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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 村 幸 栄 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市政運営におけるコンプライアンスの推進につ

いて外２件を、佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） おはようございます。

議長から御指名いただきましたので、通告順に従

い、大項目３点について質問いたします。

まず、大項目の１、市政運営におけるコンプラ

イアンスの推進について、小項目の１、行動指針

の確立に向けた考え方について。名寄市は、これ

まで地方自治法に基づき条例や規則、要綱を定め、

そのもとでコンプライアンス、法令遵守の風土を

職場の中で醸成してきたと考えています。しかし、

このたびの一連の不祥事の発生は、市民からの信

頼を一気に失い、市政運営全般が不安視されるな

ど、さまざまな支障が生じてくることを全ての職

員が共通の認識とするとともに、組織としてコン

プライアンスの推進に一丸となって取り組んでい

くのだという新たな決意を市民の前にあらわすこ

とが大事ではないでしょうか。

そこで、①、コンプライアンスにかかわる本市

のこれまでの取り組みについてどのような取り組

みをしてきたかについてお伺いいたします。

さらに、全ての職員が共通の認識を持ってコン

プライアンス行動を実践することにより、市役所

が再び市民から信頼される組織となることを目指

し、②としてこれまで各部各課等で取り組んでき

たコンプライアンスに関する重要な事項を取りま

とめ、職員が常に意識すべき市政運営における行

動指針として改めて体系的に定めることが重要だ

と考えますが、理事者の御見解についてお知らせ

ください。

小項目の２、高い規範意識の保持をどのように

醸成するか。市政運営における高い規範意識の保

持、遵法精神、あるいはルールや決まりを守る社

会性、倫理感は、部や課での職場での日常のかか

わりや経験、職員研修などを通じて醸成されると

思いますが、本市の取り組みはどのようになって

いるかお伺いいたします。

小項目（３）、市民への誠実、公正な対応の徹

底について。市民と接するときは、みずからの対

応が市役所全体の評価となることを常に意識し、

誠実かつ公平、公正な対応が不断に求められてお

ります。このあたりの指導などで工夫されている

点などについてお伺いしたいと思います。

次に、大項目２、大雨、洪水からの被害を防ぐ

ために、小項目（１）、北海道が管理する河川に

関して、①、忠烈布貯水池下流の忠烈布川改修計

画について。北海道で管理する忠烈布貯水池下流

の忠烈布川改修計画が進んでいると聞いておりま

すが、現在担当課が把握している工事計画の概況

についてお知らせください。

②、本市にかかわる排水路、橋、頭首工、取水

堰など関連構造物について。工事が始まれば、市

が管理する関連構造物などの取りつけなど附帯工

事も行われることになると思いますが、そのあた

りは一括して北海道が行うこととなるのかどうか、

そのあたりの御見解についてお伺いいたします。

③、会議等への参加案内は、本市に対してどの

ようになっているか。忠烈布川は、北海道が管理

し、士別土現が直接担当しているわけですが、こ

の間関係する会議等への参加案内は本市に対して

来ていたかどうかについてお伺いいたします。

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号



－93－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

④、北海道管理河川等の本市としての調査につ

いて。忠烈布川が流れ込む先の風連別川、この風

連別川の雑木の繁茂や、中州などもでき、ここに

も草や雑木が生い茂っているため、順調に流れる

かとの不安の声も地元の市民から届いております。

道が管理する河川等の場合、本市としての調査は

どのように行い、要請等に生かしているかについ

てお伺いいたします。

小項目（２）、環境アセスメント等に関する市

のかかわりは。環境アセスメントについて意見を

求められたり、現地同行など、これまでの対応等

の状況についてお伺いいたします。

大項目の３、道路の安全確保について、小項目

（１）、狭隘な道路の安全対策について、①、幅

員が狭く、通行者に危険な道路の改善策について。

市内には、道路を挟んで両側に住宅が建つことな

どによって道路に幅員がなく、狭隘で危険な箇所

が幾つか見受けられます。特に交通量が多く、車

が交差する際に歩行者、自転車が通るときなど、

通行者のふらつきによる接触の危険を感じること

があります。こうした狭隘な道路の中には、そも

そも住宅を移動させるしか手法を講じられない箇

所の場合もありますが、道路の横に素掘り側溝が

敷設されている箇所なども見受けられ、こうした

ところはふたつきの側溝にすることで通行の際の

幅員確保が可能になると考えているところですが、

通行者に危険な道路の改善策について考え方をお

伺いいたします。

②、大型化する農業用機械に支障のある路肩の

雑木等の処理について。近年は、農地の集約化に

伴い大規模化が進み、農業用機械も大型化してお

ります。この大型農業用機械が道路を通行する際

に雑木にぶつかり、困るとの指摘を農業者の方か

ら受けております。市道の側溝に生えているとい

うことから、一度市内農村地区を対象として支障

のある路肩の雑木等に関する全体的な調査につい

て取り組むことはできないか。また、支障木の処

理についての対処方についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

佐久間議員から大きく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

及び大項目３は建設水道部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、市政運営におけるコンプラ

イアンスの推進について、小項目１、行動指針の

確立に向けた考え方について申し上げます。議員

御質問のコンプライアンスに関するこれまでの取

り組みでございますが、地方公務員全般に関する

制度として、地方公務員法において法令遵守義務

のほか各種の服務規程を定めるとともに、国家公

務員倫理法第４３条で地方においても国家公務員

の倫理保持に準ずるよう定めているところであり

ます。名寄市では、名寄市職員倫理規程で職員に

対して全体の奉仕者としての自覚を促すとともに、

名寄市職員行動指針を定め、高い倫理感と公正な

執務の執行や公務員としての自覚の保持、市民視

点での行政サービスの提供、行政の透明性の確保

を掲げております。また、名寄市職員等からの公

益通報に関する要綱を定め、本市職員のほか出資

団体や業務受託者、指定管理者の従業員等が違法、

不当な事案の通報を不利益をこうむることなく行

うことができるものとして、さきに述べた各種義

務の遂行が可能となるよう担保しているところで

あります。

一方で市政運営に関するコンプライアンスに関

する行動指針ですが、現在市政運営全般に関する

指針は定めておりませんが、職員それぞれの行動

に関する指針はさきに述べたとおり策定しており、

また制度を担保する公益通報制度も設けているこ

とから、改めて行動指針等の内容が十分であるか

を見直した上で、これらの制度が連携して機能す

るよう職員周知等努めてまいりますので、御理解

をお願いいたします。

次に、小項目２、高い規範意識の保持をどのよ
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うに醸成するかについて申し上げます。小項目１

で申し上げましたが、職員の行動規範となるべき

名寄市職員行動指針は、各執務室に掲示するとと

もに、市民の皆さんにも理念を共有いただくため

１階市民部のフロアにおいても掲示しているとこ

ろです。また、コンプライアンスに関する研修に

ついても新規採用や若手の研修、係長や課長職昇

任時に実施する職域別の各研修において地方公務

員法における服務規程や名寄市で規定している業

務遂行における遵守すべき事項などの服務に関す

る考え方を伝えてきたところであります。

今回の一連の事案を受け、市長から直接職員に

対して訓示を行いました。これまでの対応に対し

て率直な反省を示し、職員各自が規範意識を持っ

て行政運営に取り組むよう指示を行ったところで

あります。

一方でコンプライアンスを目的とした職員全体

に対する働きかけとしては、定期的な形で実施で

きていたとは言いがたいことから、改めて専門家

による職員研修を実施させていただくとともに、

間もなく導入予定のｅラーニング研修で民間企業

とも共通した研修メニューを取り組み、管理職研

修などの受講機会を拡大し、高い規範意識の醸成

に努めてまいります。

次に、小項目３、市民への誠実、公正な対応の

徹底について申し上げます。市民と接する際の対

応に関する工夫についてでございますが、まず採

用前と採用後１年が経過した際に接遇に関する研

修を職員向けに実施し、社会人として基本的な接

遇マナーを身につけるよう取り組みを行っており

ます。また、特に窓口対応については、自身や周

辺の係の業務に対する知識や基本的な業務フロー

を習得することにより、お客様を待たせることな

く正確な対応が可能であると考えております。そ

のため各専門研修等について積極的な受講を推進

するとともに、各所属長に対して市長、副市長か

ら折に触れ、担当課係内の情報共有に努めるよう

指示を行ってきたところであります。単一の課、

係で終了しない手続で、足が不自由など移動が困

難な方に対しては、職員が手続を行う方のところ

まで出向いて手続を完結するなど、それぞれの方

の状態に応じて柔軟に対応するよう努めていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、まず

大項目の２、大雨、洪水からの被害を防ぐために、

答弁をさせていただきます。

小項目１、北海道が管理する河川に関しての①、

忠烈布貯水池下流の忠烈布川改修工事についてで

ございますが、名寄市風連町字東風連を流れる忠

烈布川は、天塩川水系風連別川の支流であり、北

海道の管理する１級河川でございます。本河川は、

大雨による氾濫により平成２６年８月の大雨時に

は １ヘクタール、平成２８年８月の大雨時には

１ヘクタールの農地が浸水被害を受けました。

そのため本市では、平成２６年から継続して忠烈

布川の河川管理者である北海道に改修工事の要望

を行ったところです。このたびこの要望が令和２

年度の新規要望事業として取り上げられ、その採

択を期待するものであります。

計画では、初年度には調査設計を進め、２年目

以降には用地買収や本工事に着手する予定で進め

られ、おおむね５年で完了する予定と聞き及んで

いるところでございます。事業概要としましては、

市道風連東風連線にかかる智烈布橋上流から道道

パンケ風連線にかかる田代橋下流までの約 ７キ

ロにおいて地形や流量に応じ、川幅を１０メート

ルから２０メートルに拡幅し、構造物周りや河川

流水の当たりやすい箇所に護岸を整備する予定と

なってございます。

次に、②、本市にかかわる排水路、橋、頭首工

などの関連構造物についてでございますが、本事

業の施行に伴い、本市管理の関連構造物には忠烈

布川に係る智烈布橋、山端橋、忠烈布一線橋の３

橋と忠烈布川につながる道路排水の放流口がござ



－95－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

います。また、頭首工については、本市の管理施

設は持ち合わせておらず、天塩川土地改良区もし

くは地元市民の管理施設となります。橋梁につき

ましては、事業化後の調査設計後となりますが、

現段階ではかけかえる予定はないと伺っておりま

す。議員御指摘の本市管理の関連構造物が支障に

なる場合においては、機能補償として改築をしま

すが、施工や費用負担については今後北海道と管

理者との協議により決定していくこととなってご

ざいます。

次に、③、本市に対する会議等への参加案内に

ついてでございますが、北海道では本事業化に向

けた会議としまして、今年度河川法に基づく河川

や環境などの学識経験者、地元住民の代表を構成

員とします天塩川上流圏域河川整備計画流域懇談

会を９月３０日に、また地元住民に対する天塩川

上流圏域河川整備計画原案住民説明会を１０月１

５日にそれぞれ開催をしてございます。各会議へ

の案内については本市にも通知をされており、そ

れぞれオブザーバーとして出席をするとともに、

その他の事業の進捗状況や地元との調整について

は適宜打ち合わせを行い、情報提供を受けている

ところでございます。今後におきましても事業化

の実現とともに、早期事業完了に向けて地域の声

を聞きながら、北海道に対して引き続き要望して

まいります。

次に、④、北海道管理河川の本市としての調査

についてですが、本市としましては、この間市内

の見回りや市民からの要望をもとに現地を目視確

認し、北海道への要望を取りまとめ、毎年開催さ

れます社会資本整備推進会議において要望をして

きており、風連別川を初めとした北海道管理の河

川や、雑木処理や土砂しゅんせつについても同様

に要望をしてございます。近年の河川事業では、

平成２９年と３０年には智恵文川、有利里川、豊

栄川などの雑木処理や土砂しゅんせつを北海道に

実施いただいており、今年度においても智恵文川

の土砂しゅんせつを予定していると伺っておりま

す。

議員御指摘の事前調査につきましては、管理者

が北海道であるため、本市としての詳細な調査に

ついては現状どおりの目視調査や地域の方々の御

意見から状況把握に努め、北海道への要望に意見

反映してまいりたいと考えております。今後にお

きましても北海道や地域の方々と協議や意見交換

を進め、大雨災害による被害を最小限に抑制する

ことに努めるとともに、市民の皆様が安全、安心

な生活を過ごせるよう防災力の向上に努めてまい

ります。

続いて小項目２の環境アセスメント等に関する

市のかかわりについてでございますが、このたび

の本事業は環境アセスメント制度の対象外の事業

であり、また事業者が北海道となるため、これま

で本市で対応するような案件については相談、対

応とした事例はございません。引き続き対応し得

る状況があらわれた場合には、適宜情報交換して

まいりたいと考えているところでございます。

次に、大項目の３、道路の安全確保について、

小項目１、狭隘な道路の安全対策について、①、

幅員が狭く、通行者に危険な道路の改善策につい

てでございますが、本市においては現在排水未整

備路線の新設や既設排水路が機能低下をしている

路線の改修を中心に、年間３路線程度の排水整備

工事を実施をしており、今年度も排水整備工事に

ついては排水未処理整備路線を２路線、排水改修

整備を１路線実施いたしました。議員御指摘の素

掘り側溝箇所にふたの側溝を敷設することについ

ては、段差が解消され、歩行空間の確保を図るこ

とが可能になり、そのことが安全対策にもつなが

るものと認識をしております。しかし、排水整備

においては、道路整備とあわせて実施することが

施工性、経済性の面からも有利となることから、

道路の整備計画を考慮した上で総体的に判断をす

ることとしてございます。

今後におきましても交付金事業を活用した道路

整備とともに、効果的な排水整備に引き続き努め
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てまいりますので、御理解いただきますようお願

いいたします。

次に、②、大型化する農業機械に支障のある路

肩の雑木等の処理についてでございます。本市で

は、この間市民の皆様からの情報提供や町内会か

らの道路、河川修繕箇所の要望調書、職員の見回

りをもとに道路の凹凸や陥没箇所、河岸の決壊箇

所などを確認し、緊急性の高いところから補修を

実施しております。また、市道敷地に育成してい

る雑木につきましても、現地確認により車両や歩

行者の通行に支障になると判断した場合には撤去、

または剪定を行い、安全な道路空間を確保してき

ているところです。

議員御指摘の農村地を対象とした全体的な調査

についてですが、全ての道路状況を調査、把握す

ることは難しいと考えておりますが、地先の方々

などからの情報提供をいただきながら、現地確認

の上、適宜対応させていただきたいと考えており

ます。今後におきましても職員による見回りや市

民の皆様からの情報提供をもとに適切な対応を行

い、安全、安心な道路空間確保に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたから、再質問させていただきます。

まず、大項目の１のコンプライアンスの推進に

かかわる質問の関係であります。それぞれ答弁い

ただきましたように、名寄の中では職員倫理規程

あるいは行動指針も定めていると。そのほかさま

ざまな地公法、服務規程、さらには公益通報の制

度などを活用してやっておりますということなの

ですが、そこでそれぞれ取り組んで、決められた

ことはあると。きのうの今村議員に対するお答え

なんかも名寄市の職員の行動指針は７項目定めて

あるけれども、なかなか浸透していないというお

答えでもありました。それで、私この行動指針が

形だけにならないために、コンプライアンスにか

かわる定期的なミーティングの推進、最近は多く

なってきていると思うのですけれども、それを具

体的に推進することが必要ではないかと思ってい

ます、定期的に。

それと、あわせてそのミーティングの際にチェ

ックリストをつくって、具体的に推進する体制で

実のあるものにしていかなければならないという

ふうに思いますが、こうしたことをもう少し現状

どのようにこれらについて確認されてきたのかお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今佐久間議員のほう

からお話がございました。１点ちょっと答弁の前

にお話ししたいのですけれども、昨日職員の行動

指針、私７項目あると言ったというふうに思うの

ですけれども、改めて見ましたら６項目というこ

とでございます。高い倫理感を保持し、公正な職

務の執行しますから明るい挨拶、正確、迅速、親

切丁寧な対応を心がけますということで６項目、

このほかに冒頭に法令、社会規範を遵守し、市民

全体の奉仕者としての誇りと自覚を持って行動し

ますという内容の行動指針となっていることにつ

いてお話をさせていただきました。

今佐久間議員のほうから行動指針等を持ってい

るけれども、定期的なミーティングですとか、あ

るいはチェックリストなどを使いながら、少し具

体的なものにしていくということの考え方につい

てということだったかなというふうに思います。

まず、定期的なミーティングの推進ということに

つきましてどういう手法がいいのかということで

考えますと、現在各部署におきまして毎朝早朝の

ミーティングを行うように指示をさせていただい

ているところでございます。これは、課単位ある

いは係単位ですとか、それぞれ職場のほうで工夫

をした中で実施をしているという中身になってい

ます。内容的にはそれぞれ職員がその日の１日の

スケジュール、あるいは課として、係としてどう

連携をとりながら業務を推進するのだということ
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での打ち合わせをしているということで、定期的

にということのお話でございましたら、こういっ

た場を利用するのがあろうかなというふうに思っ

ていますし、また月１回の部長会議あるいは課長

会議、そしてそれぞれ各部の中においても部の管

理職会議、さらに課長会議、あるいは課によって

は係会議も含めて会議を持っていますから、その

際にそれぞれの所属長のほうからしっかりとコン

プライアンスにかかわる事案についてお話をする

という機会を設けることができるかなというふう

に考えているところです。

さらに、チェックリストの関係なのですけれど

も、私もちょっとイメージが余り浮かばないので

すけれども、チェックリストというのは個人のチ

ェックなのか、それとも職員として一般的な業務

の中におけるコンプライアンスのチェックリスト

なのか、その辺が十分私も把握できていなくて、

ひょっとすると道内で、あるいは全国的にそうい

ったチェックリストを設けながら、コンプライア

ンスに向けた取り組みを進めているというところ

もあろうかと思いますので、この点につきまして

はぜひ今後そういった自治体を参考に取り組みの

ほうを研究させていただ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） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今それぞれ早朝ミー

ティング定期的にやっているけれども、コンプラ

イアンスにかかわるところをそうした場を活用し

ていきたいとか前向きな御答弁いただきました。

それであと、私先ほどの最初の御答弁の中で公

益通報者保護者法に基づく、これは２００６年施

行されておりますけれども、既存の公益通報の窓

口、それから委員会の関係ちょっと見てみました

ら、本市においては現状総務部、中村総務部長を

筆頭にして部課長、それからさらには大学、病院、

あるいは組合などで公益通報の委員会を設けてい

るということで出ておりまして、それでちょっと

近年の開催状況をお知らせいただきたいと思うの

ですが、この公益通報も含めたコンプライアンス

総体の名寄市の仕事も含めてなのですけれども、

そういったものにかかわるものを一つのものにま

とめてはどうかと思うのですが、まずは公益通報

の委員会などの開催状況が近年どのように行われ

てきたかについてお知ら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） 今お話しのとおり公

益通報にかかわる要綱を定めているということで、

これは委員会の設置、あわせて相談員ということ

で、これは総務部の職員が当たるということにな

っているところでございます。

御質問の開催状況ということでありますけれど

も、近年この公益通報にかかわっての委員会の実

施というのは私の範囲ではやってございませんし、

過去については十分調べてはいないところですけ

れども、その都度事案があれば開催をするという

ことでなっているということでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。

近年は、公益通報に係る事案がなかったという

ことで開催されていないということなのですが、

それで先ほど来一つの体系化したコンプライアン

ス、あるいは公益通報制度に係る問題、取り扱い

などもどうしていくかというもので、職員の方が

見てわかるように、実は私も先ほど７項目と６項

目のもの、私自身も直接じっくり眺めたことなく

てちょっとあれだったのですが、余り浸透されて

いないということなのですが、やっぱりこのたび

の事案を受けて、しっかり職員一人一人に一番最

初に採用されて新入職員となられたときから手渡

されるようなもの、例えばガイドブックの作成、

あるいは手引という形での作成、これは他の自治

体でも事例がございまして、ガイドブックなんか

は兵庫県三田市で作成しておりますし、手引につ
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いてもこれまた兵庫県、これは倫理意識が高いな

と思うのですが、神戸市、こんなところでやられ

ております。それと、三田市におけるガイドブッ

ク見てみましたら、担当弁護士も顔写真入りで、

電話番号も含めてそのガイドブックに載せている、

網羅されているようなものもありました。あるい

は、コンプライアンスの特別強化月間ということ

で鳥取市などでも取り組まれております。それで、

こういう強化月間だとか、忙しい職務の合間です

からたびたび多くの時間とることは難しいと思い

ますが、毎日コンプライアンス常に意識しながら、

定期的には強化月間みたいな形でしっかりどうい

うふうになっているかチェックも含めてやってい

くのがよろしいのではないかというふうに思って

います。

それとあと、こういうコンプライアンスという

ことを余り上から強烈にやると、例えば萎縮して

しまうということも考えられるというふうに思い

ますから、そうではなくて行うべきこととやって

はならないこと、行わないことの両面の視点から

こういうものを取りまとめてはいかがかというふ

うに思っております。

それと、コンプライアンス推進のための環境づ

くりということで、これは公益通報者保護法の中

には委員会というのがつくられておりますが、こ

のコンプライアンスの推進委員会は、本市におい

てはどのような形になっているのでしょうか。各

部各課に担当の者がいるということなのでしょう

か。その位置づけみたいなものを教えていただき

たい。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 最後に御質問いただ

いた推進委員会ですか、コンプライアンスに関す

る推進委員会という位置づけの組織というのは持

ってはおりません。先ほど言いましたように公益

通報の関係で委員会を設置をしているということ

で、各職場からそれぞれ代表を選出をする中で、

事案が発生した場合にその中で審議をするという

内容になっているということで御理解をいただき

たいというふうに思います。

そのほか何点か御質問いただいたのですけれど

も、先ほど三田市ということで事例を出して、ガ

イドブックというような話があったかというふう

に思います。これも先ほどのチェックリストと同

様、今十分見解というか、考え方を述べるまでい

かないのですが、チェックリスト同様そういった

ガイドブックも含めて、他自治体の取り組みなど

も参考にしながら今後進めてまいりたいというふ

うに思っておりますが、なかなかそのコンプライ

アンスにかかわる取り組みについていろいろな手

法がありますし、コンプライアンスということで

いってもいろんな事例がありますし、事案によっ

てもやはり違うでしょうし、それを大くくりで公

益通報だけという、通報制度の中でということに

もならないかなというふうにもちょっと思ってい

るところでございます。議員のほうから他自治体

の事例なども含めて提案をいただきましたので、

その点踏まえましてしっかりと今後私どもの行動

指針の内容も含め、全体的なコンプライスについ

て確立をしていきたいというふうに考えていると

ころです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） いろんな事案、事例

を抱えるところでありますから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

それと、あわせて一人一人の職員は市民と直接

対応するわけで、さまざまな悩みも抱えているの

ではないかと。ちょっと参考に見てみましたら、

住民対応のときにかなり厳しい指摘というか、受

け答えに困るような、過度に、そのときはこれは

こういうふうに対応するのだよという、そういう

事例も引用して、職員そのものが困らないような、

対応を正確にやれるようなことも書かれておりま

すから、少しそういうことも含めて盛り込んでみ

てはどうかというふうに思っています。いずれに



－99－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

しても、風通しのよい職場づくりに努めていただ

きたいというふうに思っています。

それと、時間もありませんから、１つ、現状に

合わない法令もあると思うのです。現状に合わな

い法令、国や道に問題点の解消について積極的な

提言をしてほしいということで私考えております。

自治体の現場段階では、先ほど少し触れたように

生きた事例を扱うわけでありますから、現状に合

わないことも多分に起きる、そういうふうにも考

えられます。そのときはこれまでどういうふうに、

これまでそうした事例なかったのかもしれません

が、あったときにぜひ国や道に問題点、改善を積

極的に提言してほしいと。そして、この法律が本

当に現場段階で生きたものに、使えるものにして

いくというのは、改良、改善を重ねて法改正にま

で持っていくということになりますから、ぜひそ

のことについてはお願いしておきたいと思います。

それで、コンプライアンスにかかわって最後に

市長から御答弁いただきたいのですが、行政は間

違えない、間違えてはいけないのだという行政の

無謬性という言葉について以前私触れたことあり

ますが、これはかくあってほしいという思いを込

めてのものでありました。しかし、人は過ちを犯

すものだという事象を前にしたときに、再びかか

る事態を繰り返さない、法令違反を繰り返さない

という強い決意のもとに立って、コンプライアン

スの推進についてしっかり市政運営における行動

指針を確立して市民の前に示す決意を市長の言葉

でお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めまして、今回さまざ

まな事案が発生したことに対しまして、多くの市

民の皆様に御不安、御心配をおかけしておりまし

た。本議会初日にも述べさせていただきましたが、

改めてこの場をおかりしておわびを申し上げたい

と思います。

職員の前でいろんな訓示をさせていただいたと

きに、議員もおっしゃいましたが、風通しのよい

職場ということと、これを機会にぜひ萎縮しない

でほしいという話もさせていただいたのです。コ

ンプライアンスというのは、当然法令を遵守して

行政運営していくということは基本中の基本であ

りますけれども、一方で中村部長がお話ししたと

おり、法令だけ守っていればいいのだという観点

でいくと、場合によっては市民の皆さんの利益を

損なう対応にもなりかねないということで、また

法律も全てが全て完璧なわけではないわけであり

まして、その中で我々は現場の中でいつもそこの

法令の本質を理解しつつ、どういった対応を市民

の皆さんにしていかなければならないのだという

現場の中でそれぞれの職員が悩み苦しみながら、

それぞれの事案に対応しているという現実があり

ます。その中で、高い倫理感でありますとか、あ

るいは深い知識、そうしたものが我々にはより求

められていくのだろうというふうに思います。今

回それぞれの事案も決して職員それぞれが法令を

違反しようとかというようなことでやったわけで

はなくて、そうした中に立ってやった結果だけれ

ども、結果として法令に違反したということでこ

のような事態になってしまったということであり

ます。改めて今いろんな議員からも御提言をいた

だきましたので、名寄市には倫理規程や行動指針

がありますけれども、今回の事案を契機に改めて

これを見直すということもしっかりと検討してい

きたいと思いますし、何といってもコンプライア

ンス意識を高めていくということがこの組織の質

を高めていき、そのことは市民の皆さんへの信頼

につながっていくというふうに思いますので、そ

の意味での研修というのをこれからもかなりやっ

ていくことが大事なのではないかというふうに思

います。

それと、改めて会議等でそうしたチェックをし

ていくというお話をいただきましたけれども、常

に会議の中でそれぞれの職員の情報を共有して、

特に悪い情報というか、悩みをみんなで共有して

解決していくという、そうした風通しのいい組織
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づくりもこれからさらに必要となってくるという

ふうに考えております。しっかりと議員からいた

だいた御提言を受けとめて、改善するところは改

善し、市民への信頼の回復を図っていきたいとい

うふうに思いますので、今後とも御指導をよろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今市長のほうから強

い決意をいただきましたので、ぜひコンプライア

ンスに基づく行動指針の体系化みたいなものにつ

いて御検討、そして実践をお願いしたいというふ

うに思います。

それで、時間もなくなってきましたので、大雨、

洪水からの被害を防ぐためにの忠烈布川の改修計

画について再質問させていただきたいと思います。

先ほど天野部長のほうから詳しく御説明ありまし

て、あらかたのところはわかりました。予算が大

体通るのかなというふうに期待しておりますが、

実行されることを地元の方々も強く望んでおりま

すし、それから私もあそこ、あの地区の春先だと

かいろんな大雨が降った際に冠水するのを見て心

を痛めておりましたから、しっかり早く何とか直

せるような手はずぐらいまでたどり着いたという

ことでうれしく思っているのですが、先ほど計画

については大体概要についてお聞きしたのですが、

想定される予算規模について、この辺押さえられ

ていますか、大体概要で。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 当初先ほど申し

上げましたように私どもの市では５年間の事業予

定ということで、ただこれ事業採択が今年度中の

結論ということでございますので、間違いないか

どうかというのはまだそこまで至っていないとい

うこと前提でございますけれども、道の関係、ま

たは一部建設関係の情報紙等々の中では５年間で

９億円から１０億円の間ぐらいだというふうに私

ども理解しているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ９億円、１０億円と

いうことで、かなり大規模な工事になろうかとい

うことなのですが、わかりました。

それで、再質問の関係なのですが、特に北海道

の管轄する河川ということで、しかもあそこは士

別土現が窓口ということで、地区は東風連という

ことで、どこに相談したらいいかなというのが地

元の人は何かすごく名寄市民なのだけれどもとい

う寂しい思いをされているのかなと思うのですが、

忠烈布川が氾濫しますと徳田地区にも被害が及ん

でくるということもありまして、それで先ほど来

およそ間違いないのではなかろうかということで

期待できる形だと思いますが、予算がついて、よ

り精度を高めた測量なんかが始まった場合に、ぜ

ひ住民要望などの窓口として担当課のほうで相談

に乗ってほしいという地元の方の希望を聞いてい

るところですが、このあたりについてお考えをお

伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御自身が現

地含めまして地域の皆様の声ということでお聞き

をしてございます。当然地域にとっては、大雨の

被害のあった後での心配の上の声を受けとめての、

私どもその声を受けとめてしっかり北海道のほう

へ要望を毎年のように積み重ねさせていただきま

した。この間本当に当然地域の皆様の声をという

ことで、担当者、そして北海道側も誠意を持って

声を聞き取っていただいたなというのが今日の現

状だというふうに思っています。いよいよ事業が

始まりますれば当然調査等々も詳細に行われてい

く中だと思いますし、北海道側も地域の皆様の声

を全く無視するということでは当然ございません

し、地域の皆様への説明される機会、そして事務

所が士別でございますし、北海道の場合そうでご

ざいます。先ほど申し上げましたように私どもも

機会あれば、さまざまな形で御協力やアドバイス

や地域の皆様の声をまたしっかり受けとめながら、
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必要な対応については誠意を持って取り組んでい

くというのが当然我々の役目だというふうに理解

しているところでございますので、具体的にこう

こうということにはなりませんけれども、事業が

採択をされ、前進する場合には私どもも地元自治

体の立場で全力尽くしていきたいなというふうに

思ってございますので、御理解いただければと思

ってございます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今の部長の力強い言

葉、現地の人喜ぶのではないかというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

それで、まだ現地のほうに具体的な期成会みた

いなものはできていなかったのです、これまで。

それで、恐らく具体的な予算がはっきりした段階

では、これはまた期成会などいわゆる地域の方を

一つにまとめて、代表を決めて、さまざまな要望

を集約する、そういったものができてくるのでは

なかろうかというふうに思うのですが、結構本市

にかかわる関連構造物もあって、とりわけ忠烈布

貯水池から下流に流れてくるわけですが、あそこ

は真ん中の道路を挟んで南北に蛇行した川という

非常に特徴のあるうねるというか、そういう川で

ありまして、それから直角に曲がった箇所なんか

もありまして、そこは流れた水がぶつかってオー

バーフローするということなんかも指摘されてお

りますし、それから頭首工のところにいわゆる取

水堰といいますか、そこに上流から流れてきた木

の枝なんかがたまって、そして川の水をせきとめ

るというようなことで、そこもまたあふれるとか、

そうすると何せ先ほど説明しているように管理主

体が入り組んでおりまして、どこを窓口にして、

どういう相談の仕方したらそういった対応をして

くれるのかというところが非常に地元の方は困っ

ているのです。そこら辺の改善策について何かお

考えありましたらお伺いしたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御指摘のと

おり、忠烈布川は道路をまたいでいるといいます

か、左右に大きくうねる形でございますし、田畑

も含めて隣接している中でのかなりそういうデリ

ケートな課題というのは大変多くあるのだろうと

いうふうに承知をしてございます。ただ、先ほど

も言ったように調査が入って、そういった中で必

要な措置、必要な箇所というのが絞られていく形

になろうかというふうに思いますので、繰り返し

になりますけれども、あくまで北海道の事業調査

の中で、私どもも当然そこは慎重な対応をしてい

ただけるものだというふうに期待をしてございま

すし、地域の皆さんの心配の声なども当然ござい

ますし、新年度に向けてまた北海道のほうとも協

議する機会などもございますので、議員からお話

あった点も含めて地域の声、大変事業としては前

向きに御理解いただいているかと思いますけれど

も、要所要所の心配事というのは本当に尽きない

のだろうというふうに思っておりますので、しっ

かりその声は私どもからも御配慮いただけるよう

努めてまいりたいというふうに思っていますので、

今の時点では御理解いただければと思ってござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。

それであと、風連別川の雑木等の繁茂対策につ

いての調査ということなのですけれども、風連別

川はそれぞれ粘り強く要望を上げていただいて、

節々にピンポイントで改修、改善はされていると

いうふうに思うのですけれども、ぜひ川幅を拡幅

して、忠烈布川が流れ込む先というのは風連別川

でありますから、かなり春先の水量も多いという

ことで、その周りの地域の住民の皆さん心配され

ているのです。だから、流れ込む先の風連別川、

具体的な工事が始まった段階で、合わせわざでは

ないですけれども、少しこの繁茂の処理、中州に

も生えてくるそうしたものの改善について何とか

この工事を機に、どちらかというと上流よりも受

け口の下流のほうから先に工事始まると思います
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から、先にそこら辺をまずやっていただくみたい

な御要望についても働きかけをお願いしたいと思

うのですが、時間ないので、その辺は要望にとど

めて、心にとめていただきたいと。

環境アセスメント関係はわかりました。先ほど

の御答弁で環境アセスでの対応はないということ

でありますから、それはわかりました。

最後になりますけれども、道路の安全確保につ

いての関係、狭隘な道路の安全対策についてであ

ります。これやっぱり予算です。全て予算がその

工事をやるのに必要なだけ入ってくればいいので

すけれども、しかしきのうの答弁では総務部長は

次年度予算について特に極端に減らしたわけでは

ないという感じでおっしゃられていたように私記

憶しておりますから、ぜひこの狭隘な道路、特に

私が気になっているのは狭い道路の周辺の住宅、

そこが若い子育て世代なのです。そうすると、小

さな子供が庭先で遊んでいるわけです。私は、そ

こを見て、車近いし、道路すぐそばだし、これち

ょっと怖いなと、事故にでも遭ったらと思うと気

が気でないのですけれども、交通事故については

加害者になっても被害者になっても大変不幸なこ

とでありますから、ぜひ道路環境について、整備

についてしっかりやっていただきたいと。

それと、農業者の農業用機械に支障のある路肩

の雑木等、これについても処理についても農業者

の作業環境をしっかり下支えするという側面から

もぜひ全体的な調査含めて対処に向けてやってい

ただきたいということで、最後に再度天野部長の

決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりた

いと。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） いろいろ御指導

いただきましてありがとうございます。

議員の言われるとおり、本来でありますと排水

の関係は道路の整備をしっかりとやるべきだとい

う御指摘だというふうに思ってございます。当然

いろいろ予算も含めて課題はございますけれども、

私どもできる限り有効かつ急ぎ必要なところから

の対応ということで考えてまいりたいと思います

し、なかなか道路の整備がままならぬ状況がある

場合は、申し上げましたように排水などの整備な

どにできるだけ努め、少しでも道路環境をよいも

のにというふうには考え協議しながら、この予算

の中でも十分検討していきたいなというふうに思

ってございます。

また、雑木処理だとか剪定等々、当然私どもも

できる限りの情報等を把握させていただければ、

できるだけ速やかに現地確認をして、すぐできる

ものの対応というのは決して揺るがない形でやっ

ていきたいなというふうに思ってございます。た

だ、どうしても郊外地区になりますと広いエリア

になりますので、職員がそこを探して歩くという

のはちょっとロスも多いので、できる限り地域の

皆様から御一報だとか、関係者通してでも結構で

ございますので、できる限り情報を寄せていただ

ければ対応等も速やかになるのではないかという

ふうに思っております。鋭意努力させていただき

たいなというふうに思ってございますので、御理

解を賜ればと思っています。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

介護事業にかかわる名寄市の実情と対応につい

て外２件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。

大項目の１、介護事業にかかわる名寄市の実情

と対応についてお伺いをいたします。名寄市にお

いても高齢化が進み、高齢者が可能な限り住みな

れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けるこ

とができるよう介護保険制度を活用し、介護サー

ビスを必要とする方に必要なサービスが受けられ

る体制が構築されております。そこで、小項目３

点についてお伺いをいたします。
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小項目の１、介護保険法に基づく事務の権限移

譲についてお聞きをいたします。北海道から権限

移譲された委任事務について、介護保険法に基づ

き権限移譲された事務について内容をお知らせい

ただきたいと思います。

また、移譲された権限について、北海道からの

引き継ぎなど名寄市として権限に係る認識や確認

をどのようにされたのかお知らせください。

小項目の２、介護サービスの基盤についてお聞

きをいたします。１つはケアマネジメント支援業

務について、２つ目は一般的にケアマネージャー

が行う業務と兼務する業務について、また担当す

るケースでは介護度の重軽に伴う負担の認識につ

いて、３つ目は介護相談員等の派遣状況と効果に

ついて、４つ目は市内にある６カ所の居宅介護支

援事業所への訪問など行政と事業所の連携及び相

談対応についてお知らせください。

小項目の３、介護給付適正化事業の推進につい

てお聞きをいたします。介護給付、予防給付につ

いて必要な介護サービス以外の不要なサービスが

提供されていないかの検証、居宅介護支援及び介

護サービスの提供が適正に行われているかの検証

を行い、必要に応じて指導、助言を実施すること

としておりますが、利用者に対する適切な介護サ

ービスの確保と費用の効率化など、介護保険制度

の信頼を高める取り組みを進めていると思います

が、要介護認定の更新、変更に係る認定調査や審

査の点検状況及び変更があった場合の対応につい

てお知らせください。

また、マネジャーが作成した居宅介護サービス

計画、介護予防サービス計画の記載内容について

市町村職員が行う第三者の点検支援、ケアプラン

の点検の現状についてお知らせください。

次に、大項目の２、なよろ市立天文台きたすば

る開台から１０年を迎えて、天文台きたすばるが

果たしてきた１０年の歩みについてお伺いをいた

します。名寄市の天文天体観測の歴史は、木原秀

雄氏が礼文島での金環日食の観測を成功させたこ

とや太陽黒点の長年の観測活動が挙げられ、私設

の天文台を建設、現在のなよろ市立天文台きたす

ばるの基礎をつくられました。木原秀雄先生に敬

意を表するものであります。そこで、４点にわた

ってお伺いをいたします。

小項目の１、天文台設置に関する当初の目的達

成についてお聞きをいたします。天文台は、条例

において天体観測や自然科学に関する知識の普及、

木原秀雄氏の天文研究の功績を継承し、人間、地

球及び宇宙のつながりについて市民の理解を深め

ることを目的として設置をしておりますが、天文

観測はもとより市民周知など市民とともに歩んで

きたこの１０年を振り返って、取り組んできた成

果についてお知らせいただきたいと思います。

小項目の２、教育における天文台の役割につい

てお聞きをいたします。全国的に理科離れが進み、

危機感を覚えるところでありますが、市内小中学

校への理科授業へのかかわりと現状について、理

科学における天文現象時での対応状況について、

また高校生や大学生に向けての発信など、その対

応についてお知らせください。

小項目の３、天文台が果たす観光への役割につ

いてお聞きをいたします。この１０年で天文台を

訪れた来館者の状況及び市内外の比率についてお

知らせいただきたいと思います。名寄市は、空気

がとても澄んでいて、夜空も暗く、星を見る環境

は全国でトップクラスであり、星は夜に見るもの

であることから滞在型の観光スポットとして観光

の一翼を担う施設だと思っております。お考えを

お聞かせください。

小項目の４、今後の天文台が担う方向について

お聞きをいたします。天文台は、この１０年観測

や研究のさまざまな場面で、その存在をメディア

を通して日本、そして世界へ発信しております。

なよろ市立天文台きたすばるの存在価値を名寄市

の有形財産をどのように生かし、名寄市の宝とし

ていくのかお知らせください。

次に、大項目の３、行財政改革についてお伺い
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をいたします。さきに示された名寄市中期財政計

画では、今後の財政の見通しについて財源確保や

歳入歳出のバランスを見ると厳しい財政運営が予

想される中、基金に依存しなければ予算組みがで

きなくなる計画となっております。

小項目の１、人口減少が加速する中、職員の定

員適正化に向けた取り組みについてお聞きをいた

します。歳出では、義務的経費の中の人件費率を

見ると、平成３０年度決算では全体の１ ６２％

でありますが、令和４年度では１ ３２％と ７

％も上昇する計画となっております。名寄市にお

ける人口推計でも人口の減少は避けられない状況

にあります。人口減少がもたらす地方交付税への

影響は、来年度実施される国勢調査の結果により

影響が懸念されます。人口急減補正はあるものの、

厳しい現状には変わりがないと思っております。

現在王子マテリア株式会社の決定に対し、再考を

求めておりますが、厳しい結果となった場合５年

後の令和８年度には大きな人口変動が予想されま

す。これらの実情を踏まえ、将来を見据えた名寄

市職員の定員適正化に向けた計画に着手すべきと

考えております。御見解をお知らせいただきたい

と存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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） 塩田

議員から３点にわたり御質問がございました。大

項目１は私から、大項目２は教育部長から、大項

目３は総務部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、介護事業にかかわる名寄市

の実情と対応について、小項目１、介護保険法に

基づく事務の権限移譲についてお答えいたします。

平成２２年４月から介護保険法に基づき移譲され

ました事務及び権限につきましては、指定居宅サ

ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防サービス事業者の指定等に関するもので、

事業者の指定、指定の更新、事業所の名称の変更

などの届け出の受理、指定の取り消しなど２８項

目であります。権限移譲に当たっては、名寄市指

定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則及

び名寄市指定居宅サービス事業等指導監査要綱並

びに指導監査要領を制定しております。

また、引き継ぎに当たっては、北海道から市内

事業所の指定記録や過去の実地指導状況などの資

料を受け継ぎ、それまでの経過を踏まえ、北海道

の指導、助言を受けながら、市では指導監査要綱

に基づき全指定居宅サービス事業者を対象にサー

ビスの取り扱いや介護報酬の請求等に関する事項

について集団指導を毎年実施するとともに、関係

書類等の確認を行う実地指導を実施してきており

ます。

事務手続では、役員、管理者の変更、従業者の

変更等があった場合に指定居宅サービス事業者等

の変更、廃止届の提出を受けまして、確認の上、

申請を受理するとともに、上川総合振興局へ届出

書の写しを送付する流れとなっております。

実地指導等を行う担当職員においては、北海道

が市町村に対して行う集団指導により事業者の指

定、変更や実地指導等の事務手続の方法や指導事

例等について指導を受けております。また、おお

むね６年に１回北海道が当市に対して行う実地指

導を受けるなど、介護サービスの質の確保と向上

及び保険給付の適正化に努めてきております。

次に、小項目２、介護サービスの基盤について

お答えいたします。１点目のケアマネジメント支

援業務につきましては、高齢者が住みなれた地域

で暮らし続けることができるよう介護支援専門員

を初め医療機関を含めた関係機関との連携体制を

構築し、地域における連携、協働の体制づくりや

個々の介護支援専門員に対して支援を行うもので

す。具体的には月１回居宅介護支援事業所と打ち

合わせ会議及び地域ケア会議を開催し、情報交換

や事例の検討などを行い、多職種による連携を図

っております。
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２点目の一般的な居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が行う主な業務でございますが、１つ目

として利用者の生活や心身の状態などを分析する

アセスメントを行うこと、２つ目としましてアセ

スメントに応じた介護サービス等の検討を行い、

居宅サービス計画書を作成し、利用者からの同意

を受け計画書を交付すること、３つ目としまして

介護サービスの検証、調整を図るために利用者を

含めましてサービス担当者会議を開催すること、

４つ目としまして利用者に面接をし、心身の状態

の把握のためモニタリングをすること、５つ目と

して介護サービスの内容等の再評価及び改善を行

うことです。その他の業務としまして、支給限度

額の確認と利用者負担額の計算、サービス利用票、

給付管理票の作成、要介護者本人と家族からの相

談業務、要介護認定の更新申請に係る書類作成の

代行業務などがあります。

他の業務との兼務につきましては、事業所の状

況によって他の業務をすることは可能ですが、そ

の兼務の状況により介護支援専門員としての常勤

換算率が変更されます。このことから、介護支援

専門員が担当できる介護サービス利用者の人数は、

常勤換算率をもとに算出をされます。

また、利用者の介護度や介護者の状況等により

介護支援専門員の負担が異なる状況の把握につき

ましては、市内居宅介護支援事業所内の業務の状

況や介護支援専門員が担当している利用者の状況

を聞き取りなどで確認をし、新規利用者の依頼等

を行っております。

３点目の介護相談員等派遣状況と効果ですが、

現在市内の事業所からの依頼を受けまして介護相

談員を派遣している施設は４施設で、派遣は１施

設当たり月２回、平成３０年度実績で延べ回数で

すけれども、９０回の派遣を行っております。訪

問した施設では、利用者との会話や施設の介護方

法、環境等を介護相談員の目で直接見ることによ

り利用者の希望等の把握や施設側が気づかない点

を伝えることができ、利用者にだけでなく施設管

理者にもサービスの質の向上につながるといった

効果がございます。今後も継続して介護相談員の

派遣を行うとともに、市内の事業所に介護相談員

等の派遣事業のＰＲを行い、派遣事業所数の拡大

に努めてまいります。

４点目の市内にある６カ所の居宅介護支援事業

所への訪問など、行政と事業所との連携及び相談

対応についてでございますが、制度改正の周知や

介護支援専門員のケアマネジメントの手順の確認

などを行う集団指導を毎年開催したり、居宅介護

支援事業所へ必要に応じて訪問するとともに、打

ち合わせ会議を毎月開催するなど市の担当者から

連絡事項や情報提供を行っております。また、参

加する介護支援専門員からの情報提供による情報

交換を行うなど、利用者の生活や身体機能の維持

向上、利用者のニーズに合ったケアマネジメント

ができるよう介護支援専門員の質の向上に努めて

おります。

続きまして、小項目３、介護給付適正化事業の

推進についてお答えいたします。介護給付適正化

事業につきましては、利用者に対する適切な介護

サービスの確保と費用の効率化、必要な給付を適

切に提供するために実施しているものです。要介

護認定の更新及び変更に係る認定調査や審査の点

検状況及び変更があった場合の対応についてです

が、提出のあった認定の更新、変更に係る認定調

査書について市の担当職員が必要に応じて訪問を

したり、書面等による全件点検を実施し、その後

介護認定審査会において審査が行われており、適

正かつ公平な要介護認定の確保を図っております。

次に、介護支援専門員が作成した居宅介護サー

ビス計画、介護予防サービス計画の記載内容につ

いて市町村職員等が行う第三者の介護サービス計

画書の点検の現状でございますが、毎年度点検事

業を専門に行う民間事業者へ業務を委託し、実施

の際に施設や居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が作成をしました介護サービス計画の事例提出

を受けまして、面接により記載内容の調査、点検
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を行うとともに作成に当たっての助言も行ってお

ります。その他の適正化事業として、住宅改修に

当たって受給者宅の実態確認や工事見積書、施工

状況の点検を実施したり、介護報酬の支払い状況

を確認し、提供されたサービスの整合性などの点

検を行うことにより給付の適正化に結びつけてお

ります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

なよろ市立天文台きたすばる開台から１０年を迎

えてについてお答えをいたします。

まず、小項目１、天文台設置に関する当初の目

的達成についてですが、天文台においては、この

１０年間条例の設置目的達成のため、さまざまな

施策を行ってまいりました。学校教育での授業は

もとより、社会教育としての役割も兼ね備えた数

多くの観望会、市民講座、プラネタリウム投影や

北海道大学、石垣島天文台、台北市天文科学教育

館等との協定に基づいた観測や人的交流、移動天

文台車の派遣、ハワイ観測所とのインターネット

交流、星と音楽のイベントなどを開催してきまし

た。また、近年では癒やしを目的としたプラ寝た

リウムなども開催してきております。また、職員

みずからが研究観測活動を行い、その成果を世界

へ発表するとともに、最新の宇宙の事柄に対して

理解を深め、それを観望会やプラネタリウムの解

説にフィードバックをしてきております。

こういった取り組みから、開館当初から比べま

すと晴れているので、天文台へ行ってみよう、何

かやっているようだから行ってみようと考えてく

れる方が確実にふえ、天文現象に関心を持ってく

ださる方がふえてくることなど、目的に沿った活

動がなされていると実感をしているところでござ

います。

次に、教育における天文台の役割についてです

が、現在小中学校では小学校４年生と６年生、中

学３年生の授業で天体、宇宙を学んでいます。名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取り組みにお

いても天文施設の有効活用がうたわれていること

から、校長会や教頭会において天文台利用の手引

を毎年配付するなど、積極的な利用を呼びかけて

いるところでございます。実際の理科授業では、

学習指導要領にのっとって行っておりますが、よ

りわかりやすいものにするためプラネタリウムの

投影内容を充実し、さらに担当の先生にアンケー

トを行うことで改善点などを把握し、内容の改善

に努めているところでございます。ただ、中学３

年生の授業は、受験を控えた時期に行われること

から利用が少ないため、今後利用の拡大に向けて

検討を行っていきたいと考えております。

日食や月食など珍しい現象の際には、小学校高

学年向けに観測の案内文を配付しておりますが、

ここ数年このような現象が長期休業期間中に起こ

ることが多かったため、長期休業前に案内文を配

付し、自由研究としての観察を促してきていると

ころでございます。一方、高校生への発信であり

ますが、小中学校に比べますと道立高校というこ

ともありまして幾分かかわりが薄くなってきてお

りますが、このことが今後の課題と認識をしてお

ります。しかし、本州の高校から地学の実習授業

などで訪れたり、近隣市町村の高校から講座の依

頼を受け、天文台職員がその講師を務めることな

どをしてきております。大学生については、北海

道大学や北海道教育大学の学生が研究のため訪れ

ているほか、天文サークルなどによる利用もあり、

一層の発信を行っていきたいと考えております。

子供たちの理科離れが叫ばれて久しいですが、

道北で数少ない宇宙に触れることができる場所と

して、教育機関としての役割を果たしていきたい

と考えております。

次に、天文台が果たす観光への役割についてで

すが、天文台の来館者の状況で申しますと、開館

当初は新しい施設ということで物珍しさからとい

う方も多かったですが、次第に星空を楽しむ施設

ということが認識され始め、目的を持って来られ
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る方がふえつつあります。昼よりは夜、曇ってい

るときよりは晴れているときと、より楽しむこと

を求めて来られるようになりました。ここ数年は、

市外からの観光来館者が６５％ほどで推移してお

り、着実に市外への浸透が図られていると感じて

おります。その一例として、先ほどの教育との関

連にもなりますが、本州から修学旅行や実習授業

などで来られる高校があり、少しずつ定着してき

ている状況にあります。

また、星空観光を売りにした宙ツーリズムが全

国的にも注目をされています。その土台となるの

が夜空の暗さであり、昨年度環境省が行った星の

明るさ調査でも名寄は非常に暗く、星空観測に適

している場所とされております。環境省では、星

空観測の適地を今後ランクづけし、星空観光に役

立てていくとの方針のようでございます。このよ

うな星空の暗さに加え、職員の星空案内や解説に

対する高評価もあり、インターネット上の当天文

台の評価は、５点満点で ５から ６点と全国で

も五本の指に入っております。これは、全国でも

著名なアミューズメント施設にも匹敵する評価と

なっております。

基本的に星空は、夜の観望となるため宿泊を伴

うことから、滞在型の観光施設として天文台の役

割は大きいものと考えています。このような条件

がそろった施設であることを今後も積極的にアピ

ールし、名寄の他の観光と連携しながら、滞在型

の観光につなげていきたいと考えております。

次に、今後の天文台が担う方向性についてです

が、基本的には従来の目的に向かって進んでいく

こと自体に変わりありません。しかし、この宇宙

などの科学の分野は日進月歩です。常に職員が最

先端の研究、観測に取り組み、それを市民に還元

していく必要があります。また、観光に関しても

夜空の暗さだけであれば国内、道内の他の地域に

も適地はあります。また、最先端の科学に触れる

場は都会にもあると考えております。しかし、そ

のような条件を兼ね備え、一般の方がそこに参加

できるとなると数が少なくなります。本物の星空

とそれをきちんと案内することができる職員がい

るということが強みと考えていますので、その点

をしっかりと発信し、交流人口の拡大につなげて

いきたいと考えております。

その一方で名寄市総合計画（第２次）にもある

とおり、次世代へこの名寄市の天文の歴史、つま

りは故木原秀雄氏の功績を伝えていかなければな

りません。先般北海道が企画した先人カードめぐ

りでも名寄市を代表する先人として故木原氏を挙

げさせていただいております。カードを集めに来

館された方がより木原氏の功績に触れることがで

きるように展示等の充実に取り組んでいきたいと

考えております。

また、併設された北海道大学のピリカ望遠鏡で

は、小惑星について最新の研究などが行われてい

ることから、広くその研究内容を知ってもらえる

ようにも進めてまいります。

ただ、何よりも誰でも気軽に天文台に訪れるこ

とができるようにすることが大事です。天文台の

開台２０周年となる２０３０年には、北海道での

み見ることができる金環日食があります。そのと

きには多くの観測者、観光客が北海道を訪れるこ

とが予想されますが、名寄で観測したい、名寄へ

行ってみたいと思ってもらえるような天文台を目

指していきたいと考えているところです。

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

行財政改革について、小項目１、人口減少が加速

する中、職員の定員適正化に向けた取り組みにつ

いて申し上げます。

名寄市においては、平成１８年の旧名寄市と旧

風連町の合併に伴う行政組織のスリム化の必要性

から、名寄市行財政改革推進計画に基づき平成２

１年度から平成２６年度までに６９人の職員数の

削減を実施してきたところでございますが、平成

２７年度以降、国、道からの権限移譲に伴う業務
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量の増加、総合計画や総合戦略における人口減少

対策を主眼に置いた各種政策の実現のため、組織

機構の見直しの中で職員配置数の協議を毎年実施

することで職員数の見直しを行っております。

議員御指摘のとおり、全国的に人口の減少が想

定され、本市においても例外ではない中、今後の

適正な職員数の設定は重要な事項であると認識し

ております。本年度は、組織機構の見直しの検討

をする際に業務の見直しを踏まえ、それぞれの担

当課で行政サービスの洗い出しを行い、組織のあ

り方と連動させる取り組みを実施したところであ

ります。

専門職を中心に周辺市町村職員の確保が困難と

なっている状況がございます。国の地方行政サー

ビス改革でも行政サービスを提供するシステムを

周辺市町村と共同利用することが示されており、

今後周辺市町村と連携して行政サービスの水準と

組織のあり方を検討していくことが求められるこ

とも想定されるため、職員採用が今後市町村単独

で完結しないことも考えられます。現在多くの市

町村で職員採用が困難な状況に直面しており、国

ではＡＩの活用による行政サービス提供などを検

討するよう示唆している状況もあることから、適

正な行政サービスと組織規模のあり方については

単に定数管理の側面だけではなく、業務の内容や

手法とあわせて総合的に見直しを進めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御丁寧な答

弁ありがとうございます。介護に関する部分改め

て質問をさせていただきます。

権限移譲されてから名寄市で取り扱ったといい

ましょうか、認可をしてきたケースというのはあ

るのか、ないのかお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 平成

２２年４月から権限移譲されて以降の指定等の受

理ということで、新しく開設された事業所が数件

ございまして、受理した件数はございます。ちょ

っと今件数については手元にはありませんが、受

理しております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ２２年以降あるとい

うふうなことで、淡々とこの権限移譲に伴う部分

としては業務が遂行されているのだなというふう

に思います。

そこで、先ほど指定居宅サービス、居宅介護支

援、そして介護予防サービス事業とこの３事業を

実際に行ってきており、その他いろいろトータル

すると２８項目というふうなお話があったと思い

ますけれども、この部分で実際この事業所に対す

る指導といいましょうか、現状どのような形で実

施、進められているのかお知らせいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

どの御質問ですけれども、新規数件ということで、

それ以外にも変更等も随時受け付けておりまして、

例えば管理者の変更ですとかそういったものも含

めていろんな手続等については常時受け付けてお

ります。

この間の名寄市の対応ということでございまし

たけれども、過去５年間の実地指導の実施状況で

すけれども、指定居宅サービス事業者につきまし

ては延べ１２事業所、それから指定居宅介護支援

事業者については延べ４事業所、指定介護予防サ

ービス事業者については延べ１２事業所行ってき

ております。その他先ほど言いましたけれども、

指定の関係だとか更新、変更届等も含めて２００

件近くそういった届け出等の受理も行わせていた

だいております。

以上です。
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〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） その事業所に実施を

しているわけですけれども、その中でこれまで例

えば指導、業務改善というような、そういうふう

な状況に至ったケース等々はあるのかどうなのか

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 例え

ば記録漏れですとか、たまたま指導入ったときに

記録漏れとかそういった口頭指導等の軽微なもの

はあったり、それから軽微なものであれば改善に

ついて文書を求めて、後日事業所のほうからその

改善の文書をいただいたりということで、軽微な

ものについてはこれまで何件か指摘した部分はご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実施に伴う部分とし

ては、事業所に市のほうからこれは定期的に入ら

れるというふうに思うのですけれども、先ほど集

団指導なり、実地指導というようなお話もありま

したけれども、どのようなサイクルで行われるの

かお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 集団

指導につきましては、毎年大体３月ぐらいに市内

の居宅の事業所を全部集めまして、制度改正もあ

ったり、それから介護報酬請求にかかわる部分の

事例等も含めて説明をしたりということで、これ

は毎年行っております。

それから、実地指導につきましては、先ほど過

去５年間の数字申し上げましたけれども、おおむ

ね年間５件から６件ぐらいの事業所を指定させて

いただいて、そういうサイクルでおおむね毎年実

施をしてきております。実地指導に入る事業所に

は事前に文書で通告をしまして、その日入るとい

うような形をとっております。大体６年に１回と

いうことで先ほど答弁させていただきましたが、

それを超えないようにということで、前回の実地

指導した日を照らし合わせながら事業所を指定し

て、実地指導に入っているというような状況でご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 期間は限度６年とい

うことで、それ以内でいろいろな事業所を訪問を

し、そして指導しているという状況でよろしいと

いうことですね。ありがとうございます。

それと次に、介護サービスの関係についてちょ

っとお聞きをしたいのですけれども、マネージャ

ー業務の中でマネジメント業務、先ほどアセスメ

ントから始まって、計画書をつくってという形で、

そしてモニタリングがあって、最後はサービスの

再評価だとか改善につなげていけるような、こん

なサイクルで実質行われているのだなというふう

に思われますけれども、その中で実際にはこのサ

ービスを必要とする場合は介護認定を受けなけれ

ばならないですし、そして認定を受けて、その度

合いに応じて恐らくケアマネがいろいろ計画を考

えていくのだろうというふうに思いますけれども、

その中で今回指導している中では１０項目あるう

ちの１つの中で月１回モニタリング、その利用者

の家庭を訪問して、そういう形をとっていくとい

うふうに理解をしているところでありますけれど

も、例えばそれは必ず行わなければならないもの

なのかどうなのか、その辺についてお聞きをした

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） モニ

タリングの関係の御質問ございました。

基本的に毎月サービスの利用票というのを出し

て、いろんなサービスあると思いますけれども、

そのサービスを受けた内容がきちんと実行されて
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いるかというところも含めて、それを御本人さん

と面談をして、その確認をするということで、こ

れは必ず行うべきものでありまして、ただ利用者

さん側の都合によって、例えば入院しただとかそ

の他ケアマネさん側によらない理由等でできない

場合もあるときもありますので、そこはきちんと

できなかった理由を記録をしておけば、できない

月ももしかすると可能性もありますが、基本的に

は毎月モニタリングは実施するということになっ

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 特段の事情とかある

場合はできないという部分ありますけれども、そ

ういうふうなことを必ず月１回行わなければなら

ない、基本的には行うわけですけれども、そうい

うふうなことも起こり得る、あり得るというふう

なことで理解をさせていただきたいと思います。

ただ、最後のサービスの再評価なり、改善とい

うふうな部分につなげていくことから考えると、

毎月１回のこのモニタリングというのは非常に重

要な役割を担っているのだなというふうには理解

をします。というのは、家族の方と面談してお話

をして、そして状況が変化しなければいいですけ

れども、変化する場合においてはその辺の部分の

今後に向けての対応とか、今実際に計画をしてい

たサービス内容でいいのかどうなのかということ

も確認をするというためにも必要なのではないか

なというふうに思うのですけれども、こういうふ

うな仕事というのは絶対必要だというふうに思い

ますので、こういうふうなことを当然その指導の

中でも状況を把握をしているのだというふうなこ

とでよろしいでしょうか。

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） 今議

員からもあったように、最初にも答弁させていた

だきましたが、ケアマネジメントのこの手順とい

うのは基本的な部分でありまして、これは本当に

毎回説明をさせていただくのですけれども、ケア

マネジメントをやっていく上では基本になります

ので、ここは市としてもきちんと守っていただく

ということは毎回指導の中で御説明はさせていた

だいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実質余り触れたくな

い部分でありますけれども、今回その部分が欠落

したこともあり、今改めて調査入って、調査の結

果を待っているという状況かなというふうに思う

のですけれども、こういうことが仮に今の特段の

理由があってという部分であれば問題はないと思

うのですけれども、それが行われていない別な理

由といいましょうか、いうふうな部分で行われて

いないというふうなことがあれば、これは問題だ

なというふうには思っていまして、実際に資格を

有している方たちですから、そのことについては

当然理解をしている部分だというふうに思います

けれども、そういうふうなことが行われない状況

が仮にあったとしたら、このことについては当然

改善をしてもらわなければいけないという部分だ

と思いますけれども、ただ改善、改善と言葉だけ

ではならないというふうに思うのです。何らかの

原因というか、そういう部分もあろうかなという

ふうに思いますから、その辺については指導的立

場の行政が事業者の方たちとその辺もしっかり話

し合っていけるような、まずそういうふうなこと

があったとしたらどうして起こったのかというふ

うなことをしっかり解明をしていくということが

当然必要だというふうに思うのです。それがなけ

れば次につながっていかないというふうに思いま

すが、そういうふうなことも含め、事業所との連

携についての状況をお知らせいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の事案も含
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めて、ケアマネ業務の本来行わなければならない

業務についてできなかった状況の中で、その事業

所の組織的な部分も含めての御質問でございまし

たけれども、基本的には各事業所によってはケア

マネ業務を専任で行っている方、また本体業務を

含めて兼務されている方、いろいろいるわけです

けれども、兼務された場合については、先ほど申

し上げましたとおり、ケアマネ業務にどれだけ従

事できているかという換算率をその都度変更があ

れば変更を上げてもらって、それに基づいて市と

してはどの程度受け入れられるのか、そういった

ものを含めて対応してきています。実地指導も含

めて、その中でケアマネの業務の実態についても

聞き取りをしながら、それについては単純に件数

ではかれるものではなくて、利用者の状態によっ

てかかわる時間を要する方もいますし、なかなか

会えなかったり、理解力も含めてさまざまな要因

によってスケジュール的にきちんといかない部分

もありますので、そういった状況も聞き取りなが

ら、そしてケアマネが計算上できる件数ができな

いという状況になれば、その事業所だったり、本

体法人だったり、そういったところにも内容確認

をして、組織的にきちんと対応するような指導も

しながら努めてきているところであります。

今後におきましても、今回の状況のようになら

ないようにその事業所だったり、そこを管理運営

している本体のところも含めて市としても指導し

ながら、状況をきちんと確認しながら対応してま

いりたいというふうに考えておりますので、御理

解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実際にケアマネが担

当でき得る基準とかというのはあって、今お知ら

せいただいた部分だというふうに思いますけれど

も、当然介護度の重たい方、軽い方によって違う

し、またそれ以外の複雑な状況があって難しさと

いうのはあると思うのです。ですから、基準とい

うものはあるのでしょうけれども、基準でははか

り知れない部分があると思いますので、そういう

ところはやはり実際に行政のほうの指導的な立場

の方たちがその辺のところまでしっかり突っ込ん

で話をしていただいて、事業所ともしっかりコン

タクトをとっていく、そういうふうなことが必要

だというふうに思います。そのような形で今後進

めていっていただきたいですし、実際に私たちの

ところに聞こえてくる部分については、一生懸命

頑張ってくれていると、助かるのですという話た

くさん来ます。ですから、実際こういうふうなこ

とで途絶えることがあると大変なことになります

から、しっかりとした行政の今こういうふうに頑

張っているというところを見せていただいて、こ

の継続的な部分を利用者、そして家族が不安にな

らないことを前提にしっかりとした対応をしてい

ただきたいというふうに思います。これは要望し

て終わります。

次に、天文台についてお聞きをします。たくさ

ん聞こうかなというふうに思っていたのですけれ

ども、時間もない。ただ、お答えいただいた部分

についてはすごく盛りだくさんで、たくさんこう

いうことをやっていますよ、そして今後もこうい

うふうにしてやっていこうということをお話しい

ただいているので、再質問しづらくなっている部

分ではありますけれども、あえてまず天文台の部

分でいうと、北海道大学との連携はもとより石垣

島の天文台、これは国立の天文台で、国立の天文

台と市の天文台とで連携をするケースってこれが

初めてだというふうにたしか思うのです。ですか

ら、国立天文台と連携協定を結んだことによって

いろんな部分、専門的な立場の人たちはすごいこ

とだというふうにして理解をしてくださっている

のではないかなというふうに思いますけれども、

それから台湾の台北のこれは教育科学館みたいな、

科学教育館というのかな、そことも連携をしてい

るというふうなことでありますから、今後この連

携をすることに伴ってどのように発展をしていく

かというふうなことでお答えいただきたいと思い
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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） 他の天文台との協定、

連携ということですけれども、当然北海道大学と

はピリカ望遠鏡の設置に関して協定を結んで連携

をしているところでございます。今塩田議員から

もございましたけれども、石垣島天文台、さらに

は台北の天文科学教育館とも連携をさせていただ

いております。うちの村上台長が石垣島天文台の

研究員ということでたしかなっていると思います。

（「運営委員」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（河合信二君） 申しわけないです。

さすが、私よりはこの天文台については塩田議員

のほうが熟知されているのではないかと思うので

すけれども、そのような関係もございますし、交

流の面からいきますとスタンプラリーをさせてい

ただいて、石垣島の天文台と名寄の天文台に訪れ

た方というような形で、１０名を超える方が両天

文台にお見えになっているというような交流もさ

れておりますし、例えば台北の科学教育館のつな

がりで、台北の高校生が名寄に来られたときに天

文台を訪問していただくというような交流もいた

だいていますし、珍しい天文現象が起きた場合等

にインターネットで配信を行っているというよう

な状況もございますけれども、その中で昨年につ

きましては台湾から天文台に１万件以上のアクセ

スがあったというような、そのような交流もさせ

ていただいているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） すばらしいなという

ふうに思いますし、台湾のほうからもアクセスが

あって、やはりこれからいろんな形でつながって

いく、天文台だけではなく、それをベースとして

いろんな形で交流をしていくというふうにつなが

っていくと思うので、期待大だなというふうに思

います。

それと、実際に名寄の天文台は、星と音楽とい

う癒やしの空間を提供するというような珍しい天

文台というふうなことでありますし、先ほども御

答弁いただいた中では小中学校のこの授業に関し

ても先生と教育カリキュラムというのですか、そ

の中でしっかり連携をとって、それに沿った形の

中で進められているということですから、今後も

そのように続けていっていただきたい。ただ、先

ほども課題としてあるのは、高校生、それから大

学生、他の高校生というか、修学旅行で来てくれ

ているという部分ありますけれども、地元の高校

生しっかり使っていただけるというか、有効に活

用していただけるような何か仕組みをしっかりつ

くっていただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

観光については、私もちょっと思い強かったの

ですけれども、なかなか難しさもありますが、本

当に観光資源として天文台というのは名寄で唯一

のものだというふうに思っていますので、しっか

りとした形で受けとめて今後進めていっていただ

きたいというふうに思いますけれども、先ほどの

答弁もありましたけれども、当然星を見るという

のは夜ですから、滞在型でないとこの天文台を利

用できないという状況もありますから、そういう

ところをしっかり横との連携をとりながら進めて

いただきたいというふうに思いますけれども、観

光の目玉というふうな部分で理解をしているとこ

ろでありますから、再度その辺の部分考え方あれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 天文台の観光部門の

件でございますけれども、今までもなよろ観光ま

ちづくり協会さんや市の担当部署と連携しながら

エージェントツアーなどを行ってきているのです

けれども、それがイコール安定的な来館者になっ

ているかというと、必ずしもそうはなっていない

という状況もございます。例えば産業まつり会場

に大勢の方がいらっしゃってくれているのですけ

れども、それがそのままそこで天文台に来ていた
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だけるかといったら、そうもなっていないという

ようなこともありますし、いろんな形で模索をし

ているという状況ですけれども、ただ１点、こと

し他の町村の宿泊施設なのですけれども、そこと

連携をさせていただいて、移動天文台車が行って、

そこで観光客の方に説明をさせていただいて、そ

の施設に泊まっていただくというような形で、モ

ニタリングみたいな形で行わせていただいたとい

うケースもございますので、今後もそのような手

法等も検討しながら、やはり夜ですから、当然観

測というか、天文台を見ていただいた後またどこ

か移動して宿泊されるということも大変なことだ

と思いますから、天文台に来ていただいて、その

まま名寄の宿泊施設に泊まっていただくというよ

うな形が一番いい形なのだろうというふうに考え

ておりますので、その辺も含めて検討させていた

だければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 最後に、開台から１

０年ということでありますから、新聞等々ではシ

ンボルマークを今募集をしているというふうなこ

とでありますけれども、シンボルマークの活用だ

とか、そのほかこの１０年というふうなことで何

か別に企画があるのかどうなのか、そこがお知ら

せいただきたいというのと、それとあとやはり対

外的に進めていっていただきたいというふうに思

うのは、先ほどの木原先生のこともそうですけれ

ども、来年のたしか同じこの１２月にはやぶさ２

号がリュウグウの土を持って帰ってくるわけです。

ですから、そういうふうな部分等、それから新聞

にも載っていましたけれども、来年から北海道大

学のほうで小惑星の形成の謎というのですか、リ

ュウグウを対象にして観測も始まるというふうな

ことで、なよろ市立天文台に設置をしているピリ

カ望遠鏡を使って観測始まるわけですから、その

ことも含めた効果といいましょうか、考えられる

ということもありますので、これについてどのよ

うにお考えになっているのかお知らせいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、開台１０周年

を記念したシンボルマークの公募ということと１

０周年に当たるについてどういうような事業を考

えているかというようなことですけれども、まず

シンボルマークにつきましては、石垣島天文台が

３年前に１０周年を迎えているということで、そ

こをモデルとして今シンボルマークを公募してい

るところでございます。これにつきましては、来

年の４月程度にマークの公表はできるのかなとい

うことで、これも一つの１０周年の記念事業とい

うことになるのかなと思っています。当然シンボ

ルマークにつきましては、天文台をより多くの方

々に知っていただくということと親しんでもらう

ということを目的にしておりますし、天文台とか

北海道大学の学術研究等のプレスリリースの際に

も使っていきたいなと思っていますし、当然ふだ

んの各種イベントですとか、そのようなポスター

等にも掲示をしながら活用していきたいというふ

うに考えております。

また、その他の開台１０周年に当たっての事業

ということですけれども、今考えられるというこ

とでお話をさせていただきたいと思いますけれど

も、天文学界で著名な功績のある方を招いた講演

会をぜひ行ってみたいなというふうには今考えて

おります。それと、旧木原天文台のミニチュア版

の模型を名寄産業高校の生徒に今作成をしていた

だいておりますので、それも今の天文台に展示を

しながら、木原氏の功績をたたえていければとい

うふうな考えも持っておりますし、木原秀雄氏の

冊子も今編さんをしているということですので、

それもあわせて行っていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただければと思いま

す。

それと、もう一点ですが、はやぶさ２の関係で

ございますけれども、今のはやぶさ２の先代の１

号機が２０１０年にドラマチックな帰還を果たし
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たということで、一般の方にも広く知れ渡るよう

になったというふうに考えております。その際天

文台でもその１号機の様子を描きましたプラネタ

リウムを投影をさせていただいて、大変好評を得

ているところでございます。はやぶさ２も史上初

のミッションをクリアするなど、注目度は先代に

負けず劣らず非常に高いというふうになっており

ますので、天文台におきましても来年の年間パス

ポートのデザインですけれども、はやぶさ２とリ

ュウグウというテーマで今市内の小中学生に募集

をしておりまして、今後も来年度の年間パス、帰

還に向けて展示や解説などを充実させていきたい

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） 以上で塩田昌彦議員の

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０３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。

中心市街地活性化について外１件を、三浦勝秀

議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告に従い、大項目２点質問させ

ていただきます。

大項目１、中心市街地活性化について。先日経

済建設常任委員会の行政視察において滋賀県守山

市を視察させていただきました。先進的に中心市

街地活性化に取り組み、成果を上げられていた事

例を踏まえ、お伺いいたします。

小項目１、コミュニティースペースの拡充につ

いてお伺いいたします。本市では、社会の変化に

伴い、地域における多様な問題、課題が顕著化し

てきています。このさまざまな問題や課題に対し

て対応できるのが町内会を中心とした地域の柔軟

なネットワークの力であると考えます。しかし、

社会、家族、個人において地域とのつながりの弱

体化が見受けられ、地域コミュニティーの構築、

維持、拡大、強化、持続的なまちづくりにおいて

非常に重要な課題であると考えます。先進地の取

り組みの一つとして、コミュニティースペースの

充実、整備という事業がございました。現在本市

のコミュニティースペースは、駅前交流プラザよ

ろーなや風連地域交流センターなど、連日多くの

利用者がおり、重要な地域コミュニティーの場を

担っていると認識させていただいております。し

かし、よろーなを例に挙げるとすれば、学生の皆

様が座るところがない状況や施設の予約がなかな

かとりにくいなどという声も聞かれているところ

でございます。このことから、市民の憩いと集い

の場をさらに拡充、整備する必要があると考えま

す。そこで、お伺いいたします。この先コミュニ

ティースペースについてどのような位置づけで考

えられているのか、また整備していく予定などご

ざいますのかお聞かせください。

次に、小項目２、町並み整備事業についてお伺

いいたします。本市の中心市街地における建築物

は、経年劣化による老朽化が進んでいるものや市

民との意見交換会でも声の上がった樹木の管理な

ど、景観の整備が整っていない場所がところどこ

ろ見受けられます。地域住民の意向を取り入れた

名寄らしい調和のとれた美しい景観づくりは、地

域の特性に配慮した魅力ある町並みを形成し、に

ぎわいあるまちづくりに欠かせない事業であると

考えます。そこで、お伺いいたします。町並みの

整備や街路樹管理について今後どのように事業を

展開されるのかお考えお聞かせください。

次に、小項目３、民間事業によるにぎわい創出

についてお伺いいたします。本市の建造物は老朽

化が進行しており、建てかえ等に向けて民間事業

者による町なかのにぎわい創出を推進することが

中心市街地活性化のために必要になると考えます。

地域資源を生かし、新たなサービスの充実により

にぎわいを感じられるまちづくりを目指すために
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も、本市としては民間事業者を積極的に支援して

いくことが重要であると考えます。そこで、お伺

いいたします。民間事業者に対し、企業立地にか

かわる助成制度のほか、どのようなＰＲや支援策

などをお考えか御見解お聞かせください。

次に、大項目２、観光事業に関して会派で視察

させていただきました大阪府高槻市の事例を踏ま

え、お伺いいたします。本市の観光は、名寄市観

光振興計画による目的に、都市機能を維持し、持

続的な経済活動を支える上で、地域資源を活用し

た観光を初めとする各種振興策による交流人口拡

大と高付加価値ブランドの開発の確立が求められ

るとあります。対し高槻市の観光プログラムの目

的は、新たな観光スタイルを目指し、市内の観光

機運の醸成と歴史や自然だけではなく工業、商業、

農業などのさまざまな分野を活用するとあり、そ

の特徴的な取り組みとして市内企業のバックヤー

ドツアーや地元の大学やスポーツ団体との体験型

プログラムなどがありました。このような観光の

形のメリットとして、通年を通しての交流人口の

拡大、市内消費の増加や産業振興、市内事業者等

の事業により名寄市全体が観光の機運を醸成でき

ることと考えます。そこで、お伺いいたします。

このような市内全体での観光を取り組む必要性に

関して市のお考えお聞かせください。

小項目２、観光事業における組織体制について

お伺いいたします。本市の観光に関する組織体制

は、主になよろ観光まちづくり協会や風連まちづ

くり観光、名寄市担当部局や各実行委員会組織が

事務局兼実行委員として、本市の観光事業のため

に御尽力いただいていると認識させていただいて

おります。先進地の組織体制は、観光協会、市、

商工会議所が横断的に一まとまりになり、民間事

業者等の観光プログラムや地域のイベントを一括

で管理しており、非常に効率的な事業が展開され

ておりました。そこで、お伺いいたします。観光

事業やイベントに関し、今後どのような組織体制

でお進めになるのかお考えお聞かせください。

最後に、小項目３、情報発信についてお伺いい

たします。本市の観光に関する情報発信は、各団

体ホームページやフェイスブックなどで広く周知

していただいていると認識しております。本市の

外国人観光客の宿泊数も年々増加傾向である中、

ＳＮＳでの情報発信は、現在の時代背景からも最

も効果的かつ低予算でＰＲできるツールの一つで

あると考えます。さらに、インフルエンサーの依

頼や動画広告など、新たな情報発信の形も日々出

続けている中、戦略的な情報発信は観光事業にお

いて不可欠であると考えます。そこで、お伺いい

たします。情報発信においてマーケティング調査

や効果検証が難しいと思いますが、今後どのよう

に名寄市を戦略的にＰＲする施策をお考えである

のかお聞かせください。

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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 三浦議員から大

項目２点御質問をいただきました。私から答弁さ

せていただきます。

まず、大項目１、中心市街地の活性化について、

小項目１、コミュニティースペースの拡充につい

て申し上げます。議員御指摘のとおり、持続可能

なまちづくりにおいて地域コミュニティーの構築

や強化などが重要な課題であることは認識してお

り、駅前交流プラザよろーなの指定管理者にはく

つろぎ空間の提供を含むにぎわいづくりを求めて

いるところでございます。

民間活力を生かす方策としては、名寄市中小企

業振興条例に基づくさまざまな支援策があり、商

業地域内での店舗、または事務所の新築や増改築、

設備投資に係る事業費の一部を補助する中心市街

地近代化事業や創業支援事業、さらには商業地域

内の空き地、空き店舗の活用を促す支援など、中

心市街地の活性化に寄与する取り組みを進めてお

ります。また、中心市街地のにぎわいづくりへの

支援制度であるコミュニティー事業などを活用し

た商店街あそびの広場、大道芸フェスティバルな
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ど、商店街振興組合やグループなどがイベント事

業を企画、実施し、商店街の新たな発見、足を運

ぶきっかけづくりなどに努めていただいておりま

す。さらに、商店街振興組合では名寄市立大学に

御協力いただき、商店街の空き地に仮設の壁を設

置し、名寄市にゆかりのある絵本作家の作品を題

材に絵を描くなど、商店街を歩く人が楽しめるよ

うな取り組みも行われました。引き続き既存の公

共施設の有効活用や民間への支援を通じて、コミ

ュニティースペースの拡充に努めてまいります。

次に、小項目の２、町並み整備事業について申

し上げます。中心市街地では、古くから商店街を

初めにぎわいと活気に満ちあふれ、道路の改修や

民間で建設された建造物が立地することで碁盤の

目の町並みが整然とした市街地としてわかりやす

く、使い勝手のよい印象を受けており、都市のま

ちづくりの礎として寄与してまいりました。しか

し、近年経年劣化により老朽化した建造物や空き

家、空き地となっている箇所が散見されるように

なり、町並みとしては寂しさを感じざるを得ない

状況も生まれつつあります。

また、中心市街地のみならず市内の樹木につい

ては、緑による潤いのある生活環境の向上を目的

として街路整備とともに植樹された街路樹を初め、

公園や各施設の整備時に植樹したもの、寄贈され

たものなどが数多く植樹され、市民の目を楽しま

せております。しかし、樹木の成長とともに委託

業者や道路センター職員により樹木の剪定や伐採

を行い、適切な維持管理に努めているところです

が、剪定時期や場所、樹種による剪定の手法など

についての御意見も伺っているところです。町並

み形成や街路樹などの樹木の維持管理については、

景観づくりにとって大変必要なものと認識してお

り、本市が考えているまちづくりや緑の基本理念

でも緑豊かな景観を持つ心地よい市街地形成を図

るべきと考えておりますので、樹木の補植や剪定

をしっかり行うことで、景観に配慮してまいりた

いと考えております。

また、第２次名寄市総合計画においても美しい

市街地形成として都市の環境を維持し、緑の保全

に努めることとしております。今後におきまして

も、各種関連計画と連動させるとともに、町並み

整備を図る上で優しさと潤い、にぎわいのある施

策の検討や事業展開に努めてまいりますので、御

理解いただきますようお願いいたします。

次に、小項目の３、民間事業によるにぎわい創

出について申し上げます。中心市街地の活性化に

向け、本市では今後行政、商工団体、民間のそれ

ぞれが責務と役割を果たしながら、本市における

商工業振興に係る基本的な理念や役割などを定め

る基本計画の検討を進める中で、幅広い関係者は

もとより市民の意見なども踏まえながら、中心市

街地の役割やあり方を検討するとともに、事業承

継や創業支援、人材育成を含め時代のニーズに合

った支援制度の改定などを行い、中心市街地の活

性化に向けた協議を進めてまいります。

次に、大項目の２、観光事業について、小項目

の１、市内事業者との連携による機運醸成につい

て申し上げます。名寄市観光振興計画においては、

地域資源を活用した観光を初めとする各種振興策

による交流人口の拡大と高付加価値ブランドの開

発の確立が求められており、地域住民が主体とな

り、地域資源の価値の向上、来訪者の満足度向上

を図りながら、総合的なまちづくりに取り組むこ

とが本市の目指すべき将来像につながるとされて

おります。本計画では、これらの動向を踏まえ、

観光入り込み客数と外国人宿泊延べ数の増加を目

標値に定め、計画の具体的戦略に基づき事業を進

めております。近年においては、旅行形態の多様

化もあり、団体旅行から個人の趣向に合わせた個

人旅行がふえる傾向にあり、外国人観光客も急速

に伸びております。地域資源を生かしたカヌーや

サイクリング、そこに歴史的要素を加えたツアー

の実施や冬の雪遊びやスノーモービル、農業収穫

体験など、これまでの取り組みが商品化されてき

たほか、スポーツ合宿、大会開催などにより通年
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の交流人口の拡大に寄与しております。さらに、

市内のまちづくり団体によるご当地グルメなよろ

煮込みジンギスカンが全国規模のイベントに参加

するなど、市民みずからが地域ＰＲに努めており

ます。

また、単一市町村の取り組みでは通過型の観光

となるなど限界があり、圏域のさまざまなコンテ

ンツを組み合わせ、周遊させることにより宿泊な

どの経済効果が生まれることなどから、広域連携

による観光の推進が必要とされており、上川北部

９市町村により構成される道北観光連盟及び天塩

川シーニックバイウェイ、平成２８年度に観光庁

から認定された日本のてっぺん。きた北海道周遊

ルート。などが中心となり、広域観光を推進して

おります。

以上のように行政、観光協会、民間、市民が協

力し、各組織や団体がそれぞれの役割に応じた観

光事業を進めてきており、市民参加によるまちづ

くりを実現し、各組織間の連携をさらに強化し、

観光振興に努めてまいります。

次に、小項目の２、観光事業における組織体制

について申し上げます。本市の観光振興について

は、名寄市総合計画（第１次）の観光分野におけ

るアクションプランとして、平成２４年３月に名

寄市観光振興計画を策定しており、平成２８年度

には名寄市総合計画（第２次）の策定に当たり、

時代の変化に対応するべく戦略事業の一部を見直

しました。

この観光振興計画の中では、行政、観光協会、

民間、市民、それぞれが果たす役割を認識し、相

互に連携協力する協働の取り組みが必要としてお

り、行政の役割は観光交流振興に対するバックア

ップ、観光協会の役割は観光振興を初めとする交

流人口の増加を図る主導的機関、企業や関係団体

など民間の役割は本市に適した観光産業の創出、

振興を図り、質の高いサービスの提供に努め、市

民の役割はみずからが地域資源であることを認識

して、おもてなしの心の実践に努めることとして

おります。

また、本計画において市全体の視点で観光交流

振興を進めるため、市内関係機関全体で効率的な

事業展開が推進できるよう平成２４年度にオール

名寄体制で協議する名寄市観光交流振興協議会を

設立いたしました。名寄市観光交流振興協議会で

は、ひまわり観光や観光キャラクターなよろう、

市民モニターツアー、ご当地グルメなよろ煮込み

ジンギスカンの開発、ＰＲ、外国人受け入れおも

てなし研修などを当初４つの部会で構成され、そ

の後２つの部会に整理統合して事業を進めており

ます。市内各種イベントについては、実行委員会

形式で実施しており、市民参加によるまちづくり

の意識向上につながっているところです。

広域連携について道北観光連盟及び天塩川シー

ニックバイウェイの事務局を務め、国が進めるイ

ンバウンドの推進施策、日本のてっぺん。きた北

海道周遊ルート。でも主要な役割を担う観光協会

が今後も主体となり、行政、観光協会、民間、市

民が役割を認識し、市民参加によるまちづくり、

観光事業に取り組んでまいります。

次に、小項目３、情報発信について申し上げま

す。観光情報の発信は、周知や集客、ＰＲのため

に重要です。以前は、旅行雑誌やパンフレット、

チラシなど紙媒体での情報発信が主流でありまし

たが、近年は若年層に限らずスマートフォンが普

及している中、フェイスブックやインスタグラム、

ツイッターなどＳＮＳが中心となってきており、

本市においても名寄市や観光協会、Ｎスポーツコ

ミッション、ピヤシリスキー場など、各組織や施

設がＳＮＳを通じた情報発信を行っております。

本市をＰＲする手法としては、このほかにふるさ

と納税、運送会社の有料箱への観光キャラクター

の掲載やホームページに誘導するＱＲコードの印

刷、さらにはインターネットによる特産品販売な

ど、さまざまな形で取り組んでおります。今後の

戦略的な情報発信につきましては、情報発信のツ

ールが多様化する中で、各事業や施策に対しター
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ゲットを明確にして、若年層に対してはＳＮＳ、

高齢者に対しては雑誌掲載など、ターゲットに合

わせた効果的な情報発信が必要と考えており、日

々進化するＳＮＳなどの情報発信に対し、スピー

ド感を持って取り組む必要があると考えておりま

す。

以上、私からの壇上からの答弁とさせていただ

きます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それでは、御答弁いた

だきました。再質問をさせていただきます。

まず、コミュニティーの関係だったのですが、

さまざまな支援、イベント等理解させていただき

ました。また、地域のコミュニティーの構築が重

要であるという認識も確認させていただきました。

２０年前、商店街を思い出してみると、本当に一

人一人が豊かに過ごしていることが地域全体の活

性化につながっていたと私は感じております。こ

のことから、お年寄りから小さなお子様まで人と

人とが強い結びつきを築き上げて持続可能なまち

づくりの推進を図るため、具体的にどのような支

援及び整備が必要であるかお考えお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 中心市街地の活

性化に関しては、中心市街地に集中するさまざま

な都市機能を通じて、あらゆる世代の人が結びつ

く持続可能なまちづくりを図るためには、市とし

てはよろーなの設置、そしてコミュニティバスの

運行などを行いますとともに、さきに答弁をいた

しましたけれども、事業者や団体に対してさまざ

まな支援を実施しておりますが、ただいま議員御

指摘のとおり、より時代のニーズに合った支援制

度の改定が必要であると意識しております。今後

本市における、先ほども申し上げたのですけれど

も、商工業振興に係る基本的な理念や役割などを

定める基本計画の検討を進める中で、幅広い関係

者はもとより市民の意見なども踏まえながら、中

心市街地の活性化やあり方を含めて検討してまい

りたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 済みません、多分私の

伝え方が悪かったのかなと思います。コミュニテ

ィースペースの拡充や整備について今後もっと力

を入れていくべきではないかと考えております。

中心市街地とはちょっとずれてしまうのですが、

きのうの小川部長の答弁にもありましたように４

割ぐらいの方々がよそから来られて、地域との関

係が希薄というお話もありました。そういった方

々が気軽に集まれるコミュニティースペース、こ

ういったところに対して整備をどのようにお考え

かお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） コミュニティーとい

うことでいただきました。

コミュニティーには議員からあったように町内

会が基本になって、それは地縁によるつながりを

持っているということになっています。今回の御

質問は中心市街地ということでありましたので、

中心市街地におけるコミュニティーというのは、

先ほど室長から申し上げたようにそこに集約され

ている都市機能、これは商業的な機能もあれば、

あるいは通信、金融があったり、あるいは医療が

あったり、さまざまな機能がありますけれども、

そういった都市機能を通じながら人々が交流をし

ていく、結びついてくというコミュニティー機能

なのだなというふうに思っております。市として

は、これまでも先ほど答弁あったようによろーな

などを設置しながら市民の皆さんが集まっていた

だけるスペースをつくりながら、そこでコミュニ

ティーを醸成してきたという取り組みがあります。

そこに集まる仕組みとすると、コミュニティバス

なども運行しながら人の集まる仕組みも講じてき

たということです。

もう一方でいうと、先ほど議員が言われたよう

に商店街などが果たしてきたコミュニティー機能
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もあると思います。これは、物を提供する、それ

を買う、そこに交流が生まれて、コミュニティー

機能が醸成されてきたというのもありますので、

中心市街地におけるコミュニティーの醸成につい

ては、行政側とするとそれぞれの民間の皆さんの

取り組みもこれは不可欠なのだろうなというふう

に思っています。

市としましては、既存の施設をより皆さんに有

効に活用いただけるように場をつくっていくのが

一つの方法だと思っていますし、もう一方でいう

と先ほど言った民間の皆さんにもぜひそういう場

を提供いただきたいと思っていますので、そこは

中小企業の振興条例などで各個店の取り組みに対

する支援などもありますので、これらを通じなが

らコミュニティーの場をつくっていきたいという

ふうに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） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私もそれぞれの民間事

業者の方々ももちろん力入れてくべき場所だとも

思っておりますので、市民の側からのニーズがご

ざいましたら、それにぜひ応えていただけるよう

に御検討お願い申し上げます。

次に、小項目２の町並み整備に関してですが、

こちら計画を立ててなされているということで、

恐らく先ほどの予算との兼ね合いもあると思いま

すので、こちらも計画的によろしくお願いいたし

ます。

次に、小項目の３番目なのですが、こちらもさ

まざまな支援制度あることを理解させていただき

ました。現在インターネットの普及に伴い、場所

を選ばず働ける時代となっているところでござい

まして、若者の地方の移住の関心も高まっている

と聞いております。この民間事業によるにぎわい

創出という中で、他市町村との差別化を図り、新

規事業者獲得に向けて取り組み、ＰＲについて積

極的に取り組むべきであると私は考えております。

このような企業誘致に関してどのようにお考えで

あるのかお聞かせください。

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） 市外の方々が名

寄市に来て起業するですとか企業を誘致するです

とかという御質問だったと思いますが、名寄市に

おいては、まず先ほど答弁させていただいたよう

な中小企業振興条例に基づくさまざまな支援策が

ございます。これは、外から来ていただいた方に

も使っていただけるものでございます。そのほか

に企業立地促進条例もございまして、この中では

メニューでいいますと学術開発研究機関の施設で

すとか、ソフトウエア業の施設ですとか、情報提

供サービス業の施設ですとか、あるいは旅館業等

ありますけれども、こういったものであれば先ほ

どの中心市街地における活性化に資するものだと

思っております。ですので、議員御指摘のとおり、

新規事業者獲得に向けたこうした企業誘致の取り

組みというのは必要だと考えておりますので、こ

の企業立地促進条例に基づく市外からの中心市街

地における企業誘致についても必要な取り組みだ

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 必要性は御理解されて

いるということは確認させていただきました。

今支援はあるのは存じ上げているのですが、起

業したい、名寄を選んでもらうためにこちらから

何かしらの発信、情報発信であったり、ＰＲ、こ

ちらをしていかなくては、多分待っているだけで

は来ていただけないと思うのです。その点に関し

てどのようにお考えかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今現在企業誘致、

企業立地促進条例について積極的にＰＲといいま

すか、しているところでありませんが、ただ例え

ば移住の説明会において中小企業振興条例の施策

ですとか、こういった誘致のことですとかも説明

させていただいておりますし、そういったところ

で名寄市において起業をしていただいたり、この
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活用をしていただいたりすることを説明している

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） これからそのＰＲや積

極的に起業したいという方を募るというか、そう

いった方々にアプローチする予定があるのかお伺

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 中心市街地にも企業

誘致をして機能を高めるべきではないか、経済的

な活性化を図るべきではないかという御意見だと

いうふうに思います。中心市街地に進出する可能

性のある企業となると、敷地の関係、あるいは周

囲への影響などを考えるとある意味では少し対象

が絞られるかもしれないと思います。そういう意

味では先ほど室長が言ったように創業支援であっ

たり、あるいは第三者継承もあるかもしれません

けれども、そういったところが一定程度想定され

るのかと思います。実際には来ていただけそうな

方に直接情報提供するというのが一番望ましいの

だと思いますけれども、なかなかその相手が見え

ないというところもありますので、広くは今もハ

ンドブックなどをつくって、それをホームページ

に載せたり、あるいは関係団体に配付をさせてい

ただいて周知を図っているというのもありますし、

あるいは御相談に来ていただいた方、あるいは先

ほど室長からあったように移住相談等について行

ったときにこういう情報もありますよと提供させ

ていただいているところであります。さらに、広

く周知できる方法については、今後も研究をして

まいりたいと思っています。関係機関の例えば道

とか国なんかありますので、そういったホームペ

ージに載せるという方法ももしかしたらあるのか

もしれませんし、いろいろなチャンネルを探って

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 名寄市というまちは本

当に魅力的ですので、よそから来ていただいて、

すごくいいまちだなと、そこで仕事をしていただ

ければ、さらにウイン・ウインの関係になるのか

なと思いますので、御検討よろしくお願いいたし

ます。

次に、観光についてお伺いいたします。さまざ

まな取り組みや体験プログラムというのがあると

いう広域での観光というのは理解させていただき

ました。観光事業において本市における地域経済

の活性化に対して観光というものはどのような位

置づけであるかお考えお聞かせください。

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） 観光事業という

ものが本市の地域経済の活性化についてどのよう

な位置づけかという御質問だったと思いますけれ

ども、観光というものは本市を訪れて、そこで本

市で消費をしていただくということですので、地

域経済の活性化に大きく寄与するものだと考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私もそう思っていまし

て、先ほどともちょっと重複してしまうかもしれ

ないのですが、他市町村と差別化を図って、名寄

市を選んで観光に来ていただかなくてはいけない

と思っております。その差別化を図るためにも重

点的な取り組みとして、先ほど河合部長のほうか

らもございましたきたすばるの利用、これはもう

本当に名寄でなくてはいけない、こういった事例

であると私は考えております。こういった名寄独

自の重点的な取り組みの必要性について、とがる

といいますか、そういったことに関して重要度に

ついてどのように認識されているのかお考えお聞

かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 名寄市がとがる

というか、のためどう考えているかというところ

ですけれども、昨年度、北海道の事業なのですが、

稼ぐ観光具体化モデル事業というものの事業採択
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を受けました。この事業では、本市を訪れた観光

客への対面によるアンケートというものをかなり

長期間にわたってやりまして、それについて調査

し、分析を行いました。その結果、本市には夏の

ひまわり観光、冬季スポーツ、グルメ、ショッピ

ングなどを目的に訪れる方が多いということがわ

かりました。ですので、先ほど議員御指摘のとお

り差別化を図るという意味では、この長期にわた

る分析結果を参考にいたしますと、まずはとがる

という意味ですので、日本一の雪質を生かしたウ

インタースポーツによる国内外の観光客、あるい

はスポーツ合宿ですとか大会の誘致もそうですし、

それから夏のひまわり観光につきましてもとがる

ようなことで誘客を図っていくことで本市の地域

資源、雪質ですとかひまわりですとか、そういっ

たものを生かした観光の取り組みをしていくこと

が大切かなと考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 本当に名寄市には日本

一と言われるものがたくさんございますので、こ

ういったものも後のほうの情報発信につながって

くると思うのですが、情報の発信の仕方一つでお

客様の入り等々かかわってくると思いますので、

御検討をお願いします。

もう一つ、同じ項目なのですか、外国人観光客

が伸びているという御答弁でした。また、きのう

石橋部長のほうからもございましたようにインバ

ウンドに力を入れていきたいという御答弁ござい

ました。この来訪者のニーズ把握して満足度を向

上させることがさらなるリピーターであったり、

観光振興にとっては欠かせないことだと考えてお

ります。もちろん来訪者に接するのは事業者の本

人の方々ですので、本市の支援として外国語のメ

ニューや、あと多言語の飲食店マップ、昨日五十

嵐議員からもありましたアプリであったり、そう

いった外国の方々が来られたときに本市で使いや

すいようなものをつくりたいという方々にその作

成の助成等を検討されている予定があるのかお考

えお聞かせください。

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） 外国人の方向け

のメニューですとかアプリの開発とか、そういっ

たことだったと思います。それについての支援が

今考えているかというところでございますが、今

現在観光振興計画の中では、インバウンドに対し

てはインバウンド受け入れ態勢の整備ということ

を掲げているところです。そのことについては、

そのメニューですとかというところと若干ずれる

かもしれませんけれども、なよろ観光まちづくり

協会さんが中心となって、北海道観光振興機構の

助成事業を使って外国人受け入れセミナーみたい

なことはやっていただいております。また、その

ほかに外国語の観光パンフレットも作成しており

ますし、ホームページも作成しているところです。

メニューですとかアプリの開発というところに直

接つながるかどうかはわかりませんが、今後も観

光協会さんと連携を図りながら、北海道観光振興

機構の事業なども使うことも視野に入れながら、

そういった外国人観光客のための受け入れ態勢の

整備について努めていきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） そのマップであったり

というのは理解させていただきましたが、観光と

いうのは正直消費を生んで何ぼだと考えておりま

す。そのことに関しまして、外国人の方々が本当

に名寄市の飲食店に行って何も心配なく飲食でき

ますかと、お店がわかりますかといったところに

ついて、今インバウンドが来ている。来ていて、

来ているねではなく、ここをつかまなくては名寄

市の経済も衰退してしまうのではないかという危

感を持っているところでございます、私は。そこ

に関しまして来ていただいた方のニーズ、先ほど

もお伝えしたように満足度の向上を図るためにも

積極的に市が半歩、一歩先行って、こういった支

援がありますよということを民間事業者に投げか

けて、積極的にアプローチするのは重要ではない
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かと考えますが、いかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今議員がおっし

ゃいましたとおり、外国人の観光客の方々に名寄

市内で消費をしていただくために必要なことだと

思います。ですので、北海道観光振興機構さんで

はさまざまなメニューがありますので、それなん

かを活用することで観光協会さんとも連携しなが

ら、そのようなものについて検討していきたいと

思っております。

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） インバウンドと

いうことで、私も関係あるということでお答えを

させていただこうと思います。

議員おっしゃるとおり、外国人が来ていただけ

るというのはやっぱりコンテンツがあって、そこ

に魅力があって集まってくるということなのだと

思います。その一つが夏場はひまわりであったり、

冬はやはりパウダースノーであったりということ

で、このコンテンツについてはぶれることなく、

特に冬の部分についてはぶれることなくいかなけ

ればならないというふうに考えております。そも

そも総合計画の将来像の中に自然の恵みと財産を

生かすということで、まさにこの名寄の財産を生

かした取り組みということでこれは推進しなけれ

ばならないというふうに考えております。

それから、先ほどの迎え入れるための環境整備

という部分ですけれども、ここは北海道も地方創

生の目標でインバウンド５００万人を達成すると

いうのがＫＰＩとして掲げていて、北海道を観光

立国にするというような目標のもと北海道でも動

いております。そういった中で、できれば総合政

策の立場としては、北海道も巻き込んでいけるよ

うな、逆に提案していけるようなことも我々とし

てはしていかなければならないのかなと。それは、

特に上川、宗谷地方というのはまだまだ伸び代の

ある観光地域ということになっていますので、そ

のためにも宗谷線もしっかりと残しながら、移動

手段、それから滞在していただけるコンテンツ、

そして先ほど言っていた困らない環境としてやは

りそこはキャッシュレス化とかいろいろな部分が

相乗効果を生んで、本当に圏域が魅力的な地域に

なっていけるような取り組みをしっかり皆さん方

からアイデアもいただきながら、一定程度支援で

きるところは行政も支援していきながら進めてい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 前向きな御答弁ありが

とうございました。

次に、先ほど御答弁の中にサイクリングや農業

収穫体験など、さまざまなプログラムがございま

した。これらのすばらしいプログラムがある中で、

現状人員がちょっと足りないということで、最高

人数や回数に関して多分制限がかかっているもの

かなと私は考えております。市外や海外から多く

の観光客の方を呼び、地域振興のためにも観光に

かかわる人員不足について、人員不足ではないか

と私は思うのですが、その点についてお考えお聞

かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 議員のおっしゃ

る人員不足といいますのは、観光に携わる方々と

しての人員の不足かなと。そういう点では、観光

にかかわる人材不足、あるいは人材の育成という

のは必要であるというのは共通認識かなと思って

おりますけれども、例えばひまわりボランティア

ですとか、雪フェス国際雪像のときの国際ボラン

ティアの皆様といった市民の皆様との活動と連携

するということも一つの重要なことなのかなと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 人員不足といいまして

も、市内の事業者の方々、市民の皆様一人一人が

ちょっとずつ力を入れていけば、人員不足という

ことは正直ないと思いまして、観光の機運の醸成
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が必要ではないかということをちょっと言いたか

ったので、こういったことをお伝えさせていただ

きました。例えばサイクリングであったら、１０

人、２０人走るのに前と後ろとサポートカーと、

それに３人必要です。それが毎日来てということ

になったら、インバウンド来てくださいと言って

いますが、受け入れられる人数が正直足りないの

が名寄市の現状だと考えておりますので、市内全

体で機運を高めて、観光客の方を呼び寄せ、経済

活動を活発化させていければなと思っております。

もう一つ、なよろ煮込みジンギスカンの全国大

会という話がございまして、本市のＰＲを行って

いただいていると認識しております。また、食と

観光というのは密接な関係があるものと考えてお

りますが、今後この煮込みジンギスカンに対して

どのような効果、全国大会でどのような効果があ

ったのかお知らせください。

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） この煮込みジン

ギスカンをやっていただいている市民団体、まち

づくり団体、第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊

の活動に対して、今年度は全国大会であるＢ―１

グランプリというものに支援をさせていただきま

したが、１１月に行われましたが、２日間で３４

万 ０００人が集まったというイベントだったと

聞いておりまして、ここで名寄市をＰＲしていた

だいたと思っております。

さらに、この団体につきましては、食と観光に

かかわって名寄をＰＲしてくださるという、こう

いう団体で、市として支援をしてきておりますが、

一方で自立に向けて徐々に支援そのものは縮小し

ていく方向にあるとは思うのですけれども、今年

度もこれまでまず市民向けには憲法ハーフマラソ

ンですとか、市民見学会での昼食ですとか、てっ

し・名寄まつりで提供していただいたり、あとは

市外で、道内ではおたる潮まつりですとか札幌ド

ームでの日本ハムファイターズの試合に合わせた

イベント、あるいは旭川の秋の一大イベントとな

っております北の恵み食べマルシェなどで出店を

することで名寄市のＰＲをしていただいておりま

す。さらに、道外においても、まず１０月には愛

知県一宮市で開催されたびさいまつりですとか、

１１月には友好都市であります杉並フェスタでも

提供しており、先ほど申し上げた全国大会Ｂ―１

グランプリなどで名寄のＰＲに努めていただいて

おります。ですので、今後もこの団体の活動の継

続に向けて情報交換を図ってまいりたいと考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 自立まで御支援してい

ただけるということで理解させていただきました。

次に、小項目２番なのですが、組織体制につい

ては理解させていただきました。そこで、先ほど

お話あった道北観光連盟、あと天塩川シーニック

バイウェイなど、本市が事務局になり、道北を引

っ張っていく立場として、どのような事業展開が

今後この地域に有益であるのかお考えをお聞かせ

ください。

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） 広域の連携とい

うことで、道北地域でどういうものを進めていく

かということだと思うのですけれども、この道北

地域というのが天塩川に沿う形で国道と鉄道が走

っております。しかも、比較的起伏が少ないとい

うこの地理的な特性というものを生かすことで、

今なよろ観光まちづくり協会さんが中心となって

進めておりますのが自転車、カヌー、ＪＲ、バス

といった公共交通機関などを移動手段として、自

然風景や歴史、文化などに触れながら、さらに御

当地の食を味わうというようなアクティビティー

を楽しむ旅ということで、きた北海道エコ・モビ

リティといったものを進めているところです。し

かも、これをなよろ観光まちづくり協会さん単体

ではなくて、先ほどおっしゃった道北観光連盟で

すとか天塩川シーニックバイウェイといった広域

の連携という中で進めているということで、こう
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いったものが今後の道北地域の国内外の誘客に向

けて期待できるところかなと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 先ほど室長からの御答

弁にもありましたとおり、通過型になってしまわ

ないような近隣市町村との連携を密に行っていた

だき、さらに道北を盛り上げていただきたいなと

思います。

最後に、情報発信についてなのですが、ターゲ

ットの明確化など理解させていただきました。こ

の情報発信につきましても、それこそもう何回も

になるのですが、他市町村と差別化を図らなくて

は、今現在情報というのは無数ありまして、その

中に埋もれてしまうと考えております。新たな取

り組みとして、先ほど私例に挙げさせていただき

ましたインフルエンサーの依頼であったり、動画

広告、こちらももうインフルエンサーもあふれて

いますし、動画広告もあふれているのですが、こ

ういった新しい手段に対してどのようなお考え、

検討されているのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁も

ありましたけれども、ＳＮＳは十分活用してこれ

からもやっていかなければいけないと思っており

ますが、今年度なよろ観光まちづくり協会さんで

新しい取り組みとしては、地域資源を生かしたス

ノーアクティビティーですとかサイクリング、カ

ヌー、それから先ほどの農業体験なんかも含めて

ＰＲ動画を作成しているというところで、作成す

るこの動画を今後さまざまなプロモーションです

とか、そういったところで活用していくという事

業を今年度進めていると聞いております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 動画を作成しています。

かしこまりました。その動画も出し方一つだと思

うのです。それ一つで名寄市に来ていただけるの

かどうかというところであると思いますので、そ

こら辺の調査研究していただいて、効率的な情報

発信のほうをよろしくお願い申し上げて質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

男女共同参画と性の多様性の認知について外２

件を、富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） それでは、議長から御

指名をいただきましたので、通告順に従い、大項

目３点について質問いたします。

大項目１、男女共同参画と性の多様性認知につ

いて、小項目１、男女共同参画社会の実現に向け

たこれまでの取り組みと今後について伺います。

男女共同参画社会とは、言うまでもなく、互いに

それぞれの人権を尊重しつつ、分かち合い、個々

のジェンダーアイデンティティーにかかわらず、

その個性と能力をいかんなく発揮することができ

得る社会です。男女共同参画基本法では、みずか

らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受できるものと

されています。

本市においても２０１６年に男女共同参画条例

が施行されております。名寄市総合計画（第２

次）の市民と行政の協働によるまちづくりの中で

も、人権尊重と男女共同参画社会の形成に向けた

計画が推進されているところは、今定例会の行政

報告の中でもお示しをいただいたところでありま

す。しかしながら、基本的人権の尊重が日本国憲

法でうたわれているにもかかわらず、日本におけ

るグローバルジェンダーギャップ指数は、最新の

昨日１２月１７日の発表では１５３カ国中１２１

位ということで、主要７カ国Ｇ７の中でも最低ラ

ンキングにされております。また、女性活躍推進

法が施行されて以来３年が経過する中でも、国か

らは具体的なジェンダー格差や女性貧困問題への

変革は示されていないのが現状です。以下、３点

について伺います。

第２次男女共同参画推進計画は、ちょうど本年
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が中間期であります。ここまでの具体的取り組み

と成果、後半への取り組みの目標について伺いま

す。

女性活躍推進法に基づく本市の具体的な取り組

みについて伺います。

そして、多様なジェンダーにおけるワークライ

フバランスの推進に向けた本市の取り組みについ

て伺います。

小項目の２、各種ハラスメントの対策について

伺います。本年５月末に可決、成立した女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律等の一部

を改正する法律、すなわちパワハラ防止を義務づ

ける法律、これを受けて本市における各種ハラス

メント対策について伺います。１２月４日から１

０日までは人権週間でした。それらを踏まえ、人

権尊重に基づく各種ハラスメント防止に関する本

市の取り組み指針について伺います。

小項目３、ＳＯＧＩ、性の多様性認知と社会包

摂的な取り組みについて伺います。ＳＯＧＩの認

知とセクシュアルマイノリティー、いわゆるＬＧ

ＢＴと呼ばれる人たちの社会における包摂的に関

する取り組みについては、第２回の定例会におい

ても質問をさせていただきました。この半年間で

多くの自治体が性の多様性認知に向けた取り組み

を加速させております。先進的な取り組み事例と

いたしましては、男女共同参画条例にＳＯＧＩに

関する文言を追加したり、ＳＯＧＩの理解促進に

かかわる条例を制定したり、あるいはＳＯＧＩを

知り行動するための自治体職員のガイドラインを

制定されているところもあります。また、市職員

の中にＬＧＢＴ支援専門職員を募集し始めた自治

体もあります。また、ダイバーシティー社会推進

施策の策定などを掲げている自治体もございます。

第２回の定例会での御答弁の中では、国やほかの

自治体の動向など必要に応じて情報収集を進めて

いくとありました。そこで、３点お伺いいたしま

す。

ＳＯＧＩ、性の多様性についてどのような情報

収集をされ、今後どのように市政に反映させてい

く検討をされているのか伺います。

ＳＯＧＩ、性の多様性について正しい理解を共

有していくために、専門性を有する方を招いて公

開型の研修セミナー、講演会などの実施について

の準備があるかどうかについて伺います。

ＳＯＧＩの理解増進について、男女共同参画推

進計画への盛り込み及び男女共同参画条例への追

記など、これも別建てでの検討を含めて進んでい

る進捗状況があればお伺いします。

小項目４、パートナーシップ宣誓制度について

伺います。パートナーシップ宣誓制度を取り入れ

ている自治体は、６月の第２回定例会の時点では

全国でおよそ２０の自治体、４３０組を超えるカ

ップルがパートナーとして認められております。

それから半年が経過して、制度を導入した自治体

は全国で３０を超え、６２０組を超えるカップル

がパートナーとして新たに認められております。

さらに、導入を進めている、あるいは検討に入っ

ているという自治体を含めますと５０近くに上り

ます。せんだって１２月１０日の新聞報道では、

札幌市ではパートナーシップ宣誓制度にのっとり、

来春から公営住宅にＬＧＢＴカップルの入居を認

めることを市議会の建設委員会で報告されたと報

じられております。そこで、パートナーシップ宣

誓制度について本市における半年間の情報収集と

制度導入に向けた検討の進捗状況について伺いま

す。

大項目２、宗谷本線の維持存続について。本年

３月末に石勝線夕張支線が自治体の攻めの廃線と

いう意思によって廃止されました。札沼線、北海

道医療大学前―新十津川間も沿線４町の合意を経

て、来年の５月７日で廃止が決められております。

日高本線も鵡川―様似間が２０１５年の災害発生

から続く鉄道不通の中で、沿線７町の４年に及ぶ

協議の結果、本年１１月１２日にバス転換へ向け

ＪＲ北海道との協議に入ることを決定しておりま

す。２０１６年の台風災害以降不通になっている
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根室本線の東鹿越―新得間や留萌本線の動向も注

目をされていますが、協議に向けた話はまだ進ん

でおりません。

ＪＲ北海道が単独維持困難路線８線区を発表し

てから３年が経過します。ＪＲ北海道の島田社長

も早期解決が必要という見解を示しております。

宗谷本線活性化推進協議会会長の加藤市長は、先

頭に立って路線存続に当たっておられます。７月

の新聞報道では、宗谷本線は道北の命綱、地域の

持続的な発展を含めて路線存続には誇りを持って

取り組んでいきたいと思いを語られています。持

続可能な鉄道網の維持に向けて、さらに踏み込ん

だ方策の検討が必要になります。

小項目１、宗谷本線の存在意義について改めて

伺います。あわせて鉄道の持つ公益性や公共性に

ついての機能の考え方について伺います。

小項目２、宗谷本線の利便性向上策について伺

います。２０２１年以降路線存続のスキームが見

出せない中で、ＪＲと自治体で策定したアクショ

ンプランを軸に、活性化推進協議会としてはどの

ような取り組みを進めていくのか伺います。

利便性向上について、国や道、ＪＲ北海道に対

してどのような働きかけをしているのか、今後の

進め方について伺います。

また、市民との意見交換会で出ておりましたＪ

Ｒ名寄高校前駅の設置についての議論の進捗状況

等も伺いたいと思います。

そして、地域公共交通網形成計画にのっとった

鉄道とバスのシームレスな連絡運輸体制の整備に

ついてのお考えを伺います。

小項目３、宗谷本線の利用促進、マイレール意

識向上について。路線存続に向けて沿線住民にど

のような関心を持っていただくのかをお伺いしま

す。

本年の夏の観光列車風っこそうや号に続く来年

度以降の観光列車の運行やイベント開催に関する

見通しについて伺います。

そして、活性化推進協議会が行っております１

１月１日発行の駅カードの配布の取り組みについ

て、経過と取り組みの効果検証について伺います。

大項目３、移住促進について。株式会社東洋経

済新報社発行の都市データパック２０１９に掲載

されている住みよさランキングにおいて、名寄市

は全国で１７１位、北海道内では第４位にランキ

ングをされています。総合的にバランスのとれた

まちとしての評価のあらわれであろうと推測でき

ます。都市部一極集中が社会問題になってきてい

る中で、自己アイデンティティーの確立やワーク

ライフバランスのとれた生活をしたい、環境のよ

い安心できる土地で子育てをしたいなど、地方暮

らしに求める生活スタイルも多様化をしておりま

す。そこで、お伺いします。移住を考えている方

への名寄の魅力を伝えるＰＲの仕方について、そ

して転勤など以外で自分の意思で移住してこられ

た方々の近年の人数と移住促進協議会や市役所窓

口への相談件数について伺います。

お試し住宅の稼働状況と利用された方々の反応

について伺います。

空家バンクへの問い合わせについても伺います。

移住者の受け皿づくりと移住後のケア、今後の

課題について伺います。

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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 富岡議員からは、大

項目で３点にわたって御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２と３は総合政策部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願い申し上

げます。

初めに、大項目の１、男女共同参画と性の多様

性の認知について、小項目の１、男女共同参画社

会の実現に向けたこれまでの取り組みとこれから

について申し上げます。本市におきましては、男

女共同参画に関してさらなる市民意識の高揚と推

進を図るため、平成２７年１２月に名寄市男女共

同参画推進条例を制定しました。また、平成２９

年度には地域社会全体で男女共同参画社会の実現
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に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進する

ために、第２次名寄市男女共同参画推進計画を策

定しております。本計画は、条例に基づく基本計

画、男女共同参画社会基本法に基づく市町村男女

共同参画計画、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律に基づく市町村基本計画、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく市町村推進計画として位置づけられてお

ります。また、名寄市総合計画（第２次）を上位

計画とし、男女共同参画社会の実現を目指すため

の個別計画として位置づけられているものであり、

各部所管の個別計画と連携を図っております。

男女共同参画社会実現の取り組みとして、市民

への意識啓発を目的に男女共同参画セミナーの開

催や市の広報における関係記事の連載のほか、パ

ネル展や小中学生向けにリーフレットの配付など

を行っております。

また、条例に基づき男女共同参画を推進するた

め、名寄市男女共同参画推進委員会を設置してお

ります。本委員会は、事業者からの推薦や公募な

どにより選出された委員で構成され、市民目線で

基本計画等の推進及び進行管理などに取り組み、

本市における男女共同参画推進の中心的な役割を

果たしております。

女性の活躍推進のための主な取り組みといたし

ましては、男女がともに働きやすく、子育てしや

すい環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者

や個人、市民団体を表彰しております。昨年度は、

名寄市内初の事業所内保育所を設置し、女性が働

きやすい環境づくりに積極的に取り組まれている

医療法人臨生会吉田病院様を表彰しております。

ワークライフバランスの推進については、計画

の主要施策である男女がともに働きやすい環境づ

くりの推進のために、全ての人がライフスタイル

に応じた多様な生き方、働き方が選択でき、実現

できる環境整備を目指しております。市の取り組

みとしては、さきに掲げた男女共同参画推進事業

者等表彰制度において、男女がともに働きやすい

職場環境を整備している事業者に加え、地域にお

いてワークライフバランスを支援する取り組みを

行う団体についても表彰してきております。昨年

度は、地域の方の心と体の健康づくりを目的とし

た生涯スポーツの発展に男女ともに積極的に取り

組まれている一般社団法人風連スポーツクラブ様、

今年度につきましては地域の保護者のさまざまな

勤務形態、家族の病気などに対応して日中の保育、

夜間休日保育を実施している一般社団法人どろん

こはうす様を表彰しております。

また、今年度の男女共同参画セミナーでは、幸

福度世界一で男女共同参画推進国であるフィンラ

ンドから講師を招き、「フィンランドに生きる～

個人と家族から見た仕事と余暇」と題した講演会

を開催し、９６名の方に御参加いただきました。

講演では、余暇を最も大切にしているという国民

性を参考に、参加者の方にワークライフバランス

について考えていただくきっかけとしていただい

たところです。

今後につきましても男女共同参画を推進するた

め、推進計画の基本目標達成に向けて、各種取り

組みを進めてまいります。

次に、小項目２、各種ハラスメントの対策につ

いて申し上げます。国際連合において世界人権宣

言が採択されたことを記念して、我が国では１２

月４日から１０日までを人権週間と定め、国や各

機関、団体協力のもと、世界人権宣言の趣旨や重

要性とあわせ人権尊重思想の普及高揚が図られて

おります。本市におきましても広報紙で人権週間

を周知するとともに、法務省から委嘱された人権

擁護委員による特設人権心配事相談についての周

知などを行っているところです。また、来年度本

市では人権啓発活動地方委託事業に取り組む予定

となっており、市内小学校の御協力のもと人権の

花活動や人権啓発、また相談窓口の紹介を盛り込

んだチラシの全戸配布など、これらの活動を通し

て広く市民に人権意識の啓発を図ってまいりたい

と考えております。
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各種ハラスメントの防止に関する市の方針とし

て、市職員についてはハラスメントの防止及び排

除のための措置とハラスメントに起因する問題が

生じた場合に迅速かつ適正な措置を講ずるため、

名寄市職員のハラスメントの防止に関する要綱を

定めております。また、名寄市男女共同参画推進

計画では、主要施策の女性に対するあらゆる暴力

の根絶の取り組みの中にさまざまなハラスメント

に対する意識啓発など、市民が安全で安心して暮

らせる環境づくりに向けた取り組みを推進するこ

とと位置づけており、市ホームページなどを通じ

て職場のハラスメント防止の啓発や北海道労働局

の相談窓口の周知を行っているところです。今後

も引き続きハラスメントの防止に向けた啓発や相

談窓口の紹介などに取り組んでまいります。

次に、小項目３、ＳＯＧＩ、性の多様性の認知

と包摂的な取り組みについて申し上げます。性の

多様性についての情報収集としましては、当事者

や支援者による講演会に積極的に参加するなど、

当事者たちの生きづらさや課題についての正しい

理解に努めているところです。法務省の人権擁護

機関では、性自認を理由とする偏見や差別の解消

を目指した啓発活動や相談、救済活動に取り組ん

でおり、市といたしましてはこうした相談窓口に

ついての周知を行うとともに、性の多様性につい

ての市民理解の拡大を目指した広報など、できる

ことから取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

男女共同参画推進条例や推進計画については、

男女の人権の尊重として男女が性別による差別的

取り扱いを受けないことなどが盛り込まれており

ます。性の多様性についての明確な記載はありま

せんが、あらゆる差別や人権の侵害はあってはな

らないことであり、重要な課題と認識しておりま

す。条例や推進計画は、法や国の計画などに基づ

いており、性の多様性についても社会的認知度が

高まってきていることから、国や道などの動向に

注意しながら、必要に応じて条例や計画の変更に

ついて、検討いたします。

性の多様性にかかわらず、人権に関する対応に

つきましては慎重な対応が必要なことから、国や

人権擁護委員会などが行っている相談事業の紹介

など、市民周知に努めてまいります。

次に、小項目の４、パートナーシップ宣誓制度

について申し上げます。パートナーシップ制度に

ついては、平成２７年４月に東京都渋谷区で初め

て導入された当時から数年間は余り導入事例がふ

えておりませんでしたが、ことしに入ってから１

８の自治体で導入が進み、現在では首都圏や大都

市を中心に全国で２７の自治体で導入されており

ます。また、制度の導入にあわせ、公営住宅の入

居などを中心とした自治体による行政サービスの

利用を認める事例もあることを承知しております。

近年は、都市での導入が少しずつ進んでおります

が、全国的にも新しい制度であることから、本市

におきましては報道などを通して情報を収集して

いる段階であることや市民理解も含め現時点にお

いては慎重に検討すべき課題であると考えており

ます。また、先ほど申し上げましたとおり、性の

多様性についての市民への広報など、できること

から取り組みを進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、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、３についてお答えいたします。

大項目２、ＪＲ宗谷本線の維持存続について、

小項目１、宗谷本線の存在意義について申し上げ

ます。平成２８年１１月、ＪＲ北海道が単独では

維持困難な線区を発表し、その後宗谷本線では既

存の高速化などを目指す協議会の目的に維持存続

活動を追加し、これまでもいろいろ取り組んでま

いりました。

平成２９年１２月には宗谷本線活性化推進協議

会による検討分析報告を作成し、宗谷本線の現状、

必要性などをまとめました。項目としては、中核



－129－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

都市などをつなぐ役割、広域観光ルートを形成す

る役割、地域の生活を支える役割、国境周辺地域

を結ぶ役割を掲げ、旭川―稚内間の距離では東京

から長野以上の距離であり、長距離移動手段が必

要なことや国や道が進める観光立国に大きく寄与

する可能性がある線区であること、特に名寄―稚

内間の距離では東京―静岡間に匹敵し、この中に

広域住民の命のとりでとなっている救命救急セン

ターが名寄市立総合病院１カ所しかないこと、国

において閣議決定されている北海道総合開発計画

では主要施策に国境周辺地域の振興が掲げられ、

道北地方や離島地域については産業の振興や生活

条件の改善を通じて定住の促進等を図る必要があ

ると示されていることなどをまとめ、この地域に

おいて鉄道の果たす役割を国に理解していただけ

るよう活動を続けてきているところです。

次に、小項目２、宗谷本線の利便性向上策につ

いて申し上げます。平成３１年４月に策定された

宗谷線事業計画、通称アクションプランですが、

ＪＲ北海道の徹底した経営努力を前提として、鉄

道を持続的に維持する仕組みを構築するためにＪ

Ｒ北海道と地域の関係者が協力しながら、ＪＲ北

海道が国からの監督命令で命じられた第１期集中

改革期間の２年間に具体的に取り組む内容を記載

したものであります。このアクションプランでは

ＫＰＩが設定されており、収支状況及び輸送密度

において令和２年度で平成２９年度実績値の維持

と設定されております。アクションプランの主な

構成として、利用促進と経費節減に分かれており、

利用促進においてはＪＲ北海道が取り組むもの、

自治体などが取り組むものなど５３に及ぶ取り組

みが掲げられ、それぞれ期間内の進捗管理を行い

ながら実績をまとめ、国に報告できるよう取り組

んでいるところです。

宗谷本線活性化推進協議会として国、道、ＪＲ

北海道への働きかけでは、本年１１月１８日にＪ

Ｒ北海道本社へ伺い、特急列車の札幌直通便の増

便について要望を行ってきており、宗谷本線のさ

らなる活用が見込まれるとして、北海道新幹線の

旭川延伸についても機会あるごとに発信をしてき

ているところです。

東風連駅の移設についてですが、利用促進や地

元高校の魅力づくりにつながる取り組みとして、

現在北海道へ交付金による支援をいただけるよう

調整中であり、体制が整い次第お知らせさせてい

ただこうと考えております。また、実際に着手の

めどが立った場合、工期については最短で２年を

要することになりますので、地域にも丁寧に説明

をさせていただこうと考えております。

鉄道とバスの接続につきましては、以前より協

議会の幹事会の場でも課題となっており、この間

ＪＲ北海道とも意見交換を重ね、現在は３月のダ

イヤ改正情報を事前にバス会社や関係自治体へ提

供する体制を整えております。引き続き地域とＪ

Ｒ北海道が協力し、さらに利用されるダイヤの研

究など、利便性向上に資する取り組みを進めてま

いります。

次に、小項目３、宗谷本線の利用促進策とマイ

レール意識の向上について申し上げます。利用促

進の取り組みにつきましては、宗谷本線活性化推

進協議会の取り組みとして、昨年度から宗谷線フ

ォトコンテストを開催しており、今年度も道内外

から多くの応募がありました。昨年度は、本市交

流自治体である杉並区の協力もいただき、杉並区

役所展示スペースにおいて入賞作品の展示を行い、

訪れた杉並区民に道北地方、四季折々の景色など

魅力発信に寄与した取り組みであったと考えてお

ります。

地域住民へのマイレール意識向上につきまして

は、鉄道のみならず公共交通を使っていただくた

めの啓発を市広報などを活用し、北海道とも連携

しながら行っているところでありますが、都心や

人口集中地区とは違い、移動手段が主に自家用車

となっている地域にはなかなか難しい状況である

と考えております。しかし、本年ＪＲ北海道がＪ

Ｒ東日本の協力により取り組まれた風っこそうや
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号の運行では、目的が移動することではなく、乗

って楽しむこととなっており、観光列車の持つ人

を呼び込むポテンシャルを実感することができま

した。次年度以降のイベント等については、現在

未定となっておりますが、本年ＪＲ北海道も山紫

水明シリーズを製作し、既に運行されております

ので、宗谷本線での運行も要望してまいりたいと

考えております。

本年度実施した駅カードの取り組みでは、非常

に多くの反響をいただきましたが、無人駅での配

布手段や管理など課題も多く残りましたので、今

後協議会の幹事会においてしっかりと総括を行い、

次年度への対応を協議してまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目３、移住促進について、小項目１、

移住促進事業の成果と課題について申し上げます。

本市の移住促進事業については、名寄市総合計画

（第２次）、市民と行政との協働によるまちづく

りを基本目標とし、交流活動の推進の基本計画事

業に移住の推進を掲げ、重点プロジェクトとして

の位置づけやまち・ひと・しごと創生総合戦略に

おいても移住定住を推進し、事業を実施しており

ます。事業内容といたしましては、官民連携によ

り組織する名寄市移住促進協議会において移住Ｐ

Ｒ事業とお試し移住住宅事業を実施しております。

移住ＰＲ事業では、首都圏での移住相談会への出

展やイベントでの相談時に移住パンフレットや動

画などを用いて本市の魅力をＰＲするとともに、

具体的な仕事や生活環境など、ニーズに合わせた

情報を提供しております。また、名寄市移住促進

協議会のホームページやフェイスブックなどのＳ

ＮＳを通じては、都市機能と自然を兼ね備えた道

北の中核都市としての住みよさや移住者のインタ

ビュー記事などを掲載し、ＰＲを行っております。

議員からもお話のありました住みよさランキング

によると、１０年連続で道内５位以内を獲得して

おり、指標が変わっても常に上位にランクインさ

れ、バランスのとれたまちであることが強みとし

てＰＲをさせていただいております。

各事業実施による移住者数は、平成２５年度以

降本年１１月末現在で１１件、２２人となってお

り、転入アンケートによる移住件数も加えますと

４５件、８５人となります。また、移住相談会や

ワンストップ窓口で対応した移住相談件数は、５

３３件となっております。

お試し移住住宅の利用者数は、平成２５年度か

らの運用開始からこれまでに７２件、１４６人の

方に御利用いただきました。名寄市の魅力である

住みよさを実感していただくだけでなく、今年度

からは地域の方々との交流の場を設け、地域の魅

力も感じていただき、人と人とのつながりを広げ

られるよう取り組んできたところです。夏に御利

用いただいた方からは、コンパクトなまちで生活

しやすいとの利便性を感じていただけている一方、

冬の暮らしに対して不安の声などが寄せられたと

ころです。

名寄市空家バンクの状況につきましては、これ

まで物件を所有している方から数件のお問い合わ

せをいただいておりますが、申請登録には至って

いない状況であり、移住相談の際には市内の不動

産業者が持つ物件情報をお伝えするとともに、市

内にある不動産会社を紹介させていただいており

ます。

移住者への受け皿づくりとして、移住相談の全

般については移住担当のワンストップ窓口での対

応となりますが、今後においてはより地域の魅力

を感じていただき、交流関係人口の拡大を図って

いくためにも地域の方や移住者の方々の声を聞き、

関係性を築いていくことの必要性を感じておりま

す。今後におきましては、移住を検討している方

や移住されてこられた方々とつながり続けるフォ

ロー体制を市民の皆様と連携しながら構築し、あ

わせて地域愛の醸成につなげていけるよう取り組

みを研究してまいります。さらには、本市の労働

力不足の解消となるようなマッチングをＮスポー

ツコミッションと連携をし、本市ならではの働き
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方の一つとして、冬季スポーツと農業の担い手を

掛け合わせたスポーツ移住などの新たな分野を構

築し、取り入れていけるよう進めていくことや、

完全移住には至らなくても交流関係人口の拡大が

図られるよう人を呼び込み、継続的に本市とかか

わっていけるような仕組みづくりを検討し、地域

経済の活性化にもつながるよう進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれに御答弁をい

ただきました。順を追って再質問をさせていただ

きます。

第２次男女共同参画推進計画については、ちょ

うど２０１９年、ことしは中間点ということにあ

りまして、男女共同参画推進条例に掲げられた６

つの基本理念に沿って計画が進められていること

と思います。それぞれ年度ごとに評価を出してお

られるようですが、この先２０２２年までの計画

推進に当たって、日々の変わりゆく国際情勢や国

内の社会情勢等々に鑑みたときに、この計画の見

直しは随時入れていくという考えがあるのかどう

なのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今富岡議員のほうか

ら男女共同参画にかかわっての現在の２次の計画

が２０２２年までということで、中間年に当たる

ということで、計画自体は６年間ということで１

７年から２２年ということになっていますけれど

も、中間においていろいろな社会情勢、あるいは

男女共同参画における国あるいは道の取り組みの

変化によっては見直しも必要ではないかという御

意見かなというふうに思っております。言われる

とおり基本的には６年間の計画ということであり

ますので、大幅な見直しというのは当然考えては

おりませんけれども、どうしても国あるいは道の

ほうからこれについて自治体のほうで変更をとい

うようなことであれば、その点については見直し

は検討していきたいというふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らく大きなよほどの

ことがない限りは、この辺というのは変わってこ

ない部分があるのかなというふうには思うのです

けれども、基本項目のとりわけ１の男女共同参画

社会の実現に向けた意識づくりで挙げられている

主要施策ですとか、あらゆる分野における男女共

同参画社会の推進で挙げられている主要施策、そ

れらの基本事業に沿って今後も進めていかれるの

だろうというふうに思います。

ちょっと角度を変えて質問させていただきたい

のですけれども、女性活躍という話がかなりあち

こちでもされている状況でございますけれども、

本市において女性であられる市民部長に聞くのも

なんなのですけれども、女性活躍ということの言

葉に対してどのような意識をお持ちなっているの

かということを端的にお答えをいただけるとあり

がたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 突然の御質問で戸惑

っておりますが、男女共同参画という言葉は言わ

れて久しいと思っております。最近になりまして、

あえて女性活躍と言わなければ女性がなかなか活

躍できない社会という一面もあるのかなと。そこ

であえてこういう言葉が出てきているのではない

かというふうに理解をしておりました。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

予想どおりのお答えをいただけて、私はちょっ

と喜んでいるところでございますけれども、本当

に女性活躍とか女性何ちゃらと一々言わなくては

ならないような社会というそのものが私もおかし

いのかなというふうに思うのですけれども、世の

中の男女二元論でいえば半分は女性なわけですか

ら、なかなかその辺が進んでいかないというのは、

きのうの五十嵐議員の質問の中でも子育て支援の

中に女性の社会進出について触れられておりまし
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たけれども、次世代の育成支援対策推進法におけ

る名寄市の特定事業主行動計画の中でも女性活躍

だとか男女共同参画とともに大きくリンクする部

分があるようでございます。女性職員が働きやす

い環境とか公平な採用、公平な管理職の登用、休

暇の取得も含めて、本市の職員においては２０１

５年女性職員の割合が３０％を超えていて、臨時

職員、非常勤職員を含めると半数が女性という状

況になっております。ところが、民間企業に目を

向けてみますと、少子高齢化の波もあって、有効

求人倍率が ５倍を超えているという状況にあっ

ても人材不足というのが大きな社会問題化をされ

ているのかなというふうに思っています。そうし

た中でも女性の雇用状況というのはなかなか改善

をされておりませんで、非正規雇用労働者の中で

女性が占める割合が７割を占める、非正規労働者

の中でも女性は７割いる。しかも、その中でシン

グルマザーの就労で得る年収、これについては全

国平均で１８６万円という深刻な状況下にあると

いうことが浮き彫りになっておりますけれども、

その辺を含めて市役所以外の部分での方々を見た

ときに、シングルマザーの方々の生活というもの

をどのように市としては捉えているのかというこ

とをちょっとお聞かせをいただきたいと思うので

すが。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 御指摘ありましたシン

グルマザーの皆さんの問題でありますが、大きく

日本の全体大くくりで捉える必要もこの問題はあ

るかと思います。格差社会というお話が出ていま

して、その中の一例に挙げますとやはりシングル

マザーの皆さんの所得が非常に低いという問題は、

日本の中でも一つの大きなことであります。

それから、それぞれの地域においてどういうよ

うな位置づけがされているか、これについては丁

寧な分析が必要だと思っております。さまざまな

角度からここは見なければならない。議員おっし

ゃるとおり、女性という枕言葉がつかないとなか

なか変わっていかない社会があるのはこれは大前

提なのですが、その中で実効性を高めるためには

やはりそこはひとつ区分しながらも進めなければ

ならない、いろんなジレンマを抱えながらの作業

ということは認識しているところです。最終的に

は全ての皆さんがそれぞれ住みやすい社会をつく

っていくというのはこれが大前提でありますし、

地方自治体でやれることも限りはありますが、先

ほどの労働環境の問題もその一つだと思っていま

す。ただ、非常に大事な課題でありますし、今後

何年間かかけて、これは必ず変えていかないと大

変なことになるという、そういう認識を持ちなが

ら進めてまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ちなみに、１１月１９日って国際男性デーだっ

たというのを御存じの職員の方いらっしゃいます

か。そういうのもあるのです。というのも男性の

生きづらさというものが女性の社会進出を拒んで

いる部分というのが多大にあるのではないかとい

うふうに言われております。男性が男性であろう

とするがゆえに、そこに束縛をされている。そこ

からの解放がされないと、なかなか女性を社会に

きちんとした立場で迎え入れることというのが難

しいのではないかというふうに言われているとこ

ろもあります。この辺の男性が縛られているもの

に関しては、大黒柱バイアスというふうな言葉で

言われているそうでございますけれども、生涯働

きながら収入を得続けなければいけないとか、家

族を支え続けなければいけないとか、弱音を吐い

てはいけないとか、男は男らしくいなければいけ

ないというような、そういう束縛の中で何となく

日本社会というのがずっと続いてきてしまった。

その中で、やはり今後大事になってくるのは、学

校教育現場を含めてこれからの未来のある子供た

ちへ男女平等に対する意識というものをきちんと

育てていくということが必要になろうというふう

に私は思うのですけれども、ジェンダーギャップ
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指数、この間来ていただいたフィンランドの方々

の国では第３位なのです。日本は１２１位です。

だから、それだけまだまだ大きなギャップがある

のだろうなというふうに思っております。今後そ

の辺はいろいろな場面で協力をしながら、よりよ

い社会の形成というものに進んでいくことが必要

になってこようかなというふうに思っております。

そして、小項目の２の部分のハラスメントのこ

とですけれども、セクハラ、パワハラ、マタハラ、

モラルハラとかという言葉はよくよく言われてい

ますけれども、ここへ持ってきてＳＯＧＩハラ、

アウティングの問題もいろいろなハラスメントを

防止する条例に含めていこうというような取り組

みが各自治体でも大きく推進されているところで

ございます。人権尊重と男女共同参画社会の形成

の中に、これらも包摂させていく取り組みって必

要だというふうに考えているのですけれども、そ

の辺のハラスメント、指針は名寄市も出している

のですけれども、その辺を男女共同参画社会の形

成にリンクをさせていくというような考え方につ

いてあればお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ハラスメントがそもそ

も起こるという課題そのものをよくよく考えます

と、やはり人権意識が十分確立されていない、そ

この状況をもってハラスメントにつながるという

ことと思います。男女共同参画の中でも人権とい

う部分については共通している部分でありますか

ら、先ほど中村部長のほうからありましたけれど

も、見直すべきものが出てくればというお話あり

ましたので、再度そのあたりも点検しながら進め

させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） そうなのです。ハラス

メントという言葉がぼこぼこ出てくることがもう

人権に対して非常に曖昧な甘い部分があるという

ようなことになろうかと思います。

ＳＯＧＩに関してなのですけれども、セクシュ

アルオリエンテーションがＳＯ、ＧＩの部分がジ

ェンダーアイデンティティーというふうに表現を

されているのですけれども、セクシュアルマイノ

リティーの人たちだけにこれはかかわる問題では

なくて、この議場にいる皆さん、そして社会にい

る皆さんにＳＯＧＩという問題はかかわってまい

ります。それぞれにそれぞれのセクシュアルオリ

エンテーションがあって、ジェンダーアイデンテ

ィティーがある。その中で、少数派とされている

部分になっているのが恐らくＬＧＢＴという方々

であって、それ以外のマジョリティーの方々とい

うのはヘテロセクシュアルであったり、あるいは

シスジェンダーであったりというようなことで、

そちらのほうが社会では圧倒的多数なのかなとい

うふうに考えているのですけれども、せんだって

名寄の市立大学の社会保育学科との共催で名寄レ

インボーセミナーを私どものほうで開催をさせて

いただきました。当事者支援活動をされている方

に講師になっていただいて、講演とシンポジウム

を行ったところなのですが、参加者４０名ほどの

中に名寄に在住の当事者の方というのも見えてお

ります。ですから、姿が見えないというわけでは

なくて、なかなか言い出す環境というのが整って

いないから、そういった形で埋没せざるを得ない

のではないかというふうに考えているところです。

その方々のお話を聞いたところ、やはり名寄にお

いてはなかなか自分から相談をできる窓口がない、

あるいは相談できる相手がいないということで、

そういった話ができる、あるいは講演会のある札

幌とかそういう大都市へ赴くという話をされてい

たのが非常に気がかりでありました。性のあり方

というのは、多様で揺るぎがないために数値だけ

ではかり知れないものがあるのですけれども、男

性、女性という二項対立、男女二元論だけではな

くて、性のある方はグラデーションであるという

ことを認識すべきなのかなというふうに考えます。

そこで、東京都ではＳＯＧＩに関する差別を禁

止する条例というのを取り入れているわけですけ
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れども、いま一度ＳＯＧＩに関して今後名寄市は

どのような取り組みを進めていく考えがあるのか

ということをお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうからも

ありましたようになかなか声を上げたくても上げ

られないという、そういう実態についても今お話

があったかと思います。しかしながら、私ども現

在男女共同参画の中である意味では性にかかわら

ずということで推進をさせていただいているとい

うことでありまして、ＳＯＧＩにかかわって特に

とりたててということの何か取り組みというよう

な、あるいは条例、あるいは何か定めるというよ

うなことについては、現在まだ考えてございませ

ん。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひ前向きに考えてい

っていただきたいかなというふうに思っておりま

す。というのも道北の中では名寄というのは中核

都市でございまして、そういった発信基地にも大

いになれる要素があるまちだというふうに私は考

えております。市民のみんなが安心して健やかに

暮らせるまちづくりというものを掲げているわけ

ですので、ぜひともその辺は施策として今後取り

入れていくという形で、ダイバーシティー・アン

ド・インクルージョンというものを推進していっ

ていただきたいというふうに思います。

ダイバーシティー、多様性というわけですけれ

ども、多様性、多くを認め合うということという

のは目指すものではないというふうに私思ってお

ります。お互いに築き合うものなのかなというふ

うに考えております。昨日の遠藤議員の話にもあ

りました。若年性認知症の理解と支援というのが

なかなか進んでいかない。これは、やはり名寄と

いう地域社会の中でインクルーシブしていかなく

てはいけない問題だ。あるいは、女性の問題、子

供の問題、障がい者、高齢者、さまざまな問題が

あります。そこに暮らす人たち全て多様性、私た

ちも一人一人が、個人個人が多様なアイデンティ

ティーを持った人間でございます。そういったこ

とも含めて、そのごくごく一部であるということ

をぜひ認識をしながらやっていっていただけたら

ありがたいなというふうに考えております。

続いて、宗谷線のほうに行きます。まずもって

活性化推進協議会会長の加藤市長におかれまして

は、日々の御尽力に敬意と感謝を申し上げる次第

でございます。

総合計画や、あとは定住自立圏共生ビジョンや

名寄市地域公共交通網形成計画などに共通する部

分で宗谷本線の維持存続というものが絶対的に上

がってくるのかなというふうに思うのですが、い

ま一度公益性とか公共性という部分、交通ネット

ワークという視点で捉えたときにどのような考え

になるかということを端的にお答えをいただける

とありがたいのですが。公共性、公共交通の公共

性って何なのだと。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ちょっとストラ

イクの答えになるかわからないのですけれども、

今の御質問でいうと公共交通とは何かという考え

でいうと、多様な方が乗れて、同じ料金で、しか

も定時制があって移動できるものが公共交通であ

るというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

多分そうだと思います。

公共性、公共交通の公共性ということを考えた

ときに、一つ視点として大切にしなければいけな

い部分というのがあるのかなと思っているのです

が、私たち今この生活をしている中で、鉄道の存

在というのは割と忘れがちになっている部分とい

うのがすごくあると思うのです。というのも日ご

ろ生活の中ではマイカー移動が多いわけで、戸口

から戸口まで車での移動というのが圧倒的多数で、

観光客の方々も割とマイカーで来て、飛行機で飛
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んできて、レンタカーを借りてくるみたいな、そ

ういう方のほうが圧倒的に多いのかなというふう

に思います。そこには恐らく公共交通という視点

というのは、完全に抜け落ちてしまっているのか

もしれないというふうに私は考えるのですが、公

共交通という概念が地域と地域をしっかりと結び

つけていくための手段だというふうに考えたとき

に、この公共性というものの重要性というのが浮

き彫りになるのかなというふうに思うのですが、

宗谷線を軸に公共性を持つ地域、持続可能な未来

創造という視点に立って俯瞰をしてみますと、鉄

道の廃止というのは地域間の交通ネットワークを

閉鎖的なものにしてしまう。地域間を行き交う人

の数が減るということは、やがてはドミノ倒しの

ように地域の衰退につながっていくのではないか

なというふうに考えます。そんな懸念は取り越し

苦労だというふうに思われる方もいらっしゃるか

と思うのですけれども、この３０年ぐらいの間に

にぎわいが消えてしまったまちを私たちは恐らく

たくさん見てきているはずなのです。名寄本線が

廃止になり、深名線、天北線、羽幌線、これらの

鉄道が道北から消えていったことにより、地域の

交通ネットワークを我がまちは切り離されてしま

う、そういう状況に陥っているのだろうと思いま

す。人の往来の可能性というものを狭めてしまう

ということは、恐らく地域間の公共交通による行

き来ができなくなればまちは一気に疲弊して、衰

退の一途をたどってきているというふうに思いま

す。そうした公共性、公益性、公共交通における

公共性や公益性というものを考えたときに、道北

の唯一背骨のように貫く宗谷線の位置づけという

ものは、名寄市のみならず道北一円に重要な役割

を担っているというふうに思うわけでございます。

あるものがなくなってしまうと、結構いろいろ

関連企業を含めて、極めて多くの人たちが名寄で

の生活というのが維持できなくなるという負の連

鎖が拡大してしまうということもあるのですけれ

ども、これは国鉄分割民営化のときにもあったと

思います。名寄に暮らす人たちが減ると、税収が

減って、インフラの維持が困難になって、スーパ

ーやコンビニなどの撤退という負の連鎖が拡大し

ていくということになりかねません。地域内の交

通、地域交通を結びつけているという役割を担っ

ているのは宗谷線だというふうに私は考えます。

その中で、先ほども部長も言われていましたけ

れども、存在価値というものが多くあると思うの

ですが、私は大きく３つについて大事な部分があ

るのかなと思っています。というのも国土を形成

する幹線鉄道としての役割、そして国境路線とし

ての役割、インバウンド、これからはインバウン

ド路線としての重要性というものがあるのかなと

いうふうに思っています。それらを含めて、宗谷

本線をぜひとも守っていっていただきたいなとい

うふうに考えているところです。

この辺までは私の見解ではございますけれども、

あと利便性向上について、いろいろと御尽力をさ

れていますけれども、特急列車の直通運転という

のが今１本しかありませんけれども、これ増便す

る方法というのが本当にないのかどうなのかとい

うことを模索したときに、先日そういった話をち

ょっとしようということで集まった集まりがあっ

たのですけれども、その中で話したのが２本は多

分直通列車を運行することができるだろうと、朝

と晩の１本ずつは。そのかわり昼間の特急は廃止

して、特別快速に格下げをすれば走らすことがで

きるのではないだろうかと、そんなようなことも

恐らくあると思うので、その辺はセットで考えて

いく必要があるというふうに認識をしております。

その辺に関して、直通便をふやしていくというこ

とに関してまだ諦めていないというところの見解

をお知らせをいただければというふうに思うので

すが、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 直通便の増便と

いうことで、これは実は２年前でしょうか、直通

が旭川乗りかえにダイヤ改正されてからこれは明
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らかに乗車数が落ちております。これは、ＪＲ北

海道も調査の結果認めているところでありまして、

これは利便性低下による顧客離れというような分

析結果が出ておりますので、これは利用促進の一

環としてやっぱり利便性を上げるということで直

通は諦めずに、ずっとこれは言い続けていること

でありますので、継続して要望していかなければ

ならないというのと、先ほど御提言いただいたよ

うに実現するためのいろいろなやりくりについて

も、これはＪＲとも一緒に協議させていただきた

いというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひ積極的にその辺も

含めて進めていっていただきたいと思います。

道内の７つの空港が民営化の動きというのが本

格的にスタートしてきました。加藤市長が以前か

ら言っておられました鉄道の旭川空港アクセス線

の新設について、今後道北の観光やインバウンド、

あるいは新幹線の延伸もろもろ含めて、また千歳

空港の一極集中化の緩和ですとか旭川空港の就航

率の高さなどに鑑みての旭川空港のハブ空港化、

これになれるポテンシャル、そういったものを旭

川は有しているのだろうというふうに思っており

ます。今後もＬＣＣなどの参入にも期待できると

ころかなというふうに考えます。観光人口の移動

を旭川空港線から各方面へ流れていく動線を築い

ていくということになれば、宗谷本線への観光客

の誘致というのは大きな力となると確信をしてい

るところですけれども、重ねて強力なプッシュを

お願いしたいと思いますけれども、今の加藤市長

の思いを改めてお聞かせをいただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 宗谷本線の活性化につい

てさまざまな御提言をいただき、ありがとうござ

います。

今は空港アクセス線の話でありましたけれども、

今まさに北海道のほうで来年、再来年の法改正に

向けて、国に対して改めてＪＲ北海道を維持して

いくためのさまざまな提言をまとめているところ

でありまして、その中でもいろんな意見照会も我

々に求められておりまして、事あるごとに私は全

く議員と同じ考え方であって、この空港民営化に

当たって相当高い目標を設定をしておりまして、

それにはやはり空港からの２次アクセスが非常に

重要であって、特に旭川はその中でも非常に重要

な位置づけの空港だと私は認識をしておりまして、

この空港アクセス、あるいは旭川までの新幹線の

延伸というのは非常に重要になってくるのではな

いかというふうに考えておりまして、国に抜本的

な支援を求めていくに当たって、こうしたことも

しっかりと頭出しをしてほしいということをさま

ざまな場面でお話をしているところでありまして、

そのことがまた宗谷本線の意味づけを変えていく

ことにもなると思いますので、推進あるいは積極

的に発言をし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） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひとも一緒に知恵を

出し合いながら進んでいければというふうに考え

ております。

無人駅の存廃について来年の３月までに回答を

求めるという文書が恐らく活性化推進協議会のほ

うにも送られてきていると思うのですけれども、

残すなら１駅１００万円程度の維持管理費が必要

というふうにされております。１日の平均乗降客

数が３人以下の駅、名寄市は智北、北星、日進の

この３駅を抱えておりますけれども、これから宗

谷本線全体での意見調整になると思いますけれど

も、現時点でどのような考えがあるかお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今おっしゃって

いただいた駅というのは、実はもう既に２年以上

前から公表されている駅でございまして、ここは

今そういったことでＪＲさんから通知が来ました
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ということで、町内会のほうには説明のほうはさ

せていただいて、年明けにも１度お邪魔させてい

ただいて、お話を聞くような機会をつくるという

ことで調整をさせていただく段階になっておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 宗谷線活性化について

は、多分さまざまな意見がこれからも出てくるの

だろうと思います。来年の１月１８日は、音威子

府村で音威子府村の鉄道有志の方々が、風っこそ

うやにも御尽力いただいた方々が中心となって、

未来を語る座談会があります。これには加藤市長

も御臨席くださるというようなことでありますの

で、そこにも期待をしていきたいというふうに思

っております。

駅カードの問題については、まだいろいろな話

を聞いておりますので、これは個別にまた総合政

策部長のほうにお話をさせていただこうかなとい

うふうに思っております。

いずれにしましても、全ての人に優しい社会を

打ち出していくという形で、移住を含めてこれか

らの名寄を明るい話題をふやしていくような方向

に進めていくことができたらなというふうに考え

ております。今後もさまざまな場面でいろいろ質

問させていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

散会 午後 ２時５３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 川 村 幸 栄

署名議員 塩 田 昌 彦


