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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２０日（金曜日）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 議案第２５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第７号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マスタ

ープランを定めることについて

議案第２４号 名寄市立地適正化計画

を定めることについて

日程第４ 議案第２６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第２号 地域医療を守り公立

病院等の維持・存続を求める意見書

日程第６ 決議案第１号 王子マテリア株式会社

名寄工場生産品集約の再考を求める決

議

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣報告について

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 議案第２５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第７号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マスタ

ープランを定めることについて

議案第２４号 名寄市立地適正化計画

を定めることについて

日程第４ 議案第２６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第２号 地域医療を守り公立

病院等の維持・存続を求める意見書

日程第６ 決議案第１号 王子マテリア株式会社

名寄工場生産品集約の再考を求める決

議

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣報告について

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
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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
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〇議長（東 千春議員） 本日の会議に１７番、

黒井徹議員からおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 議案第２５

号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

名寄振興公社のあり方に関する特別委員会、東

川孝義委員長。

〇名寄振興公社のあり方に関する特別委員長（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、令和元年第４回定例会

議案第２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予

算（第７号）について、令和元年９月２７日に設

置されました名寄振興公社のあり方に関する特別

委員会に付託されましたので、審査経過並びに結

果について御報告申し上げます。

委員会は、令和元年１１月２８日、１２月６日、

１２月９日、１２月１２日、１２月１６日の５回

にわたり担当職員の出席を求め、令和元年度名寄

市一般会計補正予算（第７号）の内容について慎

重に審査を行いました。

１１月２８日の委員会では、付託されました議

案第２５号の審査として、株式会社名寄振興公社

経営改善計画、それに基づく収支計画についての

説明を受けました。冒頭の説明で第３回定例会に

提出した経営改善計画は、専門家による検証を受

けておらず、緻密さに欠けていた部分がありまし

たが、経営改善計画作成に当たり株式会社名寄振

興公社経営状況等指導・監督・検証委員会の外部

委員による専門的見地からの検証結果を踏まえ、

第三セクターを指導、監督する立場である市とし

て新たな計画であるとの説明を受けました。

具体的には経営改善方策の１点目として、組織

体制、経営体制の刷新で代表取締役社長の交代、

指導・監督・検証委員会の設置、市職員の公社へ

の派遣、公社における人材確保について、２点目

としてコンプライアンス、ガバナンス面の検証、

３点目として経営面、会計面の検証により損益収

支計画では過年度財務数値にストレス９０％を掛

けたバッドシナリオ、過年度財務数値ベース１０

０％をグッドシナリオとして、バッドシナリオを

覚悟しながらもグッドシナリオを目指すとの説明

を受けました。

また、支援策の検討では、第三セクターへの公

的支援の考え方として、公社が管理運営する施設

は市民の憩いの場としての公益性が高い市内唯一

の公共温泉を初め、スキー場や健康の森など市民

の皆様の憩いや健康増進に不可欠な施設であるこ

と、本市の重点プロジェクトである冬季スポーツ

拠点化の核となる施設であること、宿泊施設とし

ては市街地から離れた不利地等を総合的に勘案す

ると公的支援を行うこともやむを得ないとの考え

方が示されました。

資金ショートの回避と財務状況の改善では、年

内の資金不足などへの支援案として、累積赤字に

よる未払い等を解消するために要する資金に加え、

今年度末の不足による資金ショートを回避するた

めの補助金 ０００万円、財務状況の改善案では

貸借対照表の資産性に基づく適正な処理により回

収困難な質の悪い資産など、債権、棚卸資産、ソ

フトウエア、繰り延べ資産を整理することにより

今年度末の決算時に見込まれる債務超過を解消す

るため、引き続き手法は検討するとのことであり
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ました。

指定管理料の適正化では、損益収支計画表のバ

ッドシナリオでは今後年間 ０００万円程度、グ

ッドシナリオにおいては ０００万円程度の赤字

が見込まれているが、公社が管理する施設は公共

性、公益性が高いことから、適正な指定管理料に

ついて検討しているとのことでありました。

経営改善に向けた原因の究明と責任の追及では、

公社の経営を安定化するために必要な支援を行う

に当たり、今回の事態を招いた原因の究明と責任

の追及は必須であり、今後警察による捜査及び裁

判の行方を見据え、弁護士とも相談しながら適時

に責任を追求していくと述べられました。

セグメント分析に基づく施設管理について、今

後セグメント分析を進めていく中で全ての施設を

公社が担うことがふさわしいかについて多角的か

つ総合的に検討していき、情報共有と信頼回復で

は刷新した体制のもと今回の事態のうみを出し切

るとともに、公社、市、議会、市民との間で情報

共有を図り、信頼回復に努めていくとの説明を受

けた後に質疑に入りました。

委員からは、セグメントごとに分けて考えるな

ら、宿泊部門と温浴施設の収支は切り離すべきで

はないか、補正予算に関する審査が難しくなると

の質問に対し、公認会計士からは施設ごとの売り

上げに対する経費を出すべきと指摘をされている。

本部経費を見ておらず、今後そこをしっかり精査

した上で改善策を見出していきたい。今回 ００

０万円の補正予算が出ているが、その根拠と損益

計算書のどこに該当するのかの質問に対し、今期

を乗り切る運営資金として入れるもので、債務超

過の部分は引き続き検討する。資金計画と財務状

況改善の２通りである。スキー場、ジャンプ台に

かかわる人材確保で、勤務体制、給与体系の整理、

見直しはどのようになったのかの質問に対し、人

員として全て確保できたわけではない。ほかの施

設との関係で日額報酬、冬場の作業に当たる部分

を見直した。男性浴場天井の修理やリフトの稼働

などもっと悪い状況を加味する必要はないのか、

また地方公共団体の公的支援のあり方についてど

の程度と考えているのかの質問に対し、財務会計

の新しいスタート段階で運転資金や特別損失処理

など経営にかかわる悪いところを洗い出し、公共

性、公益性の高い当該施設を安定させ、運営して

いくための公的支援である。回収困難なホームペ

ージの未納品、東京なよろ会売掛金費用などは諦

めるのかとの質問に対して、回収を諦めたわけで

はない。翌期以降の特別収益、過年度損益修正益

で利益経費となる。今回については１００％落と

したほうがよいとの助言をいただいた。今回提出

された損益収支計画表は、９月に出されたものと

全く違うものと認識をしてよいのか、受託部門原

価も間違っているのか、また計画表で次の指定管

理期間で５％増額となっているが、現状の指定管

理料は不適正だったのかの質問に対して、今回の

損益収支計画表は公認会計士から指摘された事項

を加えた。部門別の指定管理料が間違っているわ

けではなく、本部という考え方が本来あるべきで、

そこに係る人件費、消耗品費、役員給与、広告宣

伝費などを見るべきとの考え方である。事業の効

率化、経費の節減を目指していく中で適正な指定

管理料が見えないが、振り分けられているのかの

質問に対して、通常の指定管理を受ける業者は本

来の本業があって指定管理も請け負っている。全

ての施設を公社が担うことがふさわしいかについ

て総合的に検討することにしており、まずは再建、

健全経営を目指し、その先は広い意味での検討が

必要である。 ０００万円の必要性は理解したが、

毎年出てしまう赤字をどのように考えていくのか

の質問に対して、使用料、利用料だけでは成り立

たない構造であり、公共性、公平性の視点から納

得いただける持ち出しなのか、独立採算と思って

いたところがそうではなかったなど、新しいスタ

ートで信頼回復に努めたい。人材派遣で令和３年

からの経費計上はないが、人材育成をどのように

考えているのかの質問に対して、人材派遣は一定
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程度の効果が出ている。令和２年度以降振興公社

の社員として採用することを考えている。今後の

運営で大きな赤字を含めた損失が発生した場合、

存続させる前提条件、リスクの線引きを市と公社

の間でどのように考えていくのかとの質問に対し

て、行政の限界もあるが、一方では公社の自助努

力も必要である。各施設のセグメント別の収支も

見えない状態であり、現段階では明確な回答は難

しいとの答弁に対して、市民の方を含め心配して

いるのは、営業活動も含めて不測の事態があるか

もしれないが、リスク回避、行政としての限界に

ついての数字の精査を含め、しっかりと定めてい

ただきたいとの発言があった。年内の資金不足

０００万円と今年度決算時に見込まれる債務超過

の差異についての質問に対し、補助金 ０００万

円を入れても９０％のバッドシナリオでは約 ９

００万円の債務超過となり、収益が確定していな

い中で計上しておける金額として ０００万円を

計上した。債務超過解消については、さらなる検

討が必要であるとの説明を受けました。

以上で質疑を打ち切り、振興公社の部門別の売

り上げを前年対比で資料を求め、次回の委員会運

営に向けて今後さらに議論を深めていくために、

株式会社名寄振興公社経営状況等指導・監督・検

証委員会の外部委員である弁護士、公認会計士、

企画営業部長として業務を担当している方、前支

配人に委員会に参考人として来ていただき、意見

を求める内容について確認し、終了しました。

１２月６日の委員会では、３名の参考人から意

見聴取と１名の文書回答での報告を行いました。

弁護士には４点の意見を求め、①、現在の主な業

務と検証の視点については、主に法務、コンプラ

イアンス、法令遵守の観点で話をしている。経理

面では公認会計士が担当しており、会社の再建関

係についてのアドバイスはしている。②、株式会

社名寄振興公社に対する検証内容とその結果につ

いては、日常の現金管理を含めた会計管理の問題

点がある。セグメント別に現金管理ができていな

く、財務規定も守られていなかった。③、検証内

容を踏まえた株式会社名寄振興公社再生に必要な

改善策については、振興公社のモラル面に疑問が

あること、会計管理のノウハウが全くないことを

考えると市職員の派遣は非常に効果的である。ま

た、今まで支配人への権限が広過ぎた。社長の常

勤体制をつくるか、それに準じた体制として市か

らの派遣職員がしっかり管理していけば問題はな

い。④、市の改善計画及び支援策に対する評価に

ついては、現在の支援策は再建策の前段階であり、

本格的な再建策は少なくともセグメント別の売り

上げと経費が把握でき、どこに問題点があるか把

握してからになる。経営状況等指導・監督・検証

委員会でしっかりと再建策についてアドバイスを

していくと説明されました。

次に、公認会計士にも４点の意見を求め、①、

現在の業務内容と検証の視点については、自治体

だけでなく一般事業会社の会計監査も含めてやっ

ているので、会計、財務、経営の観点から問題点

はどこにあるのか、課題解決策はどうすべきか、

将来に向けての意見を申し上げるのが業務と認識

をしている。②、株式会社名寄振興公社に対する

検証内容とその結果について、③、検証内容を踏

まえた株式会社名寄振興公社再生に必要な改善策

については、セグメント別の利益管理ができてい

ないので、１１月からセグメント別の利益管理が

できるよう指導している。現金管理、現物資産の

管理については、経営を脅かすほどにずさんであ

った。売り上げ管理もずさんで、売り上げと経費

が混同してしまう処理を行っており、直ちに改め

る課題である。経営面の課題として、取締役会で

執行者の責任を管理監督しなければならないとい

う責任があるが、有効に機能していなかった。外

部の取締役を入れて、ガバナンス、コンプライア

ンスを専門的に管理監督する必要がある。最大の

課題は、会計面でわかっている範囲では令和元年

度の決算期では１億円ぐらいの債務超過になると

予想している。その対応については、どのタイミ
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ングでどのような手法で行うのかさらに検証が必

要である。ただし、債権、棚卸資産、ソフトウエ

ア、繰り延べ資産、簿外債務、これらは適正に処

理する必要があると考える。④、市の経営改善計

画及び支援策に関する評価については、今回の改

善計画のバッドシナリオでは現状の９０％と、さ

らに３年たつと５％落ち込むとの見方で、将来の

ことについては現状は誰にもわからないが、現状

ある材料でできるだけ合理的に見積もっており、

一番現実的な計画と認識している。

次に、株式会社名寄振興公社企画営業部長には

５点の意見を求め、①、これまでの業務経歴につ

いては、株式会社マックアースで長野県黒姫ライ

ジングサンホテル再生事業に取り組んだ。現在は、

株式会社中西商店にて経営コンサル、教育旅行事

業に従事している。中西商店とマックアースの関

係だが、我々は旅行事業も行っており、体験プロ

グラムを営業、企画、運営をしている。ただ、ホ

テルやスキー場は持っていないので、マックアー

スが経営している施設に優先的に案内して、我々

がそこで体験等を提供させていただくという関係

を続けている。②、株式会社名寄振興公社のスキ

ー場及びホテル運営に対する評価については、ス

キー場はスノーボード、アルペンスキーを中心に

営業展開をされているが、特性を考えるとターゲ

ットとしては妥当である。ただし、ホームページ

を含めたインターネットでの宣伝力が弱いのと人

件費が高い比率となっている。ホテルは、各種合

宿、地元中心の宴会、ビジネスホテルという役割

で営業されているが、スキー場と同様にインター

ネットで宿泊サイトの業者と連携してチャンネル

を広げていくことが必要である。③、スキー場及

びホテルが有するポテンシャルについては、日本

一の雪質を生かして今まで同様アルペンスキーチ

ーム、スノーボードチームへの働きかけ、大会誘

致、イベントの開催は可能だと考える。北海道の

特性を生かした広い施設、立派な総合病院が近く、

まちから少し入れば自然、北海道らしさがある。

また、名寄市立大学、天文台などを活用して専門

的なプログラムを開発することで、学校、団体、

海外からのお客様を誘致することは不可能ではな

いと感じている。④、今後のスキー場及びホテル

運営に必要な改善策については、経費の削減、そ

れに伴う業務内容の見直しが必要と考える。宿泊

者や温泉利用者に向けてのプログラムを作成でき

る資源が数多くあり、公社自身の従業員のモチベ

ーションを上げて、みんなで進むべき目標を設定

して、しっかり議論をして出発するということを

考えている。⑤、市の経営改善計画及び支援策に

対する評価では、着任して半月なので、一概には

言えないが、私が関係してきた自治体と比べると

手厚いと思う。市から職員が来ているが、私も含

め現場の人にとって心強い存在になっていると思

うと述べられました。

続いて、前支配人からの文書での回答について

は、私が代読いたしました。①、指定管理を第三

者に債権譲渡したという取引を行った動機につい

ては、平成２５年度に経営安定補助金を入れてい

ただいたにもかかわらず、平成２７年度に約９０

０万円の赤字を出してしまい、もう赤字決算は絶

対に許されないと思っていた。その当時の説明資

料、市への説明でも嫌な思いをし、赤字決算を避

けたいと強く思っていた。資金調達のファクタリ

ングの方法も自分で見つけ、わらにもすがる思い

で無断で契約を行った。いかなる理由があろうと

も無断で債権譲渡を行った行為は許されることで

はなく、多くの皆様に多大なる御迷惑をかけて申

しわけない気持ちである。②、使途不明金につい

ては、修正した決算書及び帳簿を見ていないので、

明確には答えられないが、入金されているはずの

東京なよろ会のスキーツアーの売上金が入金され

ていないとか、経費振りかえなどの処理方法など

疑問に思う部分もある。私的流用はないと思って

いる。体調の面もあり、なるべく早く解決できる

よう原因究明に協力したい。③、東京なよろ会の

入金処理については、報道されているような何百
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万円も不明になっていることはあり得ず、本社会

計に入金済みである。入金後の処理については、

参加者から入金後、航空券、宿泊代、ツアー員の

添乗経費、事務経費に支出している。内容を改め

て精査するとともに、決算を確定させていきたい。

④、株式会社名寄振興公社内における経理業務の

実態については、日々の売り上げ計上及び業者か

らの請求の処理、従業員及び社員の給料の支払い

業務及び年度計画書の作成を行っていた。特にス

キー場業務では社員２名を配置しているのにもか

かわらず、初期対応のまずさ、失念等が頻繁に発

生するなど、問題が発生すると私のところに報告

が来るようになり、指示を出さなければならない

状況でした。自分の業務量が膨大にふえていく状

態の中で、社長に社員の増員か、市役所からの職

員派遣を何度か依頼したが、実現しなかった。

参考人招致での意見聴取後、名寄振興公社に関

して北海道市町村職員共済組合で発行している指

定宿泊施設利用助成券の不適切な使用についての

報告がなされました。本年１０月上旬に北海道市

町村職員共済組合に匿名の連絡があり、指導を受

け、調査を行ったところ、宿泊以外に使用できな

い１泊 ０００円の助成券を飲食や宴会に使うな

どの違反があった。平成３０年４月からことし９

月まで約 ５００件、金額は３００万円、売り上

げを伸ばすために苦肉の策として前社長が利用促

進を働きかけたもので、精査し切れていないが、

平成２８年度からの累計では総額６００万円ほど

になると思われる。返還には公金を使わず、公社

と市役所で返還し、なよろ温泉サンピラー指定宿

泊施設の指定は返上したいとの説明がされました。

委員からは、利用促進に協力した職員は大きな不

信感を持っている。上に立つ者はしっかりとした

対応が必要などの質問が出されました。

次回の委員会は、第４回定例会において当委員

会に付託されている議案第２５号 令和元年度名

寄市一般会計補正予算（第７号）について集中審

議を行うことで確認し、終了いたしました。

１２月９日の委員会では、付託議案について集

中審議を行いました。委員から経営改善計画では

組織体制の改善が大事だと考える。参考人招致で

も明らかになったコミュニケーション不足や従業

員のモチベーションを上げるための対策や公社が

率先して情報発信をするなどどのように取り組ん

でいくのかに対して、今までは会社の方針が明確

に伝わっていなかった。正社員、パートも含め情

報共有の仕組みづくりの体制を整え、市民への情

報発信にも努めたい。公社の組織機構や市職員を

退職して公社に派遣した職員の位置づけに対して、

組織体制については検証委員からの指導を参考に、

総務部門からは市からの派遣職員が総務課長、企

画営業部門は外部派遣の部長がその所管を代表す

る位置づけとなっている。現在は公社の事務分掌

規則で定められているので、必要に応じて検証、

見直しについて検討を行っていく。経営補助金

０００万円の内訳、補助金を入れることで今年度

の資金ショートの回避はできるのか、日進地区へ

のバス利用実績、実施設計の契約解除で中止され

ている施設改修の今後の考え方は、公認会計士の

報償費については予算の裏づけがないまま充てる

ことに問題はないのかに対して、 ０００万円は

運用資金であり、資金ショートが起きないように

運営をしていく。未払い金解消には多大な資金が

必要であり、前年度までの累積赤字が大きく、単

年度で整理するには十分ではない。３月決算前に

債務超過の状況見て手法を検討したい。バス利用

については、１１月までの速報値で昨年とほぼ同

じ実績となっており、１２月以降のスキーシーズ

ンに入ると大幅にふえるので、１５０万円の補正

予算とした。契約解除については、今年度現況調

査で作業を終了しており、無駄になるのではなく、

今後の事業展開には活用できる。報償費の支出は、

交通費、宿泊費を積算した内容で、会計とも確認

をしており、問題はない。市職員２名が退職して

公社に行っているが、 ０００万円の中に賃金分

は含まれているのかに対して、入っていない。ガ
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バナンス、コンプライアンスの面で行政から人材

を入れなければ運営が難しい。賃金は公社から支

払われるが、市で負担したいという考え方である。

年度末の債務超過に対する支援策の見通しや職員

の人件費、取締役の報酬支払い、税理士など経費

がふえてくる。これらの点と今後の市民への細か

な説明と情報公開の考え方に対しては、現状のま

までいくと年度末で１億円ほどの債務超過になる。

今の段階で見通しを持つことは難しい。市民説明

をまちづくり懇談会で行っているが、今後ホーム

ページなどを活用して周知したい。税理士につい

ては、市内業者と契約に向け進めている。取締役

については、責任を持ってもらうためにも報酬を

払うべきとの指摘もあり、織り込んで考えたい。

新たに置く顧問弁護士の役割は、決算書までつく

ってもらえるのかに対して、税理士は月１回程度

の巡回訪問でアドバイスをもらう。売り上げが前

年比９０％に減少しているが、市からの支援が

０００万円で済むのかに対して、振興公社の収入

源は間違いなく冬期間であり、スキー客の増加に

向け営業努力し、コスト削減にも努める。年度内

で悪いものを出し切って、新年度からは新たなス

タートを切れる体制を構築していきたいなどの集

中審議を行い、終了しました。

１２月１２日の委員会では、名寄振興公社月別

売り上げ比較表、平成３０年度比のポイントにつ

いて説明を受け、その後付託議案の継続審議と委

員間協議を行いました。委員から補助金 ０００

万円を投入することで債務超過は抑えられるのか、

また債務超過解消の方法はに対して、債務超過は

バッドシナリオで１億 ０００万円にならないよ

うに経費削減や原価の見直し、効率よく人を回し

ながらできるだけ詰めていく。債務超過を解消す

るには貸し付け、損失補填、出資などさまざまな

手法があるが、スキーシーズンが終了する時点で

の検討になる。市職員の賃金相当額の取り扱いと

施設整備にかかわる実施設計再開の今後の見通し

はに対して、賃金は名寄市からの当て込みにより

解消し、派遣職員の不利益にならないようにする。

施設整備は、改修事業費が大きく、経営の安定が

優先され、現在計画復活のめどは立たないが、次

の指定管理期間となる２０２１年度に向け議論を

活性化させたい。債務超過はやむを得ない点もあ

るが、人災もある。全て税金で賄うことは市民理

解を得られないに対して、債務超過にはさまざま

な要因があった。人災は責任の所在をはっきりさ

せていく。管理運営責任についても３月定例会ま

でに詰める。なし崩し的に市の支援策が出てくる

のではとの不安の声がある。公社存続の前提条件

を市と公社間で決めておくことが大事ではないか

に対して、努力なしに次々と公社にお金が出るこ

とはＮＧである。資金投入の限界は議論していく。

株式会社として保証人を立て全国信用保証協会を

活用して資金調達をする考えはに対して、資金調

達は銀行などもしっかりお話をすると貸してくれ

ることもある。いろんな手法を検討している。施

設改修でこれまでの基本設計や実施設計で示され

た工事金額の総額はどの程度だったのか、また来

年の建設事業発注や振りかえなどの見通しはに対

して、温浴施設のサウナを拡張するパターンでは

２億数千万円、合宿などに対応するシャワールー

ムを各部屋に設備するパターンでは約２億円、両

方実施すれば４億円ほどになる。実施設計を途中

でやめたため次年度は無理で、改めての協議とな

る。報償費にかかわり専門家に来ていただいてい

るが、経費節減に取り組んでいる内容について詳

しく聞きたいに対して、企画営業部長は１１月に

来たばかりで、今収益拡大に向けて現状把握に努

めている。これまでが適正な経費だったのか、人

件費は適正か、満足度を下げずに食材原価を切り

詰められるか、１人２役体制で人件費を削減する

など改善点を見つけながら１つずつ進めている。

その後の委員間協議では、①、 ０００万円と

いう資金を入れて、公共性、公益性を担保するの

か。３月まで見ないと見えてこない。適切な情報

をもらってこれからの判断材料にしたい。市民へ
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の説明も難しく、苦しい判断が求められている。

②、今回の補正は、公共性、公益性をとめないこ

と、なくなっては困る施設である。公社との確認

事項を一定の期間議会としても責任を持って見守

り、かかわっていくこと、それが市民に対する議

会としての責任ではないか。③、今までの公社の

体制は、会社として成り立っていなかった。体制

を改めることで今後上向いていくのではないか。

市内経済も回ることから、補助金を出すべきであ

る。④、利用者が多く、とめると影響が大きい。

セグメント別の売り上げを見て、それからの判断

ではないか。⑤、債務超過も１億 ０００万円が

限度との話もされた。 ０００万円は、現状では

必要な経費と判断する。⑥、公社の努力なしに市

からの資金調達はないとの話も伺った。市として

の補助の限界についても議論していかなければな

らない。専門家もいることから、今後に期待をし

たい。⑦、現段階で公社の明るい見通しは示され

ていない。１億 ０００万円もシーズン終了でな

いと見通せない。施設改修の設計委託料の ２０

０万円もそうだが、補正の ０００万円も無駄に

ならないのか。資金ショートの回避は理解するが、

そこに大きな決断が必要であり、基本的な考えは

離れていないと認識しているなどの意見が出され、

次回の委員会において付託議案の結審に向けて進

めることを確認して終了しました。

１２月１６日の委員会では、結審に向けて最終

確認を行い、採決を行いました。

採決の結果、賛成多数により令和元年第４回定

例会付託議案第２５号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。

以上で特別委員会の報告とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席へお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第２５号を委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第２５号は委員長報告のとおり可

決されました。

ただいま議案第２５号が可決されましたが、附

帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、令和元年第４

回定例会議案第２５号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第７号）について、名寄振興公社の

あり方に関する特別委員会に付託されて以降数回

にわたる審議を行い、結審終了に際し第三セクタ

ーの運営についてリスクを含めた情報共有を求め

るという見地から、１、補助金の趣旨にのっとり

経営改善のみに充当させること。２、収支計画に

基づき最大の経営努力を求めること。３、これま

で投入してきた委託料等の効果を十分得るために

も経営改善を求めるとともに、施設面を含め将来

的な見通しを明確にすること。４、使途不明金等

の内容を早期に明らかにすること。５、今後の公

金投入は極力抑え、市民への説明責任を果たすこ

と。６、第三セクターの位置づけを明確にすると

ともに、ガバナンスの強化と透明性の向上を図る

こと。以上、決議する。附帯決議をつけることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認め、その

ように決定いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議長のお許しをいただき

まして、発言の機会をいただきまして感謝を申し

上げます。
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今ほど議決をいただきました議案第２５号 令

和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号）につ

きましては、名寄振興公社のあり方に関する特別

委員会におきまして、本日の委員長報告まで５回

にわたり慎重審議をいただき、議決をいただきま

したことに改めてお礼を申し上げます。今ほど６

項目にわたる附帯決議をいただきました。いずれ

も重要な視点でございまして、この内容をしっか

りと受けとめて、今後の対応並びに情報共有に努

めてまいりたいと考えております。

今回の件では、議会を初め市民の皆様に多大な

御迷惑と御不安をおかけをしていること、そして

名寄振興公社に指定管理を委託している施設は、

いずれも市民サービスや総合計画の重点プロジェ

クトなど市政推進に不可欠であることを踏まえま

して、名寄市としてはもとより公社の筆頭株主と

してしっかりと対応してまいります。どうぞよろ

しくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１０時４６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マス

タープランを定めることについて、議案第２４号

名寄市立地適正化計画を定めることについて、

以上２件を一括議題といたします。

１１月２６日の議事を継続します。

なお、審査の順序については、各会派代表によ

る総括質疑を行い、その後質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づく質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないことにしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定いたしました。

これより、総括質疑を行います。

市政クラブを代表して、山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） それでは、市政クラ

ブを代表いたしまして総括質疑を行いますので、

よろしくお願いいたします。初めに総体質疑をさ

せていただきまして、一括して御答弁をいただい

た後、確認事項等を含めて一問一答で再度質疑を

させていただきたいと思います。

質疑に入る前に、今回の名寄市都市計画マスタ

ープランの見直し及び名寄市立地適正化計画の策

定に当たり御尽力いただいた策定委員会並びに都

市計画審議会の皆様に敬意を表したいと思います。

これまでの熱心な御議論に意を払いつつ、以下大

きく７項目について順次お伺いをいたしたいと思

います。

１点目ですが、今後のまちづくりの基本的な考

え方について改めて認識をする意味で、今回名寄

市計画マスタープランの一部として位置づけられ

る名寄市立地適正化計画が策定されるに至った経

過と本計画の目的及び意義について具体的にお答

えを願います。

２点目ですが、計画策定に当たって市民アンケ

ートや大学生とのパネルディスカッション、市民

シンポジウムを初めまちづくり懇談会、市民説明

会など、さまざまな機会を通して市民意見を集約

してきたと思いますが、それらの意見をどのよう

に計画へ反映させたのかお伺いをいたします。

３点目ですが、立地適正化計画における将来の

都市構造の形成方針について、都市構造の観点か

ら中心市街地再構築型と生活実態追随分散型の２

点に絞り議論をしてきたと考えますが、中心市街

地再構築型を選択するに至った議論経過の詳細に

ついてお知らせを願います。あわせまして中心市

街地再構築型の都市構造を選択したことにより期

待されるまちづくりと将来のまちの姿についてど

のように考えているのかお伺いをいたします。

４点目、居住誘導区域及び都市機能誘導区域の
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設定において、どのようなことに特に配慮をして

区域を設定したのかお伺いをいたします。また、

それぞれの区域に何を重点として居住と都市機能

の誘導を図ることとするのか、考え方をお伺いい

たします。

５点目ですが、今回の立地適正化計画は、おお

むね２０年のまちづくりのビジョンを示したもの

と考えますが、時点修正、見直しについてどのよ

うに考えているのかお知らせを願います。特に今

回の計画策定段階では想定されていなかった王子

マテリア名寄工場の撤退問題は、今後のまちづく

りに大きな影響を及ぼすと考えますが、本計画へ

の影響について、またその計画による計画の見直

しの考え方について御見解を伺います。

６点目、今回の計画の実現方策として、都市機

能誘導区域と居住誘導区域へそれぞれへの誘導施

策が示されておりますが、次年度、令和２年度以

降において何を優先し、具体的にどのような取り

組みを進めていくのか、考え方をお伺いいたしま

す。それとあわせて都市機能誘導区域内で立地を

誘導すべき都市機能増進施設として、機能ごとに

個別の誘導施設の設定がなされていますが、誘導

施策との関連でそれらの施設の優先順位の考え方

についてもあわせてお答えを願います。

７番目、モニタリング計画として誘導方針、誘

導施策により目指す目標値が設定されております

が、このモニタリング計画に実態を持たせるため

に具体的にどのような取り組みを進めようと考え

ているのか御見解をお伺いいたします。

以上７点、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員からは、７

項目にわたりまして御質問を頂戴してございます。

担当しております私のほうから順次お答えをさせ

ていただきますし、また答弁の時間等々も少し長

くなるかもしれませんが、御容赦いただければと

いうふうに思ってございます。

まず初めに、問いの初めにございました計画策

定の経過、目的、意義についてでございます。名

寄市都市計画マスタープランは、都市計画法の第

１８条の２に基づく市町村の都市計画に関します

基本的な方針を示す計画で、本市は２００８年に

策定してございまして、おおむね２０年間のまち

づくりの視点を計画してございますが、１０年を

経過した際に定時見直しを行おうと当初から予定

をしてございました。また、名寄市立地適正化計

画につきましては、人口減少の社会と叫ばれる中、

本市も他自治体と同じく減少傾向にございまして、

厳しい財政制約のもと医療、福祉、商業などの生

活サービス機能を維持し、将来にわたりまして持

続可能な都市経営を可能にするため、都市機能や

居住機能を集積し、コンパクトな市街地形成を考

える時期に来ており、まさに全国的にもその必要

については今議論をされているところでございま

す。国におきましても２０１４年８月、改正都市

再生特別措置法においてこの立地適正化計画の策

定が可能となりまして、本市としましても都市計

画マスタープランの見直しの時期であったことか

ら、そのマスタープランの高度化版でございます

立地適正化計画の策定が都市機能の充実や持続可

能なまちをつくっていく観点からも必要なもので

あると考えられたことから、昨年度から２カ年を

かけまして計画を策定をしてまいりました。

計画の位置づけといたしましては、本市の上位

計画でございます名寄市総合計画（第２次）に即

しまして、都市計画マスタープランでは都市計画

の概念やグランドデザインを示し、それに包含さ

れる形で名寄市の立地適正化計画を策定をし、他

の分野で策定されます各種計画との連携や整合性

を図るものとしてございます。本計画は、都市構

造を見直すことで医療、福祉、商業施設、住居な

どがまとまって立地をし、公共交通機関を活用し

ながら生活の利便性向上を図り、都市機能の集約、

再編などにより持続可能なまちとしていくため、

９ページに記載をさせてございますまちづくりの

基本理念や１０ページに同じく記載のコンパクト
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なまちづくり方針に基づきまして、人々がにぎわ

い、活気づき、将来にわたり安全で安心できる快

適な市街地形成が可能となるよう、その計画目標

の実現に向けまして鋭意取り組みを進めてまいり

ます。

次に、２点目にございました市民アンケートや

市民シンポジウムなどから出されました御意見、

どのように反映したかということについて申し上

げさせていただきます。本計画は、２０年後のま

ちづくり、都市計画に関する重要な方針や具体性

を持たす計画であるため、多くの市民の皆様から

御意見をいただき、また積極的に市民にもまちづ

くりに参画していただきたいとの観点から、市民

アンケートを初めといたしまして大学生などの若

い視点からの提言、名寄に住んでいる生活者とし

ての視点から、老若男女を問わず、大きなまちづ

くりの視点などからさまざまな御意見を頂戴をい

たしたところでございます。市民アンケートでは、

まちの形成方針についての市民の意向や大学生か

らは将来における名寄市の課題、市民シンポジウ

ムでは現在の課題をどう今後のコンパクトなまち

づくりに生かしていくかなど、生活の質を上げる

ための方策などの御意見から、本市として今後の

２０年間の間でやるべきこと、やらないといけな

いこと、持続可能で安心して快適に過ごせるまち

であるために誘導区域内の誘導する施策の検討を

行ったところでございます。

都市機能誘導区域内では、公共施設の老朽化に

伴います施設の再編、複合化、名寄市立大学生と

地元企業などの就職のマッチング、卒業生の地元

定着化の推進、コミュニティバスのサービス改善

など、居住機能誘導区域においては町中の空き店

舗や中古アパートなどのリノベーションに係る建

設費の補助や誘導区域への居住支援策の検討など、

市民からの御意見や市役所内部で検討されました

施策などを総合的に勘案しまして、誘導施策の検

討を行ってございます。これらの誘導施策を実現

させるためにもモニタリング計画を設定して、計

画の目標を定め、市民の意向に沿えるよう努める

とともに、しっかりと２０年後の計画ではありま

すが、ＰＤＣＡサイクルに沿い事業の検証を行う

とともに、必要に応じて適切な計画となるよう見

直しについても行ってまいりたいと考えてござい

ます。

次に、３点目、計画書の１１ページの表でござ

いますけれども、生活実態追随分散型ではなく、

中心市街地再構築を選択した議論経過及び今後の

期待についてでございますが、市民、有識者など

から構成します計画策定委員会の議論の中で、ど

こにどのように設定するか、さまざまな御意見を

交わしていただいたところです。その議論の中で

は、本市の将来都市構造としてＪＲ名寄駅前周辺

やＪＲ風連駅前周辺を中心市街地として一点に絞

り込む中心市街地再構築型とする意見のほかに、

それら中心市街地以外に商業施設や住宅が立地し

ている南地区の２カ所を位置づける生活実態追随

分散型とする意見の２点に焦点を合わせまして、

次に申し上げます４点の観点から意見をまとめて

まいりました。

１つ目には、拠点形成についてでございます。

昨年１２月から今年１月にかけて実施しました市

民アンケートの結果から、郊外の宅地開発を抑制

し、既存の市街地内の空き地、空き家の活用や中

央地区への転居誘導を図り、中心市街地の人口密

度を高めることという御意見が約７割を占めまし

て、その中でも中央地区へ条件が合えば引っ越し

してもよいという御意見が約５割となりました。

２つ目には市街地形成についてです。インフラ

や都市行政サービス、コスト、市民の利便施設な

どから総合的に判断しますと、これ以上の市街地

拡大を避けまして、市街地の範囲を絞り込む必要

があるとの御意見がございました。

３つ目には、交通体系についてでございます。

コンパクトな街並みや高齢者の方が車がなくても

快適に暮らせる公共交通サービス、既存の運行路

線などから判断し、人口減少の社会でも快適に生
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活基盤が確立されることが前提条件であるとの御

意見がございました。

４つ目ですが、公共施設の再編、再配置につい

ては、まちづくりの方針に基づき公共事業が果た

す役割は大きいものの、財政制約上実施可能な事

業は限られてございまして、２つの拠点に分散す

るよりも１つの拠点に絞ったほうが効果的な財政

投資が行えるとの御意見がございました。

申し上げました４項目につきまして集中審議を

行い、市民アンケート結果などから総合的に判断

をされまして、コンパクトで持続可能な市街地形

成を目指す上では中心市街地再構築型を選択すべ

きものとして判断をしてまいりました。今後にお

きましては、中心市街地再構築型として、限りあ

る財源を有効に活用しながら、人の流れを緩やか

に誘導する施策を打つことでにぎわいと活力にあ

ふれる拠点づくり、将来にわたり安心できる快適

な市街地、まちづくりに励むとともに、市民が名

寄市に住んでよかったと思えるまちづくりになる

ようモニタリング計画目標の推進、実行に取り組

んでまいります。

次に、４点目、都市機能誘導区域及び居住誘導

区域の設定についての何を重点かということでご

ざいます。都市機能及び居住機能を設定する上で、

市民、有識者から成ります策定委員会や行政課長

級の職員で構成しました市役所内庁内検討委員会

での議論の中からどこにどのように設定するのか、

さまざまなこれも御意見を交わしていたところで

ございます。都市機能誘導区域では３点の設定方

針を定め、１つ目にはバス運行路線でアクセス利

便がよいＪＲ名寄駅前から名寄市立総合病院周辺

を主要交通軸とすること、２つには同じくＪＲ名

寄駅前周辺の商業、医療施設は都市機能が高く生

活利便が高いため本地域を含めること、３つ目に

は徒歩などで移動可能な半径８００メートル圏内

におさまることとし、この３点の範囲で誘導区域

を設定いたしました。また、区域の一体性を考慮

し、幹線道路や条丁目を境界としてございます。

居住機能誘導区域では、工業地域を除く用途地

域の範囲内で人口集中地区を考慮し、都市機能誘

導区域の指定されている。ＪＲ名寄駅周辺にアク

セスできるバス路線でバス停の徒歩圏３００メー

トル以内、洪水浸水想定区域３メートル以内とし

た範囲を誘導区域に設定しました。都市機能と同

様の考えで、区域内の一体性や条丁目を境界とし

てございます。

都市機能や居住機能につきましては、重要な設

定ポイントとして、あくまでも強制ではなく緩や

かに人の流れを誘導することとしており、低密度

化を避け、地域にぎわいと活力を生み、安心で快

適な暮らしが担保されることが大前提となります

ので、誘導区域内への人が集まる施策を実施し、

魅力ある拠点形成に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。

続いていただきました５点目でございます。本

計画につきましては、２０年後を見据えた長期的

な計画でございますが、社会経済の状況の変化や

国、北海道の動向、本市の人口土地利用の動向な

どを踏まえ、適宜見直しを図ることとしてござい

ます。また、立地適正化制度の根拠法でございま

す都市再生特別措置法におきましても、おおむね

５年ごとに施策実施の状況についての調査分析及

び評価を行うよう努めるものとされてございます。

議員からお話しの王子マテリアの問題につきまし

ては、工場が閉鎖になった場合の市内経済、市民

生活に与える影響は大きいことから、持続可能な

まちづくりの実効性を保つ計画となるよう５年ご

との定時見直しにはとらわれず、社会変化に対応

する柔軟性を持ちながら、適時判断をして検討し

てまいりたいと考えてございます。

６点目にございます計画の１０ページにござい

ますけれども、本計画の誘導施策はまちづくりの

方針であります人々が集いにぎわう魅力と活力に

あふれた拠点づくりと将来にわたり安心、安全に

暮らせる市街地づくりを実現するための設定をし

てございます。誘導施策を検討する際には、市内
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各分野から成る策定委員会や市役所内の課長級か

ら成ります庁内の検討委員会におきまして本市に

おける現状の課題を整理をしまして、人口減少が

進む中でまちをどのようにコンパクト化していく

のかの枠組みとなるよう決定をしてまいりました。

現時点で誘導施策や施設の優先度については決定

しておりませんが、令和２年度中には公共施設等

総合管理計画の個別実施計画も策定されることか

ら、部署を横断した統一的な組織体制によるまち

づくりの議論を進めてまいりたいと考えてござい

ます。

最後７点目のモニタリング計画でございますけ

れども、本計画のモニタリング計画とはまちづく

り方針を実現するために設定した誘導方針、施策

の目標となるものでございまして、先ほども申し

上げましたようにおおむね５年ごとを基本に誘導

施策の取り組み状況や評価指標の分析、評価を行

い、その結果に基づきまして必要に応じまして誘

導区域や施策の改善を図るものでございます。具

体的には公共施設等の誘導施設の区域内立地数や

区域内の空き家、空き店舗などの活用件数、人口

当たりのバス乗車人員、中央地区居住人口など誘

導方針に沿った目標値についてそれぞれ５年、そ

して２０年後に設定した目標の達成状況を検証、

評価をして、達成できない場合の未達成要因の分

析、把握をしてまいります。このような計画の達

成状況を評価して、状況に合わせて都市計画や居

住誘導施策を不断に見直すことで本計画を時間軸

を持った効果的なまちづくりの運用計画としてま

いりたいと考えているところでございます。

以上、いただきました７点につきまして私から

の答弁とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれについて詳

細にお答えをいただきましたので、７項目御質問

申し上げましたが、それぞれ関連がありますので、

どこということなく、ちょっと入り繰りすると思

いますが、確認も含めて再度質疑をさせていただ

きたいというふうに思います。

今回立地適正化計画が策定されたということで、

この計画のまず位置づけということでもお答えい

ただきましたけれども、今名寄市が持つ各種計画、

これと非常に連携が今後されていく、そこが大事

になるということなのだというふうに思います。

特に公共施設等総合管理計画の関係でお答えもい

ただきましたけれども、公共施設等も含めてこの

立地適正化計画の中で定められた区域に誘導して

いくということから考えますと、やはりこの公共

施設等総合管理計画との関連性、連携というのが

非常にまず重要になってくるのだというふうに思

います。その他公共交通網の形成計画ですとか地

域福祉の関係、また高齢者医療、介護の関係等さ

まざまなこれは各種計画と連携、関連性が当然出

てくるかと思いますが、一部お話ありましたけれ

ども、庁内の連携を図ってということでお答えを

いただいたと思いますが、具体的にはどのような

形で今後まちづくり進めていく上で庁内連携、各

所管にまたがるかと思いますけれども、どのよう

な体制で庁内連携を図ってこの立地適正化計画を

実現させていこうとしているのか、そのあたりの

考え方について改めてお答えをいただきたいと思

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） 庁内連携の手法

ということですけれども、今回この立地適正化計

画策定の段階で私も実は事務局に入らせていただ

いて、スタートからかかわらせていただいており

ます。いろいろな公共施設の整備であったり、先

ほどおっしゃっていただいたような福祉の部分で

あったり、いろいろな部分が実は私が確認してい

るだけで市役所の中の計画というのは３５本ほど

あります。総合計画が頂点の計画という位置づけ

になっているわけですが、そういった部分の各種

計画の連携ということでいいますと、総合政策部

がしっかりとそこで一緒にかかわりながら、調整
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役をしていかなければならないという認識でおり

ますので、今後もそういった形でかかわっていき

たいというふうに考えております

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今の部長からお答え

いただいたように総合政策部がある意味中心とな

ってというか、そこを調整役ということでの部署

なのだというふうに思います。そういう形でそこ

ら辺は各種計画との連携、関係性も含めて推進を

していっていただくのだというふうに思いますが、

特に従前から公共施設等総合管理計画の関係につ

いては、立地適正化計画、特に個別計画の関係で

は従前からもこの議会の中、一般質問等でも個別

計画の策定がいつになるのかということで、複数

の議員からもお尋ねがあったというふうに思いま

すが、今回の立地適正化計画の策定がされたとい

う中では、今後次年度以降になるかと思いますが、

公共施設等総合管理計画の個別計画が大きく前へ

進むということでここは確認させていただいてい

いのか、そこら辺だけ確認をお願いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公共施設等の総合管

理計画がということでありましたけれども、これ

までもお話をしておりますけれども、計画自体は

平成２８年に制定をして、国のほうから改めて個

別計画について令和２年度までに個別の施設の計

画を立てなさいということでありますので、今回

立地適正化計画、都市マスも含めまして、名寄市

の将来の計画が立ち上がったということでありま

すので、今後改めてそれぞれ担当の協議、あるい

は公共施設総合管理計画の本部会議などを含めま

して進め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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれ個別計画が

さまざまな計画にまたがる部分もありますので、

一定程度前に進むということで理解をしたいと思

いますが、そういった部分ではこの計画の中にも

具体的な施設等について誘導施設の設定の中では

さまざまな具体的な施設の名称等も含めて記載が

されております。先般の一般質問の中でも若干や

りとりがあったかと思いますが、特に老朽化して

いる公共施設、保育所の関係は次年度、令和２年

度に基本構想、基本設計を始めるということでの

一般質問での先般やりとりがあったかというふう

に思います。そこは改めてですけれども、保育所

のあり方も含めて、また場所も含めて今回の立地

適正化計画の中で検討していくのだというふうに

思いますし、また今南、東、西と３つの保育所が

ある中では、公共施設等総合管理計画の趣旨から

いえば少しでも統合も含めた形で検討していくの

だというふうに思いますが、そのあたりの詳細の

考え方について次年度以降、特に保育所に関して

はどのようなお考えを持って進めていこうとして

いるのか、少し具体的にお話を伺いたいと思いま

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） 今の保育所の改

築に当たっての御質問でございます。これまでも

定例会だったり、委員会等でもいろいろ発言をさ

せていただいているところでありますけれども、

名寄市総合計画の地域計画の中で議員からありま

したように計画に当たっての今回調整をさせてい

ただいているところであります。今予算査定を行

っておりますので、基本計画、基本設計について

予算要求として立てたとして、市長査定も含めて

次年度に実施するかどうかというのは今後検討し

ていくことになると思います。これまでも申し上

げましたように子ども・子育て支援事業計画、今

第２期の分を策定しておりますので、その中でも

今の３カ所の保育所、今後どういう形がいいのか、

配置の部分を含めてより具体的に協議をしていき

たいなというふうに思っております。これまでも

話してきている部分でいきますと、南と北に１カ

所ずつに集約したほうがいいのではないかという
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考えを担当者は持っていますけれども、その点に

ついても委員の皆さんから御意見をいただきなが

ら、アンケート調査も行っていますので、そうい

ったものも参考にしながら、どういったあり方が

いいかということで進めていきたいというふうに

思っています。

場所につきましても、今の場所に建てかえも含

めて、一定の敷地面積が必要でありますから、確

保できる場所がどこにあるかということも確認し

ながら今後進め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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 保育所以外にも相当

老朽化が進んでいて、今後どうするのかという部

分で、この庁舎も昭和４３年の建築です。庁舎は

ちょっとあれでも、図書館、児童センター、保健

センターがあと残る昭和４０年代の建築の公共施

設ということであるというふうに思います。その

あたりは、具体的な議論という中ではこの計画を

策定する中で出てきたのか、出てきていないのか

も含めて、図書館、児童センター、そして保健セ

ンター、ここら辺も誘導施設の設定という中では

施設の名称として出てきている部分、今後そのあ

たりどのように考えていこうとしているのか、そ

れぞれ考え方お答えをいただければというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほどの保育所もそう

でありますけれども、今お話しになった３施設、

特に老朽化が著しい図書館、児童センター、保健

センターについては昭和６１年か２年ぐらいから

の開設だったと記憶しておりますが、時代の流れ

に沿ってそこもどうなのかということもございま

す。それぞれの施設につきましては、庁内の検討

委員会の中でもどういうようなのがいいのか、そ

れぞれ担当課でもいろんな思いがありますので、

それについてはさまざまな形で議論、ディスカッ

ションはしているところです。これから今年度に

ついては、この立地適正化とあわせてローリング

というような作業もありますし、これからは予算

査定という作業があります。いずれの施設におい

ても老朽化がしていたり、時代の流れにそぐわな

くなっている部分もありますので、基本的にはこ

の立地適正化で一定の方向が示されたということ

で御確認いただければ、スピード感を持って対応

しなければならない問題だと思っておりますので、

それぞれの担当課はもう正直言うと今か今かと待

ち構えている状況にはあります。ただ、これから

立地適正化そのものでまちづくりをどういうふう

にしていくかということがありますので、スピー

ド感を持ちながらも情報を開示しながら丁寧な議

論が必要だと思っておりますので、これからまた

鋭意庁内の中でも確認、議論しつつ取り組んでま

いりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） わかりました。

それぞれ具体的な個別の老朽が進む施設につい

ては、この後この立地適正化計画の趣旨を踏まえ

てということで、これから検討されるのだという

ふうに思いますので、そこは理解したいと思いま

すが、少しまた話が行き来するかと思いますが、

特に今回主に中心生活交流拠点ということで区域

も設定している中では、今回の立地適正化計画の

中では特に中心市街地の空き家、空き店舗等を活

用するという部分でも言葉としても幾つか見受け

られますし、そういったものも活用しながら居住

環境の向上ですとか、また新たなビジネス展開を

促進したいということで計画の中にも盛り込まれ

ておりますけれども、今後特に中心市街地、空き

店舗が目立つ、また空き地も幾つか活用できない

かということで考えますと、そのあたりを利用し

た中で中心市街地、こういった区域に特に居住も

含めて都市機能をどう誘導していくのかという部

分なのですが、そこらあたりの空き家、空き店舗

等の活用の考え方について少し具体的にお答えを
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いただきたいと思いますが、よろしくお願いした

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 中心市街地にお

ける空き地、空き店舗等の活用ということの御質

問だったと思います。現在中心市街地の空き地、

空き店舗の活用ということでは、中小企業振興条

例に基づく支援制度がございまして、空き地、空

き店舗の活用を促す事業ですとか、それから商業

地域内の店舗、または事務所の新築、増改築に係

る事業費の一部を補助する中心市街地近代化事業

などがございます。創業支援事業なんかもござい

ます。こういった支援制度を時代のニーズに合っ

たものに見直すことが必要だと考えておりまして、

これもこれまで答弁させていただいておりますが、

今後検討することにしております商工業に関する

基本計画を検討する中で、それらの見直し等につ

いても検討していきたいと考えておりまして、今

議会の初日に議決いただきました補正予算の中で

中小企業振興審議会の委員報酬を上げさせていた

だいておりますが、これはこの審議会のもとに検

討部会を設置するための委員報酬でございまして、

今年度内に部会を設置いたしまして、具体的に検

討をスタートさせていき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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今お答えいただいた

ようにそういった今後検討をされていくという部

分と、また当然立地適正化計画の中では中心街、

いわゆる今の中心街含めて公共施設、商業施設、

または居住も一定程度緩やかに誘導していくのだ

ということでの計画でありますが、今お答えにな

ったように商業的なそういったビジネスの部分、

商業的なものを先に持っていくのか、また居住の

部分もあわせてあると思うのですけれども、どち

らが先とか後とか、どっちが正解ということでは

ないのかもしれませんけれども、今後名寄市のあ

そこを拠点としたところに人を集める、またそれ

に伴って、人を集めることによってそういったあ

る程度のビジネス、商業、商店が新たな取り組み

が始まるのか、先にそういった商店、商業がある

ことによって人が集まってくるのか、そのあたり

の考え方、これはどっちが私正解だとかというの

はちょっと判断がつかないのですけれども、どう

いう考え方で今後そこら辺は誘導をしていこうと

するのか、まちづくりをあそこを拠点にしていこ

うと考えられているのか、そのあたりちょっと考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大変難しい御質

問をいただいておりまして、今回の立地適正化の

肝の部分の一つで、当然中心部のまちづくりに大

きくかかわりますにぎわいをどうやってつくるの

かと。そこには具体的な方策というのがそれは商

業施設なのか、公共で持つべき施設が集約されて

の形になるのか、その順番というのはちょっと今

の段階ではわかりませんけれども、いずれにして

も魅力ある形で、また市民の皆様が歩いてですか、

身近なところで使いでのいい中心市街地になるこ

とが居住誘導区域や都市機能区域の中に、時間が

１０年、２０年、３０年というスパンになるのだ

ろうと思うのですけれども、全体的な人口減少の

中でもしっかり持続できる中心部、魅力ある中心

部にするべきものだと思っておりまして、ちょっ

と答えになっているか申しわけございませんけれ

ども、立地適正化の一つの肝としてはそこにある

ということで御理解いただきたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） わかりました。そこ

ら辺は、どっちが先で、どっちが後ということで

はないのでしょうけれども、いずれにしてもそこ

を中心にぎわいをつくっていく、人が集まる仕掛

けをつくるというのは、ここは変わらない部分だ

と思いますので、そこら辺先ほどお話ありました

ように庁内それぞれ居住の部分、商業の部分、い

ろいろあるでしょうけれども、連携をとっていた
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だいた中でぜひ進めていただきたいというふうに

思います。

今回の立地適正化計画、国交省のほうからも意

義と役割ということで数点示されていく中では、

まちづくりへの公的不動産の活用というのが掲げ

られておりまして、いわゆる官民連携という部分

も含めてだと思うのですが、今後そういった公的

不動産の活用、それを含めた官民連携の取り組み

というのは何か想定されるもの、今後協議される

ことが予測される事業等、何イメージ等があれば

考え方等も含めてお答えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 公的不動産、自

治体が持つ土地だとか建物を先進的な立地適正化

の中では、それをバーターする形の中で中心部に

そういった施設などを誘導していくのに大変な有

効な活用をしているというケースがあるというの

も承知をしてございますけれども、まだまだ私ど

もこの立地適正化スタートラインにやっと立つと

いうか、立とうとしている段階でございまして、

恐らく民間の方々のお考えもございましょうし、

中心部で当市の持つ財産というのはその中でもか

なり限られる分野がございますので、土地の活用

が先なのか、それとも何を持つべきなのか、何を

つくるべきなのかという議論があってからのそう

いった市の財産なり、また民間の財産になる場合

もあるのかもしれませんけれども、そこの議論に

なっていくのだということでございますので、ち

ょっと今の段階で明確にお答えできないのは心苦

しいところあるのですけれども、段階的にはそう

いうところにあるということで御理解いただけれ

ばと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 官民連携の可能性も

含めて、そこら辺検討いただきたいと思います。

特にまちのあのあたりということになれば、今

後南広場の活用等も、ここら辺もどういう今後利

活用があるのかという部分、従前からももっと有

効に活用できないのかというさまざまな議論も議

会の場でもあったというふうに思いますので、そ

のあたりの土地をどう活用するのが先なのか、必

要な施設があって、そこをどうするのかという部

分議論があると思いますけれども、そういった活

用法等もこれは官民連携の取り組みとあわせて今

後検討いただくべきだというふうに思います。

私も今回の立地適正化計画の策定にかかわる資

料等も自分なりにいろいろ目を通させていただい

た中では、策定委員会のほうで視察にも行かれて

います。恵庭市のえにあすという、これがまさに

公的不動産を活用した官民連携事業ということで、

駅周辺の人の流れ、にぎわいづくりに非常に大き

な効果があるということで実は私も、ちょっと私

的なことですが、娘が今恵庭に住んでいる関係上、

行った際に、本当に個人的にですけれども、施設

に行ってまいりました。図書館の分館があったり

ですとかコンビニがあったり、あと児童クラブ、

子育て支援センター等があって、またスポーツク

ラブ、フィットネスクラブもあって、私は図書館

の分館に入って、少し休むところなんかもあって、

時間さえあれば一日中いられるなというふうに思

って帰ってきましたし、結構高齢者の方が日中か

ら多くいらっしゃったり、あと学校が終わるぐら

いの時間からは学生さんですとか子供たちもたく

さん訪れているというような、そういった人の流

れも非常にあって、また有効に活用されているな

というふうに思って見させていただきました。

そういった視察、策定委員会の方々含めて視察

に行かれたと思いますが、行政側の方もどなたか

行かれたのですよね。そのあたりそこに視察に行

かれて、委員の方とかどんな感想を持たれたか、

またそういうことに関してどのような意見等が計

画を議論する中で出てきたか、そのあたり少しお

聞きをしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今山田議員から

お話がございましたように策定委員会、市民の各
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界各層を代表される方々と私どもの先ほど申し上

げました市役所内の庁内検討委員会の中で、とり

わけ古い施設を担当している課長職も同行をさせ

ていただきました。お一人お一人の感想というわ

けではございませんが、策定委員会の中でも当然

設立したその手法、民間の知恵と行政の財産の活

用の手法ももちろんある面理にかなったやり方を

されているなというふうに思ったことと、昨今こ

れからの行政の施設の中で一つのキーワードとし

てよく使われるのが複合化ということで、私も長

く市の職員をやっておりまして、どうしてもみず

からの施設、我が施設という固定概念というか、

一つの施設が当然十分そういう面積なり、建物な

りということになるのですが、それぞれ所管が知

恵をあわせると要するに遊び時間のない形でいろ

いろな目的に多種多様にその施設、そしてそこに

は一部民間の施設、とりわけ図書室で、これは議

員もごらんになっているかと思うのですが、市民

の方がコンビニのコーヒーを持って本を読んでい

る姿で、まさに先日の議会で三浦議員からお話あ

ったように人のゆったりとたむろできると言った

らちょっと語弊があるかもしれないのですけれど

も、今回の策定委員会の中でサードプレイスとい

う職場でもない、家庭でもない、そしてもう一つ

ゆったり時間を過ごせる空間があるなということ

を本当にしみるものがありまして、これからの公

共施設のあり方をやっぱり示していただいて、十

分参考になるものだなというふうに私自身も感じ

たところでございます。

お答えになったかどうかですけれども、そのよ

うな印象を大変強く委員の皆様も持たれ、そうい

ったことを踏まえての議論を重ねていただいたと

いうふうに承知してございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今部長のお答えから

複合化ということがさまざまな公共施設を今後ど

うしていくかという中ではそういった部分も重要

になってくるのだというふうに思いますし、今後

この計画の中でもサードプレイスの創出というこ

とで、そこはサードプレイスの創出を図っていく

ということで計画の中にもしっかりと明記されて

おりますので、これはなかなかすぐにということ

にはならないかと思いますけれども、そういった

官民連携の取り組み、実際のそういったすばらし

い施設も北海道内でありますので、そういった部

分も参考にしていただきながら、ぜひここら辺は

そういった施設実現されるように取り組んでいた

だきたいというふうに思います。

先ほど１回目の質問の中で王子マテリアの関係

にも少し言及させていただきました。この計画を

策定する中では当然想定されていなかったことだ

ったかというふうに思いますが、これは居住誘導

ですとか都市機能誘導区域には入っていませんけ

れども、今後の名寄市のまちづくりには私は本当

にすごく大きい影響、これはもう皆さん当然感じ

ていると思いますけれども、非常に大きくかかわ

ってくる部分だというふうに思います。今回王子

さんのことがあった中で、そこは本当に大きいこ

とですけれども、私今後徳田地区をどうしていく

のかという部分がそこでまちづくりが大きく変わ

るのではないかなというふうに思うところがあり

まして、この間の多分一般質問の中でもありまし

たかと思いますけれども、ＪＲ名寄高校前駅の関

係、これ悪いということではなくて、そういった

部分も今後交付金の関係で検討に入って、協議を

始めているということでお話がありました。マテ

リアさんの工場の問題、またＪＲ名寄高校前駅が

例えばできたと。これは都市マスの見直しの関係

にもかかわってきますけれども、高規格道路の名

寄インターチェンジ周辺の物流拠点、広域防災拠

点などの整備検討という部分でここは見直しされ

ましたけれども、商業施設も徳田地区はある中で

は、そういった部分が幾つかの要素の中で今後徳

田地区をどうしていくのかという部分で人の流れ

が大きく変わってしまうのではないかなと。この
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計画自体も適時見直しをしていくということで部

長からもお答えがありましたけれども、そこら辺

の今後の特に名高の前に駅ができるということに

なると通学の利便性は非常に向上しますし、多分

地方からも今まで交通という部分で選択されてい

なかった部分の学生さんもしかしたら集まってく

るかもしれない。人の流れが今のＪＲ名寄駅前の

部分も含めて、大きくここは流れが変わってしま

うのだというふうに思いますけれども、そのあた

りも含めた考え方というのですか、それがどうこ

の計画、これからのまちづくりに影響を及ぼすか、

そのあたりの認識等について少しお話を伺えれば

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） 先ほど私のほう

からも王子マテリア問題で将来的な閉鎖問題がご

ざいまして、あそこの土地利用というか、都市計

画で申し上げますと徳田地区の多くが工業用途区

域ということで、工場を中心とした言ってみれば

そういうところで事業や作業が行われる主な地域

でございますし、当然広大な土地を有する王子さ

んでございますので、言ってみると王子さん自身

のこれからの将来の、例えば仮にですけれども、

閉鎖後の王子さん御自身のその土地の利用の方針

によって大分その後の対応というのは考えるもの

が出てくるのではないかなというふうに思ってお

りますが、あれだけの２０万平米を超える敷地で

ございますので、私の専門分野ではございません

けれども、当然魅力ある広さや場所だというふう

に思っておりますので、何らかの形の活用がされ

るということがあるならば、全体的な都市計画の

土地利用の中で考えざるを得ないものが出てくる

場合あるのかもしれませんが、あくまでも現段階

では王子さんの方針が見定められるというか、そ

れが見えない限りはなかなか明確には申し上げら

れる状況にはないというふうに思ってございます。

立地適正化の中で公共交通の関係、当然基本的

には総務を中心といたします交通体系網の議論の

中で、今現在名寄高校との駅前のお話もございま

して、ちょっと私の所管外で申しわけないのです

けれども、大変高校生にとっては利便性の上がる

形の中で価値あるものとなってくるのだろうなと

いうふうには思ってございますけれども、あくま

でもコンパクトシティーとして中心部と、そして

地域をつなぐそのネットワークとの兼ね合いで、

ちょっと目的が限られた交通網かなというふうに

は感ずるところでございますけれども、全体的な

立地適正化の中でいえば交通網が中心部に向けて

利便性の高い形を少しでも維持して、また盛り上

げていく形を考えていくものだというふうに思っ

てございまして、なかなかまだ先の、もう数年先

の課題なのかもしれませんけれども、ちょっと今

の時点でははっきり見えなくて申しわけないので

すけれども、その辺御理解いただければと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 王子マテリアさんの

工場の関係は、すごく大きなことだというふうに

思います。１回目のお答えでもありましたけれど

も、状況に応じて柔軟性を持ちながら適時判断を

していくということでありましたので、またＪＲ

の駅の関係、徳田地区、インターチェンジ周辺の

関係、大きく人の流れ等に影響があることが今後

想定されますので、そのあたりは柔軟にこの計画

の見直し等も含めて対応をしていただければとい

うふうに思います。

最後なのですが、大学生の関係についてちょっ

とお伺いをしておきたいと思います。アンケート

等も含めて大学生とのパネルディスカッションも

実施したと聞いております。学生さんからは、ど

のようなまちになってほしいのか、どういったも

のが必要なのかという部分も含めて、どのような

意見、お話が出ていたか。また、この計画の中で

も学生寮の関係とかも検討すると。町中での空き

店舗、中古アパートのリノベーションによる学生

寮等の建設費補助という関係もありますし、また
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大学のサテライト機能という部分で計画の中にも

盛り込まれております。今後そのあたりの考え方

についてお伺いをしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今回の策定議論

の中で大学生のパネルディスカッションというの

は、大変私自身も今の学生の気持ちというのを改

めて感じたことがございます。ちょっと私の個人

的な、どうしても大都市部というか、そういうの

を比較して、やっぱりちょっとそういう寂しさと

かあるのかなと思っていたのですけれども、学生

さん御自身はかなり名寄の機能をそれに応じて有

効的な生活、もちろん交通網も含めてもっともっ

と便利になってほしいというのはあったのですけ

れども、そして特に学生さんの言葉の端々からカ

フェが欲しいという声が大変出まして、これは先

ほどのサードプレイスの話にかかわるとは思うの

ですけれども、少しどこかで学生さんが集まって、

友達と歓談をしながら交流する場があればもっと

もっといいなと。逆に、これは距離感もあるので

すけれども、それほど大型ショッピング施設には

そんなに依存をしていないと言ったらおかしいの

ですけれども、できれば身近なところで身近な、

学生さんですからほとんどが徒歩、自転車という

移動手段もございましょうけれども、意外と中心

部に対する期待感というのが身近なところで身近

な形で、そして市民の人との交流をしっかり考え

たいという考え方で、私も本当に改めて認識をさ

せていただいたというふうな形でございますので、

今回の立地適正化の中で若い人の意見としてそう

いった方も形もあるのだなということを思ってお

ります。

施設関係は、大学事務局長だと思っております。

失礼します。

〇議長（東 千春議員） 渡辺市立大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 大学の今回

計画にのっている学生寮の関係ですとかサテライ

ト施設の関係で御質問があったということでござ

います。計画の２２ページ目とかにもありますが、

学生寮の関係、これはリノベーションという形で

あるのですけれども、こういうような形で、倉澤

議員の質問にもありましたけれども、学生寮の整

備の関係で今回大学の管理職会議で共有したとい

う部分であります。

また、このページの下のほうに子ども食堂あり

まして、サテライト施設ということで、基本的に

大学の校舎は区域外にどんとありまして、あれを

動かすということはなかなか難しいということで、

サテライト施設、本来の校舎とは違うキャンパス

以外の場所で講義ですとか研究成果の展示ですと

か、あと地域と連携したイベントなんかを行うよ

うな場所と考えていまして、具体的にはここにあ

りますような例えば子ども食堂、これ今は文化セ

ンターのほうでやっているのですが、そういう施

設ですとか、キャパがあればそういうことも可能

かという部分ですとか、あと空き店舗なんか活用

しながら本学の教員が講師となった市民講座です

とか、商店街と連携したイベントですとかジョブ

カフェもあろうかと思います。いろんなパターン

が考えられるのかなというところで、今後教授会、

先ほど庁内連携ですとか官民連携という話があり

ましたけれども、うちの大学の場合は当然教職員

で全体で話し合って決めるということもあります。

学生寮の関係ですとか、あと町中でどのようなこ

とができるか、サテライトの部分でです、学内で

検討していきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質疑を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４９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。

市民ネットを代表して、佐藤靖議員。
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〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、市民ネッ

トを代表して、一問一答方式で質疑をしたいと思

います。本都市マスあるいは立地適正化が提案さ

れた以降、王子マテリアの問題を含め、あるいは

一般質問、あるいはきょうの午前中の質疑を含め

ていろいろ議論されておりますので、重複しない

ように進めますけれども、お願いしたいと思いま

す。

まず、今回の立地適正化計画では、いろんなメ

リットあるいはデメリットというのが言われてお

ります。特に都市機能誘導地域あるいは居住誘導

地域から外れた地域の土地評価が低くなるのでは

ないかということが懸念されていますけれども、

これに対する見解をまずお伺いしておきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今佐藤議員のほ

うから言ってみれば立地適正化のデメリットで、

例えば将来的な土地の価格にも影響を及ぼすので

はないかという御心配ということだというふうに

理解いたしました。少し話長くなるかもしれませ

んけれども、この計画を策定するに当たりまして、

御承知のように都市のコンパクト化を初め、一定

のこれは人口密度をもちろん基本的に確保してい

かなければならぬと。目的の一つといいますか、

メリットの面を先に申し上げますけれども、当然

生活サービス、要するにさまざまな施設を効率的

に運営していく中でコンパクト化というのは当然

御理解いただけるかと思いますし、あわせてそれ

に伴いまして市民の皆さんができるだけ近い距離

感でお使いいただけるという、そういうメリット

もございますし、言ってみれば公共施設を初めと

する施設が一定程度集約、集中されるという形で

の土地利用がしっかりとされていくという面、こ

れは私ども役所側の都合になるかもしれませんけ

れども、公共施設の複合化を初めとする施設の維

持管理業務や例えばごみの収集なども含めて、し

っかり行政サービスを効率よく持続可能にしてい

くといったメリット面が私どもはあるものだとい

うふうに思ってございます。

御心配の土地の評価に影響出るのかということ

でございますけれども、この立地適正化の議論の

中でそういった土地の水準、居住誘導区域だとか

都市機能誘導区域を持つことによってそういった

格差が生じるのではないかという御心配、御懸念

というか、あるかとは思いますけれども、あくま

でも立地適正化計画というのは利便性のいい、先

ほど３つほど申し上げた点をしっかりと集中をし

ていって、なおかつこれは例えば５年、１０年と

いうスパンではなくて、本計画２０年ということ

で申し上げておりますけれども、コンパクトで利

便性のいいまちづくり、そして緩やかに緩やかに

使いやすい地域、自治体として継続して使われて

いくという形で、急激な土地の地価の変化という

ことは実は念頭には置いていないと。生まれない

のではないかというふうに私どもは思ってござい

まして、じっくりと時間をかけて集約化をされて

いくことを目標としております。

人口減少が御承知のとおりかなり急激なスピー

ドで目に見える中で、やっぱり施設の複合化、き

ょう午前中に御議論ございましたように複合化を

初めとして財源、そして社会情勢を見きわめなが

ら、しっかりと優先順位を考えながら、しっかり

した自治体としていく形だというふうに、これこ

そが今望まれている部分だと思っております。

また、個人的には土地価格というのはやはり需

要と供給のバランス、民間レベルの中でのそうい

った考えのもとに基づくものだというふうに私は

承知をしているつもりでございます。自治体とい

たしましては、本計画に基づきまして利便性を向

上させ、地域の活性化、そして行政コストの削減、

市街地としても一定程度集約化されていく形の都

市計画をしっかりと本計画の中で実行させていた

だきたい、そのように考えているところでござい

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。
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〇１１番（佐藤 靖議員） 今の天野部長のお話

にもありましたように今回はコンパクトシティー

というのが一つのテーマになっておりますけれど

も、コンパクトシティーというと平成１８年、徳

田に大型店が出店するときから理事者側はずっと

コンパクトシティー、名寄のコンパクトシティー

ということで取り組んでこられて、さまざまな計

画をつくられましたけれども、実質、中心市街地

の活性化を目指してきてもなかなか実現に至らな

いということがありました。このことを含めて、

そのコンパクトシティーがなぜこれまで声高に叫

ばれたけれども、実現しなかったのか、所管の経

済部の臼田部長はどういう認識をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） コンパクトシティー

というのは、市民の皆さんの生活の利便性という

のがありますし、一方でいうと行政のコストを含

めて、それ以上かけないというのもあるというふ

うに思っています。この間私どももコンパクトシ

ティーと言いながらも、現実的にはやはり市街地

が拡大化している。それについては、行政として

も一定の法あるいは誘導策を持ってコンパクト化

に努めてきている部分ありますけれども、やはり

民間のほうの取り組みがそれを超えて進んでいっ

てしまっているという現状にあるのかというふう

に受けとめております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 私は、コンパクトシ

ティーが実現しなかった一つの要因は、やっぱり

ニーズの違いというか、市民の皆さんが思ってい

ることと行政がやろうとすることがなかなか一致

しなかったと。そういう意味では、今回の立地適

正化がある意味で推進することがその合致点を見

出すのかもしれませんけれども、一方今回の立地

適正化計画では区域を設定すると公共施設の移転、

建てかえ時の事業費に対し国費補助が受けられる

場合があると。届け出制度の対象になるなど、ど

っちかというと市民生活の実態ということを無視

して、国主導の計画策定という向きがあるのでは

ないかという指摘もありますけれども、これに対

してはどういう御見解をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 本計画の準備と

いいますか、先ほど午前中の山田議員の御質問の

中でも答弁をさせていただいたつもりでございま

すけれども、当然今時点での都市計画のあり方を

しっかりと立ちどまって見直す時期、その大きな

要素としては私たちが想像以上に進む人口減少で、

その中で自治体をどう守りといいますか、これか

らしっかり将来に向かっていくのかということ、

ある面これまではどちらかというと、私どもの担

当しております都市計画において申し上げますと

右肩上がりというか、そういった社会の進みぐあ

いの中でこれまでも公共施設のあり方を初めあっ

たのだろうというふうに思うのですが、しかしな

がらこれからの時代の中でそういった視点からが

らっとある面思想というか、考え方というか、そ

こを切りかえながら、必要なものをしっかりとし

て市民の皆様にお使いいただける。もちろん先ほ

どの施設の複合化なども当然市民のニーズに応え

たものでありますし、そういったさまざまな課題

を含めてこの機会に改めて進めていくという考え

に立つ計画だと、そうならねばならぬというふう

に思いまして、昨年から建設水道部、いろいろな

見方はあるかもしれませんけれども、鋭意努力を

させていただいたつもりでございますので、御理

解いただければと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） その一方、今回の計

画では名寄市の課題というのが掲げられておりま

すけれども、その中の一つに市街地の低密度化に

より今後生活サービス機能が維持されない恐れが

あるという表現がありますが、これは何を意味し

てしていらっしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。
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〇建設水道部長（天野信二君） 現状認識といた

しましては、今までのさまざまな市民、住民サー

ビスが何度も繰り返しになるわけですけれども、

人口減少によって行政として、公共として賄い切

れ得る力量というのはだんだん、だんだん黙って

いますと行き届かない面が将来的に出てくるのだ

ろうというふうに思っています。逆に言えばある

面それも十分に認識しながら、今の中でどのよう

な形でその全体的な減少、縮小傾向の中でどこを

生かし、しっかりその体制を守り育てていくのか、

ちょっと先ほどの答弁と似通ってしまいますけれ

ども、そういった基本にありまして、現状認識と

してはかなり厳しくとらざるを得ないというのが

基本だというふうに思ってございますので、ちょ

っと文言の指摘箇所等々について今済みません、

私ども目に入らなくて申しわけないのですけれど

も、根本的な考え方は厳しい環境の中で、減少の

中でどうやってこれからつくり育てていくか、そ

の切りかえのため努力をしていく、そういった計

画だ、基本の考えだというふうに御理解いただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） なぜそれを聞くかと

いうと、これまで特にこの立地適正化あるいは都

市マスの見直しを含めて進める中でも徳田地区へ

の大型店というか、あるいはコンビニも含めて出

店をされているのですけれども、今回はこれまで

行政として許可しながらも工業地域である徳田、

豊栄地区への商業施設の集積を問題視しておりま

すけれども、なぜそういう視点が出てくるのかを

教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御承知のとおり、

徳田地域を中心といたしましては工業地域という

ことで、あらあらそういう形の中で、ただ実際現

実的には製造する工場等々もございますけれども、

その規制等々も含めて商業施設等々が出店されて

きた経緯というのは、改めて申し上げる事態では

ないというふうには思ってございますけれども、

確かに今現在市民の皆様も公共交通がイの一番と

いうことではないのでしょうけれども、乗用車や

さまざまな交通でかなり南のエリアも含めて、北

の大学から南の徳田地区のショッピング街も含め

てかなり南北に広がっている中で、今現在ではそ

ういった面での生活の利便性というのは一定程度

図られているのかもしれませんけれども、長い目

の今後の２０年、３０年後の名寄のまちを考えた

ときに、当然少子高齢化という問題の中で、公共

交通もできる限りの努力はされるのでしょうけれ

ども、やはり魅力ある中心部、策定委員会の議論

の中でも広がっている現状はあるかもしれないけ

れども、そこに幅広く投資をしていくというより

も、将来的な市民生活を想像したときに駅や中心

部を中心としたところで徒歩も含めて歩いて例え

ば買い物に行けるだとか、表現としては高齢者も、

そして若い世代、子供についても歩いて買い物に

行ける範囲だとか、そういったところにしっかり

とした考えを持って集中していくことが魅力ある

まちづくりの一つの大きな要素になってくるのだ

ろうというふうに思っております。

今の徳田地区、さまざまな多くの多種多様な大

型ショッピング等々のお店が出られて、名寄を初

めとする道北エリアの多くの市民、道民の皆さん

の生活の支えになっているというのは十分承知を

しているというふうに認識をしているところでご

ざいますので、理解いただければと。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） このことについては、

後ほどまた具体的に議論したいと思いますけれど

も、もう一方、午前中山田議員の質問の中にもあ

りましたけれども、建てかえが急がれる公共施設

ということで庁舎、消防署、保健センター、図書

館、児童センター、保育所、この全ての施設は可

能な限り中心生活交流拠点及びその周辺半径８０
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０メートル圏に戦略的に配置するとしております

けれども、この圏域で十分な敷地を今後２０年間

の間に確保できるのか。また、そういう意味では

策定の根拠と、昨日一般質問でも橋本副市長は財

政的な不透明感が増したという回答をされており

ますけれども、新たな土地を確保する場合の財政

への負担が増大されることも懸念されますけれど

も、この財政的な裏づけの根拠はどういうふうに

お考えになっておりますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 財政的な裏づけ

は、ちょっと私の立場では申し上げられませんが、

土地の利用の関係で御心配、御質問いただいてい

るように土地の確保がネックとなって、公共内の

含めて例えば誘導施設の配置などになかなか厳し

い現実があるのではないかという、これは過去の

今までの中心部のさまざま開発の計画等の中でも

当然突き当たった課題の一つだというふうに思っ

ています。

ただ、問題は何をつくるのかということが明確

でないと、どういった場所でどういった土地を求

めるのか。例えば公共が持っているものと、ちょ

っと先ほど議論あったようにバーターできるもの

があるのかどうなのかというのは、やはりどうい

った施設内容をもって市民の皆様が集えるところ、

必要とするものの施設の何をつくるか、言ってみ

ればどの施策をそこに打ち込むのかということが

見えない限り、土地のことだけでなかなか足が前

に進まないというのは私どもこの計画を進めるに

当たっては、現実的な問題もあるけれども、市民

ニーズも含めてどの施設が今大事で、今急を要す

るのかだとか、逆に言えば公共施設等々の管理計

画の中でもう老朽化で今すぐ建てかえをといった

施設もあれば、もちろん現地建てかえも選択肢の

一つでありますし、新たな土地を求めての建てか

えというのもあるかもしれませんし、市内で市の

持つ部分での利用というのもあるかもしれません。

基本的には都市機能誘導区域ということで設定を

させていただきますけれども、それぞれのケース

・バイ・ケースと言うと大変申しわけない言い方

になるかもしれませんけれども、そこの議論がな

くてはやっぱりその求める土地という形が見えて

こないのではないかというふうに思っているとこ

ろです。

私のほうで財政的な裏打ちについては申し上げ

られませんので、土地に対するそれを求めるか、

また今あるところを活用するのか、都市機能誘導

区域内での一定程度のそういった議論というか、

努力は必要なものになるだろうというふうに思っ

てございますので、以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財政的な裏づけという

ところでありますけれども、技術論的には予算査

定あるいはローリングの中でということで進んで

まいることになりますが、公共施設の数も多いで

すし、それからどういうふうにしていくか、これ

はランニングコスト部分も考慮しなければなりま

せんし、御指摘のとおりどういう土地の利活用か

というのは今天野部長のほうからお答えしたとお

りでありますけれども、必ず予算の制約というの

は間違いなくあるわけですから、その中で優先順

位をつけて、そして維持管理も含めて十分に検討

することが大事だと思っております。今後予算査

定あるいはローリングの中で検討していく課題だ

と思っております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 中心地域の公共施設

あるいは施設利用、場所利用というのは、正直言

えば４０年ほど前の苗字博物館構想からずっと５、

６丁目を含めて大改修しようという構想がなかな

か進まないと。その後ＴＭＯ、あるいは３・６の

開発、いろんな計画を出したけれども、全部頓挫

してしまっているということから考えると、本当

にその中心市街地、わかります。わかりますけれ

ども、この半径８００メートル以内につくるとい

うことを方針的に打ち出すことが本当に可能なの
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か、あるいは地権者を含めて理解が得られている

のか、商店街を含めて理解が得られているのか、

あるいは財政的にはこれから見ていくのでしょう

けれども、今のようにそんなに楽観視できる財政

状況ではないと片方では言いながらも、次から次

へとこうやってやっていくことに対する絵に描い

た餅にならないのかという懸念があるのですけれ

ども、これはぜひ見通しを含めて御発言いただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら過去の教訓も踏まえてのお話だというふうに思

っておりました。今回の立地適正化の大きな肝の

部分というか、恐らく従前の計画も含めてかなり

しっかりとした青写真を幅広くと言ったらちょっ

と誤解があるかもしれませんけれども、大がかり

な仕掛けをして、思い切った施策を打って、中心

部ににぎわいなり、活性化を求めていくという基

本的な考え方があったのだろうということで、そ

れは先ほど申し上げましたようにどちらかという

と右肩上がりの時代の中で大きな仕掛けをしてい

くという手法の一つにかかわってくるのかなとい

うふうに私自身は感ずるところがございます。今

回の立地適正化の一番の肝のところというのは、

何度も申し上げますけれども、もちろん誘導施策、

誘導施設のことをかなり数多くリストアップをさ

せていただいています。５年ごとの見直し等々の

議論もございますけれども、今現在例えば１つ進

めて、しっかり立ちどまって、そこでまたそのニ

ーズを考えるだとか、要するにあれもこれも一度

に考えるのではなくて、今必要なものをまず１つ

具体的な手探りといいますか、しっかり構築をし

ていく。また次の時点でも恐らく社会の情勢の変

化だとかニーズの変化なんかもあるのかもしれま

せん。ある面一歩進んで立ちどまって考え、ニー

ズを考え、また次の手を、その５年ごとのという

大きな時間的な問題ではなく、具体的なその手法、

手段を打つときにそういったことがこれからの時

代必要なのではないのかということが今回の計画

の一番大事なところだろうというふうに思ってい

ます。大がかりにあれもこれもやるという話には

なりません。当然優先順位、言い方を変えれば第

１弾、第２弾という形になるのかもしれませんけ

れども、そういった形で手がたく、規模は大小あ

るかもしれませんけれども、今求められる必要な

ものからしっかりつくり、そしてそのときの状況

をしっかり見きわめて、また次の点に進む。基本

的にはちょっと抽象的な言い方になるかもしれま

せんけれども、立地適正化の基本的な考え方の一

つにあるのだということで御理解いただければ、

今までのさまざまな過去の計画の取り組みと、そ

して今回の人口減少の中で必要なものをしっかり

とつくっていこうという発想に大きく切りかえて

のこの計画だというふうに御理解いただければと

思ってございます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） では、具体的に１つ

お聞きします。

この中にも盛り込まれている建てかえが急がれ

るものの一つに庁舎がありますけれども、間もな

く隣の警察署が移転をして、当然ながら跡地がで

きるわけでありますけれども、その跡地はどうい

うふうに、一部には公売に出すのではないかとい

う話も出ておりますけれども、これは市としての

対応は、まさに庁舎の隣接地でありますので、ど

ういうふうに考えておられるのかお伺いしておき

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） 庁舎の南側というこ

とで、名寄警察の跡地ということで御質問いただ

きました。北海道のほうから照会が来ておりまし

て、道段階で北海道の各機関が跡地利用について

希望があるのかどうなのか、そういった調査を道

内的にきちっとして、市町村にもそれぞれ要望を

今聞いている最中ということで、名寄市としては

具体的な計画については報告をしておりませんけ
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れども、ぜひ利用させていただきたいという希望

だけは上げているところです。それは、今後どう

いうふうになるかは全くわかりませんけれども、

希望は上げさせていただいています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 利用するということ

は、該当するなら買いたいと、無償でなくて買い

たいということで解釈してよろしいのですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 北海道のほうで建物

については解体をいただいて、土地を利用したい

ということでのお話を希望を上げているというこ

とです。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それは、一定程度財

源が伴っても利用するために買うと、無償でなく

て買うという決断もされたということでよろしい

ですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今の段階では、先ほ

ど申し上げましたようにそれぞれ自治体にどんな

希望がありますかということの取りまとめを道段

階でしているということでありますので、先ほど

も言いましたけれども、隣接地ということもあり

まして、庁舎周り、駐車場も含めて手狭というこ

ともありますので、駐車場を含めて、具体的な利

用についてまでは道に報告をしておりませんけれ

ども、土地として利用したい、買いたいというこ

との希望だけは上げているということです。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 隣接地でありますし、

ほかの施設が利用するのではなくて、できればコ

ンパクトシティー化も含めて、これから庁舎をど

うしていくかという問題は残っていると思います

けれども、できるならぜひ利用させていただきた

いという方向で、そのとおりお進めいただければ

というふうに思います。

やっぱりどうしても気になるのは、居住誘導区

域を設定しても、先ほど午前中の答弁では中心地

区に条件が合えば移転したいというのは５割いま

したというふうに言っていますけれども、例えば

今の急速な高齢化ですとか過疎化ですとか、ある

いは市民の皆さんの自宅保有率ですとか家庭菜園

の普及率などを考えると、とてもここで言ってい

るようですけれども、実現は難しいのではないか

という考えがありますけれども、部長はこの条件

が合えばの条件という意味合いというのはどうい

うふうに捉えていらっしゃいます。

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） 大変多くの方、

０００名を対象にしたアンケートから始めまし

たので、回答の数などについてちょっと今手元に

ないのですけれども、条件、要するに今のそれぞ

れの例えば老夫婦でお住まいの方だとか御家族の

方だとか、いろんな世代はあるかもしれませんけ

れども、私はやっぱり徒歩圏内だとか利便性だと

か公共交通のあり方なども含めて、よく話題にな

ります免許の返納の話題などもございます。やは

り身近なところでの公共交通、また徒歩圏なり条

件の中で、もちろん土地のこともあるかもしれま

せんけれども、今私どもの公共の立場でいうと南

団地が市内の中心部に近いところで、大変人気の

ある公営住宅だというふうに思っておりまして、

いろいろお話を聞きますと徒歩で買い物に行ける

だとか、病院が近いなという、そういう安心感だ

とか、そういったことでのさまざまな要素があっ

て、そういう御回答をいただいて中心部に対する

関心、要するにさまざまな条件があって、例えば

土地なり、中古住宅なりを買い求められるその機

会なり、チャンスがあればいいというふうにお考

えいただいているのだろうというふうに思ってお

りますので、そのように申し上げさせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今言った例えば公共

施設なり、交通なりというのは、私はサブ条件と
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いうか、その次の条件。やっぱり土地がどれだけ

安くて、物を建てるときどれだけ安く建てられる

か。確かに移転する若い方は考えられるでしょう

けれども、年配になって、自分の土地があって、

家があって、それを捨てて中心街に行くというの

は、よほどのメリットがないと行かないと。片方

では、そこにいたらだんだん公共施設がなくなっ

ていくよという言い方をするのもいかがかと思い

ますけれども、これはやっぱり両面でいかないと

実現はしないのではないかと思いますので、ぜひ

実施に向かっては名寄市の市民生活の実態も的確

に把握されるべきだというふうに思いますので、

お願いします。

それと、誘導施設の設定のうちの医療施設につ

いては、内科、外科、整形外科、リハビリテーシ

ョン科、小児科、産婦人科のうち複数の診療科目

を有する病院及び診療所が必要ということになっ

ておりますけれども、残念ながらなかなか開業医

の誘致策をつけても名寄は来ないということと、

及びこれだけ過疎化が進んでくると、このままで

いけばうちの病院の経営自体もどうなっていくの

かということがあると思いますけれども、市立総

合病院としてはこの状況をどういうふうに捉えら

れているのか。あるいは、この方針をとられるな

ら、これは副市長の範囲になるかもしれませんけ

れども、東病院のあり方をどうやって考えていく

かというのも一つの方策だと思いますけれども、

病院側の考え方と東病院のあり方についてそれぞ

れ御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村市立総合病院事務

部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 市立総

合病院としてどうこうと言える立場ではないかと

いうふうに思いますが、一般的な立ち位置、市職

員としての立ち位置からというようなことになる

かと思います。まだ開業医の誘致というものの実

現はしていない状況にありますけれども、市立総

合病院としては、広範な医療圏の中での中心的な

急性期医療を担っていくということを今後も目標

としているところでございますし、そういう方針

に変わりはないということで地域医療構想の中で

も調整が進められているということでございます。

その中で今後の医療の動向については、かかりつ

け医と大きな病院というつくりの中で、できるだ

け在宅医療などにもシフトしていくというのがこ

れは国の方針でございますので、まちの中に、こ

ういう居住区域の近くの中にこうしたクリニック、

施設ができていくということにつきましては、現

在当院に外来が集中しているものを緩和させて、

より専門的な高度な医療が提供できる病院になっ

ていくということで、当院の経営も少し変わって

いくことになるであろうというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうから東病院の

ほうについてということになりますが、ちょっと

前段ですけれども、先ほどの中心部のほうに引っ

越すというここのインセンティブの中の一つに、

恐らく医療、福祉の部分についてかなりのウエー

ト占めているのではないかと思っております。こ

の立地適正化計画を考える際には、やはりそこの

部分は考慮に入れるべき問題だと思っております。

東病院そのものについては、歴史的にサナトリウ

ムといいますか、そういう形もありまして、名寄

市の中心部より離れた位置にありますが、現在は

市立総合病院の後方支援病院ということでありま

すし、療養病床を中心に今やっているところであ

ります。ただ、東病院も老朽化しているのはこれ

は間違いない事実でありますから、今後これをど

うしていくか。その前に東病院の経営については、

かなり苦労しながらということもありますので、

あわせてこれも議論が加速しなければならない問

題だと認識しております。名寄市、そして名寄市

周辺部の医療そのものも全体を通して考えますと、

名寄市でどういうような医療環境、医療サービス

を提供して、周辺も含めてこの圏域の中でどうい
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う医療のあり方、あるいは福祉、介護等の連携の

あり方を探るという、これは非常に重要なテーマ

でありますので、この立地適正化の中でも十分議

論しなければならない課題の一つと考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今橋本副市長から御

答弁いただきました。また、岡村部長のほうから

も御答弁いただきましたようにかかりつけ医とい

うのはうちの市立総合病院の機能、現状を見ると

きに、やはりかかりつけ医というのは必要だと。

そういう意味では、東病院の役割というのも一つ

できるのではないか。施設が老朽化しているなら、

例えば市街地に持ってくるなりのものも含めて大

胆なそこは私は見直しをすることも一つかなとい

うふうに思いますので、これは副市長の答弁を信

頼をして、議論されるということを信頼しながら

見守っていきたいというふうに思います。

そういう意味では、１つ、この立地適正化につ

いては、日本都市計画学会及び全国市長会の主催

で２０１５年２月２０日に立地適正化の運用と課

題ということで都市計画シンポジウムが開かれま

した。このときのテーマは、都市のコンパクト化

を問い直すということで議論をされ、その中で計

画の実現には隣接市町村との協調、連携が必要と

いう方針を示しておりますけれども、市長はこの

点はどういうふうに認識されておりますか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 常々私も名寄市全体のま

ちの機能が分散化している中で人口減少している、

やっぱり集約をしていく、拠点化していく、ネッ

トワーク化していくということが非常に重要だと

いうふうに考えております。一方で俯瞰をしてみ

たときに、それぞれの自治体の中でもそれぞれの

機能を場合によっては集約できるものは集約する

し、役割分担をして、それぞれが担うというよう

なことでの広域行政の役割というのはますます重

要になっていくのであろうと。とりわけ名寄は基

幹の病院がありますので、そうした意味でも医療、

福祉の部分でも広域の中でリーダーシップを発揮

していかなければならない立場だというふうに思

っていまして、当然この計画を進めていくという

こととあわせて広域での連携、あるいは場合によ

っては機能のそれぞれの役割分担というのをさら

に鮮明にしていく、その議論を深化させていく必

要があろうというふうに考えているところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今回一般質問、ある

いは午前中の山田議員の質疑を含めて、今回の立

地適正化、あるいは都市マスに大きな影響をする

というのは、王子マテリア名寄工場の行く末だと

いうふうに考えます。そういう意味では、１つ、

この行く末を、今のところきちっとうちは議会を

含めて、あるいは全市民的にぜひ集約は断念して

いただきたいと、このままやっていただきたいと

いう方向でいますけれども、そういう意味からす

るとやっぱりマテリアさんの動向というのは、こ

の計画を根底から左右しかねない状況にあるとい

うふうに思いますけれども、なぜもう少し行く末

が見えるまでこの計画を待って、ある意味では今

月末に市長が王子ホールディングスのほうに行か

れて、ホールディングスの社長とお会いになって

お話をすると。今のところゼロ回答ですけれども、

どういう回答が来るかでまた違う状況が見えるの

かもしれないし、より厳しい状況になるのかもわ

かりませんけれども、それを見据えてから本当に

まちづくり、立地適正化というのを考えるのも一

考ではなかったかというふうに思いますけれども、

なぜ今の時期、この計画の策定を先送りする考え

はなかったのか改めてお伺いをしておきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 確かに条件とか

状況とかいろんな心配な要素を見きわめて、それ

から計画のスタートを切るという考え方もござい
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ましょうけれども、私どももう既にこの間市内の

人口減少云々から始まりまして、今までの発想か

ら大胆に少し考え方を変えて、この立地適正化議

論を通じてこれからの名寄のまちのつくる方向と

いうのは早いうちに示さないとならないというこ

とはもちろんございましたし、おおむね２年間に

わたる議論を策定委員会の皆様や都市計審議会、

そしてさまざまなアンケートからイベント等々も

行いながらしてきたところでございます。当然公

共施設との兼ね合いがありますけれども、相当急

ぐものももちろんあるのも事実でございますし、

今当初から２年間で計画を立ち上げさせていただ

こうということで鋭意努力を積み重ねて、ちょっ

と手前みそになりますけれども、させていただき

ました。その後王子のさまざまな問題が持ち上が

りまして、工業地域の中心的な存在が今後どうな

るのか、まだ今の段階でははっきり見えないとい

うのは御承知のとおりでございますけれども、工

業区域ではございません都市機能区域、従来でい

う住宅区域なり、商業区域なりも含めて早いうち

に手だてを打てるものなり、方向性を見出す必要

というのは当然あるわけでございまして、最悪の

ケースといいますか、工場等の撤退になって、恐

らく２年後には例えばあの後の土地利用の課題だ

とか、そして従業員の皆様などの転出なども含め

て二、三年ぐらいは大変人口の関係での影響も拍

車がかかる事態だとか、経済的にも大変大きな危

惧というのは当然生まれるかというふうに思って

おります。ですからこそ立地適正化計画は先ほど

申し上げましたように大きな課題だとか、大きな

変化だとか、新たなニーズが出てきた場合には、

当然臨機応変にではございませんけれども、しっ

かりそういった状況変化を見きわめながら、計画

の練り直しといいますか、再構築というのは必要

でありますし、それが可能であるのが立地適正化

ということで、私どもはそういうつもりで準備を

させていただいているところでございますので、

議員御心配いただいて、その辺しっかり見きわめ

てという御意見も重々私ども痛み入るところはあ

るのですけれども、今こそ一歩前に出て進んで、

新たな課題というか、そういった場合にはそれに

はしっかり対応しながら、一歩また前に進む、そ

ういった考えでいることで御理解いただければと

思ってございます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） きょうは総括質疑で

すので、疑義があってただしているもので、みず

からの意見を言うのは余り好ましいことではない

ですけれども、私は今回の王子マテリアの特に署

名活動を見ますと、目標１万筆でしたけれども、

２万 ０００筆を超える名寄市のみならず近隣を

含めて多くの皆さんがマテリアさんはぜひ頑張っ

てほしいという思いがあったと思うのです。それ

がもう一方例えば今回の立地適正化、あるいは都

市マスも含めてまちの構造が崩れるということを

強調するためにも、マテリアさんがいなくなると

名寄のまちの構造が崩れるのだと、絵が描けなく

なるのだということを見せる意味でもやっぱり早

急にしないで、例えば３カ月おくらせても一定の

方向が出るまで見据えても私はよかったかなと。

それのほうがマテリアさん、あるいは王子ホール

ディングスさんにこの工場がなくなること、操業

停止をすることが名寄市の将来を大きく左右する

ということを象徴できたのかなという思いを持っ

ておりますけれども、具体的にここまで急いだの

は、例えば令和２年度にここにかかわる事業は何

かあるというふうに部長は認識されていらっしゃ

るのですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 建設水道部のこ

の立地適正化の議論、先ほど議員の御指摘、御心

配、十分そこは理解をしているつもりでございま

すが、この立地適正化を先送りする、それが一つ

の王子問題中心とするその危機感というか、それ

をしっかりあらわすことになるかという考え方も

あるかもしれませんけれども、私は、私はと言う
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とちょっと語弊あるかもしれませんけれども、建

設水道部といたしまして例えば今の上位計画でご

ざいます総合計画、これも見直しの時期だとか、

当然それに係るものは立地適正化云々よりも上位

計画であります総合計画にその王子の影響、人口

減少、経済的な面、さまざまなものもございまし

て、当然そこは総合計画なり、そして立地適正化

計画なりと、しっかりそこは見直す時期、タイミ

ングというのは出てくるというふうに思っており

ます。

話戻りますけれども、決して急いだというつも

りではなくて、当初からこのスケジュール感で私

どもは作業を進めさせていただいてきてございま

す。その理由の一つとしては、議論になっていま

す公共施設等管理計画、その個別計画が２０２０

年の中で議論が進められていくという形の中で、

今回の私どもの策定するその庁内の検討委員会と

いうのは、各老朽化した施設を含めて、ほぼ各部

全ての施設長、管理職クラスが数十名単位で加盟

して、この立地適正化に対するある程度の共通認

識、その施設の老朽化もありますし、都市機能を

高める、そして人口減少の中で公共施設の場合で

あればしっかりそこに必要なものを打っていかな

ければならぬという私は認識というのはできつつ、

私も長年市役所に勤務しておりますけれども、こ

れだけ横断の管理職の方々の一つの計画物で情報

交換ということで認識を新たにするというのは今

回の計画の議論が恐らく、恐らくというのは私の

知る範疇では本当にこれがスタートだったなとい

うふうに私は今思っておりまして、そういう状況

を踏まえますと、今この１２月から１月、２月に

かけましては新年度に向けての予算議論も当然ご

ざいますので、私ども役所の人間の悪いところで

なかなか物事節目がつかないと次に頭を切りかえ

ないという面もあるのかもしれませんけれども、

この立地適正化議論を含めて、次の予算議論の中

でそれぞれの老朽化施設を抱える施設長なども含

めて真剣にさらに議論を含めて準備、そして予算

議論、そういった形でそれが全てがすぐ身になる

かどうかというのは建設水道部では言い切れませ

んけれども、私としてはこれが一つでも二つでも

身になる形になるもの、早く市民の皆様に少しで

も形が見えるものになっていただければという願

いとスケジュール感で作業させていただきました

ので、この機会だということでお願いを申し上げ

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） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 見解の相違ですので、

ここでいつまでも議論していてもしようがないと

思いますけれども、私はレールに乗ったから進め

るのだというのが一番やり方的にはだめだと思う

のです。今名寄市にとって何が重要で、何をしな

ければいけないのか、何ができるのかを優先すれ

ば、極端でないですけれども、４定の初日に出し

て最終日に議決するのか、来年の１定に出して最

終日になるかどうかわからないけれども、そうい

うスケジュールになるぐらいにずれ込んだという

ことを相手にしっかり伝えることが、それだけま

ちづくりに大切だというのは私は逆に絶好のタイ

ミングだったというふうに思うのですけれども、

それもレールにのっとって、そっちのほうがタイ

ミングだという部長と私の考えは見解の相違です

ので、これ以上ここは論議していてもしようがな

いので、やめますけれども、ならばこの計画２０

年間やって、２０２０年スタートして、２０３９

年になったときの名寄市は、完遂年度にはどうい

う姿になっているというふうにイメージされてい

るのですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 立地適正化のそ

れぞれ細かい解説的に言わせていただきますと、

複合化施設を初めとして２０年後で大きくドラマ

チックにまちが変わったというところまでなるか

どうかというのは、正直まだまだそこまではない

のかもしれません。ただ、私どもは今回の議論を
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進める中で持続可能、そして人口減少の中で各施

設など、そしてまた民間の皆さんとも力を合わせ

ながら、そういった中で必要なもの、コンパクト

シティー化を具体的に一歩前に推し進め切れるか

どうか、プラス、ネットワークを駆使しながら、

その地域に少しでも安心して暮らせる環境づくり

に全力を挙げるというのが私は最大の使命だとい

うふうに思っているところでございます。２０年

という期限を切っていますけれども、まだまだそ

の２０年後では御承知のように誘導施設では４年、

５年に１つというような形で、そうなりますと２

０年ですから、４つ、５つという話になるのかも

しれませんけれども、ただそれはあくまでも計画

でございまして、これは市民ニーズなり、急を要

するケースなり、そういった場合は当然拍車をか

けるべきだというふうに思っていまして、この２

０年の中で中心部にやっぱり少しでも市民の人の

集うところ、集まるところ、そして名寄のまちで

生活できる実感が少しでも向上する、そういった

ことを目指すのが私ども２０年後のまちづくりの

基本的なベースにある考え方だと御理解いただけ

ればと思っています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） そのためには何が重

要と考えていますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 重要なのは、も

う本当にあらゆる面での重要な形があると思いま

す。当然公共でなすべきこと、民間の皆さんと力

を合わせてやることがそれぞれあるのだろうとい

うふうに思っておりますけれども、計画というの

は、議員御指摘のとおり、形骸化というか、絵に

描いた餅にならないようにしっかりとしたモニタ

リングなり、計画実行、そして各種計画の関連の

中から少なくとも１つずつ実現、達成させていた

だくことが市民の皆様にとっても、地道にですけ

れども、一つ一つ進んでいく、目に見える形にな

るものがやっぱり市民の皆さんからの信頼をかち

取るものだというふうに思ってございますし、ま

た市民ニーズというのも時代が変わればまた必要

なものというものがふえるか、また変わってくる

かという面もありますので、やはり誘導施策、誘

導施設をしっかりと１つずつ実現をさせていくと

いうことに尽きるというふうに思ってございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） わかりました。

この後ちょっと具体的に計画の中の表現につい

てお聞きしますが、１の４の目標年次、午前中の

山田議員もありますけれども、なお社会経済情勢

の変化や国、北海道の動向、本市の人口、土地利

用の動向や上位関連計画と整合、施策の推移と効

果などを踏まえて随時見直しを行うものとしてい

るということにしておりますけれども、見直しの

前提条件、特に本市の人口、土地利用の動向にお

いての条件及び適時適切という言葉を使っており

ましたけれども、５年ほどの見直しにとらわれず

柔軟性を持ち、適時に見直しというのは午前中答

弁されております。ここで言う適時の意味合い、

あるいは適切の意味合いというのは、どういうふ

うに捉えたらよろしいのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 深く意味合いと

いうとちょっと難しい話になりますけれども、何

度も何度も申し上げておりますけれども、今計画

２０３９年までの２０年間として設定をさせてい

ただきます。１０年、２０年というと大変遠いよ

うな気がいたしますけれども、振り返れば案外あ

っという間というような期間なのかもしれません

けれども、当然人口減少を初めとして、その社会

全体に及ぶさまざまな変動だとか経済状況もござ

いますし、国の示すとおり５年ごとにおおむね見

直しなさいという考えに立ちますけれども、これ

からの名寄市内の土地利用を初めといたしまして、

大きくそれの要素の一つにも議員御指摘の王子問

題などももちろんあるのだろうというふうに理解

をしておりますけれども、当然これ以上ないにこ



－219－

令和元年１２月２０日（金曜日）第４回１２月定例会・第５号

したことはないのですけれども、さまざまな不安

要素というのはこれからの時代ふえてくることも

予想だにしないところもあるかもしれません。そ

ういった状況を鑑みながら判断などが遅れないよ

うに、かつ柔軟、臨機応変にというようなことが

５年の意味合いでは思っておりますけれども、大

きく左右する場合には例えば誘導施策、誘導施設

等々も含めて大胆に見直すときは見直す対応とい

うのは必要ではないのかなというふうに思ってい

るということで御理解いただければと思っていま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今の答弁を聞くと、

本市の人口というのは来年１０月が国勢調査とい

うことで、そこでどういうふうに動くのか、ある

いは土地利用の動向というと今部長おっしゃるよ

うにマテリアさんがどういうふうになっていくの

か、そのままお続けいただけるのか、あるいはも

う既に先が見えてくるのかというのも一つあると

思いますけれども、そういう意味では５年ごとと

いうことにとらわれないで、随時、適時、要する

に判断がおくれないようにやるという方向でいる

ということでよろしいですね。よろしいですね。

確認だけ。よろしいですね。そういう確認をさせ

てもらいます。

それでは次に、２の１の地域分析に基づく地域

の特徴と課題の１、市街地形成の変遷において少

なくともこれ以上の市街地の拡大を極力抑制する

必要がありますが、そのための規制をどのように

していくのかは今後の検討課題ですとし、課題に

も市街地の拡大を極力抑制する方策の検討として

おりますけれども、具体的に現段階において想定

される抑制方策というのはどのようにお考えです

か。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 計画書でいうと

５ページが今議員御指摘のところではないかなと

いうふうに思っています。御指摘のように、ほか

の自治体もそうですけれども、どんどん郊外地に

市街地が広がる傾向というのは、私ども名寄ばか

りではなく、工業地域なり、またはかつては農業

地域というか、そういったところまで商業施設な

りが、そしてまた個人住宅などが大変広がって、

先ほども申し上げた南のほうに広がりつつあると

いう形で、本当に変化がここ１０年ぐらいの間に

大きく生まれてきていると思います。これは、議

員も同じように理解いただけると思うのですけれ

ども、全体的な人口減少の中でいけば当然人口の

低密度化というのがこれにますます拍車をかける

状況でございまして、さまざまな住民サービスを

担う当市としても、その状況をしっかりと維持し

ていくについても大変な課題が生じてくることに

なってございます。いきなりそれを小さくという

か、そういう方策というのはなかなかこれは難し

いというふうに考えておりますけれども、まずは

今回の立地適正化の議論の中での機能誘導区域や

居住誘導区域、これはもう時間のかかる話だとい

うふうに思ってございますけれども、魅力あるま

ちづくり、公共施設の配置なども含めながら、中

心部の利便性をまず上げていくということもござ

います。

また、計画書の４７ページだったと思っており

ますが、国の方策なども含めてそれ以上拡大させ

ないためのこれは国の示すこういった土地利用の

規制という手段、方法というのもあるところでご

ざいますけれども、現状いきなり大きく切りかえ

るということではなくて、先ほど申し上げました

緩やかな誘導が基本でございますけれども、国の

示す中には４７ページでございますように特別な

用途地区、または制限地区、居住調整区域という

ことで、詳細は申し上げませんけれども、一定程

度の条件をつけるなり、一定程度の規制なりとい

う考え方もありますけれども、これについては当

然慎重の上の慎重の審議が必要でございますので、

こういった合意が必要な場合は当然都市計画審議
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会など十分お諮りしながら議論を進めるべきだと

いうふうに思って、私どもやはり一定程度しっか

りとした、無秩序なそういう開発というよりも秩

序を持った形での都市計画をつくっていくべきだ

というふうに思っておりますので、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） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） これは、こういう計

画の中に市街地の拡大を極力抑制する方策の検討、

あるいは２の４のイでも工業地域などへの住宅の

拡大を防ぐ政策が必要と。要するに法規にのっと

って規制をするよという、こういう強い姿勢を出

すというのはいかがなものかなという、それこそ

今の部長の答弁でないですけれども、ちゃんと具

体性があるのなら別だけれども、要するにおどし

と捉えられかねないような、そんなことできない

よと捉えられかねないような言い方は、言い回し

はちょっと考え物だなというふうに思います。

また、もう一つ、エの中で、一方徳田、豊栄地

区は人口減少下で収益が減った場合の大型商業機

能の継続性について慎重な検討が必要となります。

市の計画で、２０年の計画でなりわいとやってい

る大型店に対して、民間企業に対して継続性につ

いて慎重な検討が必要であるという表現が適切で

あるのか。もう既に例えばあそこのイオンさんな

んていうのは名寄商工会議所の会員さんになって

いただいて、イエロー何とかの日にはごみ拾いと

かいろんな奉仕活動もされているところに対して、

人口減少下で収益が減った場合の大型商業機能の

継続性について慎重な検討が必要ですと行政側が

言うというのは、余りにも非常識、大変失礼な、

非礼な文章ではないかという認識を持ちますけれ

ども、どういうふうに部長はお考えですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員の言った

大型商店の継続、そして今後について慎重な検討

が必要でありますという記載でございますけれど

も、将来にわたるまちづくりを目指していく上で、

一方市内中心部、商業店等々も含めて大変厳しい

現実が御承知のとおりの状況だというふうに思っ

ています。そういう意味合いも含めて、交通面だ

とか今後の施設機能なども含めて、一方では中心

部に力を入れていこうという今回の計画でござい

ます。今回大型商店の機能の継続性については、

実はこの策定委員会の中でもかなり御意見という

のはいろいろ出ましたし、日常ふだん市民の皆さ

んの中でも大型商店に対するさまざまな御意見、

お考えというのはあるのだろうというふうに思っ

ています。決して先ほどお名前の出た商店を云々

ということではなくて、数多く徳田地区にはござ

います。また、御承知のとおりだと思うのですけ

れども、北海道内外含めまして今流通業界、大型

ショッピング店等々が例えば縮小するだとか、店

を断念するだとかというのは全国的にかなりの事

例が道内等々でも出てきておりまして、決してそ

のことを私どもは、市民の皆さんもそうですけれ

ども、やはり頭の中にその心配というのは離れな

いのだろうというふうに思っています。先ほどの

お名前出たお店なども含めて、先ほども私申し上

げたかもしれませんけれども、市民生活や近隣近

郊の皆様の生活をしっかりと支えていただいてい

る現実を十分理解していただいて、私も知ってい

るつもりでございますけれども、全国的なそうい

う流通業界、大型商業店の動向の中では一抹の不

安というのがあるのが事実でございまして、何か

あったときには十分さまざまな慎重な検討が必要

になるという意味合いだということで御理解いた

だければなと思ってございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） いずれにしても、こ

れは前の都市マスのときにもこういう表現があっ

て、非常に非礼ではないかということで訂正をし

たのですけれども、今回またこういったことで、

やっぱり名寄市民の中にそういう意識は強いとい
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うこと、これ２０年間の計画ですから、当然なが

らそういう意識があるということですので、そこ

はちょっと是正をする、これから進めるに当たっ

ては是正をすべきだというふうに思いますし、も

う一つ、今の部長の話にもちょっとありましたけ

れども、公共交通を含めてどうしていくのかとい

う、徳田、豊栄地区の公共交通網を強化すること

は厳しい状況にありますという表現をされており

ますけれども、これも最後市長にお伺いしますけ

れども、これも全国市長会のさっき言った中で話

題になっているのです。今の高齢化や免許返上、

いろんな課題があったときに、コンパクトシティ

ープラスネットワークという構想で、都市計画と

公共交通の一体化ということを考えていかなけれ

ばこれから地方は成り立っていかないと。そうい

う意味で立地適正化の中でもしっかり考えていこ

うよというのは全国市長会の都市計画シンポジウ

ムで話し合われたことですけれども、市長はこの

コンパクトシティープラスネットワークという考

え方については、どういうことを考えていらっし

ゃるかお聞きして終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさにコンパクト・アン

ド・ネットワークの考え方で今回の都市計画マス

タープラン、立地適正化計画も策定されたと思い

ますし、当然この計画と公共交通網形成計画、こ

れも逐次見直していきながら、リンクをさせてい

くということになっております。今回いろんな議

論の中で、風連、名寄、それぞれのＪＲ駅を中心

としたいわゆる居住あるいは都市機能の誘導地域

が設定されたということもありますので、ここは

やっぱり公共交通の重要性も鑑みてこういったこ

とになっているというふうに思います。改めて今

後公共交通のあり方についても、とりわけ少子高

齢化が進んでいく中で拠点が分散、拠点、拠点に

なっていく中でのネットワーク、結びつきという

のは非常に重要だというふうに思っていますので、

今後計画の中でまた具体的なここは議論を進めて

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） 以上で佐藤靖議員の質

疑を終わります。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ちょっと細かい話な

のですが、何点かお聞きをしたいと思います。

居住誘導区域にかかわってなのですが、風連地

域も名寄地域も駅のいわゆる駅裏のところが入っ

ていないということなのです。その要件に対して

の図を描いていただいているのですが、しかし防

災のところから見るとここのところも含まれてい

いのではないかというふうに考えるのですが、そ

このところが抜けたところについてお聞かせをい

ただきたいと思います。

あわせて緑丘団地公営住宅があります。ここも

ちょっと高台になっている状況の中で、防災の観

点からいうと名寄でいえば水害のことが一番心配

になるわけですが、こういったところでいうとこ

の地域の緑丘団地のところの押さえ方、捉え方、

このところをどういうふうに思っていらっしゃる

のかお聞きをしたいと思います。

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） 今川村議員から

御指摘いただいたように名寄地区でいいますと線

路を挟んでどうなのかという議論でございます。

これは、策定委員会等々で大変議論というか、居

住誘導区域の線引きというか、大変議論がありま

して、ただまちのこういう区域を区切る場合ＪＲ

線というか、旧鉄道の線を一つの区切りにすると

いうのは、これはまちづくりの計画の考え方の一

つでございまして、その要素を取り入れて、基本

的には駅前という形でさせていただいたという経

緯がございますので、ただ東地区が全くだめだと

かということではなくて、先ほどから申し上げて

いますとおり、数十年、計画は２０年でございま

すけれども、恐らく２０年後にまたさまざまなそ
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のまちの都市計画のあり方というのがありますけ

れども、あくまでも緩やかな居住を促すというレ

ベルでございますので、決して私ども東地区をち

ょっと言葉、表現適当でないかもしれませんけれ

ども、決しておろそかにとか、軽んじているとか、

そういう意識は全くございませんので、当然これ

からのまちの中での利便性の中で考えられていく

ものだということで、どうしても都市計画的なも

のでは線路があることによって言ってみればまち

の区切りは一つとらざるを得ないということで御

理解いただきたいと思っています。

また、緑丘の公営団地の関係でございます。こ

れ御承知のとおり順次今改修作業などもさせてい

ただいて、とりわけ高齢者の方だとか障がいをお

持ちの方だとかに大変こちら居住させていただい

て、公営住宅についても今すぐ例えば公営住宅を

居住誘導区域のエリアの中にすぐ建てかえとか移

すとかということは、物理的にも現実的にもなか

なかできません。公営住宅については、川村議員

御承知のとおり、公営住宅の長寿命化計画の中で

まだまだ、まだまだと言ったらおかしいのですけ

れども、しっかりとした機能、役割を果たしてい

ただくという形になっています。全体縮小してい

くという、縮小というか、人口減少に合わせまし

て公営住宅の数も少し切り込む形にはなってござ

いますけれども、当然必要とされる戸数等々につ

いてはしっかり提供できる形というのはこれから

も変わらない形で、とりわけ今住宅のセーフティ

ーネットだとか、そういう高齢者の方だとか障が

いをお持ちの方々も含めて、かなり福祉的な面を

カバーする公営住宅のあり方というのもあります

ので、これについては決して簡単にないがしろに

するとか、そういう考えは毛頭ございませんとい

うことで御理解いただければなと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今本当に大事な視点で

お話ししていただいたかと思っております。若干

補足させていただきますけれども、人口のほうは

先ほど来の議論の中で一つ話題になっております

けれども、社会保障・人口問題研究所ですか、社

人研のところで名寄市の推計、２０２０年で人口

が２万 ３６１人、今現実１１月現在で、住基台

帳ですけれども、２万 ３０１人ですから、１年

前倒しで人口が減ってきているという状況であり

ます。これが何を意味するかというと、まちの面

積自体は簡単には縮小できないけれども、人口が

減るということは、スポンジ化といいますけれど

も、穴があいていくということになります。とな

ると、これは先ほどの中心市街地、あるいは居住

誘導区域以外の部分にも十分かかわってくること

ですので、ここの部分をどうしていくかというの

は非常に大きな課題だと思っております。特に東

地区におきましては、今御指摘のあったような施

設等も並んでおりますので、土地の有効利用です

とか、そこでどういうふうなコミュニティーつく

っていくか、核になるのが団地になるかもしれま

せん。そういったことも含めて、あわせてこれは

市の方針、また市民の皆さんのいろんな意見も聞

きながら進めなければならない問題だと認識して

おりますので、決して天野部長が言ったとおりそ

ういうことで線引きしたからここは手をかけない

とか、そういうような意識ではございませんので、

御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今御説明いただいた

ように、さきの総括質疑の中でも議論があったよ

うにコンパクトシティーに向けての取り組みとい

うことでは理解をしながらも、やはり線路があっ

て、鉄道があって、ちょっと不便さもあるという

のもあるかもしれないのですが、しかしそこの不

便さをクリアしていただくということも今後のま

ちづくりになっていくのかなというふうに思って

おりまして、今の副市長の御答弁いただきました

けれども、高齢化が進む中も含めて取り組みを進

めていただきたいと思いますし、公営住宅につい
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てもやっぱり防災の視点を重点に置きながらの今

回のこの計画であります。そのところでいうと、

ここも大事なところだなというふうに私は思って

いて、ぜひともそういう安心できる場所を大事に

していっていただきたいというその思いをお伝え

して、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第２６

号 特別職の職員の給与の特例に関する条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 特別職の

職員の給与の特例に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市社会福祉協議会が運営をする居

宅介護支援事業所における介護報酬の不適切な事

務処理に対し、監査等の適切な手続を行っていな

かったこと、また名寄市振興公社の経営に関しま

して適切な監督等がされていなかったこと、また

名寄市振興公社が収益向上を図るために北海道市

町村職員共済組合発行の指定宿泊施設利用助成券

の使用を促した件で市として十分な利用条件等の

確認を行わなかったことから、この間関係者を初

め市民の皆様に多大な御不安と御心配をおかけを

したことに対しまして、執行責任者として私と副

市長の給料月額の減額措置を提案するものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 意見書案第

１号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見

書、意見書案第２号 地域医療を守り公立病院等

の維持・存続を求める意見書、以上２件を一括議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外１件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 決議案第１

号 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約の

再考を求める決議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 王子マテリア株式会

社名寄工場生産品集約の再考を求める決議。

昭和３４（１９５９）年４月２２日、当時の名

寄商工会議所から名寄市議会議長に対し陳情書が

提出されております。それは「王子製紙工場誘致

に関する陳情書」と銘打たれ、文面で「市制施行

以来急速なる躍進をしておりますものの、繁栄発

展の基軸となる産業においては商業の発展に比し、

工業は何等見るべきものが無く、市当局をはじめ

吾々商工人の最も遺憾とするところであります。

この時に当たり、王子製紙の厖大（ぼうだい）な

る新工場が話題になり、商工業は千載一遇の好機

として一大関心を寄せ、その誘致を熱望し居る次

第です」と訴え、まさに名寄市の経済界の核とし

て王子製紙誘致に市民総意で取り組みました。

残念ながら、王子製紙第三工場の誘致は実現し

ませんでしたが、翌昭和３５（１９６０）年に王

子マテリア名寄工場の前身である天塩川製紙名寄

工場が起工され、以来、設備の増設更新等を重ね、

名称は「北陽製紙」「王子板紙」そして平成２４

（２０１２）年から「王子マテリア名寄工場」と

して、常に名寄市の経済界をリードし、まさに市

民とともに歩む名寄を代表とする企業であり続け

ています。

しかし、今年１０月４日、令和３（２０２１）

年９月に２号マシンを停止、王子製紙苫小牧工場

へ移設し、翌令和４（２０２２）年４月稼働、３

号マシンは令和３（２０２１）年１２月停機の通

知を受け、市内経済の根幹を揺るがす事態が懸念

されています。

市内では、再考を求める署名活動がかつてない

規模で繰り広げられ、当然ながら名寄市議会も賛

同団体に名を連ね、この間、議員一人ひとりが署

名活動にも参画しました。

市民一人ひとりが健やかに過ごせる都市（ま

ち）とすべく、市と議会が一体となって総合計画、

都市計画マスタープラン、そして立地適正化計画

を決議し、道北のみならず、北海道、さらには国

内に誇れる名寄を創造すべく取り組む際、大きな

柱の１本となっていただくのが経済界はもとより、

市民生活を根幹で支えていただいている王子マテ

リア名寄工場であります。

本市議会といたしましては、王子マテリア株式

会社の種々の事情は理解しながらも、生産品集約

の影響が計り知れないことに鑑み、さらには、こ

れまで６０年間ともに歩んできたパートナーとし

て、名寄工場生産品集約の再考を求めます。

以上、決議する。

令和元年１２月２０日、名寄市議会。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

決議案第１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第３号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて
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おりますので、これをもって御了解をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 委員の派遣

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇総務文教常任委員長（高橋伸典議員） 総務文

教常任委員会の視察報告を申し上げます。

１０月１６日、苫小牧市の自主防災組織につい

て、１０月１７日に札幌市のどうぎんカーリング

スタジアムの運営主体と競技団体によるスポーツ

振興について及び夕張市合宿の宿ひまわりの廃校

再活用について、１０月１８日に当別町官民共同

運行コミュニティバスの状況について、それぞれ

行政視察を行いましたので、主な内容について御

報告を申し上げます。

初日は、苫小牧市の自主防災組織についてを学

びました。苫小牧市は、地理的に甚大な危険が指

摘されている地域特性を有しており、災害発生時

における行政の防災活動には限界があることから、

みずからの命はみずから守る必要があることが確

認され、取り組みが進められました。さらに、行

政、消防本部、消防団、町内会連合会で平成２８

年に自主防災組織推進機関を設置し、６０の町内

会が加入し、自主防災組織結成マニュアルの作成、

出前講座、自主防災組織活動助成金制度、自主防

災組織未結成町内会を対象とした説明会及び個別

訪問、全町内会参加型の自主防災組織説明会を年

１回開催するなど、防災意識の向上と未結成町内

会の組織立ち上げの機運の醸成を図っております。

サポート体制としては、自主防災組織立ち上げ

の際、町内会の代表と防災組織の役員の重複方式

の奨励、自主防災組織活動助成金として事業費の

２分の１、上限３万円を助成、組織活動時に防災

資機材セットの貸与、防災出前講座への職員派遣

と防災訓練の企画及び実施への支援、防災訓練資

料及び資機材を貸し出し、訓練への支援を行って

います。

避難行動要援護者支援制度は、平成２８年度か

ら介護保険の要介護者３以上の在宅生活者、身体

障害者１級、２級及び知的障害者療育手帳Ａ、ひ

とり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を避難行

動要援護者名簿に登録し、対象者に対して情報の

提供の同意確認の後４２の町内会に名簿を提供、

避難支援の個別計画及び共助活動に反映させてい

るとのことでした。

災害はいつ起こるかわからないことから、名寄

市においても自主防災組織の立ち上げ及び避難行

動要援護者名簿を早急に作成することにより、共

助活動の支援が進むことが必要と痛感いたしまし

た。

２日目は、札幌市のどうぎんカーリングスタジ

アムの運営主体と競技団体によるスポーツ振興に

ついて学びました。どうぎんカーリングスタジア

ムは、平成２４年９月に鉄筋コンクリート造２階

建て、シート数５シート、固定席２０８席、車椅

子１６席、総工費１７億 ７００万円で、国内初

の通年型カーリング専用の公共施設として竣工し、

子供や高齢者、障がい者の方でも利用しやすいバ

リアフリー構造となっていることから、年間６万

人に利用されています。また、ネーミング事業と

して ０８７万 ０００円、年間５７７万円の協

賛金を納付し、どうぎんカーリングスタジアムと

してスタートいたしました。

普及振興については、子供向け指導プログラム、
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レベル別カーリングスクール、カーリング教室や

観光客向けカーリング体験の開催をしています。

ジュニアアスリートの育成では、ジュニアカーリ

ングスクールや小学生放課後カーリング体験やウ

インタースポーツを体験してもらい、興味を持っ

てもらえるよう取り組んでいます。生涯スポーツ

の取り組みでは、初心者も定着してもらえるよう

土曜日の夜に一般開放やカーリング協会が６０歳

前後の方の普及を行い、地域のレクリエーション

として利用されていました。

平成３０年の稼働率は９７％であることからも、

施設の有効利用と成果を知ることができました。

名寄市の状況を念頭に置き、競技スポーツと生涯

スポーツ両面における有効利用について見識を深

めることができました。

午後からは夕張を訪問し、合宿の宿ひまわりの

廃校再活用についてを学びました。人口減少と鉱

山廃鉱に伴い閉校となった北海道夕張北高校は、

当初夕張市の宿泊施設ファミリースクールひまわ

りとして使用され、安価で団体合宿の受け入れを

していました。しかし、市の財政破綻に伴い、中

国資本の加森観光グループに経営を移行して現在

に至っております。施設は４階建てで、６人と８

人部屋が４２室と２０人部屋が８室、体育館、武

道場、浴場、食堂等多くの競技に利用できるサッ

カー場等があり、年間３万人の合宿宿泊者があり

ます。その宿泊者に対してスタッフは６人のみで、

フロント、掃除、食事の準備など全員で作業を行

い、運営をしているとのことでありました。民間

資本の導入についても今後参考にすることができ

ました。

最終日に当別町の官民共同運行コミュニティバ

スの状況についてを学びました。当別町では、路

線バス、福祉バスの２路線のほか、医療機関送迎

バスと住民を対象とした地域限定住民送迎バスな

ど、バスの運行にかかわって重複路線や利用者が

限定されている面で課題を抱えていました。そこ

で、平成１７年、当別町バス交通体系調査検討委

員会を設置し、路線や運行形態の検討を行った結

果、従来の取り組みを損なわないよう１路線２０

０円、乗り放題の応援券、病院関係者や大学生や

病院通院者に対して無料チケットの発行をするこ

とで一元化に成功し、翌年から４路線７系統８７

便を４台のバスで行う実証運行を開始しました。

実証運行初年度は、平日８７便、休日３０便の取

り組みを２回のダイヤ改正と路線変更や新規路線

の構築を進め、国土交通省公共交通活性化再生総

合プログラムを実施しました。２年目は、２回目

のダイヤ改正と路線変更、大型スーパーへの新規

路線の構築、地域公共交通活性化協議会の設置を

行いました。平成２０年からは、ＪＲ最終便に合

わせた深夜バスの構築、物流バスの構築やノンス

テップバス導入、バイオディーゼル燃料によるオ

フセットクレジット排出権取引を実施し、平日８

０便、休日２８便の本格運行路線をつくり上げま

した。また、安全性が確認されたことにより、運

行路線内の５カ所に手を挙げてフリー乗降区間も

設置されています。

先進的な市街地区内デマンド型交通を導入した

り、バイオディーゼル燃料、オフセットクレジッ

ト、太陽光発電を設置し、再生可能エネルギー活

用にも努めている状況を学び、過疎化、少子高齢

化の波が急激に訪れる中、地域の可能性と特徴を

生かしつつ、住民の声に応え、決して立ちどまら

ず前進することが重要との言葉に名寄市も利用者

の利便性に配慮した運行を果たすべきと強く感じ

ました。

その中で、当別町は三菱商事の常務顧問をされ

た現町長が町民から首長らしく行政にありがちな

だめだ、だめだと言う議論は認めないという姿勢

を堅持、施策に取り組んでおります。また、私た

ちが行ったときに職員全員が立ち、いらっしゃい

ませ、帰るときはお帰りなさいというふうに言わ

れておりました。全員にそれをするのですかと言

いましたら、住民の方にもやるということで、す

ばらしい姿勢を見てくることができました。
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詳細については、議長に提出しておりますので、

御一読いただくことをお願いし、総務文教常任委

員会の視察報告を終わらせていただきます。あり

がとうございました。

〇議長（東 千春議員） 続いて、市民福祉常任

委員会、高野美枝子委員長。

〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員） 市民

福祉常任委員会の行政視察について報告いたしま

す。

当委員会では、高齢化社会における健康寿命の

延伸についてを調査研究のテーマとし、１１月５

日から８日までの４日間、新潟県妙高市、見附市、

千葉県佐倉市、鴨川市、神奈川県茅ケ崎市の５カ

所の行政視察を行いました。

妙高市では、健康長寿目指せ元気１００歳運動

事業について視察いたしました。基本理念として、

住みなれた地域でともに支え合い、助け合い、自

分らしく暮らし続けることができ、個人の尊厳の

保持と自立した生活ができる地域共生社会の実現

を目指し、日常生活の中でまちぐるみの助け合い、

支え合いの仕組みづくりを行っていました。健康

に対する取り組みでは、平成２５年に元気いきい

き健康条例を制定し、同年に第２回健康寿命をの

ばそう！アワードで厚生労働省から優良賞を受賞

するなど、健康を軸とした交流の拡大を図るため

自然や温泉などの資源を生かした妙高型クアオル

トの拠点となる妙高高原体育館が平成２９年に開

館し、健康保養地プログラムの市民への普及など

取り組みが進められています。

人生１００年時代を迎え、平均寿命に健康寿命

をいかに近づけるかを目的に、社会参加が希薄に

なる７０歳代に的を絞り、参加しやすい同窓会開

催に着眼し、肉体的、社会的、精神的衰えをサポ

ートし、フレイル予防対策に向けて担当職員が市

民とともに汗をかいている状況が顕著に見られま

した。当市において現在進められている地域包括

ケアシステムの推進とフレイル予防に向けて大変

参考になりました。

見附市では、ごみ収集と分別方法について視察

を行いました。名寄地区衛生施設事務組合では、

炭化施設が老朽化し、更新時期を迎えています。

名寄地区でもごみの中間処理施設建設に向けて作

業が進められていますが、高齢者や転勤者がわか

りやすいごみの出し方と分別方法を考える中で、

プラスチックの処理や分別の考え方、機種選定を

進める際の具体的な状況について学ぶことができ

ました。名寄地区においては、炭化センターの運

転管理職員の技術の蓄積を活用し、この地域に適

した機種、運転管理方法とともに、建設費を考え

ることが必要だと感じました。

佐倉市では、可能な限り住みなれた地域で日常

生活が営むことができるよう地域包括ケアシステ

ムの構築、推進を図ることを基本目標に、重点施

策である認知症にやさしい佐倉推進事業について

視察いたしました。推進事業では、認知症の理解

を深めるための普及や啓発、介護者を支えるネッ

トワーク強化、家族の視点を重視した優しい地域

づくりなどを重点的に取り組んでいました。旧町

村のコミュニティーをベースに日常生活圏域を５

つに設定し、それぞれに地域包括支援センターを

設け、地元業者、自治会や地域コミュニティーが

一体となって認知症の取り組みが行われていまし

た。認知症の早期発見、治療、対応と支援を目的

とする認知症の本人や家族と行政や介護関係者、

医療機関の連携を図り、情報共有するさくらパス

の活用や高齢者見守り協力業者ネットワーク事業

など、高齢者を多方面からさりげなく見守ること

が重要であると理解を深めることができました。

本市においても人生の先輩たちが認知症になっ

ても安心してこの地域に住み続けていただくこと

が委員会のテーマでもあり、先進的な取り組みを

学ぶことができました。

鴨川市では、地域包括ケアシステムの構築につ

いて視察いたしました。地域包括支援とはについ

て改めて考える機会となりました。相談支援に対

し縦割りから横断的な相談支援へ、庁舎内の課を
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超えた関係職員の意識改革を行うために、月２回

から４回定期的に勉強会や打ち合わせを実施して

いました。それは、住民の視点に立って相談を受

けとめることと強調され、役所内の壁を取り払う

ことで解決につなげたとのことでした。対象者ご

との個別支援から家族を視点に自立した生活支援

へと意識変化があり、職員間の互いの仕事、役割

の理解による円滑な業務遂行へとつながっていま

す。地域が持つ健康福祉の課題をしっかり分析し、

国の取り組みや制度を把握し、常に住民に寄り添

いながら住民の視点に立つことを重点に置き、待

っているのではなく住民の中へ出かけていく姿勢

を学びました。地域の中で複合的な課題を抱えて

いる要支援者を包括的に相談支援につなげていく

ことの重要性を学ぶことができ、当市に反映でき

るよう努力したいと思います。

茅ヶ崎市では、茅ケ崎基幹型地域包括支援セン

ターについて視察いたしました。茅ケ崎市は、元

来より地域コミュニティーの基盤がしっかりとし

ており、そのため委託型地域包括支援センターを

各地区に設置するに当たって、協議会単位の設置

がスムーズに行われてきたと思われます。また、

各センター単位に福祉の総合的な相談窓口、福祉

相談室が設置され、地域において身近な相談に対

応できる体制が構築されていました。高齢者に

「わたしの覚え書き～希望のわだち～」と題した

エンディングノート的な冊子や認知症ガイドの配

付など高齢化社会に対応した施策の整備が進んで

いました。しかし、高齢化の進行に伴い、包括支

援センターの業務のウエートが高まり、兼務発令

で対応している基幹型の行政職員の事務量の増加

が懸念されました。本市においても、相談件数の

増加や複雑化に対応するため、適正な人員配置を

行っていく必要があると思われます。また、これ

からも地域ネットワークをより充実し、地域住民

のニーズに速やかに対応できる体制の強化が求め

られます。

市民福祉常任委員会の果たすべき役割の先進地

を視察させていただきました。輝く自治体には、

輝く担当者がいました。私たちのテーマ、高齢化

社会における健康寿命の延伸についての調査研究

に全力を尽くしてまいります。

詳細につきましては、議長に提出していますの

で、御一読いただきますようお願いいたします。

以上、市民福祉常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 次に、経済建設常任委

員会、山田典幸委員長。

〇経済建設常任委員長（山田典幸議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、令和元年度経済

建設常任委員会の行政視察について御報告申し上

げます。

１１月５日から８日の４日間の日程で滋賀県高

島市、滋賀県守山市、三重県津市、三重県伊賀市

の計４カ所にて行政視察を行いました。

滋賀県高島市では、地域産業を生かした取り組

みとして、高島市マキノ農業公園マキノピックラ

ンドを視察いたしました。マキノピックランドは、

農事組合法人マキノ町果樹生産組合が高島市から

指定管理を受け、複合観光果樹園と都市交流施設

整備による地域活性化を目的として運営している

施設です。果樹園ゾーンは、ブドウ、サクランボ、

リンゴを植栽し、体験する観光果樹園、パークゾ

ーンには地域の農産物や加工品を集積し、観光客

へ直売と地場産品の紹介を行う生産物販売施設と

してフルーツ・ベジタブルハウスを整備し、また

隣接するレストランでは地場産食材を利用した料

理を提供するなど、地域産業を生かした営業展開、

施設整備により年間１３万人から１５万人の来園

があり、地域産業の振興と観光振興による地域経

済の活性化に寄与しています。

高島市は、京阪神への観光客が通過するいわゆ

る通り道に当たり、滋賀県全体で取り組んでいる

琵琶湖を一周する観光周遊圏であるリゾートネッ

クレス構想の一員として、いかに観光客の足をと

めるかが集客増のポイントであるとの説明を受け
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ました。地域産業を生かした取り組みはもちろん

のこと、観光振興の面においても地域一円での観

光ルート構想としての取り組みは、当市を含めた

道北地域の産業と観光の振興策においても参考と

なることが多くありました。

滋賀県守山市では、中心市街地活性化推進の取

り組みについて視察を行いました。京阪神都市圏

のベッドタウンとして人口が増加し続けている守

山市では、のどかな田園都市をまちづくりの基本

理念として掲げており、都市と田園地帯が調和し

た土地利用を推進しています。

守山市の第１期中心市街地活性化基本計画にお

いて行政が半歩先を歩み、民間がそれに続き、に

ぎわいの小規模連鎖を生み出すことを目的に３つ

の取り組みが行われました。１つ目に、文化を生

かす取り組みとして中心市街地に交流プラザの整

備、教育施設、小学校と幼稚園の合築、中心市街

地交流駐車場の整備などを行い、２つ目に水と緑

を生かす取り組みとして水辺遊歩道ネットワーク

の整備、あまが池親水緑地の整備、３つ目に歴史

を生かす取り組みとして歴史文化まちづくり館の

整備、中山道守山宿街なみの修景などを行いまし

た。特徴的な事項として、中心市街地活性化の連

携推進体制として行政、商工会議所、まちづくり

会社、文化体育振興事業団の４団体が月に１度連

絡会議を開催し、情報共有と事業の取り組み連携

を積極的に行っており、まちづくり会社のゼネラ

ルマネジャーが実質的なブレーンとなり、行政と

民間のパイプ役となっているとのことでした。ま

た、明確な中心市街地活性化区域の設定とコンセ

プトにより、中心市街地にテナントと分譲マンシ

ョンが併設されたビルの建設による人の流れづく

りや歴史や文化を生かした町並み形成と案内表示

の充実による回遊性のある歩行空間の整備が行わ

れておりました。今後の当市における立地適正化

計画の推進、コンパクトシティー化に向けての取

り組みにおいて、計画の連携推進体制や明確なコ

ンセプトに基づくまちづくりの重要性などを改め

て認識した先進事例でありました。

三重県津市においては、城山クラインガルテン

を視察いたしました。クラインガルテンは、ドイ

ツ語で小さな庭という意味で、滞在しながら農作

業が行える滞在型市民農園です。１９９０年代、

城山地区が荒廃し、野生動物のすみかになってい

たことを心配した住民が旧美杉村役場に相談し、

クラインガルテンの将来性に目を向け、整備に向

けた会合を重ね、地域の同意を得て、地域住民９

人の共同出資で１９９８年より運営が開始されま

した。利用区画数は２７区画で、現在１９区画の

利用となっており、特に大阪、名古屋方面からの

利用者が多く、別荘としての利用や年間３００日

滞在する人までさまざまとのことで、中には会社

の職員研修としての利用もあるとのことです。農

機具や軽トラックなどの貸し出しが行われており、

農家から直接の指導も受けられるとのことでした。

グリーン・ツーリズムとしての取り組みについ

ては、地元のグリーン・ツーリズム推進委員会は

都市との交流活動やクラインガルテンを拠点とし

た自然観察会や田舎暮らし体験を実施しておりま

す。また、名古屋産業大学との協定に基づき、イ

ンターンシップの受け入れ及びインターン中の宿

泊棟無料提供を行っているとのことでした。

利用者同士や地域住民との交流については、夏

祭りや餅つきなどを行っており、当初は運営者が

企画をしていたものが現在は利用者が企画から準

備まで行うようになっています。

農業を生かした田舎暮らしやグリーン・ツーリ

ズムの取り組み、都市と農村の総合交流、遊休地

の活用など、立地条件や環境に違いはあるものの、

当市としての今後の取り組みに参考となる施設で

ありました。

三重県伊賀市では、古民家等を活用した中心市

街地活性化の取り組みについて視察を行いました。

人口減少に伴う空き家の増加により、中心市街地

の空洞化が進行していた伊賀市においては、歴史

的風致維持向上計画、伊賀市立地適正化計画、古
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民家等再生活用指針等に基づき、忍者の里伊賀に

代表される町家や長屋、武家屋敷などの歴史的資

源と古民家などを生かしたまちづくりを進め、中

心市街地のにぎわいと移住者、観光客の増加を目

指すことを目的として各種事業が推進されており

ます。また、それらの計画と連動する空き家対策

包括連携ネットワーク事業を関係７団体と協定締

結し、データベース化された空き家活用カルテは

移住定住活用型と地域活性型に分けられ、古民家

等再生活用計画の具体策として活用され、地域ご

との特性を生かしたゾーニングに合わせて整備方

針を定めています。特徴的な取り組み内容として、

分散点在する古民家を再生活用した分散型ホテル

に滞在する伊賀流ステイ城下町ホテル化事業を新

たな観光の概念として、ホテル周辺には同じく古

民家を活用した体験施設やレストラン、カフェ、

ギャラリーなどを配置し、顧客ターゲットをメー

ンターゲットとしてインバウンドを含む観光客、

サブターゲットとしてリモートワーカーの移住や

企業誘致とし、観光振興と中心市街地活性化、移

住促進を推進しています。

伊賀市の取り組みから地域の特色や歴史的、文

化的価値のあるものを洗い出し、まちづくりのグ

ランドデザインを多面的に模索していくことの重

要性を改めて認識したと同時に、今後の名寄市の

中心市街地活性化を含めたまちづくりを進めてい

く上で大変参考となる事例でありました。

以上、経済建設常任委員会の行政視察報告とい

たします。

〇議長（東 千春議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和元年第４回定例会を閉

会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 今 村 芳 彦


