫小牧工場で転換されるマシンで生産

するとの内容でありました。この発表を受け、名

寄工場で働く従業員はもとより、関連する企業の

方並びに名寄市内でも寝耳に水とのことで驚きの

声が上がり、私もＯＢの一人として大きな衝撃を

受けました。この発表を受けてから名寄市及び関

連する組織を含めての対応について改めて伺いま

す。

次に、小項目の２番目、製紙業界の現状と動向

について伺います。製紙業界の紙製品は、大きく

２種類に分けられます。紙と板紙を区別する基準

としては、軽くて薄く、柔軟性のあるものが紙、

厚くて重く、腰が強いほうが板紙と言われていま

す。紙は、大きく分けると新聞巻き取り紙、印刷

情報用紙、包装用紙、衛生用紙、雑種紙の５項目

に分けられます。板紙は、段ボール原紙、敷き用

原紙、建材原資、紙管原紙、ワンプ原紙、その他

板紙と表現をされております。名寄工場の生産集

約について、改めて製紙業界の現状と今後の動向

について確認をする必要があると思います。製紙
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業界の過去の業界規模を見ると、２００７年から

若干の減少に転じ、２００９年から２０１２年は

横ばいで推移、２０１７年には若干の増加に転じ

ています。製紙業界の動向を見ると、デジタル化

の影響で新聞や雑誌、書籍が低迷し、用紙、いわ

ゆる紙の需要が低迷をしております。一方、近年

はインターネット通販の拡大に伴い、名寄工場で

生産をしている段ボールの需要は急増、今後もネ

ット通販の拡大は見込まれ、段ボール材料となる

板紙の需要は堅調に推移するとの見通しでありま

す。紙の国内需要見通しですが、新聞用紙は２０

１８年度から２０２３年度の５年間で約３０万ト

ンの減少、印刷情報用紙は１７０万トンとそれぞ

れ年率５％の需要減が見込まれております。国内

での需要が頭打ち、もしくは減少している製紙業

界の動向について行政としてどのように理解をさ

れているのか伺います。

次に、小項目の３番目、今後の対応について伺

います。生産集約の発表を受けて以降現在対応さ

れていることは非常に重要な取り組みであると認

識をしております。しかし、企業の施策変更は厳

しいとの見方も必要であると考えます。そこで、

広大な敷地及び倉庫などの利活用について現状で

の考え方を伺います。

次に、大項目の２番目、スポーツ交流イノベー

ション事業推進に向けて伺います。小項目の１番

目、組織体制について伺います。市民の健康づく

りと地域活性化に向けて、地域資源を活用したス

ポーツ交流イノベーションプロジェクト事業がこ

としの８月に採択をされております。具体的な事

業の概要と事業推進に向けてことし３月に発足し

たＮスポーツコミッションとの関連及び地域の団

体を含めたメンバー構成はどのように構築をされ

ているのか伺います。

次に、小項目の２番目、事業期間の主な取り組

みについて伺います。事業期間は、ことしの９月

から２０２２年３月までの３カ年と認識をしてお

ります。具体的な事業推進に向けて総合計画第２

次の重点プロジェクト事業の一つである冬季スポ

ーツ拠点化事業との位置づけ並びにまち・ひと・

しごと総合戦略プロジェクトの関連も含めて伺い

ます。

次に、小項目の３番目、事業にかかわる庁内、

庁外との横断連携について伺います。事業目的が

地域資源を活用したスポーツ交流イノベーション

プロジェクトであると認識をしております。今年

度の継続事業である冬季スポーツ拠点化事業では、

名寄の自然環境、競技施設、人材といった地域資

源を組み合わせ、スポーツを通じた人を育て、人

が集まるまちづくりを進めるためにＮスポーツコ

ミッションにかかわる経費、具体的な事業にかか

わる費用が計上されております。市民を対象とし

た健康づくりを初め地域経済活性化、そしてスポ

ーツ合宿、スポーツツーリズムなどではなよろ健

康の森、ピヤシリスキー場などの施設を活用しな

がら、交流人口、関係人口の拡大を進めていくと

されております。具体的推進に向けて庁内各部門

との連携及び庁外における各団体との横断的な連

携をどのように進めていくのか伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。東川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の小項目１、３及

び大項目２は私から、大項目１の小項目２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。

大項目１、王子マテリア名寄工場生産品集約に

関する対応について、小項目１、生産品集約の発

表を受けてからの対応について申し上げます。議

員お話しのとおり、事前説明もないまま、１０月

４日に王子マテリア、小関社長が来庁され、名寄

工場生産品集約の通告を受けました。同日午後に

はプレスリリースも行われ、地域に甚大な影響を

与える事案であることから、市長は北海道経済産

業局及び北海道経済部へ緊急訪問し、経済産業局
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からは速やかに道と連携し、再考、撤回の要請を、

北海道からは道庁経済部産業振興課及び上川総合

振興局産業振興部商工労働観光課が連携、協力す

る旨の助言をいただきました。１０月９日には市

長、商工会議所会頭、道庁産業振興局長、上川総

合振興局長による王子マテリア株式会社への緊急

要請を行いましたが、会社としての機関決定事項

である旨の回答しか得ることができませんでした。

１０月１５日には、市民の皆様へ向けて記者会見

を開き、市長メッセージを発信させていただきま

した。同日、生産品集約の再考を求めるとともに、

風評による名寄市経済及び市民生活への影響を最

小限にとどめることを目的とし、王子マテリア株

式会社名寄工場生産品集約に関する名寄市緊急対

策本部を設置したところです。１０月３１日には

緊急アンケートにより調査し、積み上げた影響額

なども示した再考を求める要望書を作成し、緊急

対策本部による王子マテリア株式会社への再要請

を行ってきております。１１月７日には緊急対策

本部を開催し、今後の活動方針について議論され、

署名活動を展開、年内に署名を携え、王子ホール

ディングスへの要請活動を目指すことが確認され

ました。この方針を受けて署名活動の準備を進め、

協賛団体は３５にも上り、１１月１８日から１２

月９日までの期間取り組んできたところですが、

この間１１月３０日には議員の皆様方の最大限の

御協力もいただきながら署名活動を実施してきて

おります。今月２５日には王子ホールディングス

へ署名を携え、緊急対策本部として要請活動を行

うことになっております。今後も引き続き緊急対

策本部を中心に影響を最小限にとどめることがで

きるよう活動してまいります。

次に、小項目３、今後の対応について申し上げ

ます。現在緊急対策本部を中心とする一連の取り

組みでは、撤回要請を行い、影響を最小限にとど

めることを目的に活動しております。御指摘のと

おり、企業の機関決定事項の変更は難しいかもし

れませんが、まずは協議のテーブルに着いていた

だくところから始めなければなりません。今後そ

ういった場面をつくっていけるよう取り組みを進

めてまいります。

次に、大項目２、スポーツ交流イノベーション

事業推進に向けて、小項目１、組織体制について

申し上げます。本年８月に国に採択された地域資

源を活用したスポーツ交流イノベーションプロジ

ェクトは、２０１９年第２回目の地方創生交付金

事業として令和元年度から令和３年度までの３年

間交付金対象事業経費の総額が ０３０万円、う

ち予定している交付金総額が ０５０万円とする

計画となっています。プロジェクトの主な内容で

すが、スポーツで稼ぐ力をキーワードに４つの事

業を実施していきます。１つ目は、本市が交流を

推進している台湾などをターゲットとしたサイク

リング事業に取り組み、新たな交流の拡大を目指

すとともに、本市を含む道北エリアの魅力を発信

するスポーツツーリズムの商品開発に取り組んで

います。また、ピヤシリ山や九度山周辺エリアを

モデルとしたバックカントリースキーによるイン

バウンド事業の可能性も探っており、ウインター

スポーツとパウダースノーで名寄のブランディン

グが図れる商品開発も進めていきます。２つ目は、

スポーツと食をテーマにモチ米などの農産品を使

ったスポーツヘルシーフードの商品開発に取り組

みます。３つ目は、農業分野の労働力不足とこの

地域を訪れ、ウインタースポーツを楽しむ愛好家

とのスポーツ移住のマッチングを検討しており、

本市が抱えている社会課題の解決にも取り組んで

まいります。４つ目の事業は、スポーツによる健

康づくりと中心市街地の活性化をテーマにした街

なか活性化事業に取り組み、スポーツを通じたコ

ミュニティーの形成を目指しており、今後スポー

ツ交流イノベーションプロジェクトが幅広く市民

に還元される取り組みになるよう努めてまいりま

す。

次に、本年３月に設立したＮスポーツコミッシ

ョンと本プロジェクトとの関連ですけれども、市
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内の金融機関、企業、大学、観光協会、行政など

１８団体、２８名で構成されたコミッションが事

業の実施主体となります。コミッションは、現在

青少年教育・人材育成部会、市民健康増進・いき

がい・福祉振興部会、さらには地域経済活性化部

会の３つの部会に分かれており、プロジェクトの

４つの事業をそれぞれが担当して実施していきま

す。

次に、小項目２、事業期間の主な取り組みにつ

いて申し上げます。冬季スポーツ拠点化事業は、

人口減少対策の一環として平成２８年度から平成

３０年度まで総合戦略の位置づけで事業を進めて

きました。また、平成２９年度から１０年間の計

画で進められている第２次総合計画中期基本計画

では、総合計画の重点プロジェクトとして位置づ

けており、本市の自然や施設の強みなどを生かし

て、冬季スポーツ合宿、大会の誘致やジュニア選

手の育成を中心に事業を推進し、スポーツによる

地域づくりに取り組んできているところです。地

域資源を活用したスポーツ交流イノベーションプ

ロジェクトについては、総合戦略の位置づけで、

先ほども答弁したとおり、令和元年度から令和３

年度までの３年間で事業を実施していきます。本

プロジェクトについては、さきの総合戦略事業の

冬季スポーツ拠点化事業における取り組みの中で

浮上した課題をもとに事業設計をしており、特に

スポーツで稼ぐ力をキーワードに交流人口、関係

人口の拡大を図りながら、地域経済に寄与する取

り組みを推進していきたいと考えています。

次に、小項目３、事業にかかわる庁内外との横

断的連携について申し上げます。事業の具体的な

連携ですが、Ｎスポーツコミッションそのものが

多種多様な１８団体で構成されていることから、

横断的な連携につながるものと考えています。青

少年教育・人材育成部会ではジュニア育成に関す

る事業に取り組んでいますが、名寄市体育協会や

風連スポーツクラブ、名寄青年会議所の皆さんが

中心となって事業を組み立てています。市民健康

増進・いきがい・福祉振興部会では、名寄市立大

学や陽だまりの会、道北健幸人会などが中心とな

って、親子参加型のスポーツイベントの実施やス

ポーツによる健康づくり、さらにはパラスポーツ

の普及にも取り組んでいます。地域経済活性化部

会では、風連商工会、名寄商工会議所青年部、ふ

うれん特産館、ＪＡ道北なよろ、なよろ観光まち

づくり協会が中心となってスポーツフード開発や

スポーツツーリズムに取り組んでおり、スキー場

やジャンプ台の新たな活用も検討しています。庁

内においても、スポーツによる健康づくりでは健

康福祉部とスポーツによる経済活性化事業や移住

事業について産業振興課や総合政策部の移住担当

と連携を図りながら事業を実施していますが、ピ

ヤシリスキー場を含む日進ヘルシーゾーンのスポ

ーツ施設は総合計画の重点プロジェクトである冬

季スポーツ拠点化事業の推進には欠かせない施設

でありますので、庁内外の連携を図りながら将来

に向けて市民の皆さんに喜んでもらえる事業を展

開していきたいと考えています。

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） 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、

王子マテリア名寄工場生産品集約に関する対応に

ついての小項目２、製紙業界の現状と動向につい

て申し上げます。

日本製紙連合会が本年１月に公表した紙、板紙

の内需に関する報告書によりますと、議員御指摘

のとおり、紙、板紙の合計で２０００年をピーク

に２００７年から減少傾向に転じ、リーマンショ

ック後の２００９年に大きく減少して以降減少基

調は続いております。その内訳として、まず紙に

分類される新聞、印刷情報用紙などから成るグラ

フィック用紙はデジタル化の影響で情報収集手段

の多様化に伴い若年層を中心に新聞離れが進んで

いることなどから、２００６年をピークに減少を

続けております。同じく紙に分類されるトイレッ

トペーパーなどの衛生用紙は、人口減少などの構
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造的マイナス要因はあるものの、生活必需品とし

ての需要やインバウンド需要などにより底がたく

増加基調で推移しております。王子マテリア名寄

工場で生産されている段ボール原紙などから成る

板紙につきましては、需要の４割を占める飲料な

ど加工食品包装向けのほか、通販、宅配分野を中

心に堅調に推移しております。紙、板紙の今後の

見通しにつきましては、景気が緩やかな回復基調

にあり、インバウンド効果の継続などプラス要因

がある一方で、人口減少や電子化の影響、包装の

合理化など構造的なマイナス要因がある中で、衛

生用紙はプラスが期待され、通販、宅配分野につ

いては引き続き拡大するものの、電子化やペーパ

ーレス化などによるグラフィック用紙の減少継続

や簡易包装化の進展により伸びの鈍化が予想され、

紙、板紙の内需合計では減少基調に変化はないと

されているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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。改めて再度質問させていただきたい

と思います。

１点目の王子マテリア名寄工場生産品集約に関

する対応についてということで答弁をいただきま

した。それぞれ今進めているこれまでの経過等に

ついては、お話をいただいた形の中で理解をさせ

ていただきます。

それで、署名活動ですけれども、協賛団体が３

５というふうなことで、参加団体、名寄市内ある

いは名寄市外の団体も参加をしているというふう

に認識をしております。目標が１万人というふう

なことで、先日の経済建設常任委員会で一定程度

の数字の部分報告をされて、２万 ８２５筆とい

うふうなことでお聞きをしておりますけれども、

実際にそれ以降ふえているのか、あるいはその内

訳が名寄市内、名寄市外というふうな集約経過が

もしわかればその内容についてもお聞かせをいた

だきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 署名の数の御確

認ということですけれども、常任委員会で報告を

させていただいた後、やはり日々寄せられており

まして、王子ホールディングスへ携えていく署名

を昨日まとめましたけれども、合計筆数が２万

１６１筆という形でまた若干ふえた状態で、皆さ

んの署名を携えて訪問したいというふうに考えて

おります。

それから、市内外といった部分でのはっきりし

た、きちっとした数というのはなかなか厳しいと

ころもあるのですけれども、それぞれの団体から

報告いただいた数の種類でいいますと、名寄市外

の団体から寄せられた筆数でいうと ６４６筆が

名寄市外の団体から寄せられた署名数となってい

るところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 目標１万筆というこ

とで、先日１２日以降４日間でまたさらに ８０

０ぐらいふえているというふうなことで、最終的

には２万 １６１筆、特に名寄市外がこの中で

６４６、正式な分析は別としてもというふうな御

答弁ございました。特に王子マテリア名寄工場に

関しては、紋別あるいは留萌、ここについては輸

入石炭の値上げというふうなことで、夏場は紋別、

冬場は留萌というふうな形の中で、あるいは隣町

の士別、ここは運送業だとか鉄鋼業だとかいうふ

うな部分で、こちらの関係からの署名が多いのか

なというふうに思っております。実際これだけ地

域を含めて市内、恐らくトータルすると名寄市の

人口ぐらいの署名というのはこの名寄工場の生産

品集約に対する影響が非常に甚大だというふうな

ことで関心の高さ、あるいは今後の危機感、不安

感というものがこの署名の数にあらわれているの

かなというふうに感じております。実は、この署

名活動の期間に工場で働く従業員の方の数名から

自分たちはこの提案を受けて厳しい現実を直視し
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ながらも、この活動については勇気づけられる、

あるいは励まされるというふうなお言葉を聞いて

おりますので、２５日にホールディング訪問の際

にはぜひそのこともお伝えをいただきたいなとい

うふうに思っております。

先ほど、次に製紙業界の現状ということで御答

弁をいただきました。製紙連合会、内需の動向と

いうようなことも含めて御説明をいただいたとこ

ろであります。改めてもう少し私のほうで内容に

ついて生産という視点の中でお話をちょっとさせ

ていただきたいというふうに思っております。先

ほどお話をさせていただいたように、新聞用紙、

ここは２０１８年から２０２３年度の５年間で約

６０万トンの生産量が減少するというお話をさせ

ていただきました。もうちょっとさかのぼると、

新聞用紙の生産数量、２００７年が ８００トン、

２０１８年が ６１３万トン、この１１年間で

１８７万トン減少している状況にあります。特に

２０１３年は ２４７万トンの生産数量であった

のですけれども、２０１８年は ６１３万トンと

この５年間で４２０万トンの減少と。年間平均８

４万トン生産が減少しているというふうな状況に

あります。これらの背景によりまして、王子ホー

ルディングスだけでなくて、日本製紙グループで

も相次いで新聞マシンを停止を、あるいは印刷マ

シンも停機をしているという内容の発表がされて

おります。日本製紙グループでは、２０１８年５

月８日に用紙事業における生産体制の再編成につ

いて発表が行われております。そのうち道内工場

では、釧路工場がことしの７月に年間１４万 ０

００トンの新聞マシンを停機をしております。ま

た、北海道工場勇払事業所、年間１１万 ０００

トンの新聞マシンに加えて、上質紙、敷き及び工

程紙など４台のマシンで全体で２５万 ０００ト

ンの生産をことしの１２月２０日から順次停機を

して、来年１月末には全ての機械を完全に停止す

るとされております。日本製紙北海道工場勇払工

場の従業員の数は２４０人、協力会社の人員は２

６０人で、全体で５００名近くなります。勇払地

区の人口、住人ですけれども、約 ０００人と言

われております。勇払事業所で働いている方が従

業員、協力会社で５００人でありますので、家族

を含めると最低でも ０００人以上となり、勇払

地区へ与える影響、これははかり知れないものが

あるのかなというふうに思います。一方、王子ホ

ールディングスも王子製紙苫小牧工場の新聞用紙、

年間２０万トンの生産マシンを２０２０年度上期

停止、富岡工場の印刷情報用紙１３万トンの生産

マシンを２０１９年度末に停止、王子エフテック

ス江別工場の印刷情報用紙、年間４万 ０００ト

ンの生産マシン、特殊紙、年間１万 ０００トン

のマシン２台を２０２０年度上期に停止をすると

ことしの５月２２日に発表されております。この

ように新聞用紙並びに情報用紙の国内需要の構造

的な変化に対応した施策が進められている現状も

改めて認識をする必要があるのかなというふうに

思っております。

一方、王子マテリア名寄工場で生産をされてい

る板紙の需要は、先ほどもお話しさせてもらった

ように、インターネット通販の拡大が見込まれ、

段ボール材料となる板紙の需要は堅調に推移する

との見方であります。王子マテリア名寄工場で生

産をされております国内で原紙から段ボールを加

工、生産している全国ベースでは、２０１１年比

較、２０１８年は ５％の伸び率となっておりま

す。地域別で見ると、２０１８年の実績では関東

地区が圧倒的に多く、全体の４ ４％で、２０１

１年比較では １％の伸びとなっています。一方、

北海道内ですけれども、２０１１年が全国シェア

の ２％、あくまでも段ボールです。２０１８年

には ９％まで落ち込んでおり、２０１９年の見

込みでは ８％まで減少するというふうに見込ま

れております。全国ベースの段ボールの生産量が

２０１１年から７年間で ５％増加をしておりま

すが、道内に限って見ると減少傾向になっている

というのが実情であります。なぜこのような現象
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になっているのか主要用途別に分析をしてみまし

た。先ほど答弁でもありましたように、段ボール

加工されたシートで一番多く使われているのは飲

料を含む加工食品であります。全国ベースで全体

の４ ９％、これは２０１１年度が４ ８％で、

ほぼ変わっておりません。次に多いのが青果物で

す。２０１８年が全体の１ ３％で、２０１１年

が１ １％、若干の微増となっております。北海

道ですけれども、北海道は農産物を含めて青果物

の生産量自体は減少はしておりません。ただし、

輸送形態が以前は段ボールケースで輸送されてい

たものを折り畳み式コンテナ輸送に変わったこと

によって、実際には商品に近い場所で箱詰めされ

ている状況に変わってきております。一方、通販、

宅配便の需要、これは全国ベースで見ると２０１

１年が全体の ５％だったのが２０１８年は ４

％と着実に伸びてきております。

なぜこのようなお話をさせていただくのかとい

うと、王子マテリア名寄工場で生産する段ボール

原紙の道内需要が減少しているという背景、それ

と全体的には伸びているという中で王子マテリア

名寄工場ではほぼ３号マシンの段原紙はフル生産

に近い操業を行っております。しかし、道内での

需要が減少しているということは、全体の不足分

を、できた製品を道外にどんどん持っていってい

るという今実態にあるというふうな状況にありま

す。道内で使われないで、道外に持っていくとい

うことになればコストも当然上がってきますし、

収益についても厳しくなってくるのかなと。やは

りこの辺の現状についても一方では理解をする必

要があるのかなというふうに思います。

製紙業界の動向と、それから王子マテリア名寄

工場の現状ということで改めてお話をさせていた

だきました。これについて改めて答弁を求めるつ

もりありません。現状の理解を深めていただけれ

ばなというふうに思います。

王子マテリアに関して、今後の対応を含めて全

体を通して加藤市長にお伺いをしたいというふう

に思います。先ほど今後の対応ということで跡地

を含めての質問の中で協議のテーブルに着いても

らうということが大切であるというふうなお話を

いただきました。２５日には２万 １６１筆の署

名を持って王子ホールディングスを訪問されて、

地域の実情をしっかりと訴えてこられるというふ

うに思っております。しかし、一方２度にわたる

再考、撤回要請の中では王子ホールディングスと

して機関決定事項とのことで過度の期待を持たせ

ることは言えないとも説明もされておりますし、

先ほどの答弁の中でもございました。現在王子マ

テリア名寄工場、北陽王子紙業、北陽紙工で働い

ている従業員は２００名を超えます。名寄工場で

は、生産品集約の発表があって以降従業員のアン

ケート調査、そして１２月初旬には本社人事部よ

り１回目の面接が行われたというふうに聞いてお

ります。これから転出先への具体的な協議が行わ

れるのかなというふうにも思います。私も３６年

前に紋別工場より名寄へ転勤してきた一人として

今後の対応については非常に心配をしております。

ホールディング訪問の際は、現状の厳しさを訴え

ると同時に、今後の雇用確保に向けて、名寄工場

の敷地は２２万 ０００平米、６万 ９７０坪、

余りにも広大で、どれぐらいの大きさかなという

ふうにちょっと調べてみたら、東京ドーム約 ７

２倍というふうな広さであります。加えて、利用

可能な大きな倉庫もあります。再考、撤回の要請

を行いながら、この利活用の協議は難しい一面も

ありますけれども、並行した対応が必要なのかな

というふうに思います。改めて現段階での加藤市

長の考え方を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） 東川議員から業界の分析

等とそれを受けて今、今後どうしていくのかとい

うことで御質問がございました。業界の動きが大

きく変化をしていて、大消費地立地、あるいは原

料が大きく変わってきた中で大消費地に非常に遠
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い、あるいは内陸である我々の立地が紙パルプ業

としては非常に不利な状況に追い込まれていると

いうのは十分承知をしているところであります。

一方で、昭和３５年に設立をされておりまして、

地域の地場企業と言ってもいいのではないかとい

うふうに思うこの工場がやはりなくなってしまう

かもしれないということは本当に大きな影響であ

り、今お話あったとおり、大変名寄市外の多くの

皆さんからの声あるいは御署名もいただいている

中で、この影響の大きさをぜひ王子さんにはわか

っていただきたいという思いをしっかり届けてい

きたいと思います。

一方で、そういったことでできるだけ地域に対

する影響を最小限に食いとめてほしいということ

で、まずは前向きにお互い協議をさせていただく

ところをしっかりとやっていくことが重要ではな

いかというふうに思います。工場の中にたくさん

の倉庫等もあって、物流のお話の提言もいただき

ました。貴重な御提言ありがとうございます。名

寄商工会議所からも名寄の俯瞰した交通の要衝、

拠点の立地を生かした物流拠点化の交通に関して

は以前も御提案をいただいているところでありま

すし、また地元の民間経済団体等からもこの問題

を契機に新たな産業の構築や誘致の提案もしてい

きたいというような旨のお話もいただいていると

ころでございます。

また、市外からも多くの皆様からさまざまな御

提案もいただいているところであります。今のと

ころ予断を持ってどうするというお話をすること

はできませんけれども、これを契機にあらゆる可

能性を模索をしつつ、この影響を最小限に食いと

める、そしてまたこのことを契機に新しい動きを

つくっていけるように、いろんな方を巻き込んで、

前に進めていきたいというふうに考えております。

東川議員におかれましても、これまでの培ってき

た経験の中からまたさまざまな御提案や御示唆を

いただければというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

した。王子マテリア名寄工場、影響額というふう

なことで上川管内、２７億円というふうな数字も

出されておりますし、名寄市に与える影響も大き

いというふうなことでも数字で出されております。

今市長からお話あったように、影響の大きさは甚

大であるのですけれども、やっぱり最小限に食い

とめていくというふうな展開が今後も必要になっ

てくるのかなというふうに思います。特に今もお

話出ていたように王子マテリア名寄工場の話が出

る前から物流拠点というお話は以前から出ており、

私もその中で何回かお話もさせていただいている

のですけれども、今後跡地あるいは倉庫なり、雇

用の問題等考えると、新しい今市長がお話あった

動きに関してやっぱりそれぞれの立場でしっかり

と汗をかいて、知恵を出してということも一方で

は大切なのかなというふうに思います。その点に

ついては私もできる限り協力もしていきたいし、

進めていきたいなというふうに思っておりますの

で、２５日、王子ホールディングス本社に行かれ

たときにはその辺の対応、非常に難しい一面、並

行している部分あるとは思いますけれども、よろ

しくお願いをしたいというふうに思います。

それでは、続いて２番目のスポーツ交流イノベ

ーション事業推進に向けて改めてお聞きをしたい

というふうに思います。先ほど組織体制というふ

うなことで御説明をいただきました。１８団体、

２８名というふうなことで組織体制、今進められ

ているというふうなことで御答弁があったかとい

うふうに思います。具体的な事業も４つの事業と

いうふうなことで御説明があったかと思います。

その中で実際に ０３０万円の予算に対して交付

金 ０３０万円、サイクリング事業、台湾のスポ

ーツツーリズムというふうなことで、項目の部分

で御説明をいただいたのですけれども、もう少し

具体的な部分がわかれば改めてちょっと説明を、

答弁を求めたいというふうに思います。
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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） サイクルツーリ

ズムの部分の具体的な取り組みというお問い合わ

せかなというふうに思いますけれども、台湾人の

サイクリストを名寄のほうに招聘いたしまして、

実際にこの地を走っていただきました。そこの感

想を聞かせていただく研修的なものを開催してき

ましたけれども、台湾人の目から見ても名寄周辺、

名寄を中心とした、出発点としたこのコースにつ

いては非常に魅力があるコースであるという評価

をいただいておりますので、このことについては

今後Ｎスポーツコミッションが中心となってしっ

かりと周知活動を展開して、ぜひともインバウン

ドの増加につなげていきたいというふうに考えて

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） 今御説明をいただき

ました。今回のスポーツ交流イノベーション事業

推進に向けては、事業期間の主な取り組みという

中ではスポーツで稼ぐ力、人口減少対策というふ

うな部分でいろんな大会を誘致をしていきたいと。

特に今回のこの事業の中で非常に商品開発という

部分がこの中に盛り込まれているというふうに思

うのですけれども、具体的に今回ことしの８月に

事業が採択されてから今も周知をしながらという

ふうなことで石橋部長のほうから答弁があったの

ですけれども、やはりどうも市民への周知という

部分ではいま一つ不足なのかなと。実際にこれだ

けの大きな事業、Ｎスポーツコミッションを含め

たいろんな団体を巻き込んで進めていくという内

容の割には情報を知ってもらう手段、広報だとか

広告、いろんな手段があると思うのですけれども、

どうも今の段階では余りその部分が伝わっていな

いような気がするのですけれども、今後これを進

めていくやっぱり広報の手段、あるいはその仕掛

けづくりというふうに非常に大切な部分だと思う

のですけれども、この辺を現在どのようにお考え

になっているのか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） 周知活動、どの

ように市民の皆さんにこの活動を浸透させていく

かというところの御質問だったと思います。この

冬季スポーツ拠点化事業、推進役でありますＮス

ポーツコミッションですけれども、設立直後から

情報についてはホームページを開設させていただ

いたりとか、ＳＮＳを活用してイベント情報、あ

とはブログを随時更新させていただいて、スポー

ツ情報の一元化を図りながら周知活動をしてきた

ところでございます。議員おっしゃるとおり、い

ろいろ手段は駆使しておりますけれども、いかに

皆さんに浸透させていくかというところがまさに

今課題となっておりまして、ＳＮＳの関係でもフ

ォロワーの数がなかなかその先ふえていかないと

いうような課題も今実際挙げられているところで

あります。また、広報なよろでもいろいろな開催

のイベントについてはコーナーを設けさせていた

だいて、周知をさせていただいているところであ

りますので、しっかりと活用できるツールについ

ては活用させていただいておりますので、今後い

かにもっと広がっていくかというところについて

は、いろいろな団体で組織しておりますので、ま

たいろいろ御意見いただきながら、効率的な周知

活動につながっていくように努力していきたいと

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） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） スポーツ情報の一元

化というふうなことで浸透させていく、非常に課

題も多いというふうなことで今答弁をいただきま

した。この今回の地域資源を活用したスポーツ交

流イノベーション、行政はどこの管轄で進められ

ていくのか改めてちょっと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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 管轄ということですけ
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れども、石橋部長のところの総合政策部の中で進

めているところです。まだ若干進めるに当たって

はいろんな課題が見えてきておりまして、今御議

論いただいた中で情報発信の部分は非常に大事な

ところでありますけれども、ここは今広報そのも

のは企画のほうで持っておりますから、改めてど

ういう形がいいのか、これは早急にしなければな

らないということで、内部の議論も今進めている

ところです。冬季スポーツの拠点化に当たりまし

ては、なかなかやっていることがすっと伝わらな

い、あるいは先ほど来お話ありましたサイクリン

グの部分についても今どういう状況でこの名寄に

台湾からのお客様来られているのか、これはさま

ざまな観光協会さんとのタイアップ、いろんなこ

とがあると思います。一応ここは整理しなければ

ならない時期に来ておりますので、総合政策部を

軸にしてどういうふうに展開していくか、これら

の中でまた議論させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） あえてここどこが所

管をされているのかというのをお聞きをしたのは、

当然この今回の事業については冬季スポーツの拠

点化事業、先ほどもお話あったように、庁内横断

的に進めている、それぞれの部門があるというふ

うに認識をしております。その中で、情報発信と

いう形の中ではやはり今副市長からお話ありまし

たように広報は企画課で進めるにしても、やっぱ

りそれぞれの部門でその情報をいかに発信をして

いくかというのも非常に大切なことなのかなとい

うふうなこともあって、あえてお聞きをさせてい

ただきました。ある面では、この情報発信の仕掛

けづくりというのがスタートの部分なのかなとい

うふうにも思いますので、今お話があったように、

せっかく官民連携でこれだけ大きな事業を進めて

いかれるということなので、ぜひきっかけづくり

の部分を重点的に早急な体制づくりをお願いをし

たいというふうに思っております。

次に、今回のこの事業の中では非常に多くの内

容が盛り込まれております。どれも重要だという

ふうには思うのですけれども、今回の地域資源を

活用した交流イノベーション、具体的事業で特に、

先ほどもちょっとお話しした関連商品開発事業、

それからスポーツ移住事業、スポーツ健康・街な

か活性化事業というふうないろんな企画をされて

おりますけれども、今言ったようにどの事業も重

要ではあると。その中で具体的に今これに、スタ

ートは恐らく３年間の中でそれぞれ目標、この水

準に置かれてこの事業はこの内容というふうなこ

とで企画をされていると思いますけれども、改め

てその内容の進め方についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） プロジェクトの

中で４つの事業、どれも大切な事業ということで

御説明をさせていただいて、また議員のほうから

もそういったお言葉をいただきましたけれども、

受けとめとしては同じような大切な事業で進めて

いきますけれども、その４つの事業の相乗効果と

いう部分でいうと、本市が地方創生として目指す

人口減少対策、それから交流人口、関係人口の拡

大にこれはつながっていくものだというふうに考

えているところであります。この取り組みの中で

可能性を秘めているものとすれば、スポーツツー

リズム、インバウンドの事業というのが今までよ

りもやはりまだ発展的な伸び代のある部分だとい

うふうに考えておりますので、そういった部分も

しっかり推し進めて、この４つの事業の関連の中

で推し進めていければというふうに考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今お話しいただいた

ように、どれも重要であるし、相乗効果という面

は十分理解をして、その中で力点を置くといいま

すか、当面進めていくのはスポーツツーリズムと

いうふうなことで、それぞれの部門、非常に活動

をやっている、最初の広報、仕掛け、案内をする
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というのも非常に重要な役割だし、大切なことだ

と思うのですけれども、やはり実際に事業を行っ

た内容、これをどういうふうに周知をしていくの

かと、あるいはそれを次のステップにどうつなげ

ていくのかという部分、非常に担当されている方

それぞれの部門で御苦労はされていると思うので

す。例えばこのスポーツツーリズムあるいはサイ

クリングにしてもただ来て、ここから行くという

形ではなくて、いろんなかかわりを持った中で、

当然サイクリングといっても普通のママチャリに

乗っているような自転車ではない形だとも思いま

すし、そういうやった結果の部分、スタートで御

苦労されて、企画をつくって、人に来ていただい

て、ではその結果がどうだったという部分、やっ

ぱりいつも私何かの折にはお話をさせていただく

のですけれども、ＰＤＣＡの取り組み、ここの部

分というのがいろんな事業の中でも大切なのかな

と。ですから、今４つの事業というふうなことで

相乗効果を上げていくというふうな答弁もいただ

きました。ぜひその部分については、それぞれの

部門、最終的な窓口が総合政策部ということで非

常に多忙だとは思うのですけれども、ぜひその辺

の取り組みの成果もその都度表に出していただき

ながら、またそれを皆さんで補強して、次の今お

話のあった相乗効果につなげていくというふうな

形に結びつけていただければありがたいなという

ふうに思います。

もう時間がなくなったので、最後にもう１点だ

けお聞きをしたいというふうに思います。今、今

回のこの事業についてはＫＰＩを用いてそれぞれ

評価をする形になっております。非常に数字的に

も厳しい部分もあるのかなというふうに思います

けれども、今回ＫＰＩの設定された数値の考え方

についてお聞きをして、私の質問を終わらせてい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回の地方創生

交付金の設定させていただいたＫＰＩですけれど

も、ＫＰＩは４つ設定をさせていただいておりま

す。１つ目は、スポーツフードなどの商品の売り

上げなのですけれども、こちらはスタート、ゼロ

円から３年間で ０５０万円、こちらを目標にし

て取り組んでいきたいというふうに設定しており

ます。それから、冬季スポーツの拠点化事業でも

ＫＰＩのほうは設定させていただいているのです

が、これが合宿の受け入れ人数を設定させていた

だいておりまして、スタート ０００人というこ

とを基準値を置いているのですけれども、こちら

を３年間で ０００人増加させて、１万人を目指

していくというＫＰＩを設定してございます。そ

れから、３つ目にはスポーツによる移住者の取り

組みもお話をさせていただきましたけれども、そ

のスポーツによる移住者を基準値ゼロ人からこの

３年間で６人を目指していくということで取り組

みをさせていただきたいというふうに考えており

ます。それから、最後、４つ目ですけれども、イ

ンバウンドの受け入れ人数ですが、基準値、これ

１００人から３年間で ９００人ふえた ００

０人を目標として取り組んでいくと。

以上、４つのＫＰＩを設定して、取り組んでい

こうというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

不祥事に対するマネジメントについて外２件を、

今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） おはようございます。

議長により指名をいただきましたので、通告順に

従い、質問してまいります。よろしくお願いいた

します。

大項目の１番、不祥事に対するマネジメントに

ついて２点お伺いをいたします。小項目の１番、

名寄市に対するマイナスイメージの払拭について

お伺いをいたします。既に御承知のとおり、こと

しに入ってから名寄市では多くの不祥事が発生し

ております。このことは、名寄市民以外にも近隣

市町村を初め民間での取引先業者など広範囲から
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の関心を集めることとなり、大変多くの方から名

寄市は大丈夫なのかといった心配の声が上がって

おります。このことは、今後の市内での取引や就

業、就労はもちろん、定住などについても大きな

不安要素となる可能性が大変高いと考えておりま

す。

そこで、今回の事件に対するマイナスイメージ

をどう払拭し、今後の市政に反映するのかお伺い

をいたします。また、今後人為的な事故等を未然

に防ぐべき手段の構築方法や考え方、人為的ある

いは自然的な事件、事故などが発生した場合の早

急に解決を求められる事案についてどう対処する

のかお伺いをいたします。

続いて、小項目の２番、市政執行方針における

市民とのかかわりについてお伺いをいたします。

都市計画マスタープランや立地適正化計画など本

市の骨格をなす長期計画はもちろん、名寄市が立

案をしている各種計画についても市民の関心度を

はかる一定の基準としてパブリックコメントがあ

ると考えております。また、計画策定時や市政へ

のパブリックコメントが反映された事例について

お伺いをいたします。

続いて、大項目の２番、働きたい若者向けの就

業支援についてお伺いをいたします。王子マテリ

アの生産品集約の報道を受け、その影響の大きさ

から、名寄市としても対応に全力を傾注しており

ますが、かなり厳しい状況にあることは周知の事

実でございます。

そこで、小項目の１番、平時からの骨太な就業

対策についてお伺いをいたします。名寄市へ就業

を希望する高卒あるいは大卒といった若者が地元

に定着をし、就業していただくことは名寄市内の

産業としてはもちろん、市としての地域コミュニ

ティーを初めとした将来的な骨格そのものである

と考えております。働きたい若者が将来を見据え

ることが可能な就業対策を名寄市としてどう推進

していくのかお伺いをいたします。

また、小項目の２点目として、万が一に今後大

規模な企業撤退や工場の閉鎖など市内経済の影響

が大きな事案が発生した場合の対処について質問

いたします。これまで以上にしっかりと状況を吟

味し、かつ関係機関との強力な連携体制を構築す

ることで市内就業者が安心して働ける環境の提供

になると考えております。名寄市のお考えをお伺

いいたします。

大項目の３、学校教育に新しい流れを求める質

問であります。小項目の１、ｅスポーツの推進に

ついてお伺いをいたします。現在注目がされてい

ますｅスポーツとは、平たく言えばインターネッ

トを経由したゲーム大会であり、競技人口は年々

増加をしております。今や国際大会も開催をされ

る競技として認知をされてきているところであり

ます。このことは、競技者にとって今後の成長分

野への興味誘導と得意分野での成功体験の醸成に

非常に有用でありますし、現在は若年者のみなら

ず、福祉分野での有用性についても理解が進んで

おります。名寄市としての取り組みについてお伺

いをいたします。

小項目２番、名寄市立大学でのスポーツ関連学

習についてお伺いいたします。名寄市立大学が得

意とする医療、福祉、保育といった専門教育へ運

動の要素を取り入れることは健康寿命の増進はも

ちろん、スポーツそのものの振興や少年団活動な

どへの応援指導など子供たちの育成を含め広く市

民へ寄与すると考えられます。名寄市立大学での

スポーツ関連学習の現状についてお伺いをいたし

ます。

以上、大項目３点にわたり質問をいたしました。

発生してしまった事件を早急に解決し、また再発

防止策を市民と協働でとり行える体制の構築、柔

軟かつ確実な計画策定を行うことで若者に対し魅

力のある名寄であることをしっかり伝えることが

急務であり、このことが市民への信頼回復と将来

に希望を抱いている若者への応援につながると考

えております。ぜひ前向きかつ建設的な御答弁を

いただけるよう期待をして、壇上からの質問とさ
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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） 今村議員から大きく

３点にわたり御質問いただきました。大項目１に

ついては私から、大項目２は産業振興室長から、

大項目３、小項目１については総合政策部長から、

小項目２は大学事務局長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、不祥事に対するマネジメン

トについて、小項目１、名寄市に対するマイナス

イメージの払拭について申し上げます。まず、議

員御指摘のとおり、本年度幾つかの事案が発生し、

議員の皆様初め多くの市民の皆様に御心配と不安

を与えていることについて改めておわびを申し上

げます。議員の御質問のとおり、名寄振興公社と

名寄市社会福祉協議会の問題など新聞、テレビを

初めとしたマスコミで大きく報道されたこともあ

り、市民の皆様に大きな不安を与えるだけではな

く、本市の対外的なイメージが大きく毀損された

ことは否めないものと考えております。今後のマ

イナスイメージの払拭でございますが、これまで

も本市では名寄市職員行動指針を策定し、執務室

での掲示を行う各種職員研修を通じて職員の規範

意識の向上に努めてきたところでございます。改

めてこれらの取り組みを確認、強化し、さらに職

員に浸透させるとともに、市の業務を適正に推し

進め、市民の皆さんに対しこれまで以上に名寄市

役所が市民のために業務を進めている姿を組織と

して、また一人一人の職員が市民対応などを通じ

てお見せすることが市への信頼回復とマイナスイ

メージからの回復につながるものと考えていると

ころです。

また、今後の人為的な事故を未然に防ぐための

取り組みでございますが、地方公務員法による職

員の服務制限などの法規範による義務づけなど、

これまでも職員の規範意識の養成に努めてきたと

ころであります。しかしながら、今回の事案を踏

まえ、改めてコンプライアンスに関する専門家に

よる研修の実施や職域ごとの研修で再度規範意識

の浸透を図るよう努めてまいります。また、組織

での情報共有を積極的に行うことにより、相互に

業務が適正に行われているか、また市民の皆さん

により迅速、正確な情報提供することが可能にな

ると考えております。そのため、これからも管理

職会議などで情報共有の重要性について伝え、さ

らに情報共有を進めるよう努めてまいります。

次に、小項目２、市政執行における市民とのか

かわりについて申し上げます。本市においては、

市民主体のまちづくりを推進する上での基本的ル

ールである名寄市自治基本条例第２５条の規定に

基づき市の重要な政策決定の過程において市民参

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平成２３年４月１日より施

行しております。本条例に基づきパブリックコメ

ント手続の対象となった政策等々、提出された意

見の過去３年間の件数といたしましては、平成２

８年度は対象１０件に対し意見７１件、平成２９

年度は対象１１件に対し意見が６件、平成３０年

度は対象４件に対し意見はゼロ件となっておりま

す。このうちパブリックコメントが計画などの案

に反映された事例につきましては、平成２８年度

における名寄市総合計画（第２次）、新名寄市病

院事業改革プラン、第２次名寄市農業・農村振興

計画の計３件となっております。今後も広報紙や

ホームページ、ＦＭラジオによる意見等募集の周

知を行い、市民の皆さんが市政へ関心を持ち、意

見を応募しやすい環境整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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、

働きたい若者向けの就業支援についての小項目１、

平時からの骨太な就業対策についてお答えいたし

ます。

本市では、名寄市中小企業振興条例に基づく支
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援では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事業や商業地域

内の空き地、空き店舗の活用を促す支援など事業

者や創業者の支援に取り組んでおります。また、

新規学卒者の地元定着や人材確保対策として、介

護職員の研修受講費助成や就職支度金、市立大学

の就職支度金や就学金返還支援及び給付型奨学金、

市立病院の看護師、助産師学資金、保育士へは就

職支度金や宿舎借り上げ支援などを行っており、

それぞれ実績を上げております。若年層に対して

は、インターンシップ制度による行政を含めた市

内事業所での受け入れ、高校生への資格取得に係

る助成制度、市内青年団体による市内事業所の職

業体験など本市の職業を知る機会と興味を持って

いただく取り組みも行っております。これ以外に

も若者に特化しておりませんが、就職後の研修な

どを通じたスキルアップへの支援や勤労者共済会

などを通じた勤労者福祉の向上など平時からの就

業対策として幅広く取り組んでいるところでござ

います。

次に、小項目の２、大規模企業などの撤退に関

する対応策についてお答えいたします。市内経済

に大きな影響を及ぼすような大規模な企業撤退や

工場の閉鎖など大量離職者の発生が懸念される場

合、ハローワークによる地域大量雇用変動等対策

本部や北海道による緊急雇用対策プログラムなど

関係機関と連携しながら総合的な相談窓口の開設

など、再就職などの支援をしてまいります。具体

的な事例といたしましては、西武旭川店撤退の際

には旭川市、旭川商工会議所、旭川平和通商店街

振興組合、上川総合振興局による対策会議が設置

され、旭川市及び近隣地域における経済、雇用な

どに係る対策の一体的な推進が図られており、本

市においても関係する市民の皆様の不安を解消で

きるよう一体的な対応に努めてまいります。特に

近年は、有効求人倍率に顕著にあらわされるよう

に、人材確保が喫緊の課題でありますことからも

地域で働く意思ある者の再就職支援も重要である

と認識しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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、スポーツにおける新しい流れを求めて、小

項目１、ｅスポーツの推進について申し上げます。

本市におけるｅスポーツに関する動きについて

は、ことし２月に市内の若者を中心に名寄ｅ―Ｓ

ｐｏｒｔｓ協会が設立され、名寄では初となるｅ

スポーツイベント、Ｓｎｏｗｂａｌｌが名寄市民

文化センターで開催され、２００人を超えるｅス

ポーツファンが集まり、会場は熱気に包まれてい

ました。また、先月１１月には市内にｅスポーツ

施設、Ｎａｙｏｒｏ ｅ―Ｓｐｏｒｔｓ Ｓｔｕ

ｄｉｏがオープンするなど本市でも若者を中心に

ｅスポーツが広がりを見せています。スポーツ行

政を担当する立場でｅスポーツを推進していくに

は、ゲーム障害、いわゆるゲーム依存症に対する

懸念、アスリートとゲーマーの境目が曖昧なこと

など課題も多いことも事実ですが、ｅスポーツそ

のものを否定するものではありません。先月１１

月２６日には、地方創生推進交付金を活用して健

康福祉部の地域包括支援センターや本市と地方創

生に関する包括協定を締結している北洋銀行名寄

支店様、株式会社北海道二十一世紀総合研究所、

凸版印刷株式会社と連携して、駅前交流プラザよ

ろーなにおいてゲームを使って体を動かす健康づ

くり講座を実施したところ、健康づくりのツール

として大きな可能性を秘めていると感じています。

スポーツによる健康づくりと中心市街地に人の流

れをつくる新たな試みとして実施しましたが、今

後はアンケート調査をもとに健康づくりやコミュ

ニティー形成にｅスポーツの活用を検討していき

たいと考えています。

以上、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） 私からは、

大項目３の小項目２、名寄市立大学でのスポーツ
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関連教育について申し上げます。

市立大学では、正課科目として全学生を対象に

スポーツ理論とスポーツ実技Ⅰ及びⅡの３科目を

開講しております。また、管理栄養士を目指す学

生を対象に運動生理学及びスポーツと栄養の２科

目を開講しております。スポーツ理論では、運動

と栄養や休養の捉え方、生活習慣とスポーツの捉

え方などスポーツを通した観点から基本的な保健

知識を理解するとともに、それぞれ専攻する学科

の講義内容との関連性を持たせた内容となってお

ります。また、実技では多くの学生がこれまでの

体育授業で経験してきたバドミントン、バレーボ

ールを取り入れ、自己の役割の理解と他者との協

力の展開について学ぶ授業を行っております。こ

のほか、本市の環境生かし、スキーやカーリング

を実技科目として取り入れ、生涯スポーツとして

親しむことのできるウインタースポーツを習得し

ながら、生涯を通じて豊かな活力ある生活を営む

ための方法論などを学んでおります。

次に、地域におけるスポーツ関連の取り組みと

しては、東風連町内会で開催している夏と冬の運

動会や風連スポーツクラブと風連町スポーツ少年

団連絡協議会が主催し、毎年体育の日に行ってい

る体力テスト会におきまして、本学教職員が血圧

測定などの健康チェックや骨、関節、筋肉などの

運動器の衰え、いわゆるロコモティブシンドロー

ムの予防啓発などを行っております。また、平成

２９年度から障がいや年齢にかかわらず誰もが参

加できるパラリンピック競技のボッチャの市民交

流大会を名寄市社会福祉協議会やＮスポーツコミ

ッションとの共催により開催し、名寄市内や近隣

市町村から集まった多くの参加者とともに本学教

職員及び学生が運営協力と競技参加を行っており

ます。ボッチャにつきましては、今年度チャレン

ジデーの特別企画として市立大学２号館、多目的

ホールを会場にチャレンジボッチャ交流会も開催

しております。今後も地域貢献の一つとして、コ

ミュニティケア教育研究センターを窓口に市内関

係団体との共催や協力によりまして福祉や健康づ

くりの視点からスポーツ関連行事への参画を行っ

てまいります。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それでは、再質問させ

ていただきます。

まず、大項目の１番、不祥事に対するマネジメ

ントということで、実際現在進行形の問題に対し

てどう動くかということもあると思うのですけれ

ども、何か事件が起こってから対処をするという

現状の対処方法であるように感じております。ぜ

ひ未然に防ぐような活動、あるいはそういう事故

が起こる前から起こりそうなら何とかしようとい

うような方向についてお考えがないのかどうかお

聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今、今村議員のほう

から事件が、事件といいますか、発生をしてから

ではなくて、もう少し未然に何か取り組みができ

ないのかというような御質問だったかというふう

に思っています。先ほども少し申し上げましたけ

れども、私ども職員における行動指針ということ

で、これ平成２４年に策定をした内容でありまし

て、実はなかなか職員の皆さんに浸透はしていな

いという一面もありますけれども、一定程度、７

項目にわたる職員としての指針を定めさせていた

だきまして、職員、公務員としての考え方をこの

中に盛り込んで、指針という形で出させていただ

いているということが１点あります。あわせて、

この指針については、先ほども申し上げましたけ

れども、各職場、執務室には掲示をさせていただ

いておりますし、さらに市民の皆さんに見ていた

だく、目につくような場所にも掲示をさせていた

だいているというのが状況になってございます。

ただ、議員が御指摘のとおり、もっと未然に何か

するというところの部分についてはなかなか取り

組みとしてはされていないのが実態としてござい
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ます。少し今後は市の職員、公務員としての研修

会、コンプライアンスにかかわる研修会等も行い

ながら未然に対応できるような体制、少しずつに

なるかと思いますけれども、研究させていただき

たいというふうには考えています。

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） 確かにそのコンプライ

アンス、ガバナンスといったものを徹底するとい

うのは今までも引き続き行われているというのは

私も認識をしっかりと持っているわけなのですけ

れども、その中でも起こってしまったことに対し

て早急に結論を導き出せるような体制といったら

いいのでしょうか。問題解決までのそのプロセス

を明確にしておく必要性についてどうお考えなの

かお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 事案というのはいろ

いろ実はあるかというふうに思っています。これ

は少し乱暴な言い方かもしれません。ある意味で

は、職員個々人が起こす問題であったり、あるい

は組織的な機構上の問題であったり、各現場にお

けるお客さんとの、市民の皆さんとのトラブルで

あったりといろんな事象がある中で、具体的にど

う対応するかというところについてはなかなか今

統一的な取り扱いについて規定はしていないとい

う状況になっておりまして、大変、実態としては

いろいろな事案が起こったときには担当の職員の

ほうからそれぞれ管理者のほうに報告が来て、し

っかりと事実確認、認識をしながら、では早急な

対応が必要なのか、あるいは少し庁舎、職員全体

で改めてこの事案について認識をしながら今後の

対応を考えなければならないのか、そういったと

ころについては事案、事案で少し違ってくるかな

というふうに思っていまして、今のところそうい

った事案全てに対する対応の統一的なものという

のは実は持っていません。これについてもぜひ今

後研究はさせていただきたいと思っています。

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） 実際にその行動が行わ

れたかどうかというところを例えば書類で残して

おくというようなことはコンプライアンスなりガ

バナンスなりという観点からすると、ある程度の

効果があるというふうに言われていると思うので

すけれども、その書類にかかる時間というのは、

本来何もなければ今後の市政執行あるいはふだん

の業務に使われるべき時間であると考えておりま

す。今後しっかりとしたコンプライアンスをとり

行ってきて、マネジメントを行うという意思につ

いてしっかりと把握はしていますけれども、事後

処理ばかりに時間をとられてしまって、本当にや

りたいことができなくなってしまうのは大変名寄

市としてもロスになるのかなと思いますが、そこ

ら辺どうお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来組織のあり方に

ついての御提言というか、いただいているところ

であります。当然のことながら、事案が何か問題

が発生をすると、それは対応しなければならない。

その対応する時間がそれロスでないかと、全くそ

のとおりであって、問題が起きないにこしたこと

ありません。なので、できるだけこの問題を未然

に防ぐということでしっかりしていかなければな

らないというのは当然我々も感じています。今回

の不祥事等を受けて、先般も全職員を集めて、最

終的にはいろんな法令違反があった部分に関して

は、私が最高の責任者なので、そこについて率直

に私はおわびをしました。加えて、やはり何とい

ってもその都度、都度の職場の意思疎通、報連相、

当たり前のことだけれども、こういったことがし

っかりなされていたのかということをしっかりと

皆さんには改めて問うたところであります。毎日

課長、課ごとのミーティングをやったり、あるい

は定期的な係や課の会議やっていますが、そこが

しっかりと情報共有をされているのかということ
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改めてしっかりとお話をさせていただいたし、特

にやはりこれ悪いかもしれないという情報に関し

てはそういった情報こそ速やかに上司に相談をし

て、しっかりと速やかに対応するということが求

められていくのだろうというふうに思っておりま

して、上下左右風通しのいい職場環境をさらに構

築していくためにこの間もお話をさせていただき

ましたし、改めてそれぞれの立場においての仕事

のあり方等の研修等もさらに積まなければならな

いのかなというふうに思っています。事案が起き

てから対応するのはこれもしようがないことであ

りますが、まずは大事なことは何か起きてからそ

のことをできるだけ速やかに公開をしていくと、

報道していくということも大事だと思っていて、

そこで現時点でこういったことで改めてそこで対

応していくという、そうした包み隠さずやっぱり

できる限り速やかにお話をして、そこで対応して

いくということも重要だなということを今回の事

案も通じて感じているところであり、特に公社の

問題に関してはしっかりとうみを出すべくさまざ

まな問題を速やかに出すように改めてこれは指示

もしてきたし、そうした対応もしてきたところで

あります。今後とも引き続きしっかりとそれぞれ

の問題を前向きに解決をしていくということをお

約束をしていきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変前向きな答弁をい

ただいたと思います。先ほどのお話にもありまし

たように、情報公開し、市民との連携をとってい

くということが非常に重要だというお話だったと

思うのですけれども、まず情報共有という点でこ

の小項目の２番目になるのですけれども、今回パ

ブリックコメントを例にとって挙げさせていただ

きましたけれども、そのパブリックコメントを過

去３年間にわたり行った結果、パブリックコメン

トとして少ないのかなというちょっと率直な感想

を抱いてしまっております。これなよろ温泉サン

ピラー等研修施設改修基本設計案での、ことしの

２月でしたでしょうか、あった説明会では市民４

名から１５件、そして名寄市のホームページなど

から意見提出という形で３名から２５件が提出を

されているというところで、パブリックコメント

にしてもこの市民意見にしてもそれなりの数字は

出てきてはいるなと思いますが、やはり少ないの

ではないかなと思いますが、どうお考えでしょう

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） 今議員のほうから私

ども行政が執行するいろんな施策、あるいは条例、

計画等に対する市民に情報の提供、あるいは市民

の皆さんから御意見をいただく、その機会として

パブリックコメントを実施をしておりますけれど

も、その件数が少し少ないのではないかという御

質問だったというふうに思いますが、なかなかい

ろいろな内容がありますので、市民の皆さんに情

報提供、パブリックコメントの内容を周知をする

際に市民の皆さんが十分内容を受けとめていらっ

しゃるのか、少し内容が難しいのか、これまでも

いろいろと議員の皆さんからも例えば各公共施設

で掲示をしている案内方法についてですとか、広

く市民の皆さんが意見を応募しやすい環境をぜひ

つくっていただきたいというような御意見があっ

たり、いろいろとこの間も私どもとしては工夫を

しながら取り組みをしてきているというふうには

思ってございますが、議員言われたように、状況

的には件数ということでいえば、何件出ればでは

というのがあるかというふうに思いますけれども、

件数でいえば少し少ないかなというふうには感じ

ているところですが、例えば先ほど言いましたけ

れども、総合計画の関係でいえば、非常に意見が

多かったというふうに記憶をしているところであ

りますし、市民の皆さんの、あるいは関心事、内

容にもやはりよるのかなというふうに私自身考え

ていますけれども、これは先ほど冒頭言いました

ように、広く市民の皆さんに意見をいただきたい

と、市としてはこういう方針でやるのですという
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内容を示すといういい機会ですので、これはでき

るだけ市民の皆さんが意見を出しやすいような環

境について改めて考えていきたいというふうに思

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） 確かにコメントの多い、

少ないで判断をするべきものではないと思います

けれども、今回の振興公社のあり方に関する特別

委員会の中でもやはり市民への説明が不足してい

るという御意見かなりあったかなと思います。平

常時から、日ごろから市民に向けた情報公開、発

信などをしっかりと行うこと、それから市民との

信頼関係がしっかりできてくるのかなというふう

に思います。例えばニセコ町ですと町の理事者側

が出向いて説明をするという、わざわざ足を運ぶ

ということをやっているそうなのですけれども、

そういう前例も踏まえて、今後またしっかりと市

民との距離を近くとっていくというようなやり方、

方策について何かいい案がないのかお聞かせいた

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） パブリックコメント

を初め、私どもとしてはいろんな機会に行政とし

ての情報については出させていただいております。

まちづくり懇談会であったり、あるいは町内会長

さんとの意見交換会であったりと。さらには、個

別の案件では昨今水道事業にかかわっては水道料

金のお話をさせていただいたりということでやっ

ているところです。まだまだ不十分な点はあるか

と思いますけれども、今後も、議員先ほど言われ

ましたように、他自治体においてもいろんな手法

で市民の皆さんに多くの情報を提供しながら、情

報共有の中でどうまちづくりにかかわっていただ

くのかという視点でいろいろと工夫されていると

いうふうに思っておりますので、まだまだ足りな

い面はあるのだというふうに議員のほうから言わ

れたというふうに認識をしておりますので、改め

てこの辺については現在のいろんな情報提供の方

法について少し全体的に見直しをしながら、どう

いう方向がいいのか考えさせていただきたいと思

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） 少しでも市民との距離

を近くしてやはり情報公開を早急に行えるような

体制を整え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、大項目の２番目、働きたい若者に

対する就業支援ということで、大項目の１番の質

問でも、今までのあれもそうなのですけれども、

今回でついてしまったマイナスイメージというの

が就業あるいは進学などこの名寄市を選択し得る

若者についても敏感な問題だったのではないかな

というように考えております。特に高校生や大学

生の親御さんですとか、そういう名寄市にこれか

ら期待をしたいという皆さんに向けた問題解決へ

の取り組みなどのお考えについてお伺いをいたし

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） 若者の地元定着

ということについての御質問だったと思います。

若者地元定着に関しましては、私ども市内の高校

に対して新規学卒者の就職状況などに関するヒア

リングを行っております。このヒアリングにより

ますと、名寄出身者の市内就職者は４割強でござ

いまして、本人が希望して就職しているケースが

多いということがわかりました。一方で、希望す

る就職先を求めて市外に出るケースもあるという

ことですので、議員おっしゃりますとおり、地元

の若者に対して名寄で働き、住み続けていただく

ためのより効果的な取り組みが課題であると認識

しているところでございます。今後本市における

商工業振興に係る基本的な理念や役割などを定め

る基本計画を検討する中で、時代のニーズに合っ

た支援制度の改定などを含めまして、本市に住む
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若者にとって働き、住み続けたいまちとなるよう

に努めてまいりたいと考え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） 確かにいろいろな介護

職員の研修制度ですとか、市立大学の奨学金等の

施策も含めて市の定着について向かっているとい

うお話を聞いておりますので、これについて抜か

りなく始めていっていただきたいというように考

えております。

続いて、小項目の２番目でございます。万が一

に今後大規模な企業の撤退があった場合、あるい

はその工場の閉鎖などというところでありまして、

例えばですけれども、自衛隊ですとか農協等の組

織が再編されて、市外へ流出をされてしまうとい

うような状況が想定されないわけではないなと考

えております。もちろん対応部局によって専門チ

ームや特別組織の編成がされることは十分に考え

られるのですけれども、これ先ほども言ったとお

り、まさに人の手による、なせるわざであるなと

いうふうに思いますので、事態が発生してから対

処するのではなく、事前に押さえられるべき情報

は押さえておくようなことができるのかどうかお

聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 大きなリスクを避け

るために事前の対応が必要だろうという貴重な御

意見だというふうに思っています。これは、当然

我々も市長を先頭に関係するところの情報につい

ては収集しなければいけないと思っていますし、

行政だけということでなくて、やはり地域として

どうそことかかわっていくのかというのももう一

方で必要なのだと思います。王子についても名寄

のマテリア会ができて、地域で支えるという体制

ができています。自衛隊についても同様に名寄市

だけではなくて、広域的な組織も含めて自衛隊と

いい関係をつくっていこうという形で組織なども

つくってきているのがありますので、これは行政

として必要な情報を事前から収集するというのも

ありますけれども、そういった地域の皆さんの力

もかりながらよりよい環境をつくって、名寄に長

く存続する、うまくいけばそれを増強する、ふや

していくことも含めて取り組みをしていかなけれ

ばいけないと考えておりますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） なかなか具体的などう

やっていくというところが正直見えない話でもあ

りますし、これ小項目の１番にもありますけれど

も、若者たちがしっかりとここで働きたいという

中で、働いた企業が、あるいは団体、職場が名寄

市としてずっと残っていくのだよというのをこの

名寄市が牽引をしていく、あるいはしっかり守っ

ていくというような考え方に私はなってくるとい

うよりもしていただきたいなという気持ちであり

ます。これから人口が少なくなっていく道外、あ

るいはほかの地域へ本当に流出してしまうという

ことを踏まえ、いろんな企業あるいは団体との連

携というのが必要になってくると思いますので、

今回のマテリアの件では本当に事件が起こってか

ら対処をし始めたというところですので、そうな

る前の事前の情報収集等しっかりと行っていただ

きたいという要望で今の質問を終わらせていただ

きたいと思います。

続きまして、大項目の３番目、学校教育に新し

い流れを求める質問であります。小項目の１番、

ｅスポーツの推進ということで、市内でもようや

く認知をされてきている、取り組みがされている

というところでありましたけれども、まずその中

で学校教育で部活動としての導入についてどうお

考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 中学校の部活動での

ｅスポーツの導入の考え方ということですけれど

も、中学校におきます部活動、スポーツ、文化及

び科学等に親しむということを目的としています
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し、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好

ましい人間関係の形成等に資するものと考えてお

ります。そのため、学校教育活動の一環として教

育、家庭との関連を図ることが部活動が求められ

ているところでございます。部活動を設置する場

合、生徒のニーズ、動向です。考え方ですね、や

安全性の問題、また指導内容や教師の、最近問題

になってございますけれども、長時間勤務の解消

との観点なども総合的に検討しながら決定するこ

とが必要となっておりますから、部活動へのｅス

ポーツの導入につきましては各学校の判断に委ね

られるものと考えてございます。

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） 各学校での判断という

ことでありました。正直私もそれほど運動が得意

でなくて、ｅスポーツ、自分の時代にこういう部

活動があればぜひやってみたいなという一人であ

りまして、確かに長時間のゲームすることが本当

にいいのか悪いのかというそもそも論も含めてま

だまだ駆け出しの分野でもありますので、ぜひこ

のｅスポーツという観点についてしっかり考えて

いっていただきたいなというふうに思います。

また、ｅスポーツ、ちょっとコンピューター関

連ということで、続いてプログラミング学習とい

うものが昨今話題になっておりますけれども、こ

れの取り組みについても教えていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ｅスポーツをプログ

ラミング教育の、プログラミング授業との関連に

ついてという御質問でございます。コンピュータ

ーを理解し、上手に活用していく力を身につけて

いくことは、これからの子供たちにとって重要な

ことになってくると考えております。そのため、

新学習指導要領の中でも小中高等学校を通じてプ

ログラミング教育を充実することとしておりまし

て、２０２０年度から小学校においてもプログラ

ミング教育を導入することとなっております。小

学校においては、算数や理科など既にある教科の

中でプログラミングを体験しながら、コンピュー

ターに意図した処理を行わせるなどの学習活動を

行っていくこととなっています。また、中学校に

おいては２０２１年度から技術、家庭科の技術分

野において計測、制御のプログラミングに加えて、

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテン

ツのプログラミング等について学ぶことになって

おりまして、プログラミングに関する内容がさら

に充実されることになってございます。このよう

に小中学校の授業で行われる予定のプログラミン

グ教育とｅスポーツにつきましては、コンピュー

ター等を活用するという点については共通する部

分もあるとは思っておりますけれども、実質内容

的には関連はないというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに関係性について

はちょっと離れてしまうのかなと思いますが、ゲ

ームについてはこれをプレーする側ではなく、つ

くってみたいという、そういう将来的なきっかけ

に変わるのもそういうｅスポーツがスタートにな

ってもよろしいのかなと。また、それを支援する

という形でプログラミング学習についても支援を

するということで、名寄市内の産業高校ですとか、

あるいは大学ですとか、そういったところでのま

たさらなる専門的な学習についても今後深めてい

っていただければというふうに思います。

それでは、最後小項目の２点目、名寄市立大学

でのスポーツ関連教育についてということであり

まして、まち・ひと・しごと創生総合戦略、平成

３１年４月に改定されておりまして、この中では

ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の

推進という項目がございます。ページ数２３ペー

ジなのですけれども、その中で基本的方向という

ところの枠の中で市立大学、市立総合病院と連携

したスポーツ医科学を活用した育成システムを確

立しという文言が入っているわけで、これは本当
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にそのとおりだなというふうに感じているわけな

のですけれども、それからこの同じ総合戦略の大

学部分でしょうか、３８ページからになるのです

けれども、そこをひもといてみますと、スポーツ

という文言が一切登場しないというところで、な

かなか一つの計画の中でも方向性にそごが発生し

てしまっているのかなという私は認識をしている

のですけれども、どうお考えでしょうか。

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） 本学、大学

とスポーツのかかわりという部分でございますけ

れども、この総合戦略、冬季スポーツ拠点化事業

が始まるときにスポーツ担当の市の職員が本学の

教授会に来ていただきまして、その事業の実施に

当たって概要ですとか方針については御説明して

いただきました。全学的には理解したというとこ

ろであります。その後コミュニティケア教育研究

センターを窓口にしまして、かかわっているとこ

ろでございますけれども、この間の経過を申し上

げますと、平成２８年度から３年間事業ありまし

たウインタースポーツコンソーシアム事業ですと

かそのコンソーシアムにあわせて実施された上川

北部のジュニア選手を対象とした子供スポーツカ

レッジ、この部分につきまして本学の教員ですと

か、あと市立総合病院の先生方だと思うのですけ

れども、かかわって、実施したというところでご

ざいます。また、現在のＮスポーツコミッション

にも本学教員、コミュニティケア教育研究センタ

ーのセンター長を初め３人の教員が今の中でかか

わっているというところでありまして、今後も教

員を通じて、本学がその事業にかかわれる部分が

あれば可能な範囲でかかわっていきたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに活動を行ってい

るというところで理解はいたしました。しかしな

がら、名寄市が推進をするという特に冬季スポー

ツを中心としてこの名寄市の施策というのが回っ

ている。そして、経済的にもかつ産業、あるいは

地域といったところからも冬のスポーツの拠点化

というのがとても大きなキーワードになってきて

いるというふうに考えております。これをまたさ

らに本当に進めていく、例えば子供たちの少年団

活動とかあるいは部活動とかのそういう応援も今

度可能になってくることが考えられますので、ず

ばりスポーツ関連の学部を大学に設けてはいかが

かなという提言を少ししてみたいなと思うのです

けれども、どうお考えでしょうか。

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） スポーツを

学べるような学部の新設ということで御提言いた

だきまして、ありがとうございます。手続的に言

いますと、現状の学部、学科と性格が異なるよう

なものを新設するということになりますと当然文

科省への手続が膨大なものになりまして、当然コ

ンサルに委託しても基本的に教職員の作業量もか

なりあるという部分と、あと校舎、例えば１学年

５０人だとすると４学年で２００人ふえるという

ふうになりますと校舎ですとか、そういう建築物

といいますか、そういう部分も増設しなければな

らぬですとか、あと当然スポーツ関連になります

といろんなマシンですとか設備が必要になるとい

うことなのだろうと思います。また、教員を当然

確保しなければならないということとこの少子化

の中で学生の確保も必要になるということで、文

科省の手続の中には学生の確保の方策ですとか、

卒業した後、就職先の関係なんかも当然考えてい

かなければならないという部分あります。そうい

う財政面ですとか人材確保、さまざまな面で課題

があるという部分で考えております。

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） 大変難しそうな話であ

ると理解をいたしました。

以上、項目３点なのですけれども、大変建設的
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な答弁がいただけたような気がしております。私

は農業をなりわいとしておりますけれども、何か

が起こってしまったときの対処がおくれてしまえ

ばおくれてしまうほどその年というのが正直対処

し切れない、対処ができないことになってくると

いうのが我々の世界の常でありまして、今回の不

祥事や企業の撤退の表明についての考察、残務処

理については速やかに終結させて、きょうよりあ

したより来年の話をどんどんしていただけるよう

にお願いをしたいなというふうに思います。

最後になりますけれども、市内の学生あるいは

若者、名寄市内にこれから未来を、住みたいなと

思う若者に対してしっかりと希望を持てるような

発言を市長からお聞かせいただきまして、発言を

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） 今回の事案に関しまして、

さまざまな事案に対しまし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。名寄市

のブランドのイメージが損なわれて、いろんな影

響があるのでないかという御心配もいただいてお

りますけれども、そうした具体的な影響は我々は

今のところ承知していませんし、直近、名寄市立

大学の推薦入学が行われましたけれども、倍率も

昨年度も非常に募集が殺到したというような結果

になっているところであります。今回の事案で私

もさまざまな厳しい御提言を確かにいただいてお

りますが、それをはるかに上回る皆さんからいろ

んな励ましの言葉や、あるいはピヤシリスキー場

を初めとするウインタースポーツの関係、さらに

王子マテリアの問題に関してその利活用だとか、

あるいは新たなビジネスモデル、非常に前向きな

御提案も実は内外からいただいておりまして、あ

る意味ではこの問題が発生したことを大きなチャ

ンスというふうにも捉えているところであります。

子供たちということで、ちょっと話長くなりま

すけれども、この間１２日に名寄中学校でふるさ

と未来トークがありまして、中学校２年生の子た

ち、すごく的確な提言をいただいて、本当にいい

機会でありました。その子たち、名寄が好きだと

いう子たちが９割なのだけれども、将来名寄に住

みたいと思う子たちが４割ということで、住みた

いという子供たちをたくさん引き上げるというこ

とがやっぱり大きな我々の市政の課題だなと思っ

ていました。その住みたくない、住めないという

理由の一つにやっぱり買い物や遊ぶ場所がない、

それと働く場所がないという御意見も結構あった

のです。当然働きたいという人もいるけれども、

やっぱり働きたいと思える環境を、それはもちろ

ん企業の問題でもあるし、地域でどうやってつく

っていくかということもすごく大事だなというふ

うに思いました。あと、私のほうから名寄市って

すごく安全、安心で、自然が豊かで、病院がこん

なに近くにあって、これだけ住みやすいまちはな

い、安心、安全だよということをなかなか小中学

生の子供たちというのは十分に理解できないとこ

ろもあって、こういったところをしっかりとやっ

ぱりＰＲしていくのも大事だなと思いました。

もう一つは、まちづくり、イベントにもっと参

画したいという子たちが６割ぐらいいるというこ

とで、日ごろから私が行って、ああいうトークデ

ィスカッションするのも大事だし、子供たちが、

子供たちだけでなくて、地域の皆さん全てがやっ

ぱりこういうイベントやまちづくりに参画をして

いくということの重要性、そのことによってみず

からのまちを主体的に考えて、そこの地域に愛着

を持って、その地域でいろんな挑戦をしていこう

という機運を醸成していくことも大事だなという

ふうに思っています。今こそ非常に厳しい状況の

中で市民が一丸となってこの問題を突破していく

大事なときだというふうに思っていて、そのため

にはどうしても若い力も必要でありまして、ぜひ

ともこの名寄市をさらに盛り上げていくために若

い人たちの力もかりて、まちづくりを進めていき

たいというふうに考えております。よろしくお願

いいたします。
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〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 雨降って地固めるよう

にしっかりとよろしくお願いします。

以上で質問を終わります。

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。

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。

若年性認知症への支援、理解について外１件を、

遠藤隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、若年性認知症の支援、理解

について４点、最初に小項目の１、認知症の現状

と今後の推移について。認知症は今後も増加して

いき、２０２５年には日本全国で７００万人に達

し、６５歳以上の高齢者の約５人に１人が認知症

になるということが見込まれています。また、６

５歳未満で発症する若年性認知症患者数は全国で

４万人弱、女性より男性が多く、発病年齢の平均

は５１歳と推定され、脳血管性認知症とアルツハ

イマー病が多いと言われております。さらに、２

０から４０代という特に若い年代で発症し、遺伝

的な素因が推測される家族性アルツハイマー病と

呼ばれる疾患もあると言われ、認知症は年齢に関

係なく誰しもなり得る可能性がある病気です。

そこで、名寄市における６５歳以降に発症した

高齢期の認知症及び６５歳未満で発症した若年性

認知症の現状と今後の患者数はどのように推移し

ていくと考えているのかをお伺いします。

次に、小項目の２、若年性認知症への支援につ

いて。若年性認知症を発症した方はまだ心も体も

若く、元気な年代であり、仕事を持ち、一家の大

黒柱だったり、子育ての真っ最中だったり、両親

の介護をしている方もいるかもしれません。現状

としては、若年性認知症の方が働き続けることは

難しく、経済的な打撃は深刻だと思います。また、

家族が介護離職をせざるを得なくなり、経済的困

難を抱えることが多いとも聞きます。名寄市にお

いて高齢者の認知症に対する支援は充実している

と思いますが、若年性認知症への支援体制及び御

家族を含んだ支援内容についての現状をお伺いい

たします。

次に、小項目の３、介護施設の整備状況と課題

について。介護施設については、厳しい状況の中、

逐次整備が進められていると思いますが、名寄市

の認知症対応型介護施設の整備状況についてお伺

いをします。

また、介護業界で人材が不足する状況の中、介

護支援専門員及び介護職員の勤務体制、勤務環境

等の現状及び課題等についてお聞かせください。

次に、小項目の４、若年性認知症への理解の促

進について。現在名寄市においては、ノーマライ

ゼーションとソーシャルインクルージョンの理念

のもと各種計画事業において認知症や障がい者に

対する理解の促進のため、正しい知識の普及に努

められていると思います。若年性認知症の場合、

仕事上でのミスが重なったり、家事や交友がうま

くいかなくなったりしても年齢が若いためか、認

知症のせいだとは思わないことがあり、疲れや更

年期障害、あるいは鬱状態などほかの病気と思わ

れやすく、正しく理解してもらうことが今後の課

題であると考えます。名寄市では、「名寄市認知

症ケアパス～知って安心認知症～」という冊子を

健康福祉部こども・高齢者支援室から出されてい

ると思いますが、その冊子には６５歳以上で発症

する認知症の部分しか記載がなく、そこに若年性

認知症のことについても記載をすればさらにいい

ものになるのではないかと考えます。また、地域

包括支援センターにおいて、さまざまな相談支援

等業務がされていると思いますが、地域包括支援
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センターについてよくわからないといった方がい

るのも現状であります。それらを含め若年性認知

症への理解の促進に向けた今後の普及啓発につい

てどのようにお考えかをお聞かせください。

次に、大項目の２、成年後見制度について２点

お伺いします。まず、小項目の１、成年後見セン

ターの支援体制及び現状と課題について。平成１

２年の民法改正により新しい成年後見制度が始ま

って以来、成年後見制度において成年後見制度の

利用者数の伸び悩み、近年親族が後見人に選任さ

れにくくなっている、また本人の意思がより尊重

されやすい補助や任意後見の利用率の低さ、市民

後見人の選任数の少なさや関連機関の取り組みの

あり方、身寄りのない高齢者等の増加と各自治体

における財源や人員などの制約、後見人の申し立

て件数や市町村長申し立て件数の格差、さらには

根絶できない後見人による不祥事、本人の財産を

本人のために使うことが難しくなっている状況等、

さまざまな課題があると言われていますが、名寄

市における成年後見センターの支援体制及び現状

と課題についてお伺いします。

次に、小項目の２、成年後見制度の課題対策及

び考え方について。認知症には成年後見だけを考

えるのではなく、家族信託をという記事を読んだ

ことがあります。成年後見制度にはメリットがあ

る反面、デメリットもあると感じております。今

後ますます増加すると推計されている認知症高齢

者とひとり暮らしの高齢者の成年後見制度のニー

ズはかなりあるのではないかと考えます。また、

自立支援法の成立により知的障がい者、精神障が

い者の制度利用も推進していく必要がありますが、

実際のところなかなか制度の利用には至っていな

いということが今後の課題であると考えますが、

名寄市の今後の課題対策及び考え方についてお聞

かせください。

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） 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） 遠藤

議員から２点にわたり御質問がございました。大

項目１及び大項目２、ともに私から答弁とさせて

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、若年性認知症への支援、理

解について、小項目１、認知症の現状と今後の推

移についてお答えいたします。本市において把握

しております認知症の人数は、要支援、要介護認

定者における認知症の人数になりますが、ことし

１１月末現在で ７３６人が要支援、要介護認定

を受けております。そのうち目安として買い物や

金銭管理などこれまでできていたことにミスが目

立つなどの状態である認知症高齢者の日常生活自

立度のランクがⅡａ以上の方が １１１人と認定

者全体の約６４％となっております。今後の認知

症の人数推移についてですが、国の推計による２

０２５年の認知症の人数が６５歳以上の５人に１

人となっていることから、本市における認知症の

人数はおよそ ７００人にふえると見込んでおり

ます。若年性認知症の人については、現在地域包

括支援センターではお二人を支援しております。

これまでも若年性認知症に関しては随時相談を受

け、その人が必要としているサービスや制度に結

びつけるなどの支援を関係部署や関連する機関と

連携して行ってきております。認知症の人数は、

高齢者の増加に伴いふえることが見込まれますが、

若年性認知症の人数については厚生労働省の調査

では横ばいで推移すると見込んでおり、本市にお

いても今後の人口推計から国と同様横ばいで推移

していくものと見込んでおります。

次に、小項目２、若年性認知症への支援につい

てお答えいたします。名寄市内の認知症に特化し

た介護保険サービスとしては、認知症対応型通所

介護事業所が４カ所、認知症対応型共同生活介護

事業所、いわゆるグループホームですけれども、

これが３カ所整備されております。地域包括支援

センターでは、総合相談窓口として若年性認知症

の人やその家族からの相談についても随時受け付
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けており、高齢者同様に認知症の人や家族への支

援を行っております。平成２９年度からは認知症

の方やその家族、専門職が集まり、気軽に情報を

共有し、相談ができる認知症カフェを実施してお

り、若年性認知症の人や家族がカフェを利用し、

他の参加者からのお話から介護サービス等の利用

につながっているケースや障がいサービスの就労

支援事業を利用されていたケースなど若年性認知

症の当事者やその家族のニーズに沿って支援を実

施してきております。また、若年性認知症の人が

発症初期の段階からその症状、社会的立場や生活

環境等の特徴を踏まえ、認知機能が低下してもで

きることを可能な限り続けながら、適切な支援を

受けられることが必要です。このことから、国で

は若年性認知症のハンドブックの配布、都道府県

ごとの専門相談窓口設置と若年性認知症支援コー

ディネーターの配置、電話相談を受けるための若

年性認知症コールセンターの運営といった施策が

推進されております。当市においては、障がい相

談支援係で若年性認知症についての相談を受ける

ことができます。若年性認知症は、障がいサービ

スで対応できることもありますので、御家族、企

業問わず御相談をいただければと思います。今後

におきましても、本市の各種事業の中で利用可能

な支援とあわせて、国や道による施策の利用を進

めながらできる限りその人が自分らしく暮らして

いけるよう取り組んでまいります。

続きまして、小項目３、介護施設の整備状況と

課題等についてお答えいたします。市内の認知症

対応型共同生活介護事業所は３カ所あり、入居定

員は４５人となっております。認知症対応型共同

生活介護事業所には、利用者の心身の状況などを

踏まえて、援助の目標や具体的なサービスの内容

等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作

成する介護支援専門員等がユニットごとに１名配

置されております。介護職員の人員につきまして

は、各施設とも人員基準を満たしている状況では

ありますが、介護職員の補充等のための募集をし

ても応募がないといった声もあり、介護職員の確

保に苦慮している状況が続いている事業所もござ

います。介護職員の不足につきましては、認知症

対応型共同生活介護事業所に限らず、介護サービ

ス事業所の全体的な問題であり、市では介護人材

確保を目的とした介護人材就労定着支援事業を実

施してきております。また、市内介護サービス事

業者で構成する名寄市介護サービス事業者連絡協

議会では、介護人材発掘のためのイベントや介護

職員向け研修会の開催など介護人材確保に向けた

取り組みを行っております。今後も市内事業所と

連携を図りながら、介護職員の確保について取り

組んでまいります。

次に、小項目４、若年性認知症への理解の促進

についてお答えいたします。これまで本市は広く

市民に普及啓発することを目的に認知症の専門職

を講師に迎え、認知症の正しい理解や適切な対応

方法などをテーマとした市民向け講演会や講座の

開催をしてきました。平成２９年度には、認知症

の様態に応じ認知症の人やその家族が受けられる

支援や適切な医療や介護サービスの提供の流れを

示した認知症ケアパスを作成し、配布等を実施し

てまいりました。また、平成２０年からは認知症

の見守り体制の構築を目的とした認知症サポータ

ーの養成を行っており、昨年は陸上自衛隊名寄駐

屯地や小学校でも開催をし、これまでに ９００

人を超えるサポーターを養成してまいりました。

さらに、発展的な取り組みを目指し、認知症サポ

ーターの会を立ち上げ、５１名のサポーターに登

録いただき、先ほど説明いたしました認知症カフ

ェの運営ボランティアとしての活動を担っていた

だいております。また、関係する機関との連携づ

くりや認知症ケアパス、認知症カフェなどの地域

支援体制づくり、認知症の人やその家族を支援す

る相談業務等を担う認知症地域支援推進員を地域

包括支援センターに配置し、医療や介護の専門職

が認知症を疑われる人や認知症の人及びその家族

を訪問し、適切な医療や介護サービスに結びつく
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よう初期の支援を行う認知症初期集中支援チーム

の配置など認知症施策を実施し、広報やホームペ

ージ等による周知にも取り組んでまいりました。

今後におきましても、年齢を問わず認知症の人が

できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる地域づくりを目指し、認知症に

かかわる各種事業に取り組んでまいります。

次に、大項目２、成年後見制度についてお答え

いたします。小項目１と小項目２は関連がござい

ますので、あわせてお答えいたします。認知症や

知的障がい、精神障がいなどにより十分な判断を

することができない方は、自分で財産を管理した

り、福祉サービスを利用する際などに契約手続が

難しい場合があります。また、そのような状態に

ある場合、自分に不利な契約ということがわから

ずに契約をし、悪徳商法などの被害につながるお

それも考えられます。このように十分な判断をす

ることができない方を支援するのが成年後見制度

です。成年後見制度には、大きく分けて法定後見

制度と任意後見制度の２つの制度があります。１

つ目の法定後見制度は、既に判断能力が低下して

いる方が利用する制度です。家庭裁判所に申し立

てをし、適任とされる成年後見人を選任してもら

います。また、法定後見制度は本人の判断能力に

より後見、保佐、補助の３つの種類に分けられる

ことになります。２つ目の任意後見制度は、まだ

判断能力が低下していない方が利用する制度です。

将来自分の判断能力が低下したときに備えて、あ

らかじめ任意後見人を自分で決め、どのような支

援をしてもらうのかを契約で決めておくものです。

本市の成年後見センターは、平成３０年１月から

名寄市社会福祉協議会へ業務を委託して実施して

きております。窓口は総合福祉センター内にあり、

成年後見センターの担当職員は４人で対応してお

ります。相談の対応につきましては、社会福祉士

の有資格者が業務に当たっております。

次に、成年後見センターで行っている主な業務

ですが、相談の受け付けにつきましては電話や窓

口において判断能力に不安のある方の生活や財産

管理などについての相談に応じております。相談

の内容によりまして成年後見制度の説明を行い、

必要な関係機関と連携し、支援を行ってきており

ます。申請手続の支援につきましては、成年後見

制度の利用が必要な方やその家族が制度を利用し

やすくなるように、法律に関する関係機関と連携

を図りながら支援をしております。普及啓発につ

きましては、成年後見制度に対する理解を深めて

いただけるよう市民向け講演会などを開催し、成

年後見制度の利用促進のため成年後見支援センタ

ーの役割等を広く周知しております。成年後見人

の業務につきましては、法人で後見人を引き受け

る法人後見という形で実施しており、具体的には

身上監護と財産の管理を行っています。身上監護

とは、直接身体的な介護をするということではな

く、本人のために福祉サービスや施設利用などの

契約を行い、本人の生活を支えることです。財産

の管理は、文字どおり本人の財産を管理すること

であります。平成３０年度における相談件数など

の実績ですが、新規の相談件数が３０件あり、相

談内容で一番多かったのは成年後見制度の制度に

関する問い合わせが２０件でした。

次に、日常生活自立支援事業に関する問い合わ

せが多くありました。この日常生活自立支援事業

とは、認知症や知的障がい、精神障がいがある方

のうち本人一人で判断することに不安がある方の

日常生活を支援するため、本人との契約に基づい

て福祉サービスの利用手続や日常的な金銭の管理

の手伝いを行う事業になります。成年後見制度と

似ている制度ですが、この日常生活自立支援事業

は、本人との契約に基づいて福祉サービスの利用

援助や日常的な金銭の管理に限定していることに

対して、成年後見制度は福祉サービスや施設利用

などの契約等の法律行為や財産を管理するなど幅

広く援助をすることができます。日常生活自立支

援事業は、成年後見センターを開始する前から社

会福祉協議会で行われてきた取り組みです。本人
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一人で判断することに不安が出てきたときにまず

は日常生活自立支援事業の活用を検討し、その後

十分な判断をすることができない状況になってき

たら、成年後見制度の活用を考えていくというこ

ともできますので、この２つの制度があることで

いろいろなケースに対応することができています。

現在市が把握しております成年後見制度を活用

されている方は４人の方で、全員が社会福祉協議

会から法人後見の支援を受けております。ただ、

弁護士の方などが成年後見人となって支援を受け

られている方もおられますが、全てを把握できな

い状況にございます。

このほかにも現在成年後見に関する問い合わせ

が数件来ておりますので、今後も成年後見制度を

利用する市民が少しずつ増加していくものと考え

ております。以前はこの地域で成年後見人のなり

手がいない状況があり、遠方の専門職の方に成年

後見人の依頼をする状況もございましたが、現在

は成年後見センター事業を受託している社会福祉

協議会が法人後見を受けていただいていることか

ら、日常的なかかわりも含め、さまざまな支援を

行うことができるようになっております。今後に

おきましても成年後見制度の周知を継続的に行う

ことが重要でありますので、広報なよろ、各種講

演会や会議などの機会を通して取り組んでいきま

すとともに、市民の皆様が安心して暮らすことが

できるようにさまざまな相談に対する支援をして

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） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたが、何点か質問させていただきます。

まず、若年性認知症の支援、理解についてから

お伺いをいたします。先ほどの御答弁で名寄市に

おける認知症の現状、今後の患者数の推移、若年

性認知症の支援体制、支援内容の現状、認知症対

応型介護施設の整備状況、介護支援専門員及び現

場職員の、介護員の勤務体制及び勤務状況の現状

と課題、若年性認知症への理解促進に向けた今後

の普及活動の考え方についてはおおむね理解、認

識をさせていただきました。新オレンジプランに

おいて認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住みなれた地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる社会の実現を目指すという考え

のもと７つの柱が示され、その中に若年性認知症

施策の強化についても示されております。また、

若年性認知症施策の強化において、都道府県に若

年性認知症支援コーディネーターが配置されるよ

うになっておりますが、そこで名寄市の就労への

継続支援と介護サービスへのスムーズな移行につ

いてお伺いをいたします。

年金や貯蓄等で生活しているときに発症する高

齢者の認知症と比べて、若年性認知症は住宅ロー

ンや子供の進学など多くのお金が必要なときに発

症いたします。また、認知症によって仕事が続け

られず、休職や退職する方が多く、若年性認知症

を発症した方が就労継続しているのは約１割程度

と言われております。個人差はあると思いますが、

認知症は発症しても急激に進行するものではなく、

企業側等の御理解のもと配置がえ等により若年性

認知症支援コーディネーター及び名寄市にあるジ

ョブコーチや認知症サポーターの支援を受けなが

ら、一日でも長い現職場での就労の継続、また病

状の進行状況により休職に入る時期の話し合いや

本人家族と行政、ケアマネージャーとの連携、介

護保険の申請、休職と同時には介護サービスや就

労継続支援Ａ、Ｂへの移行へと段階的にできるの

ではないかというふうに考えますが、若年性認知

症の方への就労の継続支援から介護サービスへの

スムーズな移行についての考えについてお聞かせ

ください。

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

のほうから若年性認知症への就労の継続支援、そ

れから介護サービスへのスムーズな移行について
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ということで、お考えをということで御質問いた

だきました。若年性認知症の方の就労支援につき

ましては、勤められている就労先での相談のほか、

再就職するに当たって、ハローワークでも相談を

受け付けているところでございます。また、勤め

ておられる一般企業での就労が困難な場合につい

ては、障がい福祉サービスの就労継続支援事業の

利用についても相談を現在受け付けております。

名寄市では、障がい者相談支援係において就労継

続の支援に係る相談ですとか、それからジョブコ

ーチの取り組みを実施しておりまして、今後も就

労に関する相談などに対する対応がスムーズにで

きるよう障がい者相談支援係との密な連携、それ

から市内の就労支援事業所、ハローワークとの連

携を図るよう取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

また、２点目の介護サービスへの移行について

でございますが、地域包括支援センターで行って

いる総合相談ですとか、それから認知症カフェの

中でも相談を受け付けておりまして、サービスの

利用が困難な場合については、先ほど答弁をさせ

ていただきましたが、認知症初期集中支援チーム

による支援なども行いながら、認知症の早期発見、

早期支援につながるよう今後努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 若年性認知症の場合は、

本当本人や家族のショックも大きく、経済的打撃

というものがかなり大きいと思います。また、高

齢者の認知症の場合には子が親を介護することが

多いと思いますけれども、若年性認知症では配偶

者が介護者となることが多く、時には親の介護と

も重なり、複数介護となることもあると思います。

さらには、経済的理由から配偶者が働きに行く場

合、配偶者がいない場合においては高齢の親が介

護者となるケースもあります。就労への継続支援

と介護サービスへのスムーズな移行というものは、

介護者も仕事をやめることなく、生活のリズムの

変化も必要最小限にすることができると考えます

ので、やっぱりしっかりとして支援体制の確立に

向けて検討をこれからもしていっていただきたい

なというふうに思います。

また、４０歳以上であれば介護保険で認知症専

門のデイサービスやグループホームなどを利用で

きると思いますが、４０歳未満の方については介

護保険の適用対象外であり、医療保険等を使って

各病院等が実施するサービスを受けるしかないの

かなというふうに思いますので、今後４０歳未満

で発症する若年性認知症への支援等についてもあ

わせて検討をお願いをしたいというふうに思いま

す。

次に、若年性認知症対応型通所介護サービスに

ついてお伺いをします。介護職員にとって通常サ

ービスを利用している高齢者と若年性認知症の方

では相当乖離があると。若年性認知症の方は、高

齢者の方と一緒に介護サービスを受けることに抵

抗がある人が多い。また、高齢者の方も若年性認

知症の方が入ってくると動揺が見られることがあ

るという、そういう現状からも若年性認知症の人

には専門のスペースが望ましいというふうにも言

われております。しかし、専門のスペースを設け

るということは、若年性認知症の人の数と経営上

の課題などがあると思います。現在民家を一部改

修して利用している高齢者の認知症に対応したデ

イサービスはあると思うのですけれども、今後は

若年性認知症の方も余り抵抗感がなく利用ができ

る、そういった空き家だったり、民家ですね、を

利用した若年性認知症専門のデイサービスの開設

が必要ではないかなというふうに考えるところで

ありますが、市としての可能性を含め今後の考え

方についてお聞かせください。

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） 若年

性認知症の方に対応したデイサービスの施設の開

設についての考え方ということで御質問いただき
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ました。先ほどの答弁の中にも御説明させていた

だきましたが、認知症の対応型の通所介護につき

ましては現在４カ所市内にございまして、そのう

ち認知症グループホームを併設している事業所が

２カ所ということで、もう２カ所は一般の家を改

修したつくりになっておりまして、そういった一

般の家だったところを改修しているということで

利用されております。若年認知症の方が介護サー

ビスを利用するに当たっては、高齢者と一緒に、

現在でいうと専門の施設はございませんけれども、

一緒に利用する場合は利用に対する抵抗感が出な

いように若年性認知症の利用者が職員と一緒にな

って高齢者の支援を行うといったようなことをし

ながら、抵抗感を少なくするような努力をされて

いるということを聞いております。今のところ若

年性認知症の専門のサービスについては、新設の

計画とか予定はないということなのですけれども、

現在の通所介護の利用、先ほど言いました利用時

の工夫ですとか就労継続支援事業所の利用なども

含めまして、利用される方の希望にできるだけ沿

った支援ができるように今後も努めてまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今現在は高齢者の認知

症の方が利用するその施設を工夫して使用すれば、

若年性認知症の方を受け入れることが可能という

ことでありますが、やはり一人一人のニーズに応

じた介護支援、サービスを重視する名寄市として、

今後は若年性認知症の専門のデイサービスについ

ても前向きに検討していただきたいなというふう

に思います。

それでは次に、介護支援のあり方についてお伺

いをいたします。利用者の方が一人一人のニーズ

に応じた満足にいく切れ目のない介護支援を受け

るためには、支援をする介護支援専門員と現場の

介護員との情報共有、介護支援専門員及び現場で

勤務をする介護員の方が負担等を感じない、やり

がいを持って勤務できる勤務体制、勤務環境がし

っかりと確立されていることが重要であると私は

考えます。利用する方に満足をしていただければ、

その御家族の方にも安心していただけるものと考

えます。利用する側だけでなく、支援する側の勤

務体制、勤務環境もしっかりと把握をし、逐次改

善していかなければ満足にいく支援もできないの

ではないかと考えますが、介護の人材が不足する

中、名寄市の今後の介護支援のあり方についての

考え方をお聞かせください。

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） 支援

する側の事業所の勤務体系、それから勤務環境の

整備ということで、先ほど小項目３でも説明をさ

せていただきましたが、市内の介護サービス事業

者で構成されております名寄市介護サービス事業

者連絡協議会、こちらで各事業所からの意見等を

把握させていただいておりまして、その中で介護

職員の人材発掘に係る取り組みですとか、今働い

ております、勤務されております介護職員を対象

とした研修の取り組みを現在行っておりまして、

これも継続しております。介護事業所に勤められ

ている介護職員が意欲的に働けるよう今後とも支

援してまいりたいと思います。

それと、あわせて市で行っております介護人材

確保を目的とした介護人材就労定着支援事業につ

きましては、事業所等に広く周知を図っておりま

して、事業所からの意見をいただきながら人材確

保につながる効果的な取り組みとなるよう今後も

改善しながら取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解いただきたいと思い

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） 今御答弁いただきまし

たけれども、やはり現場を把握しない、また情報

共有ができていない組織というのは弱体化してい



－67－

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号

くものと私は考えております。あらゆる分野にお

いて現場を把握することは本当に重要なことであ

り、問題等が発生するのは現場だと思っておりま

す。情報共有等によりそれらの問題等を把握、改

善していくことが組織の強靱化にもつながってい

くというふうに考えております。支援する方がや

りがいの感じる、また利用する方が満足する支援

サービスへぜひつなげていただきたいというふう

に思います。

次に、成年後見制度についてお伺いいたします。

先ほどの御答弁で名寄市の成年後見センターの支

援体制、現状、成年後見制度の課題、考え方につ

いては理解、認識をさせていただきました。

そこで、まず初めに地域連携ネットワークにつ

いてお伺いをいたします。制度の広報、制度利用

の相談、制度利用促進、後見人支援等の機能整備

のための地域ネットワークづくりにおいて本人を

見守るチームだったり、地域の専門職団体の協力

体制、協議会であったり、コーディネートを行う

ための中核機関の整備、地域連携ネットワークの

整備に向けた取り組みの推進がされていると思い

ますが、名寄市おける地域連携ネットワークの整

備状況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） ただいま地域連

携ネットワークについての御質問がありました。

本市におきましては、福祉、医療、教育、弁護士

などの関係する方が日常的な業務や会議等におい

てつながりを持っているところであります。ふだ

んから連携がとれる関係にあることから、成年後

見制度が必要な方の情報などもそれぞれ提供を受

けながら随時対応することができている、そうい

った面では地域のネットワークができつつあると

いうふうに考えているところであります。現在成

年後見センターができていますので、そういった

成年後見に関する情報につきましてはセンターに

すぐに集約されながら、必要に応じて速やかな対

応を行っている状況にあります。議員からありま

した、国では成年後見制度の利用促進に向け、地

域連携ネットワークの中核となる機関である中間

機関の整備の方向性が示されているところであり

ます。本市では、国が示しています関係者が集ま

り、協議するための協議会は設置をしておりませ

んけれども、成年後見センターの運営委員会につ

いては弁護士、司法書士、社会福祉士、民生委員

の方々が委員を担い、それぞれの立場からそうい

う視点で専門的な御意見をいただきながら、その

方に合った適切な対応をしているところでありま

す。先ほど説明したように、本市については福祉、

医療などの連携ネットワークもありますので、成

年後見制度の利用促進に向けた制度についてはで

きつつあるというふうに思っていますので、さら

にこういったネットワークを充実させながら今後

も取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

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） 現在違った形で連携が

しっかりととれているということですので、安心

もしているところですけれども、やはりこの地域

連携ネットワークについては非常に継続した連携

が大事だと思いますので、引き続きお願いをした

いというふうに思います。

次に、広報、啓発についてお伺いをします。成

年後見制度、日常生活自立支援事業について聞い

たことはあるが、内容がよくわからない、また成

年後見センターを知らないといった方もいること

は承知をされていると思いますが、私も実際余り

知られていないのが現状かなというふうには感じ

ております。そこで、市としてさらに周知促進を

図るための施策として現在行われていることを含

めて、今後の広報及び啓発活動についてお聞かせ

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） 成年後見制度の

周知啓発活動ということでありますけれども、平
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成３０年１月から専用の窓口として先ほどから言

っています成年後見センターを社会福祉協議会に

事業委託を行いながら、広報なよろや講演会など

通して市民への周知活動を進めております。今後

においても継続した周知啓発活動を行うことは大

変重要だというふうに私どもも考えているところ

であります。平成３０年の実績といたしましては、

成年後見制度の普及、啓発の活動として出前講座

を２４回、これ町内会の民生委員児童委員の定例

会議等で行っております。研修会を３回、相談会

を１０回開催しているところであります。議員お

っしゃるように、１回周知すればいいというもの

でなくて、定期的に周知啓発活動することが大変

重要だというふうに思っていますし、やっぱり自

分に成年後見の必要性がないとなかなか頭にも乗

らない状況があるというふうに思いますので、今

後においても定期的にしっかり市民に伝わるよう

な形で、そういう工夫しながら周知啓発活動に取

り組んでまいりたい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） さまざまな取り組み等

により周知促進は図られていることはわかりまし

た。しかし、周知、理解をしてもらうということ

は本当に時間がかかると思います。引き続き諦め

ずに前向きによろしくお願いをいたします。

今回の一般質問において、私が特に強調して申

し上げたことは２点あります。１点目は、若年性

認知症及び成年後見センターの部分で、支援体制

について質問をさせていただきました。これは、

子供、障がい者、高齢者を対象としたさまざまな

支援体制、また、防災等含めあらゆる分野におい

ての支援体制についても言えることであり、ニー

ズの高い、低いではなく、支援体制をしっかり整

備しておくことは市民からいつ相談を受けても、

またいつ何が起きてもすぐに対応が可能であり、

本来のあるべき姿というふうに考えていますので、

あらゆるところから見直し、改善を含めふだんか

らの支援体制というものを再度見つめていただき

たいというふうに思います。

２点目に介護支援のあり方について質問させて

いただきましたが、支援のあり方についてはこれ

も同様に子供に対する教育支援、障がい者、高齢

者に対する支援サービス、市民の皆さんに対する

サービスにおいても言えることであり、各施設等

において充実した支援、サービスを受けるために

は現場で勤務される方々も満足のいく支援、サー

ビスができる、またやりがいを持って勤務ができ

る勤務体制、勤務環境が重要であると考えますの

で、あわせてお願いをしたいというふうに思いま

す。この点についてあえて答弁は求めませんが、

今後さらに市民の信頼を裏切るような事案が起き

ないようしっかりと支援体制、組織体制、支援の

あり方等を含め確認をしていただきたいというふ

うに思います。

最後に、福祉とは全ての人の幸福を意味するも

のであり、市民と行政が連携、協力し、福祉のま

ちづくりがさらに推進され、これからも住み続け

たいと思える優しいまちづくりにつながる計画事

業になることを願い、質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

令和２年度予算編成について外２件を、倉澤宏

議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 議長より御指名をいた

だきました。通告順に従い、大項目で３点につい

て市のお考えをお聞きしてまいります。

初めに、大項目１、令和２年度予算編成につい

てお伺いをいたします。令和元年１１月１日付で

令和２年度予算編成に係る市長訓示が示されまし

た。その中では、普通交付税における合併算定が

え特例措置分の減額、社会保障施策に要する額の

増加、老朽化している公共施設、インフラへの対

応など財政運営には多くの課題が山積しており、
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楽観視できる状況ではないこと、また王子マテリ

ア名寄工場の生産停止についても触れられ、それ

らを踏まえた上で市民ニーズの的確な把握、限ら

れた財源の有効活用、効果的な事業の推進を念頭

に総合計画、総合戦略の具現化、事業の選択と集

中、持続可能な財政運営の維持を基本的な考えと

して予算編成に当たるよう指示を出されたと思い

ますが、それらを踏まえ、小項目１、予算要求額

における上限の設定についてお伺いをいたします。

市長訓示では、厳しい財政状況であることを踏ま

え、要求額に一定の上限を設けた予算枠配分の手

法が示されました。この具体的な指示の内容と予

算要求ベースで前年との要求額の比較についてお

知らせをください。

小項目２、本年度予算から見る事業の選択と集

中についてお伺いをいたします。予算編成におけ

る基本的な考えとして、事業の選択と集中につい

て指示がこれまでの予算編成においても出されて

おりますが、編成後における選択と集中の具体的

な内容が見えにくいと感じますけれども、今年度

予算におけるこの指示に対する効果と令和２年度

予算要求段階における対象とした主な事業につい

てお知らせをください。

小項目３、市民ニーズの的確な把握についてお

伺いをいたします。例年この時期になると、各団

体から新年度施策に係る要望などが提出され、本

年においても各団体から要望書の提出があったと

ころだというふうに思っております。今回の予算

維持に当たり考慮すべき点として、市民ニーズの

的確な把握についての指示が出されておりますけ

れども、それら要望とは別に個々の市民ニーズを

把握するために位置づけている機会と各要望内容

について、また施策への反映プロセス、各部局に

は具体的にどのような指示が出されたのかお知ら

せをください。

次に、大項目２、公共施設の整備と管理状況に

ついてお伺いをいたします。これからの本市が進

める各種都市計画やまちづくりの方向性を定める

名寄市都市計画マスタープラン及び名寄市立地適

正化計画が追加議案として本定例会に提出されて

おりますけれども、これまでもそれぞれの計画の

内容についてはパブリックコメントの募集や素案

の説明会など市民に向けた内容が行われてきてお

ります。これらの計画が議決された後は、各計画

に基づき将来に向けた名寄市のまちづくりが行わ

れていくという期待感が持たれるところです。と

りわけ名寄市立地適正化計画ではコンパクトなま

ちづくりを基本として、老朽化している公共施設

の移転、建てかえにおいて一定の区域に都市機能

を集約するという方針のもと名寄市公共施設等総

合管理計画とも整合性を図りながら、立地場所を

含めた各施設の整備計画が今後加速度的に作成さ

れていくものとの認識のもとお伺いをしてまいり

ます。

小項目１、老朽化施設への整備計画についてお

伺いいたします。これまで老朽化施設の建てかえ

等の改築整備に対する考えについては、立地適正

化計画との整合性を理由として具体的な整備計画

が示されない状況が続いてきておりましたが、計

画の素案の市民説明等と並行して建てかえが必要

とされる各施設については、総合計画（第２次）

中期実施計画見直しのローリングでも議論がされ、

整備の優先順位についても協議があったと思いま

すが、その状況についてお知らせをください。

小項目２、既存施設の維持保全に関する診断に

ついてお伺いをいたします。現在使用している公

共施設については、これまでも計画的な修繕工事

を実施しながら活用を図っていることと思います

けれども、本年９月６日のサンピラー温泉浴場の

天井部材の落下、また９月２４日には名寄庁舎屋

上において中央部に一部せり出している本会議場

外壁タイルの崩落など、幸いけが人は出ませんで

したが、一つ間違えると取り返しがつかない施設

の管理不全による事故が発生しております。今後

降雪、積雪期を迎え、施設管理を担当する職員は

改めて施設の維持管理について神経を使う季節に
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入ると思いますけれども、市民や利用者はもとよ

り、職員の安全確保のためにも日々の点検以外に

リスクマネジメントの観点で既存公共施設の維持

保全に関する診断など集中的な点検が必要と考え

ますが、見解についてお伺いをいたします。

小項目３、未使用施設の維持管理についてお伺

いをいたします。本来の役割を終え、行政財産や

教育財産から普通財産に移管された施設について

一部適正な管理がなされず、景観、衛生、防犯面

で問題があるものも見受けられますけれども、そ

れら未使用施設の管理の状況についてお知らせく

ださい。

最後に、大項目３、労働人口減少下における人

材の確保についてお伺いをいたします。行政報告

にありましたが、９月末の名寄ハローワーク管内

の有効求人倍率は ５０倍と求人が求職を大きく

上回る状況が続いており、さまざまな職種におい

て人材の確保に苦慮をしているという状況がうか

がえるところです。国内の労働力人口が減少して

いる中、地方においては人口減少も重なり、人材

確保に関する環境は大変厳しいと考えております。

そこで、小項目１、現状の認識と分析について

お伺いをいたします。本市における人口減と労働

力人口の現状、今後の推移についてどのように分

析されているのかお知らせをください。

小項目２、人材確保が困難な職種への対策につ

いてお伺いをいたします。北海道労働局のデータ

を見ますと、全道的に技術的職業では建築、土木

測量、サービスでは介護や医療、医療助手、警備

や建設、採掘等の職種の求人倍率が高く、人材確

保が厳しい状況がうかがえます。本市管内の状況

とそれらの職種に対する人材確保対策に対する今

後の施策について見解をお知らせください。

小項目３、人材の育成についてお伺いをいたし

ます。今後介護、除雪、ごみ収集など委託事業者

の人材確保支援も含め、公共サービスを維持して

いくためにも専門職種を含めた人材の育成と地元

定着を促す施策が必要と考えます。また、４月に

施行された改正入管法を受け、今後は外国人労働

者の雇用受け入れについても本格的な対策が求め

られると考えますけれども、御見解についてお伺

いをいたします。

以上、この場からの発言とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 倉澤議員から大きく

３点にわたり御質問いただきました。大項目１は

私から、大項目２は総合政策部長から、大項目３

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、小項目１、予算要求額にお

ける上限の設定についてお答えいたします。令和

２年度の予算編成については、１１月１日付で各

部局に市長訓令及び予算編成資料の提出について

事務連絡を周知いたしました。今回予算編成に当

たり、厳しい財政状況を踏まえ、各部からの予算

要求額には一定の上限額を設定をした予算要求配

分枠を示したところです。本市の平成３０年度決

算は、一般会計で約３億 ０００万円の実質収支

となったものの、実質単年度収支は約４億６００

万円と昨年度に引き続きマイナスとなっており、

収支の調整に財政調整基金を取り崩したことから、

基金残高も減少しております。また、歳入におい

ては人口減少や王子マテリアの影響に伴う市税収

入の減少の懸念、歳入の約４割を占める地方交付

税では人口減少や合併算定がえの優遇措置の終了

など今後大きな伸びは見込めない状況であること

から、さらに歳出においても人件費、扶助費、公

債費の義務的経費の増加や公共施設の老朽化への

対応など多くの財政課題を抱えており、決して楽

観視できない状況となっております。こうした一

般財源収入の減少を十分に考慮し予算編成する必

要があることから、各課における今年度の各事業

別予算から義務的経費や繰出金、普通建設事業、

単年度で終了する事業などを控除するとともに、

特定財源を把握し、一般財源を算出、その合計約

３４億 ４００万円から３％削減、約１億円です
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けれども、３３億 ０００万円を各部に割り振ら

させていただいたところです。

次に、小項目２、今年度予算から見る事業の選

択と集中についてお答えいたします。普通交付税

の合併算定がえの縮減など今まで以上に一般財源

収入の減少が進むことから、大変厳しい財政状況

であることを踏まえ、より一層事業の選択と集中

の徹底に取り組む必要があります。今年度におい

ても、事業の選択では例えば老朽化した施設の対

応や改めて事業のあり方や手法について協議が必

要となるものについては、ゼロ査定とさせていた

だいております。一方、事業の集中では、名寄文

化講演会市民実行委員会への負担金においては事

業の継続性とその効果的な運営のため予算を隔年

ではありますが、増額して対応することといたし

ました。また、ずっと住まいる応援事業では、こ

れまでの市民ニーズの状況を踏まえ、当初予算か

ら ０００万円の予算を計上させていただいたと

ころです。また、総合計画の重点プロジェクトを

初め緊急度、優先度の高い事業についてはしっか

りと予算を計上し、市民生活の向上に十分寄与で

きるよう努めてきております。先月の議員協議会

で説明いたしました中期財政計画のとおり、今後

の財政運営においては少なからず基金に依存した

財政運営になるものと考えており、そのためにも

引き続き限られた財源を重点的かつ効果的に活用

するよう令和２年度の予算編成においても事業の

選択と集中の徹底を念頭に進めていく必要がある

と考えております。

なお、令和２年度予算に係る事業につきまして

は、現在財政課のヒアリング中であり、現段階で

は申し上げることはできませんが、年明けからの

上部査定における議論によりしっかりと精査して

まいりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目３、市民ニーズの的確な把握につ

いてお答えいたします。市民と行政との協働のま

ちづくりを進めていくためには、市政に関する情

報の共有を図るとともに、市民の声にしっかりと

耳を傾け、今まさに必要とされる事業や喫緊の課

題解決に向けスピード感を持って取り組んでいく

必要があります。そのため、新年度予算編成に向

けた市長訓令や事務連絡においても多種多様化す

る市民ニーズを的確に把握し、予算要求に向けて

検討するよう指示しているところです。市民サー

ビスの向上を目指し、各団体等からの要望はもち

ろんのこと、まちづくり懇談会やさまざまな会議、

委員会等でいただいた御意見を初め各種アンケー

ト調査の回答なども参考にするとともに、職員一

人一人が日常の業務において多くの市民の皆さん

と接して得た意見やニーズの把握に努め、真に必

要となる事業や施策についてはしっかりと予算要

求するよう各部において周知徹底しているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、公共施設の整備計画及び管理状況について

お答えいたします。

小項目１、老朽化施設の整備計画についてです

が、さきの議員協議会でも御報告させていただき

ましたが、本年度ローリング調整の結果、名寄市

総合計画第２次中期実施計画で地域事業５事業を

含めた計１７５事業について協議を行い、その中

で老朽化した施設の今後整備のあり方についてそ

れぞれ議論をさせていただきました。協議におい

ては、長寿命化を含めた整備の必要とされる施設

のうち建てかえの必要な施設として市内各公立保

育所、老朽化した学校教育施設、公営住宅、図書

館や児童センターなどの生涯学習施設について現

在策定中の名寄市立地適正化計画を念頭に置きつ

つ、民間活力の活用を含めた整備のあり方や手法、

整備の規模や事業費などについて検討を行ったと

ころであります。そのうち公立保育所については、

老朽化の度合いや事業者の安全性などの確保を踏

まえ、令和２年度に基本計画、基本設計に関する

事業費を登載し、既存保育所の今後の整備のあり
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方を含めて具体的な検討に着手することといたし

ました。そのほかの施設については、整備の必要

性については認識しつつ、整備の規模や手法、事

業費等についてさらなる精査が必要であり、また

財政規律の観点から同時に多数の施設の整備を並

行することは困難であると判断したことから、具

体的な整備年次及び事業費については計画に登載

せず、さらに精査を進め、今後の予算査定やロー

リングの中で事業の実施を判断することといたし

ました。本市においては、今後厳しい財政運営が

想定される一方、市民の利便性や安全性の確保か

ら、老朽化施設の早期の対応が必要であることも

事実であり、名寄市立地適正化計画を踏まえつつ

限られた財源を有効に活用し、最大限の効果を発

揮する手法について今後も検討してまいります。

次に、小項目２、既存施設の維持、保全に関す

る診断について申し上げます。現在各公共施設に

ついては、所管する担当部署において市民の皆さ

んが安全、安心に御利用いただけるよう日ごろか

ら適切な維持管理に心がけております。そのため、

施設において何かふぐあいや危険な箇所が見受け

られたときは、まずは専門知識を有する建築課の

技師に相談し、適宜対応するなど速やかな措置を

講じ、施設の維持、保全管理に努めているところ

であります。しかしながら、今回議員御指摘のと

おり、老朽化が原因と思われる事故も発生してい

ることから、改めて確認や点検作業の必要性につ

いて考えていく必要があるものと認識しておりま

す。これから策定していく個別施設計画の記載事

項の中には個別施設の状態を記すこととなってお

り、点検、診断によって得られた個別施設の状態

について施設ごとに整理する必要があります。つ

いては、各施設の状態について次年度所管する担

当部署と建築課の技師を中心に点検を実施し、そ

の状態を明らかにすることで、今後の対応につい

て検討してまいりたいと考えております。

次に、小項目３、未使用施設の維持管理と今後

について申し上げます。本市においても本来の役

割を終えた、未使用となっているものの、解体に

は多くの財源が伴うため、解体できず、現在も残

っている施設があります。日ごろから公共施設に

おいては担当部署において見回りや点検など安全

確認を実施し、しっかりと適切な保全や維持管理

に努めているところです。しかしながら、現在未

使用の施設については全てには行き届いていない

部分もあり、市民の皆様から御意見いただくこと

もあります。そのため、臨時対応を含めながら引

き続き少しでもきめ細かな対応に努めてまいりた

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） 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３、

労働人口減少下における人材確保について申し上

げます。

まず、小項目１、現状の認識と分析についてで

ございますが、国勢調査結果によりますと、直近

の平成２７年調査と平成２２年調査を比較します

と本市の人口は３万５９１人から２万 ０４８人

と ５４３人減少し、１５歳から６４歳までの生

産年齢人口は１万 ５９７人から１万 ７５５人

と ８４２人減少しており、減少率では人口の

０％に対し生産年齢人口は ９％とほぼ倍となっ

ております。住民基本台帳における直近のデータ

でも本年１月から１０月末までで人口の減少２５

２人に対して６５歳以上が２８人減少しており、

本年１年間では６４歳までの人口が３００人規模

の減少が見込まれており、生産年齢人口の減少が

深刻となっております。今後の推移につきまして

は、名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

において将来人口の減少と生産年齢人口比率の低

下が示されておりまして、議員御指摘のとおり、

有効求人倍率も高い状況が続いておりますことか

ら、人材の確保に向けた取り組みが必要と認識し

ております。

次に、小項目２、人材確保困難職種対策及び小
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項目３、人材育成対策について一括して申し上げ

ます。ハローワーク名寄管内の本年９月の業種別

有効求人倍率では、建築、土木、測量技術者が１

６０、大工、左官が１ ００など建設関連が高

く、作業員の高齢化や現場代理人の不足により多

くの現場を請け負うことができないなどの声があ

り、市内事業所では対応できない専門工事につい

て下請契約にて対応するなどの影響があらわれて

おりますほか、介護助手、歯科助手などが ５０、

ホームヘルパー、ケアワーカーが ２７など看護、

介護分野も高い状況でございます。本市では、現

在新規学卒者の地元定着や人材確保対策として、

介護職員の研修受講費助成や就職支度金、市立大

学の就職支度金や奨学金返還支援及び給付型奨学

金、市立総合病院の看護師、助産師学資金、保育

士へは就職支度金や宿舎借り上げ支援などを行っ

ております。また、商工業の人材育成に関しまし

ては、経済情勢が大きく変化し、事業者数の減少

や人材不足が続く中、平成２８年度の名寄市中小

企業振興条例に基づく商工業振興策の見直しの際

には、人材確保養成事業の見直しを行い、事業所

における人材育成の機会や資格取得などを後押し

しておりますほか、人材開発センターへの支援を

通じて技術の向上や資格取得などの機会を確保し

ております。また、商工会議所の取り組みに対し

ても支援を行っております。しかしながら、人口

減少下において人手不足、人材確保が喫緊の課題

となる中、市民サービスを維持するためには、議

員が言われますように、人材育成と地元定着を促

す施策が必要と受けとめております。今後専門職

種を含めた人材の育成と地元定着に関して、商工

業の分野では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る基本計画の策定に当

たり、より時代のニーズに合った支援制度の改定

を含め検討してまいります。また、そのほかの分

野につきましても、先ほど申し上げましたように、

既に先行して取り組んでいる施策もありますが、

並行して庁内横断的な検討を進めていく必要があ

ると考えております。

本年４月に施行された改正入管法を受けた外国

人受け入れに関して、新たな在留資格である特定

技能では同一の業務分野内での転勤が可能であり

まして、よりよい条件を求めて大都市圏に集中す

る懸念がありますことから、北海道においては本

年３月、外国人に選ばれ、働き暮らしやすい北海

道を目指す姿として掲げた外国人材の受入拡大・

共生に向けた対応方向をまとめました。経済の地

域循環を促し、地域経済を活性化するためには生

産年齢人口の増加が有効であり、そのための方策

として国内の、とりわけ地方の人口減少を抑える

ことが厳しい現状において、外国人材の受け入れ

は有効な手段と認識しております。そうした中、

名寄市立大学や上川北部地域人材開発センターを

有する本市の優位性を考慮し、外国人材の受け入

れに関しては市内事業所などの人材確保対策とし

てはもちろんのこと、より広域な地域経済活性化

に資する方策を含め研究していくことは重要では

ないかと考えております。

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） 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、改めて御質問させていただきた

いというふうに思います。

大項目１、小項目１の予算要求における上限額

の設定について御答弁をいただきましたけれども、

中村部長の御説明では一般財源において前年比１

億円減の上限枠を、上限の設定をして、各部に予

算配分をしたというような御説明があったと思い

ます。これを受けて、今年度予算要求段階での一

般会計歳入歳出予算総額、幾らに積み上がったか

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 一般会計についての

総額ということで、今回１１月末までに取りまと

めをした内容ということの御質問かというふうに

思います。一般会計ベースで各部局から上がって
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きた要求額ですけれども、歳入が１９４億８５７

万円、歳出が２１０億 ５９２万 ０００円とい

うことで、差し引き１６億 ７３５万 ０００円

という状況になってございます。

以上です。

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す。

当初予算要求段階で歳入歳出１６億円足りないと

いったような状況が今年度の予算要求であったと

いうことで確認をさせていただきました。一般財

源ベースで１億円当初予算段階での減額というこ

とで、この１億円減額要求をさせたということで、

市民サービスに具体的に出てくる影響という、考

えられる部分でもしございましたら、お知らせを

いただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今回各部局に割り振

りをさせていただきました予算要求の配分枠につ

きましては、基本的に義務的経費といいますか、

旅費ですとか需用費あるいは物件費が多いという

ことで、目標額１億円ということで各部のほうに

調整をするようにということの指示をさせていた

だきましたが、いただいたところということで、

議員御質問のように、それぞれ市民生活に、ある

いは市民サービスに影響が生じないかというとこ

ろについては、今お話ししましたように、直接市

民サービスに影響するような減額の内容ではない

ということで御承知をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 直接市民サービスには

影響ないという部分でお答えありましたけれども、

間接的には何かしら出てくるという部分も含まれ

ているということでいいのかどうなのか。また、

具体的な各団体の一般財源を財源としている補助

金であったり負担金、こちらについては予算枠配

分の対象としていないのかどうなのか改めてお聞

きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の言

い方も悪いかなというふうに思いますけれども、

間接的にと言われたらどこまでということはちょ

っとなかなか言えないのですけれども、今議員が

御質問をしてございます補助金ですとか負担金、

そこの部分については今回特に予算編成の中で削

減をというような指示は出していないということ

で御理解を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す。

いずれにしても、要求段階で１６億円歳入歳出を

比較すると不足しているといった状況ですので、

この小項目２でもお聞きをしましたけれども、選

択と集中というところで予算編成に当たっていか

れるのかなというふうに考えております。この間

恒常的に継続されてきている事業であったり、ま

たイベント的なもの、数多くあると思うのですけ

れども、今回の予算編成に当たって中村総務部長

の事務連絡の中でも一般財源、収入の減少を職員

一人一人が十分意識をし、であったり年度途中で

一般財源が増額しないよう、また既存事務事業の

見直しを図って一般財源を確保することといった

指示が出されて、その中で一般財源という言葉が

非常に多く使われている状況にあります。スクラ

ップ・アンド・ビルドの観点で事務事業の見直し

を行うといった部分で、改めて今後の予算編成に

おいて重点的に考えられる部分、過程の中でもし

お考えがあれば、お知らせをいただきたいなとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の段

階ということで今お話があったのですけれども、

まだ私の段階では各部局から上がってきた部分に

ついて予算査定とかということではやっておりま

せんので、内容について今後どういうふうにした

らいいかということについてはこれからというこ

とになりますが、スケジュール的には１２月まで

に今財政課におけるヒアリングを終了し、来年１
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月から市長、副市長査定ということになるかと思

っていまして、そこの中では特に建設事業初め多

くの事業について改めて市長、副市長の査定の中

で今後名寄市が将来に向けたどんな事業が必要な

のか、その辺も含めて十分協議がされるものとい

うふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 予算編成に向けての取

り組み、年明けの上部査定の中でまた改めて編成

作業に当たっていくという部分で今お話ありまし

たけれども、小項目３の市民ニーズの的確な把握

についてということでお答えもいただきましたけ

れども、ニーズの把握についてまちづくり懇談会

であったり、また現場の職員が市民と接する中で

あったりというようなお答えがございました。実

際このまちづくり懇談会、私９カ所実施した中で

８カ所出席させていただきました。実際これ町連

さんの事業でということで認識はしておりますけ

れども、現実的に事務局が、企画課の職員がされ

ているといったところでありますけれども、この

まちづくり懇談会のあり方、前段名寄市からの説

明、それに対する質疑で全体で大体１時間半の部

分で、１時間近くを費やして、なかなか市民の率

直な意見であったり、ニーズの把握につながって

いないような印象を受けた部分がございます。そ

ちらについて、町連さんの事業ですけれども、実

際事務局を持たれている企画課、総務部長の所管

でありますけれども、そちらについて今後町連さ

んと協議しながらあり方について見直しも含めて

検討していく余地があるのかどうなのかお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今まちづくり懇談会

ということで、ほぼ、８回も参加をいただいてい

るということでお礼を申し上げたいというふうに

思いますが、倉澤議員は昨年もきっと参加をいた

だいているのかなというふうに思っています。そ

れで、昨年とことしとまち懇が随分説明の時間に

費やしたという状況は議員も御承知かなというふ

うに実は思っておりまして、今回午前中の質問の

中にもありましたいろんな案件がございまして、

公社だったりというようなところでちょっと説明

の時間が確かに長かったなというふうには思って

ございます。まちづくり懇談会については、アン

ケートなどもとらさせていただいて、参加した皆

さんからの意見集約、これからまたさせていただ

くということで、その辺については町連のほうと

また協議をさせていただければというふうに思っ

ているところです。私どもは、このまちづくり懇

談会、新年度予算に向けては大変重要な市民の皆

さんの意見を聞く場ということで認識をしており

ますので、今後とも町連と連携をしながらやって

まいりたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） まちづくり懇談会にお

いては非常に重要な機会だというふうに捉えてい

るというようなお話がありました。なかなか独自

にああいう場をつくっていくというのは非常に大

変な作業だというふうに思いますので、そうした

事業をしっかり利用しながら市民ニーズの把握に

取り組んでいただきたいなというふうに思ってお

ります。また、各種要望の部分で、先ほどもお話

をさせていただきましたけれども、私どもの議会

のほうでも東議長名で９月６日付で市議会と市民

の意見交換会のいただいた中での内容を精査した

上で、市長に見解をお伺いしたということで経過

がございます。内容については、地域公共交通、

町内会活動と地域コミュニティー、空き地対策、

スポーツ施設の整備、難病支援体制、ＪＲ名寄高

校駅新設、６点について精査した中で市長のほう

の見解をお伺いしたところですけれども、いただ

いた回答内容、改めて拝見をさせていただきまし

た。当然各所管に質問内容、要望内容を割り振り

をされて、回答をいただいているところだという
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ふうに思いますけれども、中身ちょっと拝見する

となかなか前向きな回答が得られていないといっ

た部分がございます。この中に市長の思いも含め

て入っているのかどうなのかというところの確認

とあわせて、今お話しした６点の中で新年度の中

で具体的に予算編成の中でも協議は必要だという

ふうに思われるところ、市長のもしお考えあれば

お聞きをしたいなというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本年７月の市民との意見

交換会、市議会の主催で多くの貴重な市民の皆さ

んの声の拾い上げとその中から６点にわたり御提

言をいただきました。名寄市としても真摯に受け

とめさせていただいています。今回の市議会から

の要望を初め各種団体等から要望、意見をたくさ

んいただいております。これらの内容については、

当然担当部署で精査をし、状況に応じて現場も確

認をしながら、あるいは総合計画や各種施策との

調査、関係機関との協議などを行いまして、市民

ニーズ、事業効果、優先度など予算化を含めて事

業の必要性を慎重に検討して回答いたしていると

ころであります。限られた財源の中で最大の効果

を出せるように予算査定でも指示をしております。

今後も予算策定の中で引き続きこれらの協議に努

めてまいります。よろしくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 事業の必要性、優先順

位をつけてというような内容だというふうに思う

のですけれども、新年度予算編成の中で各所管と

もしっかりとした議論しながら予算編成に当たっ

ていただければというふうにお願いをして、次に

移りたいというふうに思います。

大項目の２番目、公共施設の整備と管理状況に

ついてお伺いをしてまいります。１点目、老朽化

施設の整備計画についてということで、先ほど石

橋部長の御答弁にもありましたけれども、ローリ

ングが実施されたと。総合計画第２次の中で具体

的な話が出てきました５事業、保育所、学校、大

学、公住等、社会教育施設も含めて検討を行った

というところでございました。具体的な部分とし

て、保育所についてはこちらの議員協議会でも説

明のあったローリング調整後の資料の中で具体的

に令和２年度において ４３７万円の予算という

か、金額が計上されているといった状況がありま

して、先ほどの御説明では基本構想、基本計画、

基本設計について入っていきたいというようなお

話でしたけれども、これも来年度の事業なのです

けれども、具体的にこれ建てかえの場所というの

はもう決定しているということで考えてよろしい

のですか。よろしいかどうかお伺いをいたしたい

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） 今回は令和２年

度で予算をローリングの中で計上させていただい

ておりますけれども、来年度の想定としては、今

おっしゃったように、基本計画、基本構想といっ

た部分に着手する上で場所も含めて検討に入ると

いったようなことになります。どのような、今公

立では３公立保育所があって、南、東、西と、そ

の３つが老朽化施設としてありまして、その部分

をどういった配置にしていくのかといった部分含

めて、建てる場所も含めての構想というふうにな

っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 場所の選定も含めて令

和２年度の事業予定ということで今御説明ありま

したけれども、これ今のお話だとかなりスピード

感を持っていかないと令和２年度の事業に場所の

選定、基本構想、基本設計をおさめるということ

かなり難しいのかなというふうにちょっと感じる

ところなのですけれども、そちらについてはどの

ようにお考えになって、スケジュール感的には考

えているのか、もし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。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。
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〇総合政策部長（石橋 毅君） スケジュール感

という部分での具体的にお示しする、御説明する

ものちょっとないのですけれども、基本的に今申

し上げたような建てる場所等も含めて、今後の公

立保育所のあり方を含めた構想を１年間でしっか

りと練らせていただきたいということで、そこの

一定の方向性が見出された段階で当然議員の皆様、

それから住民や保護者の皆様にも説明をしながら

進めさせていただきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 統合も含めて建設場所

の協議をしていくということで、もちろん今お話

ありました保護者、また地域の方、それぞれの意

見を聞きながら構想のほう策定をしていっていた

だければというふうに考えております。

また、これローリングの中では具体的に出てき

ていないのですけれども、こちらも老朽化が進ん

でいて、新たな設置に向けた協議の話もあるのか

なというふうに思いますけれども、大学教育の充

実には出てきておりませんけれども、大学の学生

寮、こちらについて何かローリングの中で協議経

過があれば、お知らせをいただきたいなというふ

うに考えております。

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） 学生寮の関

係で御質問いただきました。学生寮につきまして

は、近隣市の状況を踏まえて、学生確保の面も含

めましてローリングの中でも市長から指示があっ

たというところもございます。ただ、まだ今のと

ころ具体的な議論は進んでいないところでありま

すが、今回名寄市立地適正化計画の中で町中への

誘導策として学生寮にかかわるような内容もあり

ましたので、この名寄市立地適正化計画につきま

して、大学の管理職会議であります部局長会議で

共有させていただきまして、意見交換したという

ところであります。学生寮整備の議論の中で建設

場所ですとかかなり重要な部分でもございます。

大学の近くなのか、それともアルバイトの学生も

いたり、地域との連携なんかも考えながら、町中

がよろしいのか、あと町中でした場合に冬場の大

学までの足の確保をどうするかだとか、講義時間

に合わせたようなバスの運行は可能かだとか、そ

のようなことがその部局長会議の中で意見が出て

おります。今後は学内、そして学外でさまざまな

意見交換をしながら学生寮整備の議論を深めてい

きたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） いずれにしても、老朽

化が、今既存の学生寮、進んでいるということで、

職員も維持管理、なかなか苦労されているような

話もありますので、こちらも当然限られた財源の

中での施設整備ということで優先順位をつけての

中にはなってくると思うのですけれども、先送り

なかなかできない部分なのかなとも考えておりま

すので、ぜひともスピード感を持った協議をお願

いをしたいなというふうに思っております。

続いて、先ほどちょっとお話をさせていただい

た庁舎の壁の崩落であったり、サンピラー温泉の

天井の部材落下のお話しさせていただきましたけ

れども、施設の維持管理を行っていく中で、９月

の決算委員会の中でもお話ししましたけれども、

集中的な点検といった部分では本当に市民、職員

も含めた安全対策という中では、今後老朽化して

きている施設が多い中では必要なのかなというふ

うに考えております。名寄市公共施設整備等総合

管理計画の中にも管理の基本的な考えの中でこう

した集中的な点検が必要だというようなことも記

載されております。新年度、大きな公共事業が、

建築事業に関しては今のところ予定がはっきりと

見えていない状況ですので、一定程度建築団体等

に依頼をして、予算も確保しながら、公共施設の

部分、老朽化しているところを一斉点検というよ

うな事業が新年度の予算編成の中であってもいい

のかなと。これについては、人材の確保、育成も
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含めてですけれども、あわせて企業の技術的な部

分の向上を図る意味合いからでもこうした取り組

み、検討してもいいのではないかというふうに考

えておりますけれども、こちらについての御見解

を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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 施設管理において現

状老朽化をしている施設がふえてきているという

ことで、少し一斉点検といいますか、そういう取

り組みをしたらいかがという御意見だと思います

が、率直に申し上げまして、公共施設の整備計画、

個別計画がありますけれども、その中でも確かに

議員言われるように老朽度合いについては把握を

するようにということになってございまして、令

和２年度に計画をつくるということでありまして、

それにつきましては基本的にそれぞれ担当の部署

でやはりしっかりと自分の施設を点検するという

のを基本に、なおかつなかなか専門的な見地、見

方もできないかなというふうには思いますから、

そこは建築課との連携の中で現状は点検をさせて

いただきたいというふうに考えているところです。

なお、議員のほうからございました公共事業の

関係につきましては、なかなかその年度によりま

して公共事業、前年よりも少ないというような状

況も確かにあろうかというふうに思っているとこ

ろでございます。この後要望などもいただけるよ

うな日程にもなっているというふうに思っていま

して、またその中で意見交換などをしていければ

というふうに思っているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 施設の点検、建築課の

職員とも連携をしながらというところでございま

したけれども、なかなか職員の部分でも限られた

人数の中でやられているといったところでござい

ます。建築事業がない中でそうした公共事業の創

出するといった部分でもまだ予算編成の中で協議

の余地があるのであれば、そうした、一斉点検と

いっても一遍にということではなく、年次計画立

てながら建築団体、建設業団体含めてそうした事

業を創出できないのかといったところ、要望等も

実際受けている経過もありますので、御検討いた

だければというふうに思っております。

続きまして、未使用施設の維持管理についてと

いうことで、具体的な部分でお話をさせていただ

きますと、旧公設卸売市場、競り場の跡の部分、

こちらについては未使用状態結構長くなっており

まして、窓ガラス等も割れたままの状況になって

いるといったところがあります。あわせて今回の

定例会、補正予算として４款衛生費、塵芥収集処

理事業費の中で補正が８５万 ０００円上がりま

した防水工事ですけれども、旧風連町農産廃棄物

処理場、こちらについても屋根が破損していたと

いった部分での補正予算でしたけれども、こちら

も長い間使われていないといった部分、こちらそ

れぞれ今後解体含めた整備の予定と跡地の活用に

ついて議論経過があればお知らせをいただきたい

なというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公設卸売市場の関係

についてまず申し上げたいと思いますけれども、

議員御指摘のとおり、一部卸売、競り場ですか、

の施設の窓ガラスが割れているというような状況

も確かにあるところでございます。現状維持管理

については夏に施設内の草刈りを行っているとい

うことで、所管のほうでそれぞれ対応をしている

ところでございます。議員のほうは特に解体です

とか跡地利用についてということで御質問だった

かなと思いますので、現状あそこの施設、敷地に

ついては一部株式会社道北藤田生鮮さんですか、

貸しているところがございますし、そのほかの競

り場の部分については今特に使っていないという

ことで、年々老朽化が増してきているということ

で維持管理も大変になっているというのが正直な

ところでございます。御承知のとおり、平成３０

年に自衛隊名寄駐屯地のほうから隊員の宿舎とし
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てこの土地の利用できないかということで、可能

性についてということでお話がございました。私

どもとしてはぜひ、名寄市、人口減少の中で一定

の自衛隊の皆さんの人口の確保ですとか、経済に

も波及をするというようなことも含めまして、市

長の定例の記者会見の中で前向きに検討させてい

ただきたいということでお話をさせていただいた

ところでございます。それ以降少し自衛隊のほう

とも協議をさせていただいてきましたけれども、

現段階ではまだ確実に防衛省のほうで予算づけが

できるかどうかというようなところまではちょっ

と確認ができていないということで、そこの協議

がしっかりと調えば既存の施設の解体費用につい

て予算化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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私から旧風連町で使

用しておりましたごみの処理施設であります風連

町農産廃棄物処理施設の部分についてお話しさせ

ていただきます。

本施設につきましては、現地調査によりまして

屋根が大きく破損している状況が確認されました

ので、ダイオキシンの流出を防止するために本年

度につきましてはシートや工作物によります被膜

や保護を行いまして、雨や雪が焼却炉に浸入しな

いような防止対策をとっております。また、あわ

せまして対策箇所の破損を予防するために屋根の

撤去を行っている状況となっています。本施設に

つきましては、できるだけ早期に解体の必要があ

る施設と考えておりますけれども、解体に当たり

ましては初年度にダイオキシンなどの調査や解体

計画を策定し、翌年度に工事を行うといいます複

数年の事業となりますことから、今後の予算協議

の中で検討を進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。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほどもお話ししまし

たとおり、なかなか建築事業が当面の部分で見え

てこない中、解体も含めて計画的な事業の部分、

予算確保もお願いをして、時間となりましたので、

これで質問を終わりたいと思います。

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。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４４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。

地域で取り組む部活動のこれからについて外１

件を、五十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目２点を

順次質問させていただきます。

まず初めに、大項目１、地域で取り組む部活動

のこれからについて、小項目１、市内各中学校に

おける部活動の現状と課題についてお伺いいたし

ます。本市には名寄中学校、名寄東中学校、風連

中学校、智恵文中学校があり、それぞれが部活動

を設置していますが、生徒数など違いもあり、各

校ごとに取り組まれている部活動もさまざまです。

現状と課題についてお知らせください。

次に、小項目２、市内各団体や少年団との連携

についてお伺いいたします。部活動は、主に教職

員の方々が顧問となり、支えられて活動していま

すが、教職員の負担軽減、昨今の働き方改革の観

点からも各関係団体、少年団、外部指導者との連

携が不可欠となっています。現在の取り組みにつ

いてお伺いいたします。

次に、小項目３、地域で支える部活動運営のこ

れからについてであります。本市においても近い

将来、特に団体競技種目の部活動が存続困難にな

り、休部、廃部になることが予想されます。先日

地域経済を支えてきた王子マテリア名寄工場の生

産停止の発表は、本市の経済のみならず、人口減
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少と少子化による生徒数減少にも多大なる影響を

及ぼすものと思われます。今後ますます１校だけ

で団体競技のチーム編成ができなくなるなど、部

活の選択肢が減っていく可能性が加速の一途をた

どるでしょう。そのようなことからも学校単位の

活動にとどまらず、より広域的な取り組みが必要

となってくるのではないでしょうか。日本中学校

体育連盟の調査によりますと、単独の中学校では

部員数が少ないため複数校で試合や練習を行って

いる部活動の合同チームが全国で既に ０００を

超えたとのことです。また、平成３０年３月にス

ポーツ庁が運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドラインを策定しており、その中で外部指導

者の協力、確保、総合型地域スポーツクラブとの

連携、複数校による合同部活動、またシーズン制

などによる複数種目実施などの取り組みによって

子供たちがよりよい環境で運動できる機会の確保、

充実を挙げているところであります。時代の流れ

とともに変わりつつある部活動運営のあり方とし

て、自治体主導の部活動へ移行していくなど合同

部活動や総合型地域スポーツクラブの展望につい

て伺います。また、風連地区や智恵文地区などの

地域から参加できる取り組みとして、スクールバ

スを活用した合同部活動の可能性についてお伺い

します。

次に、大項目２、子供、子育て支援について、

小項目１、子育て世代の労働実態についてお伺い

いたします。本年１０月より施行された３歳児か

らの幼児教育無償化に伴い、子供が３歳になるの

を機に働きに出る女性がふえると予想されます。

本市の子育て世代の母親の就労状況についてお伺

いいたします。

男女共同参画が叫ばれている中、本市において

も女性の社会進出や地位向上のため男女共同参画

セミナーを開催し、また男女共同参画に積極的に

取り組んでいる事業者、個人及び市民団体を表彰

するなど女性活躍の推進を図っているところであ

ります。保育の面においても認定こども園、保育

所、幼稚園、認可外保育施設、さらにはファミリ

ー・サポート・センター事業など子育てをしなが

らでも働けるよう支援を行っていることと思いま

す。ですが、いざ社会進出を試みても資格や経験

がないこと、一旦仕事から離れていたことなどか

ら、就職先の選択肢が狭まってしまうのが現実で

す。そこで、子育て中の母親のための資格取得講

習や職業訓練環境と実態についてお伺いします。

子育て中の女性も生き生きと働ける基盤づくりが

重要であり、また昨今の人口減少による労働人材

不足の観点からも市が主催、または上川北部人材

開発センターとの共催や協力のもと託児サービス

つきの職業訓練を行うことについて提案し、見解

をお伺いいたします。

次に、小項目２、保健センターの役割について

であります。現在子育てに関するさまざまな支援

が保健センターで行われています。横断的な包括

支援として今後の役割及び具体的な運営について

お聞かせ願います。

次に、小項目３、子供、子育てに関する情報の

取得についてお伺いいたします。現在の予防接種、

健診等の各種案内や情報共有についての現状とあ

り方、また今後の課題についてお伺いいたします。

本市では、健診等の案内は郵送で各家庭に送られ

ております。また、子育てに関する情報は広報な

よろを通して知るか、または市のホームページに

アクセスすることになるのですが、育児や家事、

仕事で忙しい母親がスムーズに情報を利用できる

よう母子手帳アプリの導入を提案させていただき

ます。ＩＣＴを活用した新たな子育て支援策とし

て、妊娠中から出産、子育てまで切れ目のないサ

ポートができ、また自治体からの案内やニュース

の発信もできることから、母子保健サービスの向

上が期待できます。考え方についてお伺いいたし

ます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 改めましてこんにち
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は。五十嵐議員からは、大項目２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１は私から、大項目

２は健康福祉部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、大項目１、地域で取り組む部活動のこれ

からについて、小項目１、市内各中学校における

部活動の現状と課題についてお答えをいたします。

中学校における部活動は、スポーツや文化及び科

学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯

感の涵養、好ましい人間関係の形成等に資するも

のであり、学校教育活動の一環として教育課程と

の関連を図ることが求められております。そのた

め、本市の各中学校においては校内組織に部活動

委員会を位置づけ、指導方針や活動の決まり等に

ついて共同理解を図ったり、定期的に顧問会議を

開催して、各部の活動状況等を確認するなど学校

全体で組織的に活動の充実に努めてきております。

部活動を実施するに当たっては、家庭、地域との

連携、協力が不可欠でありますから、地域や学校

の実態に応じ、地域の人々の協力を得たり、関係

団体等と連携をしながら進めております。また、

保護者会等を設置し、指導方針や活動状況等につ

いて理解と協力を求めるなど、学校と家庭が一体

となって部活動の充実に努めております。具体的

に今年度名寄中学校では野球、バスケット、バレ

ーボール、ソフトテニス、バドミントン、スキー

の運動部と吹奏楽、美術、パソコンの文化部が設

置され、加入率は８ ４％となっております。名

寄東中学校は野球、バスケット、バレーボール、

ソフトテニス、サッカー、バドミントン、スキー

の運動部と吹奏楽、美術、ボランティアの文化部

が設置され、加入率は８ ２％となっております。

風連中学校は野球、卓球、ソフトテニス、剣道の

運動部と吹奏楽の文化部が設置され、加入率は８

５％となっております。智恵文中学校はバドミ

ントン部のみの設置で、加入率は４ １％となっ

ております。市内全体では、全生徒の８ ３％が

部活動に加入している状況となってございます。

部活動の課題といたしましては、少子化や教員の

減少に伴い部活動の数が減り、希望する部活動が

設置されていないなど選択肢が少なくなってきて

いることが挙げられます。また、教員が放課後の

部活動指導に時間を過度に費やすと授業準備や教

育相談、生徒指導などの公務に支障を来すこと、

土日に開催される大会等への引率は教員が行って

いることから、指導に当たる教員の負担が大きい

ことなどが挙げられております。このため、各中

学校では定期的に部活動休止日を設定したり、で

きる限り複数の教員が指導する体制を整えたりし

ております。

次に、市内各関係団体や少年団との連携につい

てお答えします。部活動を実施するに当たっては、

地域、家庭との連携、協力が不可欠であることか

ら、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力

を得たり、各種団体等と連携しながら進めており

ます。例えば運動部活動においては、各種スポー

ツ団体の指導者から指導を受けたり、そのスポー

ツ団体が主催する大会に出場している種目があり

ます。また、各種スポーツ団体と連携を図りなが

ら活動している種目もございます。教員とともに

部活動の指導に当たる外部指導者につきましては、

現在３校、４つの種目で１７名の方に活躍してい

ただいております。教職員の負担軽減につきまし

ては、各中学校において生徒や指導者に過度の負

担をかけることがないよう北海道教育委員会の北

海道の部活動のあり方に関する方針を活用するな

どして、学校全体での組織的な部活動の指導体制

をつくるとともに、学校と家庭、地域が連携を深

めた効果的な部活動運営を推進するようお願いし

てまいります。

次に、地域で支える部活動運営のこれからにつ

いてお答えをいたします。御質問にありました総

合型地域スポーツクラブは、地域住民により自主

的、主体的に運営されるスポーツクラブで、子供

から高齢者までさまざまなスポーツを愛好する人

々が初心者からトップレベルまでそれぞれの志向、
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レベルに合わせて参加するものです。一方、中学

校の部活動は、先ほども述べましたとおり、スポ

ーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間関係の

形成等に資するものであり、学校教育活動の一環

として教育課程との関連を図ることが求められて

おります。また、生徒の自主的、自発的な参加に

より行われるもので、生徒のニーズや安全の確保、

指導内容、教師の長時間勤務の解消等の観点など

を踏まえながら校長が設置するものです。地域全

体でスポーツや芸術、文化等の活動ができる環境

を整備していくことについては、学校と地域が協

力、連携しながら、ともに子供を育てるという観

点からも重要なことであり、今後は教員の負担軽

減や部活動指導員等の協力、生徒の自主的、自発

的な活動の場の充実の観点から地域のスポーツク

ラブなどとの連携も必要になってくると考えられ

ます。

次に、合同部活動についてお答えをいたします。

近年生徒数の減少や運動以外の活動への興味、関

心の高まりなどにより運動部活動への参加生徒数

が減少し、学校単位では運動部の活動を組織し、

継続することが困難な事例が起きてきています。

このため、少人数の運動部にも大会参加の機会を

与え、スポーツをやりたいという生徒の願いに応

えるという趣旨から複数校での合同運動部活動を

実施する学校が増加してきております。日本中学

校体育連盟による令和元年９月の調査においては、

１チームの選手数が多いサッカーや野球などの団

体競技を中心に全国で１９競技、 ０７４チーム

の合同部活動が設置されました。北海道において

は１８５チームが設置されております。北海道中

学校体育連盟においては、北海道中学校体育大会

にかかわる複数校合同チーム編成規定が定められ

ております。規定によりますと、複数校合同チー

ムは日常において学校の部活動として監督が指導

し、各学校の教員が引率して合同チームの練習が

計画的に実施されていること、対象種目ごとで大

会出場に必要な最低人数を満たしていないチーム

であること、さらに地区大会の範囲内にそれぞれ

の学校があることが編成の条件となっております。

学校は、これらの編成の条件を満たし、教育上合

同でのチーム編成が必要であると学校間で合意さ

れた場合、地区中体連の承認を得て、複数校によ

る合同部活動を編成することができています。本

市においては、風連中学校と下川中学校の野球部

が合同チームを編成し、日常の活動や大会に参加

しております。合同部活動における移動について

は現在保護者が対応しておりますが、スクールバ

スの利用については児童生徒の送迎という本来業

務との兼ね合いもあり、厳しい状況にあると考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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２、子供、子育て支援についてお答えいたしま

す。

初めに、小項目１の子育て世代の労働実態につ

いてですが、本年１０月から実施されました３歳

以上児の幼児教育、保育の無償化に伴い、これま

で就労していなかった母親の就労状況に変化が生

じ、就労を希望する母親がふえると予想されてい

るところです。名寄市においては、本年１月に実

施した子ども・子育て支援事業計画策定に向けた

アンケート調査において母親の就労状況を調査し

ておりますが、就学前児童の保護者においては６

割弱の就労状況であり、小学生の保護者において

は８割弱の母親が就労している状況にあります。

本年１１月には、市内幼児教育、保育施設を利用

している全世帯に無償化がスタートしたことによ

る環境の変化に対する意識調査を実施してきてお

ります。調査結果の状況としましては、３歳以上

児の家庭においての就労状況は本年１月のアンケ

ート調査時点より若干の増加があるものの、おお

むね同様の就労率であり、現在母親が就労してい

ない家庭のうちすぐにでも就労したいと回答して



－83－

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号

いる母親が２割程度という結果で、大きな変化は

ありませんでした。このことから、当市の母親の

就労状況として、無償化に限らず就労を希望して

いる家庭が多く、子供を預け、働く家庭が増加し

ていくものと分析しております。こうした状況に

おいて、母親が就労するためハローワークでの職

業紹介のほか、上川北部地域人材開発センターに

おける職業訓練が行われております。職業訓練で

は、全体的には土木などの作業講習が多い状況で

すが、ＯＡに関する講習や介護にかかわる講習も

開催されております。名寄市といたしましては、

就労に伴い子供を預けなければならない家庭がふ

えてきている状況において、その預かり先を確保

するため次期子ども・子育て支援事業計画におい

て必要な施策を計画していけるよう取り組んでま

いります。

次に、小項目２の保健センターの役割について

ですが、全国的に少子化が進行するとともに、地

域のつながりが希薄化する中、本市におきまして

は母子健康手帳交付時の転勤者割合が４割以上を

占めている状況にあることから、地域的な特徴と

して身近に子育ての相談やサポートを受ける知り

合いなどがいないなど子育てに対する負担や不安、

孤立感が高まりやすい環境にあると考えておりま

す。そのため、保健センターにおきましては、子

供が健やかに生まれ育ち、安心して子育てができ

るよう、妊産婦健康診査や、産後ケア事業など妊

娠、出産の初期段階における支援の強化を図りな

がら、乳幼児健診や子育て支援のための教室及び

相談、家庭訪問などのきめ細やかな母子保健事業

を展開し、切れ目のない支援体制の充実に向けた

取り組みを進めてきております。国は、妊娠期か

ら子育て期までを通して関係機関が連携して、切

れ目のない支援を実施する仕組みが必要であると

して、令和２年度末までに子育て世代包括支援セ

ンターの全国展開を目指し、推進しております。

本市におきましても、令和２年３月から保健セン

ター内に子育て世代包括支援センター事業として

開始に向けた準備を進めているところであります。

本市の子育て世代包括支援センター事業は、現行

の母子保健事業を基盤とし、保健センターに子育

ての総合相談窓口としての機能を付加しようとす

るものです。具体的には、母子健康手帳交付時に

保健師が子育て応援プランを作成し、その人に合

った子育てができるような情報提供や一体的な支

援をしてまいります。また、子供の発達や家庭の

状況に応じて母子保健コーディネーターである保

健師と本年４月から開始しているこども未来課の

子ども家庭総合支援拠点事業の相談員などが一体

的に支援してまいります。さらに、医療機関や基

幹相談支援センター事業ぽっけ、子育て支援サー

ビス機関、教育委員会、児童相談所等の関係機関

との横断的で包括的な連携によりさらなる強化を

図り、一人一人の子育てに寄り添った切れ目のな

い支援に努めてまいります。

次に、小項目３の子供、子育てに関する情報の

取得についてですが、現在予防接種や健診等の母

子保健事業に関する情報発信は個別通知を基本に

母子カレンダー、子育てガイドブック、ホームペ

ージ、電話、訪問等を通じてきめ細やかな周知に

努めてきております。現行の各種周知により、予

防接種の接種率は接種期間を終えるまでには流行

を免れることができる９５％程度で推移しており

ます。乳幼児健診の受診率については、いずれも

９９％以上となっていることからも既存の周知方

法は一定の成果があると考えております。未受診

や未接種となっている方は、情報が届いていない

というよりは仕事の都合や体調不良によることが

多くあります。中にはお子さんへの関心がなかな

か向けられないなど支援が必要な状況を抱えなが

ら子育てをされている場合も見受けられておりま

す。そのために、一方的な通知ではなく、電話や

訪問などの対話による個別性を重視した丁寧な対

応に努めているところであります。母子手帳アプ

リについては、現行さまざまな無料アプリがあり、

関心のある方は自分の好きなアプリ活用して情報
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の管理を行っている姿も見受けられますが、現在

のところ保護者からは母子手帳アプリの導入に関

する要望は寄せられておりません。一方、アプリ

への通知は多数送られてくるため見逃すこともあ

るようで、郵送での案内は確実に手元に届き、確

認できることから、現時点では母子手帳アプリの

導入予定はございませんので、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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁いた

だきまして、ありがとうございます。

それではまず、大項目１、部活動に関するとこ

ろの小項目１のほうから。当市内各中学校におけ

る部活動の現状と課題についてのところなのです

が、市内４つの中学校に設置されている部活動の

種類と加入率についてはお話をいただきました。

その中で今後廃部や休部になる可能性や懸念のあ

る部活動があればお知らせしてください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） さきの質問でもお答

えいたしましたけれども、風連中学校の野球部に

ついては、部員数が確保できないということで、

現在下川中学校と合同で行っているということで

ございます。もしこれが合同で行えない場合はや

はり休部か廃部になっていくということだという

ふうに考えておりますし、またクラブ、部活動に

よっては例えば３年生が中体連で引退した後に１、

２年生だけでは数というのでしょうか、参加する

人数に達しないで、大会に出れないという状況も

あるというふうに学校のほうからは聞いておりま

す。ただ、その部活動につきましては４月の新年

度に新しく１年生が入ってくればまた再活動でき

るということで、そこまで地道に部員の中で活動

しているというような状況もお聞きしております。

いずれにいたしましても、五十嵐議員からもござ

いましたけれども、いわゆる団体競技と言われる

部活動については少子化等も含めてさまざまな要

因があって、今後も１つの学校できちっと部活が

成立するのかなということに関しましてはちょっ

と予断を許さない状況にあるのかなというふうに

考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部活動の課題として、

もちろん生徒が少なくなるということで部活動が

継続できないという心配もあるのですが、あとは

部活動の担当の顧問の先生方の負担がやはり大き

いということで今お伺いしたのですが、日々の業

務の中で授業の準備をしながら、また部活動も見

ているとのことだと思います。実際には教職員に

とって負担が大きいことから、どのような方策、

また対策をとられているのかについてお伺いした

いです。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 部活動の指導につき

ましては、教員が占めるウエートがかなり多くな

ってきてございます。また、その弊害といたしま

して、指導したことがない競技ですとか、その競

技をやったことのない教員の方というのもやはり

どうしても全体の枠の中で各部に割り振ると言っ

たら失礼な言い方かもしれませんけれども、担当

していただいているということで、特に複数教諭

の配置ということも大事なことですから、そうい

う経験のない先生の方にも部活の顧問になってい

ただくというような状況もあるというのが現状で

ございます。それとまた、これからの部活動の課

題といたしましては、そのような課題を受けまし

て、国においては平成３０年度に運動部活動、文

化部活動のあり方に関する総合的なガイドライン

というのを作成をしております。本市におきまし

ても、そのガイドラインに基づきまして名寄市立

学校の部活動に関するガイドラインというのを今

年度作成しております。これは、部活動が地域や

学校、競技種目や分野、活動目的などの多様性が

ある中において、部活動が今後も最適に実施され

ていくことを目指してガイドラインを作成してい
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るものでございますけれども、具体的には各部に

おいて年間活動計画を作成をすると。教師や生徒

の負担が過度とならないような年間計画にすると

いうことが１点と、さらに平日１日、週末１日、

平日というのが月曜日から金曜日なのですけれど

も、そのうちの１日、また週末、土日、祝日等に

１日以上の休養日を設けると。また、活動時間に

つきましても、平日につきましては２時間以内、

週休日につきましても３時間程度の設定としてい

るというようなガイドライン的なものをつくりな

がら、部活動が今後も持続的に運営できるような

ことを考えながらガイドラインを策定しておりま

すし、教職員の負担軽減にもつながるのかなとい

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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 年間計画を作成して

いるということなのですが、そちらのほうを後で

チェックをするような体制はとられているのでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） この年間計画につき

ましては、年度当初に学校長に提出をすると。学

校長は毎月計画どおりきちっとその部活が進んで

いるかというチェックをしなさいというようなこ

とで、ガイドラインの中でも触れさせていただい

ているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） そのような体制がと

られているということで、働き方改革のほうも進

んでいくのではないかなと思います。

次に、小項目２、市内各団体や少年団との連携

についてのところなのですが、市内中心地区であ

る名寄中学校や東中学校では、部活動も一定程度

の数があると考えられます。また、少年団等の活

動にも参加しやすい環境にあるのではないかなと

感じるところでありますが、特に風連地区や智恵

文地区においては部活動も限られているところな

どから、地域の各種団体等とどのような連携が図

られており、また効果等お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特に風連地区、智恵

文地区ということではございませんけれども、そ

れぞれ、智恵文地区につきましては部活動がバド

ミントン１つしかないということで、それ以外に

野球をやりたいというような生徒がいるというよ

うなお話も聞いております。ただ、名寄の風連、

智恵文に限らず、名寄市内、名寄の中学校、名中、

東中も含めてやはりかなり少年団時代からのつな

がりが多いというか、つながりで指導していただ

いているケースが多いのかなというふうに思って

おります。これにつきましては、外部指導者につ

きましても少年団を指導していただいている方が

そのまま中学生も見ていただいているというよう

な状況もあります。特に、先ほど各学校の部活の

種類を言いましたけれども、常設で配置していな

い部活について、例えば名寄中学校の剣道ですと

か名寄東中学校の剣道、柔道、卓球などは常設の

部としてはなっていないのですけれども、やはり

少年団の時代からのつながりというのでしょうか、

そのような中で、少年団を指導していただいてい

る方にあわせて指導していただいて、中体連にも

出ているというような形で連携をしてやっていた

だいているという状況もございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） やはり外部指導者の

支援があって続いていけるものではないかなと思

っております。

小項目３番目なのですが、合同部活動導入につ

いての考え方と導入実績についてお伺いしたとこ

ろではありますが、直近の課題に対する解決策と

しては、合同部活動が一定の手段ではないかなと

思います。ですが、将来的には、地域総合型スポ

ーツクラブなどになっていくのが形ではないかな

と。今後１０年、２０年先を見据えても、部活動

というのは日本独特の文化でもあり、学校単位で
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の部活動がこの今の人口減少の中では機能しなく

なっていくのではないかなと感じているところで

あります。このことからも地域のスポーツクラブ

の活動と１つになっていくことが大事なことでは

ないかなと思っております。最近の学生さんです

と、今までですと部活を真剣に、プロを目指すよ

うな、真剣に取り組む、そういった部活をされる

方もいれば、少しフランクな感じといいますか、

運動不足を解消する目的のような、そういう気持

ちで取り組みたいなと思っている、そういったニ

ーズがさまざまになってきていると思うのです。

それで、地域によっては軽運動部という部活を創

設しているところもありまして、軽運動部という

のはその日によってきょうはバドミントンするで

すとか、バスケットをするですとか、ヨガをする

ですとか、そういった軽くいろいろな運動を経験

して、それを通して運動不足を解消できるような、

そういった取り組みもされているところもありま

すので、今子供たちのニーズもさまざまで、人口

も減っているところから、１つのものに固執しな

いようなスポーツに取り組むことも必要ではない

かなと思います。

では、次の質問に……

（「聞かないの」と呼ぶ者あり）

〇７番（五十嵐千絵議員） 教育部長の御意見を、

御見解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） うまくまとめていた

だいたのかなと思ったのですけれども。御承知の

とおり、少年団活動については社会教育という枠

組みで、中学校の部活動については教育課程にも

明記されていますので、学校教育ということでな

ってございますけれども、やはり先ほど議員から

あったとおり、合同部活動、中体連等でも認めら

れておりますけれども、お互いがその人数に達し

なければ合同部活動を設置できるということです

けれども、例えば一方の学校がそれをクリアして

いると、合同ではできないという状況も今、例え

ば野球でいうとこっちの中学校が９人いますと。

こっちは５人しかいませんといったら、こっちは

単独でいけると。そしたら、こっちが野球をやり

たくてもやれないというような状況もございます

ので、今後、何年後ということは明言はできませ

んけれども、やはり全体の枠組みの中でさまざま

なスポーツを楽しむといいましょうか、競技スポ

ーツ、あとは楽しむスポーツ、先ほど午前中にも

今村議員からもございましたけれども、ｅスポー

ツとか、いろんなその多種多様なかかわり方が出

てくるのかなというふうに考えております。それ

がいつだということではないのですけれども、今

後はやはりそういう形のほうに向かっていくので

はないかと、社会教育の範疇の中に入ってくるの

ではないかなというふうな見方もできるのではな

いかなというふうに考えております。貴重な御提

言をいただきました。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 大変ありがとうござ

いました。近い未来に期待をして、終わりたいと

思います。

次の大項目に移らせていただきます。大項目２、

子供、子育て支援について、小項目１、子育て世

代の労働実態について再質問をさせていただきま

す。託児サービスがない職業訓練に関しては先ほ

ど御説明をいただきましたが、現在名寄市のほう

で人材開発センターがございますが、そちらのほ

うでは託児スペースもなく、子供を預けながらと

いうサービスには至っていないというふうに認識

しております。現在旭川ですとかちょっと地方の

ほうに行かれると、子供の託児サービスつきの職

業訓練なども行っている自治体もございます。市

が共催ですとかしていただいて、一緒に取り組め

るような、例えば１日で済むような講習もありま

すので、そういう面では少し託児もセットにして

やっていただけないかなと思ったので、質問させ

ていただいた次第でございます。そちらのほうの

可能性としてはいかがでしょうか。
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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） 職業訓練等に係

る託児サービスという御質問ですけれども、今あ

る制度をちょっと説明させてもらいますけれども、

保育の認定において、就職活動中においては３カ

月間保育所へ入所が可能な状況もありまして、現

在も利用されている方もいるということと、あと

東保育所と風連幼稚園、どろんこはうすにおいて

は一時預かり保育、あとほかにもファミリー・サ

ポート・センターもあり、就職に向けた活動中の

サポートも含めて取り組みを進めているところで

あります。市としましては、こういったサービス

をしっかり充実させていくことが大事だというふ

うに思っています。議員御承知のとおり、保育士

含めた人材確保が大変厳しい中で、しっかり人材

確保しながら、市のサービスついては滞らないよ

うに体制を整えていきたいというふうに思ってい

るところでありますし、先ほど申し上げました次

期の子ども・子育て支援事業計画においてもいろ

んなアンケート結果も分析しながら、そして会議

の委員の皆さんから御意見いただきながら、さら

に充実できることがあるのかないのか、どこまで

できるのかも含めて協議をしながらよりよい子育

て支援、就労支援に向けて取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えているところであります。

先ほどありました人材開発センターでの講習会、

当然市としては派遣にかかわる要綱を持っていま

して、これにつきましては市が主催、共催する場

合については派遣を行うことができることになっ

ております。ただ、先ほど言いましたように、人

材の確保も必要でありまして、余り長期間であっ

たり、ちょっと難しいところありますけれども、

１日とか、そういった部分であれば、調整の中で

できる可能性があるというふうに思いますけれど

も、そういった事業、人材開発センターと共催で

きるような中身であれば可能であるというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） １日ですとかですと

可能だということで今お伺いしたのですが、人材

開発センターでやられている講習の中でもパソコ

ンの住民講座などもやっておりまして、パソコン

のですと２時間で３日間という講習もあれば、１

日で完結するようなエクセルなどの関数などを勉

強するような講習もやっているとのことでありま

した。そういう女性が再就職をするためのお手伝

いをできるというのも市のほうでやっていただけ

ないかなということからこの質問なのですが、１

週間とか２週間かかるような講習もありまして、

そういうのは、市の保育のほうで一時預かりです

とか、ファミリーサポートですとかいろいろあり

ますので、できると思うのですが、１日、２日で

したら託児を使うという可能性もありなのかなと

思ったのですが、いかがでしょうか。

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） 今就労、職業訓

練等に含めて支援ということで御意見をいただき

ましたので、私は人材開発センターが行っている

講習の性質といいますか、どういった受託を受け

てやっているか承知しない部分がありますので、

先ほど申し上げました市が主催だったり共催であ

れば派遣することは可能という状況もありますの

で、そういった面ではちょっとそういった人材開

発センターの事業内容も検証しながら、そういっ

た対応ができるかどうかも検証していきたいとい

うふうに考えておりますが、いずれにいたしまし

ても市としては先ほど申し上げました一時預かり

だったり、ファミリー・サポート・センターの利

用、そういったものをしっかり活用していただき

ながら子育ての支援ということに努めてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） では、子育てサポー

トの件で、保健センターのほうで次回から子育て
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世代包括支援センター事業をなさるということな

のですが、横断的な支援をしていただけるとのこ

とで、保健師さんの御負担もふえるのではないか

と懸念されますが、人材の確保や新たな業務への

準備は済んでいることと思います。その中で、今

まであったひまわりらんどの子育てコンシェルジ

ュのような役割を果たすのかなとは思いますが、

これは違いとかあるのでしょうか。

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） 保健センターに

おきましても１名専任の保健師を配置しながら子

供の成長であったり、これ先ほど言いましたよう

に、妊娠から含めて対応をしていくということで、

今言いました子育てコンシェルジュと重なる部分

も多くあるかというふうに思います。それぞれの

立場から見て、子供たちの育ちであったり、成長

状況というのは保健であったりの立場であったり、

保育所の立場、お互いの立場からこれ見て、やっ

ぱりきちんと検証しながらどういったプランを立

てて、助言をしたらいいかという、そういったこ

とを包括的にやっていく、そういった取り組みを

していきたいというふうに考えているところであ

ります。先ほど申し上げましたけれども、ことし

できましたこども未来課の子ども家庭総合支援拠

点事業も含めて、今虐待もふえている状況であり

ますので、あらゆる子育てにかかわる人たちが連

携を密にとれる、そういったシステムを構築しな

がら、いろんな人がかかわりながら、いろんな視

点で子供を見て、情報共有しながら進めていく、

そういった役割を担っていきたいというふうに考

えているところであります。保育士については、

ことしの４月に１名採用して、入っていますので、

人員的にはそういった中で対応できますし、今回

の定例会の冒頭で補正予算もつきましたので、そ

れと施設の整備、そういったものも含めて今進め

ていますので、３月のスタートに向けて準備を進

めていますし、スタート後もさらに先ほど言いま

したそれぞれの関係機関との連携をより一層充実

していく、そういったことも含めながら取り組み

をしていきたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 子育て世代の包括支

援センターということでまたもう一度質問なので

すが、質問というか、包括的な支援で横断的な支

援ということなので、ちょっとしつこくはなるの

ですが、先ほどの職業訓練に関してもし可能でし

たら人材開発とかでやるような職業訓練のパンフ

レットですとか、または求人情報なども保健セン

ターに行ったときにお母さんたちの目に触れられ

たらまたそれはそれで違うのではないかなと思い

ますので、今人材不足もありまして、子育て中の

お母さんでも働いてはいると先ほどおっしゃって

いましたが、資格を持っていない方も資格を取り

たいと思っている方がたくさんいらっしゃると思

うのです。それで、職業訓練のできる環境がとい

うことがあったのですが、そういった面からも保

健センターのほうに何か案内などを掲示していた

だけないかなという提言なのですが、御見解お願

いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の職業訓練に

関しての情報を保健センターに置けないかという

話というのは、先ほど申し上げましたとおり、名

寄市は転勤する方多いということで、約４割ぐら

いの人が転勤族ということで、そういった人材開

発センターの情報とかもやっぱりなかなか知らな

い、知り得る場所がないという状況があるという

ふうに思いますので、今議員から貴重な御意見を

いただきましたので、保健センターに必要なパン

フレット、どのようなものがある、私も承知して

いませんけれども、ちょっと確認をしながら配置

をしていきたいと思いますし、多分就労していな

い保護者の方というのは幼稚園とか保育園に行か

れていない方が多いかなというふうに思います。

子供の健診時は必ず来るかというふうに思います
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ので、そういった面では保健センターに設置をし

ながらそういった情報も周知するようにしていき

たいと考えておりますので、御理解お願いします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。

次に、では小項目３のほうに移らせていただき

ます。現在の情報共有のあり方として、保健セン

ターさんのほうで郵送でしたり、訪問でしたりと

きめ細やかなサービスがされているということで、

母子手帳アプリのほうは必要ないだろうというお

話がありました。母子手帳アプリに関しては、そ

れぞれ見解が違うところではあるかなと思うので

すが、時代の流れといいましょうか、必要な情報

を、必要なものを自分の手の中で管理する今の子

育て世代の方にとっては必要なのかなという思い

がありました。現在導入する予定はないというこ

となのですが、例えば子育てに関する情報を調べ

ようと思ったときに市のホームページを検索する

のですが、なかなか探したい情報にたどり着くの

に時間がかかる状況が今ありまして、私も例えば

イベントなどを調べようと思ったときにインター

ネットのエクスプローラーなどから飛ぶと、フェ

イスブックにまず飛んでしまったりすることが多

々あるのです。市のフェイスブックなのですけれ

ども、そうなりますと最新のこれからの予定では

なくて、去年、おととしの終わったときのポスタ

ーの情報が出てきたりですとか、少し混乱してし

まうようなこともありまして、ホームページが正

直ちょっと使いづらいのかなという思いもあった

のですが、例えば今ラインのアカウントなど市町

村でもとっているところもあると思うのですが、

ラインのニュースなどを利用して、最新の情報を

ラインで送って、そこにＵＲＬなどのリンクを張

っていただいたら、そこから見たい人は飛べばい

いと思うのですけれども、そういった情報の共有

の仕方というお考えはございませんか。

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） アプリとかライ

ンとかという話しされましたけれども、ちょっと

私余り活用していなくて、理解が少なくて申しわ

けないのですが、今議員がおっしゃられるように、

ホームページを見て、自分が見たい情報を見ると

いうのは、私から言うのもなんですけれども、本

当に探しづらいホームページであるというのは一

つ課題だというふうに思っています。これ私が言

うと市長が、そういった面では、先ほど言いまし

たけれども、多くの転勤族が来る中でやっぱり名

寄市がどういったことやっているか調べたときに

本当に一瞬で見られるかというとなかなか難しい

状況もあって、そういった面ではアプリという話

だというふうに思っていますけれども、ただホー

ムページと例えばアプリとかラインとか管理する

となると、ちょっと大変というか、それぞれに全

てが同時期に更新しなければなりませんし、片手

落ちではだめだという状況がありますので、そう

いった意味では私は情報を発信するツールという

のは１つがやっぱりベストかなというふうに思っ

ています。そして、ホームページから情報をアプ

リから入れるかわからないのですけれども、そう

いったことができるかどうかちょっとわかりませ

んけれども、情報管理は１つにしながら、そこか

らいろんなところに発信できるような、そういっ

た、これは私が言う立場ではないですけれども、

市全体の情報管理といいますか、情報発信のツー

ルも含めてやっぱり検証するときに来ているのか

なというふうに考えているところであります。

先ほど言いました母子手帳アプリにつきまして

は、今の郵送から全てをそっちに移りかえるので

あればよろしいかなというふうに思っています。

両方でやりますと、それだけ人的なあれもかかり

ますし、お金もかかりますから、そういった意味

では今の方法でいって、先ほど言いましたように、

予防接種については９５％、健診率については９

９％というラインにいっていますので、今の中で

進めていくのが効果的だというふうに考えている
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ところであります。そういった面では、今後将来

的に向かってアプリやラインの活用というのは本

当に必要だというふうに思っていますので、他自

治体の状況見ながら、これちょっと母子保健事業

に限らず、市全体の課題として捉えて進めていく

のがいいのかなというふうに今考えているところ

であります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 検討いただけるとい

うことで、市全体の意見ということでお伺いさせ

ていただきました。楽しみにしております。

以上で質問を終わります。ありがとうございま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

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５８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 高 野 美枝子

署名議員 山 田 典 幸


