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平成２４年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年６月１２日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０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。

ここで、加藤市長より〇議長（黒井 徹議員）

発言を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

おはようございます。議〇市長（加藤剛士君）

長より発言のお許しをいただきましたので、議会

の開会に先立ちまして私から一言述べさせていた

だきます。

去る６月６日、三笠宮家寛仁様の薨去に際し、

市民とともに謹んで改めて哀悼の意を表します。

寛仁様は、豪放らいらく、優しいお人柄とその容

姿からひげの殿下の愛称で広く国民に親しまれ、

国際親善、スポーツの振興などさまざまな分野で

積極的に御公務をされました。特に障害福祉の分

野におかれまして、障害者と同じ目線に立たれ、

自立支援に御尽力をされるとともに、みずから先

頭に立って障害者スポーツの普及にもお力を注が

れました。名寄市との縁も深く、みずからの闘病

生活を語る御講演、国体のスキー競技会、北海道

ハンディキャップスキー大会にも足を運んでいた

だき大会を支援くださいますなど、名寄市民にと

りましてもかけがえのない大きな存在でした。早

過ぎる薨去に接し、今ただ私たちに最後まで生き

抜く力強さと勇気を与えてくださった寛仁様のお

姿をしのび、感謝と尊敬の念をささげ、心から御

冥福をお祈り申し上げます。

なお、新聞、ホームページでも御案内をいたし

ましたが、名寄市では御記帳を希望する市民の方

々のために名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所のそ

れぞれ１階に本日１２日まで記帳台を設置をさせ

ていただいておりますことをお知らせをし、私か

らの哀悼の言葉といたします。

それでは、日程第１〇議長（黒井 徹議員）

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８０条の規定

により、

７番 植 松 正 一 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

節電対応と再生、自然エネルギーの活用につい

て外２件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇９番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次御質問させていただきますが、冒頭市長か

らの発言もありました。名寄市とゆかりの深い三

笠宮寛仁殿下の御薨去に対し、私の立場からも御

冥福をお祈りしたいと思います。

それでは、質問に入らさせていただきます。１

点目は、節電対策と再生可能、自然エネルギーの

活用についてであります。昨年３月１１日に発生

した東日本大震災による福島第一原子力発電所の

事故後、脱原発の動きが全国的に進み、ことし５

月５日の泊原子力発電所３号機の運転停止で、全

国１７カ所、５４基の原子力発電所はすべて停止

となりました。これに伴い、政府は５月１２日に

今夏の電力不足の状況について調査する需給検証

委員会を開催し、猛暑となった場合、関西、北海

道、九州の３電力管内で電力不足が起きるとする

報告書をまとめました。このうち北海道は９％

の電力不足が予想されておりますが、同委員会で

は全国レベルで節電を行うことで融通を最大限行

うことが有用と報告書で明記しており、北海道電

力では事業主に対し７月２３日から９月７日まで

のお盆の期間を除く平日の午前９時から午後８時

まで及び９月１０日から１４日までの午後５時か

ら同８時までの間に７％の節電を要請しておりま

す。市役所の２３年度における年間電気料は、風

連庁舎で対前年比０３％増加したものの、４月
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から１２月に限って見た場合、風連庁舎では同

１２％、名寄庁舎は２７％の削減となったこと

から、目標の節電は可能という見方をしておりま

すが、北海道電力からは医療機関、学校などに対

しても空調及び照明の節電が求められていること

から、名寄市として公共施設を含め総合的に今夏

の節電対策にどう取り組まれるのか、さらに市民

の皆さんへの協力依頼についてもお伺いします。

このような動きの中で、今再生可能エネルギー

や自然エネルギーの活用について地方自治体とし

て取り組むことが求められています。昨年の第３

回定例会でこの課題をただした同僚の熊谷吉正議

員の一般質問に対し、当時総務部長であった佐々

木副市長は、名寄市は省エネの徹底やエネルギー

効率の引き上げによって低エネルギー社会を目指

すとともに、地域の条件に合った再生可能エネル

ギーの導入についても検討すると答弁しておりま

すが、同質問後どのような検討が進められ、再生

可能エネルギーや自然エネルギーの導入を目指し

ているのか、具体的にお知らせをいただきたいと

思います。

名寄市は、これまでも雪室や太陽光活用を公共

施設に導入しておりますが、一方では昨年の（仮

称）複合交通センター建設にかかわる議論の中で、

市立名寄総合病院の冷房完備、公共施設への冷房

配備などについて取り組む姿勢を示しております。

また、今後においても（仮称）市民ホール建設、

市立病院精神科病棟建設、さらには総合計画後期

計画に登載される大学図書館、学校改築、なよろ

温泉サンピラーのリニューアルなどなどさまざま

なハード施設建設を予定しておりますが、現段階

において導入の可否について具体的検討手法を含

めてお示しをいただきたいと思います。

次に、名寄市立総合病院にかかわってお伺いし

ます。行政報告の中で市長は、消化器内科の休診

という事態もあって２３年度決算は２億１７２

万０００円の純損益を計上する決算となったと

述べられましたが、消化器内科は常勤医が３人確

保され、循環器内科と麻酔科で各１人ずつ常勤医

が増員となったことから、今後の病院経営の安定

化を期待するものでありますし、スタッフ確保に

尽力されている佐古院長を初め病院関係者に敬意

を示すものであります。

その一方、平成２０年１月に北海道が示した自

治体病院等広域化・連携構想の成り行きが注目さ

れています。提示から４年以上が経過しておりま

すが、なかなか具現化には至っておりません。高

橋知事は、昨年末の道議会でスピード感を持って

対応すると述べ、一部ではそのモデル地区として

上川北部地区を中心とする圏域を挙げているとい

う情報もありますが、この広域化・連携構想は名

寄市立総合病院の経営にも影響を与える課題であ

ることから、改めて同構想の進捗状況及び今後の

見通しについてお伺いします。

また、ことし２月の道議会第２回保健福祉委員

会で奥山地域医師確保推進室参事が地域センター

病院に勤務する医師アンケートの結果を公表しま

した。このアンケートに対して４３２人の医師が

回答しており、それによりますと現在の勤務地を

選んだ理由の６割強の２８９人が大学からの派遣

として、困っていることはの設問には３割強の１

５０人が業務が多忙と回答しております。さらに、

医師不足地域に従事する場合の条件については、

６割強の２７９人が自分と交代できる医師がいる

ことと回答。一方、臨床検査医では２７５人が回

答し、５割強の１５１人が大学での研修や勤務を

希望している一方、７割に当たる１９５人が郡部、

へき地での従事について条件が合えば従事したい

と回答しており、地域医療に高い関心を持ってい

ることが明らかになりました。具体的に言えば、

現在の勤務地で困っていることは業務が多忙、ス

キルアップ、専門性の強化ができないが上位を占

め、従事する条件は自分と交代できる医師がいる

こと、医師の勤務環境に対して地域理解を得るこ

とであり、このことから道では地域で勤務する医

師を安定的に確保するためには勤務環境の改善や



－34－

平成２４年６月１２日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

指導体制の充実、地域住民の医師に対する一層の

理解などが課題としておりますが、市立病院とし

てこの結果をどう受けとめ、今後対応されている

のかお伺いします。

さらに、看護師の確保対策という点でも病院当

局の日々の努力は理解をしているところですが、

看護師不足の抜本的な解決には至っていないのが

現実です。このため名寄市立総合病院では、医師

や看護師の負担を軽減させ、業務に専念できる体

制として医局、看護部を初め各セクションで臨時

職員を配置しておりますが、その配置の状況と役

割、評価、さらに今後の対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

最後に、名寄市立大学についてお伺いします。

名寄市立大学では、ことし４月、２０１１年度大

学基準協会の大学評価、認証評価結果を２０１０

年度自己点検評価報告書にまとめ公表しました。

結果は、同協会の大学基準に適合しているとされ、

２０１９年度３月３１日まで認証されました。ま

ず、この大学評価結果について大学側としてどう

受けとめているのか見解をお伺いします。

また、今回の評価では７項目１１点について努

力課題として指摘され、２０１５年、平成２７年

７月末までに改善報告書の提出を求められており

ますが、今後大学としてどのような体制及びスケ

ジュールで対応されようとしているのかについて

もお知らせをいただきたいと思います。特に財務、

地方交付税について、地方交付税交付金、あるい

は市の一般財源の今後の状況は必ずしも楽観を許

すものではなく、また地方交付税交付金の組み入

れ自体は支出の５９％、１４億６００万円の支

出に対して８億４００万円を賄っているにすぎ

ないという現実は考慮されていないと指摘され、

大学としての財務政策についても特段の財務政策

を採用しているものではなく、外部資金として科

学研究費補助金などを４５６万０００円確保

した実績はあるが、その獲得に向けた具体的取り

組み方策が見えない。まずは、財務に関して全学

的な指針を策定し、学内でこれを共有することが

望まれるとも指摘されておりますが、これらにつ

いての見解及び対応についてお伺いし、この場か

らの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

佐藤議員から大項目で３点にわたる質問をいただ

きました。大項目１は私から、大項目２は病院事

務部長から、大項目３につきましては大学事務局

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

まず、節電対応と自然、再生可能エネルギーの

活用についての行政としての節電の取り組みと市

民への協力依頼についてお答えをいたします。政

府のエネルギー・環境会議におきましてこの夏の

電力需給対策が取りまとめられ、複数の電力管内

において需給のギャップによる停電の発生を回避

するため、数値目標を定めて節電を行うこととな

り、事業者であります北海道電力から５月２２日

に市に対して要請がございました。市では、この

間行財政改革の一環として両庁舎を含め、各公共

施設において既に節電対策等を取り組んでいると

ころであり、具体的には執務室電灯の間引き点灯、

トイレ照明のＬＥＤ化、昼休みの消灯などを実施

をしております。さらに、パソコンの待機時間に

応じた有効な対策等さまざまな庁舎内の節電対策

を講じてまいっております。

また、市民への協力依頼につきましては、電力

供給の事業主体であります北海道電力が主体的に

行うべきものと認識はしておりますが、その公共

性に照らし、市といたしましても節電に関する広

報に努めてまいりたいと考えております。

また、昨年の第３回定例会の答弁以降、この地

域における再生可能エネルギー等のあり方につき

ましては市として十分な方向性を示すに至ってお

りません。この間各部局それぞれで所管する対応

は行っておりますが、それらの現状を取りまとめ、

市としての方針、戦略を描くには導入に伴う国並
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びに北海道の方針、施策などと連携していく必要

があります。幸いこうした地域での課題をサポー

トする組織として、北海道再生可能エネルギー振

興機構が立ち上がることになりました。この組織

は、全道７２自治体の市町村長が発起人となりま

して設立し、今後の再生可能エネルギーの拡大に

向けた情報の共有、人材の育成、調査研究などを

行うとしております。名寄市も発起人となってお

りまして、今後こうした組織などを活用し、戦略

の構築に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

次に、再生、自然エネルギーの活用についてで

ありますが、現在基本設計中であります（仮称）

市民ホール及び市立総合病院の精神科病棟などに

おいての自然エネルギー導入の可能性につきまし

ては、施設の規模や利用形態等を考えると施設全

体の冷暖房や電源など、すべてを自然エネルギー

で対応することはイニシャルコストが上がり、実

現は困難と考えておりますけれども、単一の熱源

ではなく、使用エネルギーの分散化においては考

慮しなければならないものと考えております。特

に名寄市として既にもち米低温貯蔵施設での利用

実績もあります。雪冷房や太陽光パネルなどの可

能性につきましては、導入に係る建設用地の広さ

や費用対効果を含めて比較検討することとしてお

りまして、具体的には実施計画の中で導入の可否

を決定してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目の２点目、名寄市立総合病院に

ついて申し上げます。

初めに、自治体病院等の広域化・連携構想につ

いてお答えをいたします。地方の自治体病院が医

師確保など地域医療の充実に苦慮しており、経営

環境も年々厳しくなってきていることから、将来

の地域における必要な医療の確保のため、北海道

は平成２０年１月に自治体病院等広域化・連携構

想を策定しております。議員御指摘のとおり、広

域化・連携構想策定から丸４年が経過し、具体的

な取り組みが進んでいないことから、北海道では

上川北部と中空知圏域の２カ所をモデル地域とし

て重点的に取り組む方針を示しました。具体的に

は、北海道が主催し、昨年９月に上川北部自治体

病院等広域化・連携検討会議が開催され、自治体

病院の役割分担、医療機能の見直しに向けて地域

の医療資源の現状と課題などについて分析を行い

ました。今後の見通しについては、今月の２１日

に広域化・連携検討会議が開催される予定で、そ

の中で上川北部地域における具体的な行動方針、

アクションプランが示され、１点目として医師派

遣、２点目として救急医療体制、３点目として災

害時の医療確保、４点目としてへき地、周産期、

小児医療など分野別の取り組み方針が明示される

ことになっております。アクションプランでは、

中核病院である名寄市立総合病院の役割として、

圏域内の病院、診療所への医師派遣と病院、診療

所間の診療情報ネットワーク整備、それから救急

医療の充実などが求められるものと思われます。

また、課題としては、全診療科の医師が充足して

いないことから、医師派遣の際に制約があること、

救急部門の充実、将来の救急救命センターの取得

ができるように救急医ですとか看護師の確保など

が挙げられます。

次に、医師確保対策について申し上げます。北

海道は、昨年１０月に地域センター病院に勤務す

る医師に対して地域医療に対する勤務医アンケー

ト調査を実施し、本年の２月にその結果が公表さ

れました。調査結果は、現在の勤務先で困ってい

ることはの質問では、１番目が業務が多忙、２番

目がスキルアップ、専門性の強化ができない、３

番目が給与、昇進などの人事待遇、４番目が働き

がいや自分自身の将来展望、５番目が病院の施設

整備などの環境整備を挙げておりまして、また医

師不足地域に従事する際の条件はとの質問では、

１番目が自分と交代する医師がいること、２番目
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が医師の勤務環境に対する地域の理解、３番目が

給与面、４番目が他病院とのネットワーク連携、

５番目が居住環境の整備などとなっております。

これらを踏まえまして当院では、１つとして大学

の医局と連携し、産科、小児科などの医師を集約

し、当直など労働負担の軽減を行っております。

２点目として、子育てをしている女性医師を対象

に短時間勤務の正規雇用を実施しております。３

点目として、臨床研修センターを設置しまして、

研修医の確保とスキルアップを含めた研修体系を

確立しております。４点目としては、救急外来、

ＩＣＵ病棟、ＮＩＣＵなどの施設設備の整備更新

を行っております。それから、５点目として民間

活力による借り上げ医師寮の整備、いわゆる住環

境の整備を進めています。６点目としては、医師

の勤務実態と救急外来などの状況を市民の皆さん

に理解をしていただくため、まちづくり懇談会で

の説明などを実施し、医師が働きやすい環境をハ

ード、ソフトの両面から行っております。また、

今回改築を進めています精神科病棟内に医師、看

護師等が医療処置のシミュレーションをできる研

修室等を設置する方向で準備を進めております。

今後も医師が働きやすい環境整備を行いながら、

医師確保に努め、地方地域センター病院としての

使命を果たしてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いしたいと思います。

次に、３点目、（３）の看護師の確保対策につ

いて申し上げます。医師、看護師等の不足は、長

年続いていることから、これらの対応策としまし

て看護補助職員などの臨時職員を採用しておりま

して、現在当院で雇用している臨時嘱託職員は本

年の６月１日現在でパート８９名を含めて２４０

名おります。まず、医師の労働負担を軽減する職

種としては、メディカルアシスタント、ＭＡがパ

ートを含めて２７名おりまして、主に電子カルテ

などの入力補助、診断書、意見書等の作成の補助

業務を行っております。次に、看護師を補助する

職種として、看護補助者、ヘルパーを各病棟、外

来にパートを含めて４９名配置をしております。

主な業務内容は、病棟では入浴、食事等の介助、

シーツ等の交換を、また外来では各種検体、薬品

等の搬送、各外来の清掃などの業務を行っていま

す。また、看護師を補助する職種として、クラー

ク、事務補助者を外来と一部の病棟にパートを含

めて２３名配置をしております。主な業務は、外

来では受付、電話対応、問診、予約等の案内を、

また病棟では面会者の受付や電話対応、入院、退

院者などの案内を行っています。これら臨時職員

の配置については、診療報酬に一定額が加算をさ

れております。医師、看護師等が十分確保できな

い現状と患者サービスの向上には臨時職員の配置

は必要不可欠と考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

また、看護師確保対策として、本年度は新たに

パンフレットを作成しまして、先般看護部長とと

もに市立大学、市内の各高校を訪問しまして、学

資金の活用方法などを改めて説明してまいりまし

た。今後も看護師が働きやすい環境整備を進め、

看護師確保に努めてまいりたいと思いますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大きな項目３の名寄市立大学の将来について、大

学基準協会による大学評価結果の受けとめと指摘

事項への対応についてお答えを申し上げます。

まず、大学基準協会による大学評価結果の受け

とめにつきましては、同協会による平成２３年度

大学認証評価を受け、同協会の大学基準に適合し

ているとの認定を受けましたことは、名実ともに

大学として認められたものと受けとめております

が、みずから行う自己点検評価とこのたびの外部

評価を行うことで、第三者により課題が指摘され、

自己点検評価が補完されることによって初めて客

観的なものとなり、改善すべき課題がより明らか

になったものと言えます。今後の本学の発展方策
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を検討する機会が得られましたことは、大変意義

深いことと考えており、評価結果を真摯に受けと

め、本学の教育研究のさらなる充実と発展に役立

ててまいります。

次に、指摘事項に関する対応でございますが、

今回の認証評価につきましては、１０の評価基準、

４５の評価項目中、７つの評価基準で指摘を受け

ております。指摘された主な努力課題について、

現状及び今後の対応についてお答えを申し上げま

す。まず、１、教員、教員組織につきましては、

教員組織の編成方針の明確化とそれに沿った整備

が求められておりますが、今後各学科ごとに教員

編成方針を明確に定め、専門領域の教員の確保を

行い、適正な教員配置を目指してまいります。

２の教育内容、方法、成果では、学位授与方針、

教育課程の編成、実施方針の明確化と公表が求め

られておりますが、現在教授会においてこれら両

方針の検討を既に行っており、今後大学ホームペ

ージなどにより公表してまいります。

３の学生受け入れにつきましては、学生の受け

入れ方針の公表が求められておりましたが、既に

平成２４年度学生募集要項に明示し、大学ホーム

ページ上にて公表をしてきております。

４の学生支援につきましては、就職支援体制の

改善が求められましたが、本年４月に学内にキャ

リア支援センターを設置し、専門教員及び職員を

配置し、学生に対するキャリア形成及び就職活動

への支援を実施してきております。

５番目の教育研究等環境につきましては、大学

図書館の利用環境の改善と専門専任職員の配置が

求められましたが、今後総合計画後期計画におい

て大学図書館の整備と専門専任職員の配置を計画

をしております。

６番目の内部質保証につきましては、そのシス

テムの確立が求められておりますが、今後目標と

計画を立て、実行し、結果を点検評価し、改善、

見直しを行うシステムを学内に構築し、積極的に

情報公開を行い、社会に対する説明責任を果たす

ことが必要と考えております。

最後に、７番目の管理運営、財務につきまして

は、事務職に対する大学特有事務に関する研修機

会の改善が求められましたが、これにつきまして

は道内国公立大学や公立大学協会が主催する事務

職員研修会に積極的に職員を派遣し、スキルアッ

プを図るよう努めてまいります。

今回の評価結果におきまして努力課題が付され

ました項目につきましては、その対応状況を改善

報告書として取りまとめ、平成２７年７月末日ま

でに同協会に報告することが義務づけられており

ますので、今後指摘を受けた事項につきまして改

善を実施し、本学の教育研究のさらなる充実を図

ってまいります。

また、財務、地方税につきましては、財務評価

における評価項目は大きく２つあり、第１は教育

研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財

政基盤を確立しているか、第２は予算編成及び予

算執行は適切に行っているかであり、評価の視点

として第１の項目につきましては中長期的な財政

計画の立案、科学研究費補助金や受託研究等の外

部資金の受け入れ状況などであり、第２の項目に

つきましては予算編成の適切性と執行のルールの

明確化、決算の内部監査、予算執行に伴う効果の

分析、検証をする仕組みの確立などであります。

これらは、独立行政法人または学校法人の財務評

価を想定したものとなっておりまして、自治体が

直接運営する本学にとりましては一部なじまない

部分もございますが、大学基準に基づきまして評

価をいただいたところでございます。財源の確保

につきましては、公立大学協会が実施しておりま

す公立大学実態調査では、平成２１年度の公立７

７大学の予算の経常経費総額６２４億円のうち

自主財源である授業料等の学生納付金総額は８７

１億円であり、３２％を占めております。一般

財源、都道府県、市負担額は６４０億円であり、

６５％を占めております。本学におきましても

評価報告書のとおり、学生納付金等の収入は約３
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３％であり、地方交付税交付金を主な財源としま

す市負担分は約５９％を占めております。したが

いまして、公立大学全体の経常経費における財源

内訳の比率と本学の財源内訳の比率を比較いたし

ますと、大きくかけ離れましたものではなく、む

しろ公立大学の平均的な財源内訳、比率となって

いるものと言えます。また、財務に関して全学的

な指針を策定し、学内でこれを共有することが望

まれるとの評価をいただきましたが、財政の健全

性の確保と財政運営の効率化を基本的な柱としま

す名寄市の財政政策に基づく大学の財政運営につ

いて、学内においてより一層の共通認識を図り、

本学の教育研究の安定的、かつ持続的に運営でき

るよう取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず節電関係で扇谷部長のほうから

御説明をいただきましたけれども、本庁関係はわ

かります、大体。もう一つ、北電からは病院等医

療機関と学校に対しても節電を求めるという御協

力要請が出ていると思うのですが、具体的に医療

機関、市立病院あるいは学校では節電にはどうい

うふうに取り組もうとしているのかお答えいただ

きたい。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

医療〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

機関に対して、当院は自家発電の設備があるとい

うことで、北電さんのほうから通告調整契約とい

うのを６月１日付でいただきました。具体的には、

７月から９月までの節減期間中にいわゆる前日の

３時までに自家発電を行ってくださいといいます

か、併用してくださいという、そういう通告が来

まして、その期間中は最高一月２０日までの範囲

内でということで、そういう通知が来ておりまし

て、間もなくその契約を実施する予定でございま

す。具体的には、当院は５００キロワットの自家

発電を持っておりまして、単価９万９００円、

いわゆる割引といいますか、料金のほうも安くな

っております。ただ、この部分は実際に自家発電

を発電いたしますと重油がかかりますので、若干

その部分は高くなりますけれども、そのような通

告調整契約の御案内が来て、契約する予定で準備

を進めております。

以上でございます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校での節電対策に〇教育部長（鈴木邦輝君）

つきましては、現在道教委から一般的な通知の部

分はあろうかと思いますけれども、文書等の具体

的な内容については確認等手持ち資料がございま

せんので、後ほど通告していただきたいと思いま

す。申しわけありません。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

道教委から文書来てい〇９番（佐藤 靖議員）

ないから検討していないというのは、これはもう

先ほど壇上でも述べたとおり、既に国のほうでは

早い段階で、５月１５日ですから、それでもう全

国的に節電をしてくださいと。具体的に北電のイ

ンターネットの中でも学校についても、学校にお

いては照明の節電が非常に効果的なため、ぜひ御

協力くださいという表現がもう既に載っていて、

その中では具体的に日中の８時から１６時に高い

電力消費が続きますという表まで載っていて、な

のに道教委からの文書を待って検討すると。もう

既に間もなく７月２３日、あと１カ月もしないで

その状況が来る。この状況は夏休みにも入ります

からでしょうけれども、ちょっと対応が遅いよう

な気がするのですけれども、教育長はどういうふ

うにお考えですか。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

道教委等と連携はもち〇教育長（小野浩一君）

ろんですが、市としての対応も非常に大切なこと

だと思いますので、校長会、教頭会等と早速連携

をとりまして、今後の本市の学校における節電対

策について対応してまいりたいと思います。
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佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

病院のほうはわかりま〇９番（佐藤 靖議員）

した。いいのですけれども、例えば本庁もそうで

すけれども、節電だからといって電気を暗くする。

トイレはＬＥＤにしたのは、それはいいでしょう

けれども、パソコンもわかります。ただ、学校も

そうでありますが、単純に電気を暗くするという

ことが市民生活あるいは学校現場においてどうな

のかという。例えば市民の人によく言われるのは、

市役所は昼休み、昼休みしかあいていなくて行く

と、ほとんどの事務所は電気消えていると。暗い

から、当然何か仕事していないのかなと思って入

りづらいと、そういう声も一方ではありますし、

そういうことからいうと、学校もそうであります

が、本当に電気を消すことが子供たちの視力にど

うなのかとか、やっぱりそういう状況をしっかり

今のうちから調査をされてやっていくというのが

必要だと思いますし、ぜひそれは特に学校現場は

そのことに努めていただければと。これは、要望

しておきたいと思います。

例えば本庁もそうでありますけれども、私は今

回の節電を一過性のこととしてとらえないほうが

いいのではないかと。やはり行財政改革にどうや

ってつなげていくかということを考えたほうがい

いのではないかと思っています。昔もよくガソリ

ンが高くなったり、あるいは排ガスの問題があっ

たときノーマイカーデーみたいなのつくったけれ

ども、結局二、三年もしないでもとに戻るという

ことではなくて、今回の節電というのをどういう

ふうに行財政改革に結びつけていくかと。そうい

う意味からすると、１つはこれは課題かもしれま

せんけれども、例えば勤務時間を変えるのはどう

だと。これは、非常に厳しい問題かもしれません

けれども、特に扇谷部長は例えば国内の大型店で

は勤務時間を、開店時間を早めているという状況

もありますけれども、当然行政的には難しいと思

いますけれども、その辺の認識についてはどうい

うふうに思いますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

た、いわゆる民間で行われておりますサマータイ

ム制度ですか、そういったものの扱いについてと

いうことでございますが、以前市役所の開庁時間

につきましても、これ旧名寄市の時代になります

けれども、開庁時間は通常どおり、ただ閉庁時間

を６時まで延ばしてきたという経緯があります。

１つは、エネルギー対策もありましたけれども、

市民サービスの向上という観点も含めて対応した

という経緯もありますが、役所の時間、市民の皆

さんはおおむね通常の時間は周知をされておりま

して、時間の変更を行っても周知に少し時間がか

かって、なかなか私どもの思いと市民の皆さんの

感覚とはちょっと乖離をしないかと。これは、私

どもの宣伝の仕方のまずさもあろうかと思います

けれども、全国もしくは全道的に国の機関、道の

機関を含めて同じような時間帯での開庁なり閉庁

なりを一緒にやるということであればそれなりの

周知がなされるものと思いますけれども、市単独

だけの実施では一部市民の皆さんの周知不足も含

めてちょっと混乱を来すということもありまして、

なかなか実施に踏み切れないでおります。しかし

ながら、今後改めて節電という大変厳しいキーワ

ードが出てきてまいりましたので、私どもも国な

り、それから北海道の状況を見ながら、必要であ

ればこれまた検討せざるを得ないような状況にな

るかもしれませんので、その辺は状況の判断をし

っかりしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

確かに私もそう簡単に〇９番（佐藤 靖議員）

できる課題ではないというふうに思うのですけれ

ども、例えばなぜ大型店が開店時間を早めたかと

いうと、単純に電気の話よりももっと先の、例え

ば朝７時に大型店が開くと。７時から買い物をし

てくれれば、その後家庭での調理時間とか家庭で

の生活タイムが変わるでしょうと。そうすると、
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夕方なり一過的にどんと消費がいくのでなくて、

家庭生活の中で電力消費が分散化するという、ど

うもそこまで考えて、大型店のホームページを見

てこの節電のを見るとほとんどそういう書き方を

されている。名寄市が開庁時間を変更したからそ

う変わるということではなくて、一過的な節電と

は考えないで、先ほども言ったように行財政改革

という部分の視点があってもいいと私は思うので

す。その中でもう一つ言うと、パソコンも今昼と

めているという話であります。庁舎関係あるいは

市関係で全部でパソコンは何台ございますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市の関連部局で持っ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ておりますパソコンは、おおむね０００台ほど

になるというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

一番は０００台、昔〇９番（佐藤 靖議員）

はパソコンのない時代は手書きでやっていて、そ

んなこと考えなくて、今はもうパソコンが仕事の

主流になってきている。その意味で約０００台

という数が出てきたのだと思うのですけれども、

このパソコンの使用、昼だけではなくてどうにか

見直せないのか。これも何か市役所に来ると、ほ

とんどの職員がまず一番最初に開くのがパソコン

を開いて電源を起こすと。その後ずっと席を離れ

ても動かしていたり、あるいは市民の方が来ても

パソコンに集中しているせいか、お客さん意識と

いうのはほとんど薄れてきているのではないかと。

先ほど暗いから入りづらいというのもありました

けれども、入ってみると皆さん熱心にパソコンに

向かって仕事をしていると。それは、いい面と、

もう一つはやっぱり悪い面で、どうしても職員間

のコミュニケーションが不足するというか。パソ

コンがあると、例えば今までは電話で、あるいは

足で行ってお話をしたことがメールにかわったり、

何にかわったりということがありますので、ここ

でひとつ一回立ちどまってパソコンの使い方、パ

ソコンの活用についても、節電という意味合いよ

りも行財政改革という意味合いからすると見直す

時期に来ているのではないかと。例えばパソコン

ゼロの日をつくれといっても業務が停滞しますし、

そうならないでしょうけれども、職場の中でやっ

ぱり職場協議をするときは完全に電源までを切っ

てちゃんと１時間、２時間打ち合わせする。ある

いは、この日は完全にとめるとかと。午前中でも

１時間、２時間とめるとか、パソコンの使い方と

いうのを検討する時期に来ているのではないかと

私は思いますけれども、扇谷部長はどのように見

解をお持ちですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今パソコン０００〇総務部長（扇谷茂幸君）

台あるというお話をさせていただきましたが、こ

の間非常に情報化も進みまして、市役所の業務含

めてやっぱりパソコンが１つ仕事する上で重要な

いわゆるツールになっているという実態がござい

まして、なかなか今現在パソコンをなくしては業

務が進まないというような、ある意味弊害も起き

ているということは議員御指摘のとおりでありま

す。しかしながら、パソコンを使いながら、なお

かつ職員とのコミュニケーションをしっかりとっ

て、これをしっかり全体の業務の体制の中でいわ

ゆる共通化を図っていくということは、常日ごろ

からこれは課題として職員と話しているという実

態もございまして、特にこの５月から毎日朝ミー

ティングというのを開きまして、これパソコン使

っているからコミュニケーションがとれないとい

うことではなくて、今以上に職員とのコミュニケ

ーションなり業務の共通点を図ると。こういった

観点から、必ず朝ミーティングをして１人一言発

言をしながら、きょうの仕事の進め方、それから

今気になっていること、そして今後進めるべきい

ろんな課題等について課の中で共通認識を持つと

いう取り組みを行っておりまして、こういった取

り組みを進めながら、いわゆる職員の業務に対す

る考え方なり進め方なりをしっかり共通性を持っ

て進めていくということもあわせて進めておりま
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す。発電というキーワードの中で、パソコンの使

用電力というのはまさに課題になっていまして、

０００台もありますと相当数の電力を使うとい

うことであります。それで、もう既に私ども職員

に通知をしておりまして、パソコンの省電力化を

今以上に進めていくと。そのことは通常やるとい

うことでありますが、議員御指摘のとおりパソコ

ンの使い方含めて、なかなかこれ現状一日全くパ

ソコンを使わないということにはなりませんけれ

ども、例えば昼休みの時間は、１時間はパソコン

をとめるということも含めて、今後パソコンの省

電力についてはもっと検討の余地があるというふ

うに考えておりますので、この辺につきましても

随時検討し、進めてまいりたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうふうにぜひ行〇９番（佐藤 靖議員）

財政改革の視点でも節電を御検討いただきたいと

思いますけれども、もう一つは再生、自然エネル

ギー関係でるる御説明をいただきましたけれども、

結局去年の質疑以降具体的な協議はしていないと

いうことでありますし、もう一方、去年の駅横の

審議の中でも市長は自然エネルギーに対して検討

するという発言もされていると。ある意味では、

今の市長、副市長、お互いに検討すると言いなが

らしてこなかったというのはどういうことなので

しょうか。お答えをいただきたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

新しいエネルギーの〇副市長（佐々木雅之君）

関係につきましては、それぞれ新しい公共施設を

つくるときにそれが活用可能かどうかという議論

については常に進めてまいりました。ただ、名寄

市として再生エネルギー、新エネルギーの関係に

ついてどのように総合的な判断をしながら進めて

いくかという面では、ちょっと動きが遅かったよ

うに、そこについては反省をしております。片一

方では、住民生活、市民の皆さん方の公共施設に

おける利便性も含めまして、今まで余り冷房装置

については大きな議論にならなかったものが駅横

の施設のことも含めまして、給食センター、市立

病院、大学の教室も含めて異常気象の変化により

まして冷房装置が必要だと。そこにおいては、行

革の観点も含めましてできるだけ性能の高くて効

率的な空調設備を使うということについては、新

しい施設の今後、今現在進めております市民ホー

ルのところについてもどこが一番望ましい、自然

に優しいエネルギーなのかということについても

検討はしています。ただ、残念ながら国自体もこ

としの１０月までにかけないと新しいエネルギー

政策が確定しないというか、方向が決まらないと

いうぐらついている状況にあります。これは、昨

年もいろいろ検討するということで進めてまいり

ましたけれども、３月１１日の大震災以降、国自

体が原発に依存するエネルギー政策から再生エネ

ルギーのほうに大きくシフトは言葉として変えま

したけれども、具体的な数値目標としての方向性

がまだ定まっていなくて、ことしの１０月に一定

の方向がまとまるという情報でありますので、こ

の辺もしっかりにらんで対応してまいりたいと思

いますし、できるだけ市民生活にプラスになるた

めの空調、それから暖房も含めたエネルギー活用

についてはどうすべきかについて、国の動向を見

ながらなるべく早く議論を進めてまいりたいと思

っております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

状況は今のものでよろ〇９番（佐藤 靖議員）

しいと思うのですが、私は先ほども節電を行財政

改革の視点といいますか、自然エネルギーも例え

ば観光の視点ではどうなのかと。昔名寄市も雪氷

変換機というのを購入したというか、補助金いた

だいているのですけれども、圧縮をして四角くし

てイベントにも一時期使いましたけれども、例え

ば雪氷変換機で四角の正方形のものをつくって、

それをしまって冷房に使う。一方、真夏にそこか

ら雪を出して、真夏のイベントに雪ができると。

先ほどではないですけれども、雪質日本一、ある

いは名寄の雪というのは質がいいということで全
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国的にＰＲしているわけですから、その質が名寄

でも夏に利用できるという視点も私はあってもい

いのではないかと。そうすると、一つの施設でな

くて全体的な今の観光振興計画もそうであります

けれども、名寄の観光をどうしていこうかという

ときに使えるようなものもそこでストックできる

と。どのぐらいの容量があればできるかというの

は私も具体的にはわかりませんけれども、例えば

そういう視点でも物事を考えると。それも一考あ

っていいと思うのですけれども、市長はどういう

認識でしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに今大飯原発の再稼〇市長（加藤剛士君）

働の問題で国全体が、あるいは国民一人一人がエ

ネルギー政策のあり方をこれまでも検証しながら、

今後どうしていくのかということを考えていかな

くてはならない大切な局面なのかなというふうに

思います。その中で名寄市としてできることをし

っかりとやっていくべきではないかと。今までい

ろいろ議論がありましたけれども、１つは言うま

でもなく節電ということであって、これはあらゆ

る角度から工夫をして我々ができることもやるし、

市民の皆さんにできることは呼びかけていくと。

もう一つは、今お話のあるようにこの地域独自の

再生可能エネルギーのあり方というか、やはり名

寄市は特徴ある地方都市というか、地方都市なら

ではのエネルギーの地産地消ということも一方で

考えていく必要が、これは国の政策と呼応してや

っていかなければならないのかなというふうにも

考えております。この計画をずっと検討していな

かったわけではなくて、メガソーラー等も含めて

実現可能なことを考えてきましたけれども、なか

なかこれが今のところ計画がまとまっていないと

いうことで、この辺の節電対策や再生可能エネル

ギーの名寄市のあり方も早急に考えをまとめてい

かなければならぬというふうに思っていますし、

今お話しいただいた点も地域ならではのユニーク

なエネルギー対策の取り組みとして非常に有効な

のかなと。参考にさせていただいて、今後のあら

ゆる公共施設やいろんな事業の施策の展開に利用

可能かどうか、ぜひ検討していきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長のほうから御答〇９番（佐藤 靖議員）

弁もいただきましたけれども、私が今さら言うま

でもないですけれども、いずれにしても行政は単

面的な物の見方ではなくてやっぱり多面的に物を

見て、それがどういうふうに市民の皆さんに役立

っていくかということをこれからも積極的に御検

討いただきたいというふうに思います。

病院の関係ですけれども、時間の関係もありま

すけれども、広域化及び連携構想についてはこれ

からということでありますので、これも４年間い

ろんな議論が名寄市内でもありましたので、ぜひ

市立病院あるいは地域医療の観点からいいような

形に持っていくように積極的に御検討いただきた

いと思いますけれども、もう一つ、事務長のほう

から御説明いただきましたＭＡあるいはヘルパー

あるいはクラーク、それぞれ人数がいらっしゃる

わけでありますけれども、どうも部長が言ってい

る以上に仕切りがはっきりしていないのではない

か。例えばＭＡさんにしてみれば、メディカルア

シスタントですからドクターのアシスタントとい

うことでありますが、今度は医局だと、こっちは

看護婦だと、こっちは何だというふうにしている

と、うまく連携がいかないと逆に言えば看護師さ

んの業務が多忙になるような状況が一部に出てき

ているのではないかと私は思うのですけれども、

事務部長はその辺どういう判断をされております

か。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

員がお話しいただきましたように、ＭＡというの

は診療情報管理室ということで、診療部に所属し

ておりまして、看護部につきましては外来のクラ

ーク、あるいはヘルパーさんについては看護部と
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いうことで、所属が違うのは事実でございます。

日ごろから連携ということで、例えば一緒に入っ

たときには新人研修ですとか接遇研修なんかは一

緒にやっているのは事実なのですけれども、御指

摘の件は十分連携がとれていない部分というのは

一部にはあるかと思いますので、そこは診療情報

管理室の酒井副院長あるいは看護部長とともに、

今後どうやったら患者サービスの向上につながる

かを含めて検討していきたいなと思っております

ので、御理解をお願いしたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

なぜそれを言うかとい〇９番（佐藤 靖議員）

うと、病院のホームページ見ると看護師さんの業

務に加えていろんな研修とか、基礎研修あるいは

経年別研修、目的別研修、２３年度においては２

２研修、教育委員会など委員会活動が９委員会、

それぞれ看護師さんはその業務にかかわって、な

おかつ患者さんの応対が主で、なおかつそういう

研修あるいは委員会活動をしていくわけでありま

すので、そこで仕切りがきちっとされていないと

本来なら助ける業務が助ける業務にならないと。

逆に言えば業務がふえるような状況になると、今

度は看護師さんにとってはもういいやという感覚

になって若年退職がふえる、あるいは新しい人が

あんなに忙しそうだったら入らないわということ

になってしまうと逆行ですので、非常に厳しい言

い方かもしれませんけれども、もう一回そこは整

理をいただくほうが看護師確保の面ではいいので

はないかというふうに思いますので、御努力をい

ただきたいというふうに思います。

最後に、大学の関係では、実質今回の特に財務

の関係の表現というのが私異常に気になるのです。

非常に厳しい表現がやっぱりされていると。それ

は、総体的に言うとやっぱり独立行政法人ではな

いからという。局長の話もあったように、平均的

な財政ですよというのはわかりますけれども、あ

の文書で財務で言っていることは、要するに独立

行政法人ではないからこういうふうに、例えば行

政から、一般会計からいただいて、あるいは自主

財源も努力していないのではないかというような

書き方なものですから、実質独立行政ではない名

寄大学タイプというのは公立大学の中であと何校

残ってどのぐらいの状況であるかをお知らせいた

だきたい。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

手元に詳し〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

い数字はただいまございませんが、いわゆる自治

体直営の運営されている４年制大学、公立大学に

つきましては、本学を含め前橋工科大学、あと岐

阜薬科大学、福山市立大学、私が今承知している

範囲ではこの大学というふうに認識をしておりま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうすると、既にもう〇９番（佐藤 靖議員）

名寄タイプというのは４校か５校ぐらいになって

いるということでありますけれども、設置者とし

て市長は独立行政法人というのはどういうふうな

認識をお持ちでありますか。また、これから名寄

大学をしていくために独立行政法人化というのは

どういう認識をお持ちですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

非常に難しい問題であり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、時代の流れが独法化というのは重

々承知していますけれども、一方でこの大学を今

まで設置してきた経緯だとか、ミッションだとか、

あるいは地域における役割ということを総合的に

勘案したときに、今独法化するメリットがあるの

かないのかということは非常に慎重に考えなけれ

ばならぬなというふうに思っています。これも今

現状においても私大も相当数定員割れをしている

大学ふえてきているという中で、さらに大学の全

国的な競争も厳しくなっていくという状況もあり

ます。その中で今後どういう運営体制が望ましい

のかということは、よく学長も含めて事務局とも

そこら辺を連携をもう一回密にやっていこうとい

うことで今確認し合っているので、その辺の議論
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をしっかりと重ねていくということの段階だとい

うふうに思っています。よろしくお願いいたしま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学については、例え〇９番（佐藤 靖議員）

ば国がどんな厳しい財政状況になるにしろ、教育

費を大幅に削っていくということはある意味では

よほどのことがないと考えられない。そういう意

味からすると、そんなに心配する必要はないのか

と思いますけれども、一方やはり財務体制をしっ

かりしていかないと、これが独法がいいのか、今

のままのシステムがいいのか、違うシステムがい

いのかというのは別ですけれども、その検討もし

っかりしていかないと、それこそ１１の影響、

あるいはこれからの国の財政状況、あるいは道の

財政、市町村財政状況を考えていったときに私ち

ょっと心配するものですから、この辺については

確かに大学は経営状況今のところいいですし、学

生もいいですけれども、一方ではその目をこれか

らも失わないで大学の財務体制の強化というのに

はぜひ目を向けていただくことをお願いして、私

の質問を終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

加藤市政任期折り返しを経過して外３件を、山

田典幸議員。

ただいま議長より御指〇５番（山田典幸議員）

名をいただきましたので、通告に従いまして、大

項目４点について順次質問をしてまいりたいと思

いますが、冒頭に去る６月６日の三笠宮寛仁親王

の御薨去に接し、この場をおかりいたしまして謹

んで哀悼の意を表したいと思います。

ひげの殿下と親しまれ、医療、福祉、スポーツ

振興などに力を尽くした方でございました。特に

当市とは御縁が深く、スキー競技会の御観戦や御

講演などで３０回以上にわたって御来名をされま

した。改めて心よりお悔やみを申し上げます。

それでは、本題に入りたいと思います。１点目、

加藤市政任期折り返しを経過してということでお

伺いをいたします。２０１０年４月、当時全道一

若い市長として注目と期待を集めながら市長に就

任されてからはや２年が経過し、加藤市政として

１期目の任期折り返しを経過したところでありま

す。１０年、２０年先の将来を見据えた力強い産

業づくりと雇用の創造を柱に掲げ、民間会社名寄

市的発想での行政運営や交流人口拡大を目指した

観光の振興に特に力を注がれ、また市長みずから

トップセールスで全道、全国各地へ足を運び名寄

を売り込むなどの精力的な活動は、今や多くの市

民が認めるところであり、加藤市長のまちづくり

に対する思いも市民に広く浸透してきていると感

じるところです。そこで、加藤市政１期目の前半

２年間の成果について、あわせて就任３年目を迎

えて今後の市政運営の課題等についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

２点目、地域農業の振興についてお伺いをいた

します。既に御承知のとおり、農業を取り巻く環

境は農家戸数の減少、高齢化、農畜産物価格の低

迷による農業所得の減少などさまざまな問題を抱

え、加えて昨今のＴＰＰ問題等先行きの見えない

状況が依然として続いております。農業を基幹産

業とする当市においてもそれらの問題は例外では

なく、とりわけ担い手の減少や農業従事者の高齢

化の進行が顕著であります。今後地域農業の振興、

発展のためには、地域の中核となる担い手の育成

確保とともに農地の利用集積を行い、農業構造の

基盤を再構築していくことが必要不可欠であると

考えますが、当市における農地集積と担い手の現

状、そして今後の行政としての対策についてお知

らせを願います。

また、先般人・農地プランに関するアンケート

調査を実施したところだと思いますが、アンケー

ト結果の概要と調査結果を踏まえての今後の対策

についてあわせてお知らせを願います。

３点目、名寄市観光振興計画についてお伺いい

たします。今年度より当市の観光振興の指針とな
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る名寄市観光振興計画が策定され、具体的な取り

組みが始まっているところです。本計画の最大の

目的である交流人口の拡大による経済波及効果が

地域産業の活性化、ひいては名寄市を中心とする

道北地域の活性化につながるものと大いに期待を

するところであります。ある研究機関によると、

農村地域の活性度を図る指標として、経済活動、

農業生産、林業生産、そして人口定住という４つ

の要素が重要であるということであります。人口

定住ということでは、当市においては旧風連町と

の合併後３万人台を維持していた人口も微減が続

き、残念ながら本年３月末の時点でついに３万人

を割り込みました。観光振興計画の中でも移住、

定住策についてうたわれておりますが、今後交流

人口の増加はもとより、そこからどのように移住、

定住に結びつけていくかという部分も地域の活性

化を図る上で重要な要素になっていくと思います。

当市における移住、定住対策の現状の取り組みと

今後の対策についてお知らせを願います。

４点目、スポーツ振興策についてお伺いいたし

ます。スポーツは、健康の維持増進、体力の向上

のみならず、人間形成の上でも大きな影響を与え

るなど青少年の心身の両面にわたる健全な成長、

発達に寄与するものであります。当市においても

野球、バレーボール、サッカーなどの少年団活動

を初めとして子供たちのスポーツ活動が活発に行

われており、また保護者も積極的に協力し、活動

を支えております。その一方で、保護者からは専

門的な指導者が不足しているという声も聞こえて

きているのも現状です。新名寄市総合計画、生涯

スポーツの振興、施策の基本的な考えとして、指

導者の育成確保とうたわれておりますが、当市と

しての具体的な取り組み、対策についてお知らせ

を願います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から大項目〇総務部長（扇谷茂幸君）

４点にわたる質問をいただきました。大項目１点

目は私から、大項目２点目には経済部長から、大

項目３点目につきましては営業戦略室長からの答

弁となります。また、大項目４項目めにつきまし

ては教育部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、加藤市政任期折り返しを経過して、前半

２年間の成果についてお答えをいたします。平成

２２年に加藤市政が誕生し、この４月で丸２年が

経過をいたしました。この間の成果につきまして

は、島前市長から引き継いだ新名寄市総合計画前

期計画の総仕上げを初め、公約事業の取り組みな

どを通じ明るく、元気なまちづくりが推進されて

きたところであります。まず、公約の一つであり

ます民間会社名寄市的発想では、ひまわり観光の

推進や名寄市観光振興計画の策定を初め、総合窓

口の創設などによる市民への丁寧な対応など、ま

た基幹産業の推進では玄米ばら集出荷調製施設補

助を初め、エゾシカの焼却処理施設や食肉センタ

ー等の整備など、また市立総合病院のさらなる充

実では消化器内科の医師確保を初め精神科病棟の

改築など、また財産を生かしたまちづくりでは天

文台のソフト面の充実やイベント開催を初め、大

学を生かしたまちづくりの推進など、また名寄駐

屯地の堅持では要望活動や関係団体への支援など、

また市民福祉の充実では地域福祉計画などの策定、

グループホーム、ケアホーム整備への支援や防災

対策を初め（仮称）複合交通センターや市民ホー

ルなどを推進してきたほか、総合計画後期基本計

画を初めとして今後のまちづくりの指針となる各

種計画の見直しにも市民との連携、協力のもとに

進めてきたところであります。

また、前期総合計画の実施事業数ベースで申し

ますと、ローリング調整後の実施率は９５％、当

初計画との比較では１２２％となっており、着実

な事業の推進が成果としてあらわれているものと

考えております。

次に、今後の市政運営の課題についてでありま

すが、まずは全国の地方都市が共通して抱える課
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題として、人口の減少、少子高齢化の加速は避け

て通れない課題と考えております。また、国が進

めております地域主権改革につきましても地域が

みずからの判断と責任において、地域の諸課題に

取り組むことが求められることやひもつき補助金

の一括交付金化など地方自治体の枠を超えた課題

への対応が求められることとなります。また、合

併自治体である名寄市特有の課題としまして、合

併後１０年で合併算定がえの期限が終了すること

に伴い、普通交付税が毎年減少し、平成３３年に

は約６億０００万円の減額が見込まれるなど、

行政運営上の課題も少なくはありません。しかし

ながら、本市としましては昨年度議会を初め市民

の皆さんと英知を結集して策定されました新名寄

市総合計画後期計画の実現に向け、本市が有する

あらゆる財産の活用や積極的な情報発信とともに、

ローリングによる実施計画等の見直しや行財政改

革を推進しながら、健全な財政運営のもとに着実

に事業を推進し、地域特性を生かした明るく元気

なまちづくりを進めてまいります。

以上、答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、地域農業〇経済部長（高橋光男君）

の振興について２点ほど質問を受けましたので、

答弁をさせていただきます。

まず、１つ目の農地の集積と担い手の現状につ

いて申し上げます。本市における農地の総面積に

ついては、平成２年度以降の推移を見ると多少の

減少はあるものの、現在まで１万ヘクタール前後

で推移しており、平成１７年では１戸当たりの耕

地面積は１１ヘクタール、平成２１年ではおお

むね１１ヘクタールとなっております。また、

認定農業者などの中核的な農業者への農地の集積

率は８８％となり、１戸当たりの耕地面積は１

５ヘクタールとなっております。最近の農地の

あっせん状況ですが、平成２１年度は４５件、１

３６ヘクタール、風連地区２０件、５８ヘク

タール、名寄地区１８件、５１ヘクタール、智

恵文地区７件、３７ヘクタール、平成２２年度

は３１件、９６ヘクタール、風連地区２６件、

８２ヘクタール、名寄地区４件、１ヘクター

ル、智恵文地区１件、３ヘクタール、平成２３

年度は３２件、１０８ヘクタール、風連地区１

５件、５２ヘクタール、名寄地区１４件、５

７ヘクタール、智恵文地区３件、９ヘクタール

となっており、３カ年の計では１０８件、３４５

ヘクタールとなります。農地の流動化については、

現在一定程度スムーズに行われていると考えてお

ります。

担い手の状況ですが、平成２２年の農林業セン

サスでの農家数は７１４戸で、前回調査より１２

６戸減少し、農業経営者年齢調べでは６０歳以上

の経営者が全体の４５％を占めており、そのうち

後継者のいる経営者は１６％となっております。

また、平成１９年度から２３年度までの後継者及

び新規参入者の数は４０名となっております。年

度ごとの内訳は、１９年度８名、２０年度１２名、

２１年度６名、２２年度５名、２３年度９名とな

っております。本年度策定した人・農地プラン策

定に当たってのアンケート調査では、４９５名か

ら回答があり、回収率は７０％でありました。そ

の中では、１０年後の地域農業の姿についてはと

の質問に対し、複数回答となっておりますが、問

題のない状態、１１５名、農地が利用されず耕作

放棄地が増大する、１８６名、農地を支える安定

した経営体がいない、１０９名、若年の農業者が

減少し、高齢化が一層進む、３６２名との回答で、

将来に不安を持っている方が数多くおります。ま

た、現在地域に中心となる経営体がいないとの回

答が１８３名からあり、今後農地の出し手となる

との回答が２２％、１０８名で、後継者のめどが

立っていないとの回答が７０％、３４７名が回答

しております。この結果から、農業者の高齢化や

担い手不足などを背景に経営規模の縮小や離農す

る農業者の農地の中には引き受け手のない農地が

増加し、耕作放棄地となることが懸念されるため、
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農地の集積や担い手対策は今後の大きな課題とな

っております。

次に、２つ目の今後の対応について申し上げま

す。平成２４年度から始まった新名寄市農業・農

村振興計画後期計画においても農地の利用集積並

びに担い手の育成を重要課題として位置づけして

おりますけれども、具体的な取り組みとして平成

２４年度から国の新規事業として創設された人・

農地プランの策定による担い手対策と農地流動対

策の国の支援策等と市の単独事業を活用しながら、

耕作放棄地や引き受け手のない農地を出さないた

め、関係機関、団体と連携し、生産者の意向を聞

きながら取り組んでまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいというふ

うに思います。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、名寄市観光振興計画から小項目の１、移

住、定住の現状についてお答えをいたします。

名寄市では、平成１８年度に北海道移住促進協

議会に加盟しておりまして、これまでに移住、定

住のホームページの作成や毎年首都圏で開催され

ます北海道暮らし・フェアの参加、お試しで生活

するちょっと暮らし事業などに取り組んできてお

ります。しかし、さらに移住、定住事業の促進を

図る上でより多くの人に名寄への移住に興味関心

を持っていただくため、民間の方々の柔軟な考え

方や発想を取り入れ、オール名寄体制で取り組む

ことが必要であります。そこで、民間企業、各種

団体や個人に御協力をいただきながら、差し迫る

諸課題に対処し、名寄市への移住促進及び地域の

振興を図ることを目的に、去る４月２６日、名寄

市移住促進協議会を設置したところです。この協

議会は、現時点で名寄市、市内の商工観光関係団

体あるいは農協、建設業関係団体のほか、不動産

会社３社により構成されておりますが、随時協議

会の趣旨に賛同し、積極的に参画していただける

企業や個人の参加を受け付けており、その旨広報

６月号でお知らせしております。今後市のホーム

ページにおいても周知を図ることとしております。

次に、小項目の２、今後の対策についてお答え

いたします。今後の名寄市移住促進協議会の取り

組みとして、首都圏へのプロモーション活動の実

施やホームページ上で空き地、空き住宅情報の提

供を行うなど、民間企業や各種団体等と連携を図

りながら、ちょっと暮らしができる施設の紹介や

住みやすい環境整備の検討、また名寄市のさまざ

まな情報提供を行うほか、名寄市との友好都市で

ある人口５４万人の東京都杉並区の協力を得なが

ら、避暑地としての最適な夏と雪質日本一をうた

い、魅力的な冬にターゲットを絞ったちょっと暮

らしのモニター事業を実施するなど、このことを

きっかけとして移住、定住の拡大により効果の高

い事業展開を行っ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。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目４、スポーツ振興策についてお答えをいたし

ます。

小項目１、指導者の育成確保の対策につきまし

ては、当市といたしましてはこれまでも生涯スポ

ーツの振興として市民皆スポーツを目指し、生涯

を通じて年齢や体力に応じたスポーツ活動に親し

み、相互の交流を深め、健康維持、増進ができる

ようスポーツ施設の整備や改修、管理運営の充実

に努めてまいりました。少年団を初めスポーツ指

導者の育成確保及び技術力の向上を図るために、

教育委員会ではスポーツセミナーやアスリートと

の交流事業を開催をしております。ともに平成２

１年度からの取り組みとなっておりますが、スポ

ーツセミナーは主にスポーツ指導者、スポーツ団

体関係者などを対象として、北海道ハイテクアス

リートクラブ代表を招聘して陸上競技者対象の指

導、講演や北海道スノースポーツミーティング実

行委員会によるスキー指導者のための実技指導な
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ど、指導方法を学ぶなど競技力の向上と指導者の

育成を図ってまいりました。また、アスリートと

の交流事業では、主に小学生から高校生を対象に

競技力の向上を図るとともに、各指導者の指導方

法の向上を目指し、ホクレン女子陸上部との交流

練習、プロバスケットチーム、当時のレラカムイ

選手による技術指導、同じくプロサッカーチーム、

コンサドーレ札幌、サッカーと食育教室を実施を

してまいりました。また、各体育協会や地域スポ

ーツクラブ「ポポ」と連携を図りながら、スポー

ツ団体の育成、指導者の育成確保、スポーツ教室

等の開催、支援充実に努めてまいりました。また、

名寄市体育協会におきましては、各スポーツ教室

の開催やスポーツ大会などへの協力、スポーツの

底辺拡大を目指して、スポーツ指導者派遣事業で

は各施設にスポーツアドバイザーを配置をしたり、

青少年向けにはスポーツ少年団育成事業のほか、

アスリート養成のための技術力向上事業などが取

り組まれております。今後におきましても引き続

きスポーツセミナー、アスリートとの交流事業な

どの事業を実施するとともに、体育協会や地域ス

ポーツクラブとさらなる連携強化を図り、地域の

幅広い世代のスポーツ技術力の向上を目指すとと

もに、各スポーツ施設の整備改修を計画的に進め、

スポーツ環境の整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、それぞれ御〇５番（山田典幸議員）

答弁をいただきましたので、再質問させていただ

きたいと思います。

まず、順番にいきたいと思います。１番目の加

藤市政任期折り返しを経過してということで御答

弁をいただきました。御答弁ありましたように、

主に本当に観光振興、市長は６つの公約というこ

とでそれぞれに力を注がれて、先ほど御答弁の中

にもありましたけれども、一定の成果はしっかり

とあらわれていると私は感じております。２年間

で言いかえるならば、ひまわりではないですけれ

ども、しっかりと種まきをして、芽も出てきてい

るものもあるかと思います。また、今後後半２年

間どのように大きな花を咲かせられるかというと

ころだと思っております。

１つここで市長御自身にお伺いをしておきたい

と思うのですけれども、市長の６つの公約の中に

もうたわれておりますけれども、基幹産業、特に

農業の推進ということで、市長は産業振興こそ地

域の基礎であると常々おっしゃられておりますけ

れども、私もそのとおりだと思っております。特

に基幹産業である農業の発展なくして名寄市の発

展はないと思っておりますし、また農業だけでな

く、ほかの商工業含めてそれぞれが連携し合いな

がら発展していくことが名寄市全体の発展につな

がっていくのだと考えております。そこで、基幹

産業の農業の推進ということで、市長御自身は今

後どのようなお考えを持っておられるのか。例え

ば地域農業の今後のあるべき姿ですとか、また何

か市長が考える新たな取り組みですとか、そんな

市長の思いをお聞かせいただければと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

発言の機会をいただいて〇市長（加藤剛士君）

ありがとうございます。昨年度特に農業若手団体

の周年事業がありまして、４Ｈクラブさんあるい

は風連アグリエイトさんだとか、それぞれ周年事

業があって参加をさせていただきました。この地

域は皆さん若手農業者の方が元気で、先ほど人・

農地プランのアンケートの話で随分先行き不安な

話もありましたけれども、私は地域の若手農業者

が着々と育ってきていて、すごく明るい兆しだな

というふうに思っています。また、先般の農協の

総代会でも役員さんがかわりましたけれども、相

当また若手の役員さんが出てきているということ

で、これから本当にこの地域の農業が期待できる

なというふうに思っています。その若手の皆さん

たちがやはりこの地域でこれからも希望を持って

農業ができるように、しっかりとバックアップを

していかなければならぬと改めて思っているとこ
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ろです。

４点課題というか、思っていることを話ししま

すけれども、やはり農業どうしても国あるいは道

の施策に左右されるというところがございます。

この人・農地プランの話もそうでありますけれど

も、我々行政としてはその国の情報をしっかりと

やっぱりアンテナを立てて素早くキャッチをして、

これがどう地域に反映できるのか、地域の農業者

の皆さんとよく相談をして橋渡しをする、あるい

はコーディネートするという力をもっともっとつ

けていかなければならぬなということを改めて感

じているところです。

また、これはもう全産業的に言えることですけ

れども、やっぱり名寄という知名度を上げていく

こと、ブランディングを高めていくことというの

が何よりも大事なのではないか。観光振興計画が

スタートし、星とモチ米ということをある意味で

絞り込んだ中で、今キャラクターだとかブランド

づくりをしていこうということであります。こう

したことでもっともっと名寄を有名にしていくこ

とで、直接あるいは間接的な農業の振興につなげ

ていきたい。

また、３つ目には、独自の振興作物の育成とい

うことをこれまでもやってまいりました。ひまわ

りでは、ことし３年目でありますけれども、これ

も新たな地域産業あるいは農業も含めた波及効果

が出てくるものというふうに期待をしていますけ

れども、加えて新聞等でもお話をさせていただい

ていますけれども、ここには薬用植物資源研究セ

ンターがありまして、この薬用植物は名寄はいろ

いろと紆余曲折の歴史があるわけですけれども、

今まさに国内あるいは世界的にもこの需要が高ま

ってきていて、この振興も名寄ならではの独自の

取り組みになるのではないかということで、ちょ

っと具体的にまだなかなか言えませんけれども、

少しずつこれ芽が出てきているところもありまし

て、このことも通じてこれも将来的にまだ小さい

芽ですけれども、地域の振興作物の一つとしてぜ

ひ大事に育てていきたいと、そんなふうに思って

います。

最後に、何といっても販売チャンネルを拡大し

ていくことが行政の大きな役割かなというふうに

思っています。今杉並を中心にピンポイントでそ

こからいろいろな枝葉をやっていこうというふう

に思っていますし、また企業等のセールス等も我

々がやっていかなければならないなと。農協だけ

でなくて、我々自治体としてもやっていかなけれ

ばならぬというふうに思います。今それぞれの自

治体が本当に競い合いながらセールスをしていま

す。みずからやっぱりトップセールスということ

が大事だということを改めてこの２年間痛感して

いまして、これからも怠けることなくトップセー

ルスも含めて農業の振興にしっかり邁進していき

たいという覚悟であります。長くなって済みませ

ん。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長みずからの御答弁〇５番（山田典幸議員）

ありがとうございます。４つほど今後の地域農業

の振興に向けてということでお答えをいたただき

ました。特に市長の場合は、名寄の知名度向上、

また販売チャンネルの拡大ということで、いろい

ろと地域の農産物含めてＰＲをしていただいてい

ることに対しましては、若手農業者、今若手農業

者のことも御心配いただきましたけれども、本当

に市長みずからが、そして行政の職員さん皆さん

含めてＰＲしていただいているということを感じ

つつあります。その中でも１つお話ありました、

やはりまた今後新たに独自の振興作物何かないか

というのも若い農業者の、何かそれぞれ農業者自

身も模索しているところでありますけれども、今

生薬の振興等も市長考えられているということで

お話がありました。まさにこれも地域の財産を生

かしたまちづくりということにつながるのだと思

います。やっぱりせっかくああいう研究所、私自

身も中にも入ったことも実はありませんし、多分

たくさんの農業者の方、あそこにああいう研究を
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されているという施設、ちょっとわかっていない

方もいらっしゃるのだと思います。本当に名寄の

財産でしょうから、そういったものも活用して、

これからということになるのでしょうけれども、

新たな振興作物になっていくように、当然ほかの

関係団体とも協力して進めて、いつか大きな花が

咲くように私自身、そして農業者自身も努力して

いきたいなと考えております。

今後の市政課題についてということで、引き続

き財産をしっかり活用して、また健全な財政運営

ということで御答弁をいただきましたので、私自

身市長を見ていますと本当に名寄という町に愛着

を持っているのだなというのを感じますし、先ほ

ども申し上げましたけれども、多くの市民の方も

多分そう感じているのだと思います。今まで感じ

ていなかった方ももしかしたら名寄ってすごくい

いまちかもというような雰囲気に今なってきてい

るのではないかと思いますので、今後も加藤市長

らしく、前向きに明るく元気なまちづくりという

目標に向かって市政運営に取り組んでいっていた

だくことをお願いしまして、次に移っていきたい

と思います。

地域農業の振興についてということで、それぞ

れ数字でもいろいろとお答えをいただきました。

先般新聞にも、これは農業者の戸数というところ

だけではなくて、農業委員会委員の選挙有権者名

簿で６年間で３６３人が減少ということで、やっ

ぱり農業者の減少、また担い手の減少も含めて進

んでいるのだと思います。そういった現状の中、

農地の集積に関しては数字でわかりました。やは

り後継者、また新規で就農者という方がここ数年

１けた台であるということ。記憶が正しければ多

分平成１９年、１８年より前は２けた維持してい

たのではないかなと思っています。現実的にやは

りどんどん減ってきていると。新規参入者も含め

て減少してきているというところだと思います。

先ほどの人・農地プランのアンケートで幾つか

回答の内容をいただきましたけれども、数点私も

アンケートの内容拝見させていただく中で、アン

ケートの設問内容と回答がどのようにあったかと

いうのを１点ちょっと教えていただきたいものが

ございますので、お願いいたします。設問の中に

農業を持続可能なものとするために今後どうした

らよいかという設問があったと思います。その回

答内容についてわかれば、戸数、どういった回答

が何件あったかというのをちょっと教えていただ

けますでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員から御質問のあ〇経済部長（高橋光男君）

りました件についてお答えを申し上げたいという

ふうに思います。

何もしなくてよい、６３件、存在する地域の中

心となる経営体に農地を集積し、そこに青年就農

者が参加していく、１６４件、今後地域の中心と

なる経営体を創出し、そこに農地を集積したり、

青年就農者が参加する、２４９件、未回答の部分

が１９件、以上であります。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

わかりました。特に担い手の問題に関しては、こ

ういった先ほどの数字やアンケートの結果などの

調査からのどういう状況かというのは、ある程度

もうはっきりしているわけです。１０年先ぐらい

のことだから今すぐでなくてもということでは、

そのとき大変な状況になってくるのではないかと

思いますので、特に担い手の問題、そして農地の

問題に関しては特効薬というのはなかなかないか

と思いますので、前回の一般質問でも申し上げさ

せていただきましたけれども、くどいようですけ

れども、行政と農協を初めとする関係機関、そし

て農業者が何度も時間をかけて地域農業の将来に

ついて協議をしていく場というのがやはり必要な

のだと思います。そこからやはり地域の将来、地

域農業の将来像、またあるべき姿というものが見

えてくると思いますし、行政側としても具体的な

そこから有効な手だて、また支援策が打ち出せる
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のではないかと思います。このことは、御答弁で

前回必ずやっていただくといただいたのですが、

再度お答えいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

人・農地プランの策〇経済部長（高橋光男君）

定に当たりましては、３月に全体の説明会、それ

から４月に地区別の懇談会というのを実施したの

ですけれども、ことしについては農作業が終わっ

た段階でよりもう少し区域を狭めて、例えば智恵

文だと北部と東部の農家の人を対象にするだとか、

もう少し地域を絞って地域の農家の方と話し合い

を進めて、今後の地域、人・農地プランの策定、

修正可能なものですから、やっていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願いし〇５番（山田典幸議員）

ます。今特に２０代、３０代、担い手の方々厳し

い農業情勢の中、地域の農業の将来がどういうふ

うになるのかはっきりと見えない中で毎日必死に

頑張っておられます。実際は、地域農業の将来像

がなかなか見えてこない中、まして自分自身の将

来の姿など想像がつかないというのがやっぱりこ

れ大げさではなくて本音なのです。若い担い手の

方が希望を持って営農できるように、そしてまた

その下の子供たちの世代にとっても魅力のある産

業になるよう行政としての対応をよろしくお願い

したいと思います。

次へ進みたいと思います。観光振興計画につい

て、御答弁をいただきまして、民間の発想などを

活用していくというところでお答えをいただきま

した。やはり具体的には、計画が今年度からスタ

ートしたということでこれからという段階なのだ

ろうと思います。ちょっと一つの私なりに提案と

いいますか、定年帰農というような言葉があると

思います。例えばお勤めをリタイアされて、そう

いうふうに第二の人生を自然の中で自給的に農業

に携わりながら過ごしたいというような方も今多

くいらっしゃるようなのですけれども、行政とし

てというか、名寄市としてそんな遊休農地ですと

か、遊休地を利用した例えば自家農園つき住宅と

いうようなものですとか、そういうような形のと

ころにそういう方に住んでいただくですとか、何

か名寄市ならでは、農村ならではというか、そう

いうような形があってもいいのではないかなと私

は思っているのですが、そのあたりのお考えあり

ましたら、お聞かせいただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

お話がありまし〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

たとおり、観光振興計画の中ではちょっと暮らし

という形で位置づけをさせていただいています。

ちょっと暮らしが移住、定住にというのに基本的

には結びついてほしいと思いますし、そうなるこ

とが一番理想だというふうに思っています。

今御指摘がありました農地つきの住宅、あるい

は空き住宅、あるいは第二の人生のという、つい

の住みかというような考え方なのですけれども、

ここにちょっと暮らしをした方々のアンケートの

調査がありまして、その中で少しちょっと引用さ

せていただきたいと思います。これは、平成２３

年度にちょっと暮らしをされた方々へのアンケー

トなのですけれども、ちょっと暮らしをした目的

は何ですかという問いがありまして、一番多かっ

たのがシーズンステイ、要するに一定期間北海道

で過ごしたいという方が約４０％、それから２番

目に移住候補地探しというのが約２２％です。３

番目が２地域居住探し、要するに都市と農村で住

み分けをするというような方が約２０％ですので、

北海道に観光目的等でシーズンステイする方と移

住、あるいは２地域居住という方々が約半々いら

っしゃるということで、ちょっと暮らしの方策と

いうのは非常に有効であると考えています。ただ、

せっかく名寄にお越しいただいても、先ほどから

も議員もおっしゃっているとおり農地の空き地で

すとか、例えばそういった情報は同時にこちらか

らも提供してあげませんと、やっぱりせっかく来
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ていただいてもそれが移住に結びつかないという

点がありますので、その点がありまして、今もち

ろん個人も含めてのそういった情報をなるべくた

くさん集めて情報発信ができるようにしたいと考

えています。それと、もちろん情報発信ですので、

名寄市の魅力だか、気象条件だとか、いろんなこ

ともやっぱり住環境含めての情報提供が必要にな

ってくると思いますので、そういった情報収集と、

あといかに見てもらえるものにするかということ

も含めて今協議会の中で進めようとしております。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

今室長おっしゃったよ〇５番（山田典幸議員）

うに、本当にいかに見ていただけるかというとこ

ろなのだと思います。情報の発信の仕方いかんで

名寄に目を向けてくれるかくれないかというとこ

ろ、大きく変わってくると思います。地域の実例

として、私の居住している近所でも本当にたまた

ま名寄を訪れた、何かのきっかけで訪れて、もう

すっかり気に入ってしまって、ログハウスを建て

て住みついてしまったという方、今までサラリー

マンをやられていてリタイアされた方なのですが、

今やもう本当に町内会の皆さんにも溶け込んで、

まさに地域の方になっていただいています。本当

に何かちょっとしたきっかけですし、たくさんの

方に見ていただける情報の発信の仕方、また受け

入れ側としては民間のそういった活力、また情報、

そして名寄ならではの自然や景観などを生かした

受け入れ態勢の整備、今後もぜひ進めていってい

ただきたいと思います。そういう部分から、やっ

ぱり定年帰農ということだけではなくて、例えば

若い方が農業という分野に新規参入者として参入

してくるといったことにもつながっていくのでは

ないかなと私は考えておりますので、どうぞその

あたり積極的に情報の発信を求めておきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは最後に、４点目のスポーツ振興策につ

いて再質問させていただきたいと思います。この

スポーツの指導者、そして育成の確保ということ

では、昨年の第４定でスポーツ基本法にかかわる

中で若干触れさせていただいたのですが、最後時

間がなくなってしまいまして、今回改めて質問さ

せていただきました。やはり特に青少年、そして

子供たちのスポーツというのは、指導者いかんと

いうところが大きいのかなと思います。都会であ

ってもこういった地方都市であっても絶対的な人

数は差があるにせよ、子供たちの持っている潜在

能力というのは差はないわけですから、やはりそ

こを指導者がどう見つけ出して引き出していくの

かというところが大事なのかなと思います。実際

この間も新聞に出ていたと思いますが、市内の野

球少年団が昨年は全道大会で準優勝をしたと。こ

としも連続出場で、ことしこそは全国大会へと。

そういった野球に限らずほかの競技でも相当高い

レベルの中にある子供たちもいるわけなのです。

しかし、反面例えば中学生になったり、高校生に

なったり、そうする中でもっと高いレベルの中で

やってみたいと思う子供たちは外へと出ていって

しまうと。実際中学生で例えば野球をしに旭川ま

で行っておられる子もいるようですし、またもう

高校生ぐらいになるともっと高いレベルの学校に

行きたいと。そういう子たちほとんど地元に残ら

ない状況になってしまうのです。地元で小学校、

中学校、高校ということで、やっぱりある程度一

貫した中で子供たちのスポーツを指導できる体制

というのも、体制づくりも含めた指導者の確保、

こういったことが必要になってくるのではないか

なと思っているのですが、例えば何でもいいでし

ょう。ある競技に関して専門的に指導ができる学

校の先生を例えば配置をすると。そういったこと

も検討していってはいかがかと思いますが、その

あたりお考えをお聞かせいただければと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

各学校の部活、少年団〇教育長（小野浩一君）

等における専門的な指導ができる教職員の配置確

保等についてでございますけれども、教育委員会
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といたしましては毎年教職員の異動に伴う人事協

議の際にでございますが、各学校の校長先生から

要望あった競技の教職員指導者について教育局に

配置していただくようお願いしているところでご

ざいます。ただ、すべて要望どおりとはいってお

りません。ただ、ある程度確保されているのでは

ないかなと考えております。ただ、中学校の場合

は担当教科が優先されてまいりますので、どうし

ても難しい状況にございます。今後も学校、地域

等の要望に極力こたえていけるよう指導者の確保

に私どもも努力を続けてまいりたいなと、そんな

ふうに考えております。

また、学校での指導者の育成等についてちょっ

とお話し申し上げたいと思うのですが、基本的に

はベテランの教職員が自己の指導経験を若い教職

員に伝えることによって行われておりまして、学

校や保護者、地域の方々の要望にこたえるために、

みずからの経験と努力で指導者としての技量を高

めている、そういう教職員が多いのも現状でござ

います。今後各学校で指導している専門性を備え

ている教職員が中心となって、地域の指導者とい

うのでしょうか、が育成されていくような、そう

いう体制についても検討していくことが大切なこ

とでないかと、そんなふうにとらえておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

やっぱり学校の先生ということですから、当然転

勤ですとか、そういった問題もあるのかと思いま

す。今ただ、教育長おっしゃいましたように、そ

ういう方からの波及というのでしょうか、地域の

方でまたそういった指導能力を引き継ぐ場、いわ

ゆる育成です。最終的に地域に根づいて指導をし

てくれる方を育成確保していく。そういった体制

づくりというのがやっぱり必要になってくると思

いますので、今後ともぜひよろしくお願いしたい

と思います。

最後１点、ちょっとスポーツ施設の整備にかか

わってお伺いをしておきたいと思います。野球に

関してということなのですが、前段ちょっと皆さ

ん御承知かと思います。北海道で甲子園に出場経

験のない支部というのは、ここ名寄支部だけであ

りまして、実は２０１８年、６年後です。夏の甲

子園大会が１００回記念大会という大きな節目を

迎えるということで、６年後といいますと今の野

球少年団で中心となって頑張っている５年生、６

年生がちょうど高校２年生と３年生になるのです。

１００回記念大会にぜひとも名寄支部から甲子園

にということで、大変思いを強くしている保護者

の方もいらっしゃいまして、またそういう目標を

持ちながら日々練習に明け暮れているという子供

たちもたくさん今出てきているそうであります。

そこで、保護者の方からお伺いした話なのですが、

名寄市営球場、実は高校野球、高校野球ですから

いわゆる高野連で定める施設の基準を満たしてい

ないので、高野連主催の試合が開催できないとい

うようなお話をお伺いしました。そのあたり市営

球場の施設整備も含めてお聞かせいただきたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員御〇教育部長（鈴木邦輝君）

指摘の部分ですが、当然スポーツ指導者の育成確

保とそれに伴いますスポーツ施設の整備について

は表裏一体のものと考えております。施設整備に

つきましては、各競技団体であるとか体育協会か

らの要望等を踏まえて、財源の制約等もあること

から、緊急度を加味しながら優先順位を定めまし

て、計画的に実施しているのが実情でございます。

御指摘の名寄市営球場につきましては、平成２０

年に北海道高等学校野球連盟の名寄支部長より、

名寄市営球場の施設改善にかかわる要望というも

のがございました。その中で道の支部大会の使用

球場としては、稚内の市営大沼球場並びに士別市

営球場、そして名寄市営球場の３球場が名寄支部

としてローテーションとして開催をしたいという

ことを示されております。ただ、開催に当たりま
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しては、特に近年の選手の安全性を考えて、野球

球場外野施設のラバーフェンスの設置が最低条件

としての要望がされております。名寄の市営球場

につきましては、そのほかに外野の芝生、放送設

備、スコアボード、ピッチャープレート、それか

ら３塁側のフェンスなどの整備等左右両翼の拡張

工事など多数の点が指摘をされております。現在

ではこれらの条件を満たしていないため、名寄市

での支部大会はここ数年開催されていないという

のが現状でございます。市では、総合計画の後期

計画分としてはスポーツ施設の整備計画として、

市営球場につきましては予定では平成２５年にバ

ックスクリーンの塗装の改修、それから２６年に

は内野グラウンドの表土の入れかえ等を予定をし

ておりますが、この２件ではまだ開催要件を満た

しておらず、最低限のラバーフェンスの設置でも

全くの概算ですけれども、数千万円が見込まれる

状況であり、ほかに芝生の整備、左右両翼の改修

工事など一定額の予算措置が必要なものがあり、

現状では支部大会開催に向けての展望については

不確実な状況と言わざるを得ませんが、今後は先

ほど議員の指摘もありましたように６年後の少年

団の方の夢を結ぶべく関係団体とも協議が必要だ

と考えているところでありますので、御理解をお

願いしたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。高校野〇５番（山田典幸議員）

球の支部大会やるというところでも相当な改修が

必要ということですね。地元で支部予選にしても、

高校野球が全く見られないというか、生で例えば

子供たちが近くに球場があるのに高校野球の支部

予選すら開催していないと。そういう中で甲子園

へ行く夢というのが子供たちとつなげるのかとい

う、やっぱり保護者の方の気持ちもあると思いま

すし、このあたりの施設整備、当然予算等も絡む

部分はあるかと思いますけれども、ぜひとも１０

０回記念大会に名寄支部から甲子園へというとこ

ろで整備を最後よろしくお願い申し上げて、私の

質問を終わりたいと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

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０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

名寄市の行財政運営からを、大石健二議員。

議長より御指名をいた〇４番（大石健二議員）

だきましたので、これより通告に従い、１件４項

目について質問を行います。

ここで、質問に入る前に去る６月６日に薨去さ

れた三笠宮寛仁親王殿下に謹んで哀悼の意を表し

ます。

最初に、ひとり親家庭が抱える課題についてお

聞きをいたします。ひとり親家庭とは、母親また

は父親の片方いずれかとその子供から成る家庭の

ことをいいます。ひとり親家庭は、離婚の増加な

どとともにふえ続けている中で、名寄市における

４月末現在の母子世帯あるいは母子家庭、その数

は２６５世帯、父子世帯あるいは父子家庭が２５

世帯で、ひとり親家庭は計２９０世帯に上ってい

ます。こうしたひとり親家庭が抱える悩みの就業、

収入、子育て、生活状況にかかわる名寄市の取り

組みについてお知らせください。

次に、移住、定住人口拡大の対策について、そ

の取り組みについてお聞きをいたします。名寄市

の人口は、今年３月に平成１８年３月の合併以来

７２カ月、６年間にわたって維持してきた総人口

３万人台を割り込む結果となりました。このまま

減少傾向に歯どめがかからなければ、少子高齢化

の進行と相まって地域社会の活力の減退が懸念さ

れます。本年４月からスタートした観光振興計画

では、定住人口とは対極にある交流人口の対策に

ついてそのページを費やしていますが、移住、定

住についてはこれといった妙案や決め手に欠いて
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いるのが現状です。人口減少に歯どめがかからな

い今、名寄市にあって喫緊の課題とも言える人口

増を図る移住、定住対策についてお知らせを願い

ます。

続いて、名寄市の各諮問機関等の活動について

お聞きをいたします。現在名寄市には、審議会や

協議会などの名称もさまざまな諮問機関が多くあ

ります。名寄市における諮問機関は、幅広い市民

の意見や有識者等の専門的知識を市政に反映し、

行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため

に、附属機関及び私的諮問機関が設置されていま

す。名寄市の行政運営の公正の確保と透明性の質

的向上を図る上で、現行の諮問的機関制度の改善

を図っていくことの重要性については論をまつま

でもありませんが、現況と今後の具体的な改善の

方向性についてお知らせください。

最後に、名寄東病院の管理運営についてお尋ね

をいたします。名寄東病院は、平成１５年１２月

に旧国立療養所名寄病院を国から移譲を受けて、

その後指定管理者に管理運営を委託、現在は慢性

期医療に特化して内科、リハビリテーション科に

おいて市民の皆さんの診療に当たっています。平

成１８年３月２７日に施行された名寄市病院事業

の設置等に関する条例によりますと、その第１６

条に指定管理者が名寄東病院の管理を行う期間は、

指定を受けた日の属する年度の翌年度の９月１日

から平成２５年度末までとすると明記されていま

す。公設民営型名寄東病院の管理運営も期間満了

まで間もなく１年と迫る中で、これまでの実績と

運営の検証を踏まえて、現況と期間満了後の展望

についてお考えをお知らせ願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１の小項目１と４を、小項目２を営業

戦略室長、小項目３を総務部長からの答弁とさせ

ていただきます。

大きい項目１、名寄市の行財政運営からの小項

目１、ひとり親家庭の抱える課題よりの現状と今

後の対策について申し上げます。ひとり親家庭の

生活安定と自立につきましては、子育て支援施策

の一環として推進していますが、子供の健全育成

のため経済的支援や就労支援を行い、安心して働

ける環境づくりに努め、母子自立支援員を配置し、

相談体制の充実を図るとともに、児童扶養手当、

ひとり親家庭等医療費助成及び母子各福祉貸付金

等の助成制度や保育料等の負担軽減制度の利用を

促進しているところであります。４月末日現在本

市の児童扶養手当受給者世帯数は、母子２６５世

帯、父子２５世帯の合計２９０世帯であり、その

うち母子１８世帯、父子４世帯につきましては政

令で定める額以上であるため受給しておりません。

本市の経済的支援につきましては、国の制度のも

と中学修了前までの児童を養育している世帯に支

給されています児童手当、１８歳まで監護してい

るひとり親世帯に支給される児童扶養手当、母子

または父子家庭及び１８歳未満の児童対象の入院、

通院費用を助成するひとり親家庭等医療費助成、

母子寡婦福祉貸付金などがあり、周知に努めてい

るところであります。

就業支援につきましては、児童扶養手当を受給

している方を対象に３つの事業があります。１つ

目は、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業とし

て、教育訓練講座でヘルパー資格等を取得するた

めに受講した場合に経費の一部を支給する事業で、

平成２２年度は２名、２３年度は１名の利用があ

りました。２つ目は、母子家庭高等技能訓練促進

費事業として、看護師、介護士、保育士等資格取

得に係る経費の一部を支給するもので、この制度

を利用して平成２２年度２名、２３年度３名、２

４年度３名が看護師取得を目指し勉学に励んでい

るところであります。３つ目は、母子自立支援プ

ログラム策定事業として、個別に自立支援計画を

策定し、自立に向けた就労支援を行うものであり

ます。生活支援につきましては、母子家庭等日常

生活支援事業があり、母子または父子家庭を対象
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に修学、疾病または一時的に生活支援が必要な方

へ生活支援員を派遣する事業であり、修学支援の

母子自立支援プログラム策定事業、生活支援の母

子家庭等日常支援事業につきましてはともに平成

２２年度、２３年度の利用はありませんでした。

また、本市では母子自立支援員を配置し、養育、

就労、経済的問題、身の上相談等自立支援に係る

全般的な相談ができるよう体制の充実を図ってき

ているところであります。相談件数につきまして

は、平成２１年度２５９件、２２年度２０８件、

２３年度は２８８件で、内容では３カ年とも経済

的支援生活援護が一番多く、２番目が生活一般、

３番目が児童に関することの順になっており、２

２年度の相談件数では減少しましたが、経済的支

援生活援助の相談は年々増加をしており、中でも

高校卒業後、大学、専門学校進学に係る資金の相

談が多くなっております。また、父子家庭の相談

も平成２１年度はありませんでしたが、２２年度

１件、２３年度は１５件と増加をしており、相談

内容では児童に関することが一番多く、２番目に

生活一般、３番目に経済的支援、生活援助の順と

なっております。今後とも広く制度の周知に努め

るとともに、ひとり親家庭の子育て不安や悩みを

解消するため、地域の民生委員児童委員との連携、

協力を得ながら、家庭児童相談員とのタイアップ

を強めるなど、さらなる相談体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目４の東病院の管理運営よりの現状

と今後の運営について申し上げます。名寄東病院

は、道北における療養型医療機関としての役割を

果たすため、平成１５年１２月に国から移譲を受

け、国から示されている用途指定、病院形態期間

が満了する２５年１１月末までは契約に基づいて

運営を行っております。現在も慢性期医療機関と

して内科、リハビリテーション科の医療を提供し

ており、地域密着型の病院として症状が安定し、

その後も長期療養が必要な患者が療養生活を送る

ための医療療養型病院として運営されてきており

ます。継続的な医療やリハビリテーションなどを

行うことはもちろんでありますが、自然豊かな環

境の中で入院、療養中の患者に穏やかに安心して

過ごしていただけるよう努力を続けているところ

であります。

名寄市病院事業の設置等に関する条例第１６条

により、平成１８年９月１日から２５年度末まで

の指定管理者の管理期間となっており、現在は上

川北部医師会を指定管理者として安定的な運営に

努めております。平成２３年度の実績につきまし

ては、診療看護体制では医師３名、看護師９名、

准看護師２０名、看護補助者など５４名、職員総

数８３名、患者数では入院で３万２３３名、外

来で７９５名となり、前年度と比較しますと入

院で一時期ではありますが、待機患者がいない状

況がありましたので、病床利用率は下がり、１

６７人減少で、外来は２１３人減少となりました。

また、収支につきましては、前年度と比較します

と入院収益が９４０万０００円減少の５億９

２２万０００円となり、外来収益は５１万０

００円増加の０１１万０００円となりました。

平成１５年度から２３年度までの決算におきまし

ては、１５年度は初年度の年度途中の開設による

ものと２１年度は入院患者診療報酬減によるもの

の赤字決算となりましたが、それ以外の年度は黒

字決算となっております。今後も地域に密着した

病院づくりを目指し、利用者の増加を図るととも

に、医療資格者の確保と看護体制の充実に努め、

効率的な運営を目指してまいりたい。平成２５年

度の契約期間満了後の方向性につきましては、年

度内に関係機関と協議を行い、決定していきたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、小項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、移住、定住人口の拡大対策、その課題と

対応についてお答えをいたします。

名寄市では、平成１８年度に北海道移住促進協
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議会に加盟してから、これまでに移住、定住ホー

ムページの作成や毎年度首都圏で開催されており

ます北海道暮らし・フェアへの参加、お試し生活

するちょっと暮らし事業などに取り組んできてお

ります。しかし、提供する情報の内容や発信の方

法などに現在課題があり、さらに移住、定住事業

の促進を図る上でより多くの方々に名寄の移住に

興味関心を持ってもらうため、民間の方々の柔軟

な考えや発想を取り入れ、オール名寄体制で取り

組むことが必要であります。そこで、民間企業、

各種団体や個人に御協力をいただき、差し迫る諸

課題に対処し、名寄市への移住促進及び地域の振

興を図ることを目的に、去る４月２６日、名寄市

移住促進協議会を設置したところであります。こ

の協議会は、現時点で名寄市、市内の商工観光関

係団体、農協、建設業関係団体のほか、不動産業

者３社により構成されておりますが、これまで実

際に名寄に移住してきた方々を初め、より多くの

方に参画をいただき、さまざまな視点から活発な

取り組みを進めるために、随時協議会の趣旨に賛

同いただける企業や個人の参加を受け付けており、

その旨広報６月号によってお知らせをしており、

今後も市のホームページにおいて周知を図ること

としております。

今後は、名寄市移住促進協議会の取り組みとし

て、首都圏等へのプロモーション活動の実施やホ

ームページ上での空き地、空き住宅の提供を行う

など民間企業や各種団体と連携を図りながら、ち

ょっと暮らしができる施設の紹介や住みやすい環

境の検討、また名寄市のさまざまな情報提供を行

うほか、名寄市との友好交流都市であります人口

５３万人の東京杉並区の協力を得ながら、避暑地

として最適な夏と雪質日本一をうたい、魅力的な

冬にターゲットを絞ったちょっと暮らしのモニタ

ー事業を実施するなど、このことをきっかけとし

て移住、定住の人口の拡大により効果の高い事業

展開を行ってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、名寄市の〇総務部長（扇谷茂幸君）

各諮問機関等の活動より、現況とその運営につい

てお答えをいたします。

諮問機関などの現況といたしまして、まずそれ

ぞれの審議会や協議会等の名称につきましては、

根拠とする法律等で名称が明記されている諮問機

関等についてはその名称となり、それ以外は諮問

機関の設置目的等によって委員会や協議会等の名

称を決めております。

次に、諮問機関の設置根拠についてですが、地

方自治法第１３８条の４第３項の規定によりまし

て、法律または条例に基づき設置している調停、

審査、諮問または調査等を目的とした機関は、執

行機関の附属機関と位置づけをしております。ま

た、有権者等の意見を聴取し、市の施策等に反映

させることを主な目的として、要綱等に基づき設

置される懇話会や委員会等を私的諮問機関と位置

づけ、附属機関に準じ、市の行政運営に御助言等

をいただいております。したがいまして、本市で

設置している諮問機関は大きく分けてこのいずれ

かに該当することになります。

次に、委員の選任に当たっての基準であります

が、これは名寄市各種委員の任免に関する要綱に

おいて規定されておりまして、年齢や男女の比率、

１人がつくことのできる職の数、長期固定化を避

けること、公募による委員選出などが規定されて

おりまして、各担当課におきまして当該基準に基

づき委員を選任しておりますが、専門性を必要と

する場合や法令で職を定めている場合、さらには

高齢化、過疎化等の進行による委員のなり手不足

等で当該基準に基づく委員選任が困難になる場合

もあり、すべてがこの基準どおりとはなっていな

い現状もあります。今後とも委員選任に当たって

は、各担当課において当該基準を遵守するよう努

力するとともに、多くの市民から市政への意見を

聞くことのできるような諮問機関の委員選任のあ

り方についても他市の取り組みも踏まえ、研究し
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てまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。

最初の質問の順番と多少入り繰りがあると思い

ますので、あらかじめ御承知おきください。最初

に、今扇谷部長のほうから御答弁をいただきまし

た各種諮問機関についてお尋ねをしてまいります。

確認ですけれども、法律または条例に基づいて設

置された名寄市の附属機関は、名寄市の例規集か

ら見たところ第３編に執行機関、第８章、附属機

関等に明記されている名寄市総合計画策定審議会、

あるいは名寄市特別職報酬等審議会、１１個ぐら

いの機関が書いてあるのですが、これらが附属機

関というふうになりますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私どものほうで押さ〇総務部長（扇谷茂幸君）

えております審議会、委員会等は全部で７１ほど

ございまして、このうち法令、それから条例等に

基づく附属機関につきましては４６ほどあるとい

うふうに押さえております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

では、それ以外は私的諮問機関ということにな

りますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

基本的にはそういう〇総務部長（扇谷茂幸君）

ふうに押さえておりまして、ただ設置目的等さま

ざまなパターンがありまして、１つは広域で設置

されるものでありますとか、それから規則、要綱、

告示、そういったもので規定されるものもありま

すし、またそういった特段の決めがないものもあ

りまして、基本的には附属機関、そして私的諮問

機関というふうに分けておりまして、今申しまし

た附属機関４６以外については私的諮問機関との

位置づけをしております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それでは、核心に入っていきたいなと思うので

すが、今定例会が始まる前に各部署の皆さんに御

協力いただいて、それぞれの諮問機関等について

お答えをいただきました。なかなか公務多忙の折

にお手を煩わせたことに対して、改めて感謝を申

し上げたいと思います。

それぞれ諮問機関の集計していく中で、何点か

不明な点がございましたので、その点について確

認をさせていただきたいと思います。まず、１点

目は、先ほど扇谷部長のほうからもお話があった

のですが、名寄市各種委員の任免に関する要綱と

いうのがあります。第５条に各委員の選任条項が

書いてあるのですけれども、お聞きする前に一部

お答えがありましたけれども、改めてお聞きをし

てまいります。４項に男女共同参画社会の実現の

ために、定数の男女の比率の均衡に努める、こう

あるのですけれども、皆さんからいただいた審議

会等の集計を行いましたところ、女性がゼロとい

う委員会が全部で９つありました。また、女性が

たった１人という、こういった機関が１２ありま

した。先ほども御説明はありましたけれども、こ

の要綱の中でしっかり明記されているものですか

ら、現実と大きく乖離をしている、要綱の条文と

そごを来していると、こうした実態について改め

て御説明をお願いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、私どもの任免に関する要綱につきまし

て男女の均衡を図るということが必要ということ

が述べられておりまして、まさに委員の選任を行

う上で当然私どもも配慮をしながら、これまで委

員の選任を行っておりますが、しかしながら公募

をかけてもなかなか私どもが思うような形での応

募がないということもあわせて、必然的に私ども

の知る範囲で一定程度お願いをするというような

状況も一方では生じているというのが実態であり

ます。女性の委員さんにつきましては、それぞれ
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家庭等の事情もございまして、なかなかスムーズ

に委員に選任と至るというような状況も実は余り

ありませんで、私どもも今後の対応につきまして

は何かしら対応が必要という認識をしております。

ちなみに、先ほど言いましたいわゆる附属機関

との考えの中で、女性の委員さんに選任をされて

いる選任率でありますけれども、２５％と３割

を切っているような状況もありまして、これはま

さに男女共同の参画の計画を持っている私どもの

立場にしても非常に不十分なものと認識をしてお

りますので、今後また新たな考えを含めてぜひ対

応を進めていきたいというふうに考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか男女の比率を〇４番（大石健二議員）

均衡を図るということで苦慮しているということ

なのですけれども、もう一点、第５条の５項に同

一人の過度の重複を避けるために、１人がつくこ

とのできる職の数はおおむね３とする。この場合

において、委員長または会長の職につくことは、

原則なのですけれども、原則として１つの委員会

のみとするというふうに書いてございます。この

点については、遵守されていますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これにつきましても〇総務部長（扇谷茂幸君）

十分な形とはなっていないという認識をしており

ます。委員の選任に当たりましては、１つは公募、

原則ということでありまして、もしくは必要に応

じて町内会連合会でありますとか、それぞれの各

機関に選任のお願いをするという、そんな場合も

ありまして、そうしますとなかなか役員さんの数

の問題、もしくはそれぞれの要請をしました団体

等のさまざまな状況を含めて同一の方が、特に主

に会長さん、副会長さんが選任をされて名前が上

がってくるということもありますので、そういっ

た各種団体の要請含めての内容がある審議会、委

員会等につきましてはどうしてもやはり同じ方が

重複をせざるを得ないというような状況もありま

す。一方では、なるべくそういう重複を避けるよ

うなお願いも原課のほうではされているというふ

うには伺っておりますけれども、実態としてはそ

うはなっていない部分もあると。これも一つの課

題として考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

いただいた数値を統計〇４番（大石健二議員）

で集計してみたのですが、お一人で８つの諮問機

関に所属している方が１名いらっしゃいました。

あと、６つの諮問機関に、あるいは５つの諮問機

関に所属している方がそれぞれ２名ずついらっし

ゃる。同じく４つの諮問機関に所属している方が

１２名、許容範囲というのでしょうか、３つの委

員会に所属している方が１６名いらっしゃいまし

た。合わせて３３人が要綱の第５条の５項にそご

を来しているということなのですけれども、こう

いった兼職という言葉が当たっているかどうか知

りませんけれども、兼ねているケースが多いとい

うこの実態について、今後どのように改善してい

く具体的な施策をお持ちなのかどうかお知らせく

ださい。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

委員さんの任免に関〇副市長（佐々木雅之君）

する要綱の関係につきましては、趣旨としまして

はできるだけ多くの市民に各種審議会、各種委員

会等に御参加をいただいて、開かれた市政をどの

ように推進していくかということが大きなポイン

トであったかなというふうに思っています。歴代

の市長さんの中でも、なるべくお一人でかけ持ち

をすることについてはより市民の意見を取り入れ

るという部分から見ると非常に難しい話になるの

で、できるだけということで、一応１人３つのポ

ストということに努めるということで検討してき

た経過があります。例えば町内会連合会の会長さ

んというのは、いろいろそれぞれの地域課題のた

めの審議会等に数多く名前を連ねていると思いま

すけれども、その場合においても可能な限り会長

さんばかりではなくて、複数いらっしゃる副会長

さんに出てもらうような工夫についてはこれまで
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もやってきました。恐らく同じような各それぞれ

の出身の団体さんのほうと協議をさせていただい

て、可能なものについては会長ではなくて副会長

さんであってもその団体の持つ機能を損ねない範

囲内でさまざまな意見を市政に反映させてもらう

という工夫については、これまでも取り組んでお

りました。そういう観点からしますと、人口が減

少していて過疎化が進む中で、それぞれの団体の

役員構成が偏った形になってきているというのも

現実ありますので、この辺より必ずしも会長さん

ではなくて副会長さん、場合によっては事務局長

さんとか、そういう立場の方であっても市政反映

するのに適切と団体側のほうでお考えをいただき

まして、推薦をしていただいて、市のほうからお

願いをすると。こういう形についてもう少しより

兼職というか、かけ持ちをなるべく少なくする努

力については努めてまいりたいと思っています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

今充て職という言葉が一般的なのかどうかわか

りませんけれども、そういった兼職が、兼ねてし

まうということについてお話をされたのだろうと

思いますが、それでは最初に御質問の中でお話し

した附属機関と私的諮問機関、これについてもう

一度ちょっと詰めてお話をしたいのですが、名寄

市の例規集の中に名寄市非常勤の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例というのがあるのですが、

この中に地方自治法、先ほど出ていましたが、第

１３８条の４の第３項、この規定に基づいて設置

された附属機関の委員及びその他の法令に基づい

て設置された機関の構成員または本表中のほかの

各項に該当しないものの報酬は日額０００円と

いうふうになっているのですけれども、これは私

的諮問機関の構成員の方にも支払われるのでしょ

うか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のとおり、〇総務部長（扇谷茂幸君）

附属機関の委員さんにつきましてはおおむね１日

０００円という形で支払っておりますが、各種

私的諮問機関の部分につきましても中身が一定程

度法令ですとか政令等の趣旨に合うようなものに

つきましては、附属機関同等の０００円を支払

っている場合もございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今ちょっと微妙なとこ〇４番（大石健二議員）

ろだったのですけれども、ではそうすると私的諮

問機関の中でも日額０００円を払っているケー

スと払っていないケースがあるということですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そうです。費用弁償〇総務部長（扇谷茂幸君）

に関する条例につきましては、各種委員会それぞ

れ報酬を決めておりますので、附属機関に倣うよ

うな形での報酬の設定の仕方というのも実際あり

ますので、基本的にはおおむねどの委員会につき

ましても設置目的等が当然あって、その設置目的

等もある意味法令、政令等の趣旨に準じるような

ものと判断をされた場合については０００円を

支払っているということてあります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと微妙なところ〇４番（大石健二議員）

なのですが、これについてはまた私的諮問機関等、

お支払いしている諮問機関についてお知らせをい

ただきたいと思いますが、諮問機関については最

後の質問にしますが、今回各部署で名簿あるいは

会議の開催回数だとかいろいろ教えていただいた

のですが、これはホームページで諮問機関の委員

の名簿だとか、あるいは審議の経過、結果につい

て公開をしていくお考えはございませんか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私ども情報公開もち〇総務部長（扇谷茂幸君）

ろん進めておりまして、各種委員会の設置であり

ますとか委員等の構成につきましては、これまで

もホームページ等で公表、情報公開をしていると

いうことがあります。どこまでということもあり

ますけれども、一定程度必要な情報についてはし

っかり今後も情報提供させていただきたいと思っ
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ております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、時間が押し〇４番（大石健二議員）

てきましたので、次にひとり親家庭が抱える課題

についてお聞きをしてまいります。

ひとり親家庭の主たる要因としては、離婚、死

別、未婚の出産などが挙げられますけれども、名

寄市の過去３年間の離婚件数を調べてみました。

平成２１年度が１０３件、これをピークに２２年

度が８５件、平成２３年度が７１件となっていま

す。年度によってばらつきはあるのですけれども、

ひとり親家庭は離婚とともにふえる傾向にあると

いうことが言えるだろうと私は思います。先ほど

答弁の中で経済的支援については、国の制度に基

づいて児童手当、児童扶養手当等で対応している

ということだったのですが、厚労省の１８年度の

全国母子世帯等調査結果によりますと母子世帯の

平均収入は２１３万円、全世帯平均収入は５６４

万円、対比をしますとちょうど半分以下になって

しまう。それだけひとり親家庭というのはなかな

か大変だと。加えて母子世帯に支給される児童扶

養手当あるいは児童手当、これは平均収入の２１

３万円に合算されていますから、差し引き実質的

な就労収入は１７１万円というふうになってしま

うと。１７１万円で生活するということの大変さ

というのは、やった方でないとわからないのかも

しれませんが、なかなか改善ができていないと。

名寄市で何とか改善してくれといってもできない

のでしょうから、それはやむを得ない事情とはし

て理解はするのものの、先ほど答弁いただいた相

談件数について、１位が児童に関することが最も

多いということでした。ひとり親世帯で共通の悩

みは、子供が病気になったとき、子供の世話をし

てくれる人、場所がないということでした。名寄

市の病児保育あるいは病後児保育について、現況

についてお知らせいただけますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員から御質〇健康福祉部長（三谷正治君）

問のありました離婚率につきましては、全国的に

も増加傾向にあるというのは実態であります。し

かしながら、名寄も一時期全国、全道平均を上回

った時期もございますけれども、現時点では全国

平均が一番大きいのは北海道が全国平均で断トツ、

私の記憶では３位ぐらいの位置に来ているのでは

ないかと思っています。しかしながら、名寄はそ

の部分ではデータからいきますと全国の８１０市

中約６００ぐらいに位置しているということで、

名寄が著しく高いという認識は私のほうではして

ございません。しかしながら、離婚率は名寄市に

おいては市民の皆さんの中では高いのではないか

という認識が持たれているのも事実ではないかと。

ただ、数字的にはそういう高い数字にはなってい

ないという認識をしているところであります。

助成のものにつきましては、基本的には議員お

話しのとおり父子、母子ともやはりこういう国の

制度ですとかという部分が非常に周知をされてい

ないというのが私たちの認識の中にあります。北

海道では、第２次の計画書を作成をしているとこ

ろでありますけれども、そのデータが第二次北海

道母子家庭等自立促進計画というのを北海道がつ

くってございます。このデータは、平成２０年か

ら２４年度という今年度までの部分で、母子家庭

の部分で措置をしてございます。先ほど議員言わ

れた収入の面でも２００万円程度ということで、

通常の収入の約半分というデータもございます。

その中で一番やはり問題になっているのは、公的

年金制度の利用状況、この利用状況が各対象の母

子家庭、父子家庭が内容がよくわからないという

ことが一番、この計画書にものっているところで

あります。先ほどの答弁にもありましたように、

その内容も名寄市として熟知していると考えてお

りますので、今後も母子家庭相談員等々におきま

してこれらの周知を図っていきたいと考えている

ところであります。

病後児保育につきましては、実はさきに子供の

名寄ひまわり子育てプランをつくらせていただい
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たときにアンケート調査をさせていただきました。

特に病後児保育の部分につきまして、非常に高い

要望があったというのが現実でございます。名寄

市におきましては、子供認定保育の中で、保育園

の中で病後児の看護師を配置するような形で設置

をさせていただいた経過ございます。しかしなが

ら、アンケートの要望と実態に、実際にオープン

したときの保護者の要求の部分とはいささか差が

生じたところであり、現実におきましては大きな

病気の部分については病後児保育をするという家

庭はほとんどございません。ただ、小さな風邪で

すとかちょっとしたけがですとかという部分につ

きましては、現在名寄３保育所及びこども認定保

育園等では、もちろんこども認定保育園では看護

師は配置してございますけれども、公立の３保育

所では看護師は配置してございませんが、そうい

う軽い部分につきましては保護者と連携をとりな

がら、お薬を預かるだとか、それからもし何かあ

ったとき緊急にすぐ呼び出しをする体制をつくる

よう図りながら、そういう柔軟な体制を現在進め

ているところです。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

答弁の中で母子自立支援員のことについて述べ

ておられましたが、相談件数についてもかなりの

数字だったなと思います。この相談の場所、時間、

曜日、もう少し悩み、課題を抱えているひとり親

家庭の生活実態に合わせた受け付けみたいのは、

お仕事を持っているひとり親の家庭はなかなか時

間を割くのが大変だろうと思うのですが、こうい

った日曜日開設だとか土曜日開設というのも可能

なのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在におきまし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ては、嘱託職員を配置をし、勤務時間が嘱託であ

りますので、週４分の３の範囲内でということで

雇用させていただいてございますけれども、それ

以外の時間につきましてはこども未来課に職員も

ございますので、嘱託職員がいないときには課長

を中心に係長を含めて係で対応させていただいて

おります。そして、勤務時間以外、土日の部分に

つきましては相談は２４時間で宿直のほうに、何

かあったときには宿直の対応させていただいて、

宿直から担当の嘱託の相談員または担当の課長、

こども未来課長のほう、係長に連絡体制は現在整

えているところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それでは、次の移住、定住人口の拡大について

お話をお聞きしてまいります。御答弁にもありま

したけれども、この４月からスタートした名寄市

観光振興計画の中で、移住、定住対策の中でちょ

っと暮らしが数カ所にわたって触れられているの

ですが、ちょっと暮らしは移住、定住の核をなす

ということになるのだろうと思うのですけれども、

仄聞するところでは昨年９月以降ちょっと暮らし

を予定していた施設がなくなっているというふう

にお聞きしていますが、この現況についてお知ら

せください。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年までちょっ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

と暮らしの住宅として使っていた、これも民間の

施設なのですけれども、ちょっと事情によりまし

て使えなくなっておりまして、今は３カ所だけで

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

観光振興計画の中で移〇４番（大石健二議員）

住、定住の柱にもなっているちょっと暮らしの拠

点となるべき施設が見出せていないということで

すけれども、なるべく早急に確保していただきた

いというふうに思います。

あと、観光振興計画の中で、ちょっと細かいの

ですが、５２ページに各戦略事業の工程表が載っ

ていました。避暑地名寄へちょっと暮らし誘致事

業は、実態は体験モニターということなのですけ
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れども、この体験モニターを実施することで移住、

定住に発展させていく胸算用というのはあるので

しょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

これちょっと暮〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

らしについては、先ほど山田議員のときにも答弁

させてもらいました。これ一応きっかけという形

で、来ていただける場合の効果的な手段の一つだ

とは思っております。今回も先ほどもちょっとお

話ししましたけれども、避暑地としての地元に、

北海道、名寄に来ていただくというきっかけづく

りとして、やはり何か他とは差別化したキャッチ

フレーズというようなものも必要だと思いますし、

ですので避暑地名寄へとか、あるいは年代のター

ゲットを絞るとか、それから地区を先ほども言い

ましたけれども、例えばことしについては杉並区

を少しターゲットにしてツアーをやってみたいと

いうふうな考えで、それが結局移住につながると

いう形で考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今湯浅室長のほうから〇４番（大石健二議員）

いろいろ移住、定住に結びつけるような算段がお

話しされたのですけれども、たまたま知り合いの

方に大学に行っていらっしゃる方で、明年卒業を

迎えるということなのですけれども、なかなか名

寄戻ってきたいけれども、適切な、適当な職場が

ないということでした。こういった名寄から出て

いる方、もともと都会にいる方、名寄出身ではあ

るけれども、名寄に適切な就職口がなくて近間の

都市部に住むというＪターンというのもあります

けれども、こういうＩターン、Ｕターン、Ｊター

ンというのは、こういったもともとは名寄出身者

だと。こういうもともとが名寄出身者という方を

ターゲットにしてその帰巣本能に訴えるというの

も一つの手なのかなと私も思いますし、またまた

思い切った手を打たないとなかなか名寄のアピー

ルというのはメディアにも乗らないでしょうし、

メディアに乗せるためにはどういうような算段が

必要なのだというようなことをひとついろいろな

算段をして、ぜひ結びつけたいなと思うのですが、

先ほどの諮問機関に絡めてちょっとお聞きしたい

のですが、名寄市移住促進協議会、これは随時募

集しているということなのですけれども、ただ４

月２６日の発足時では全員が男性だったなと私思

います。先ほどから男女の比率のどうのこうのと

いうふうに申し上げている中で、移住、定住はや

っぱりその一家にとってもかなり大きな進路を決

めることになるだろうと思うのですけれども、女

性の視点から見た委員さんも必要ではないかと思

うのですが、今後もどんどん募集をして加えてい

っていただきたいというふうに思います。

それでは最後に、国立療養所名寄病院だった東

病院についてお聞きをしてまいります。名寄市に

移譲されて、今上川北部医師会でやっておられる

ということなのですけれども、開設当初はたしか

いろんな医療にかかわるスタッフがいたように思

うのですけれども、その当時は薬剤師、放射線技

師、理学療法士、作業療法士さんがいたかなと思

うのですが、現在はいらっしゃるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在の先ほど人〇健康福祉部長（三谷正治君）

数の形でお話をさせていただいた数でございます

けれども、先ほど５４名、大変失礼いたしました。

看護補助者を５４名とお話をさせていただきまし

たが、実質は５１名ということでちょっと訂正さ

せていただきたいと思います。

この中で今御質問の医療関係の部分であります

けれども、放射線技師ですとか検査技師、それか

ら管理栄養士、理学療法士等々はそれぞれ１名ず

つ現在も職員が配置されております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

東病院の建物を見ましてもかなり外観が老朽化

の側面が著しいかなというふうに思いますし、今

後引き続いて運営をされていくかどうかわかりま

せんけれども、大幅な改修もしくは建てかえ、あ
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るいは医療器具の更新、そういったものが間近に

控えているかなと思うのですが、こういった設備

や、あるいは人件費、施設設備の更新だとか含め

たこういう資金手当てというのはどのようになっ

ているのか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

平成１５年のときに〇副市長（佐々木雅之君）

国から移譲を受けましたときに、国立療養所の全

国的な再編問題ということがありまして、結局国

では持ち得ない部分について地域の自治体病院と

いう形で大きくかじが切られました。そのときに

完全に民間でやるか、市がやるときに公設民営方

式というか、そういう方式を名寄市としては一部

事務組合も含めて検討した経過がありますけれど

も、残念ながら近隣市町村の理解が得られなくて

名寄市単独で公設民営方式、当初は委託だったの

ですけれども、その後平成１８年９月以降につい

ては指定管理制度ということでやっています。現

在公設の市立病院で民間に指定管理している病院

ということでありまして、地方交付税の措置を受

けています。現行今進めている内容につきまして

は、毎年毎年の運営につきましては診療報酬で上

手な形で、いわゆる民間運営のノウハウで赤字を

出さないような形での運営をお願いをしておりま

す。逆に言うと公設でありますので、当然施設の

改修、将来においては改築に至るかどうかは別に

しても、大規模改修等についての費用については

設置者である市が負担すべきものだという認識を

しております。

それから、残念なことに国立療養所が撤退をし

て名寄市に移譲されるときには、正直言いまして

立派な医療機器について、いわゆる使える医療機

器についてはかなりのものを国のほうが持ってい

ったという経過もありましたので、不足する医療

機器の関係につきましては東病院を指定管理受け

ている医師会病院側と名寄市側と協議をしまして、

ここ数年毎年のように国の補助制度を当初のころ

は利用して、最近では東病院基金に地方交付税で

入ってきた部分について積み立てを行いまして、

年次計画を持って対応しております。先ほど部長

がお答えしましたように、１０年間というのは国

が移譲するときの用途指定の条件になっておりま

して、その後も士別から、名寄市立病院、士別市

立病院から慢性期の患者さんが移ってきていると

いう経過も踏まえますと、今後も東病院の位置づ

けというのは上川北部の地域医療を守る観点から

すると必要なものであるという認識をしておりま

すので、新たな指定管理の相手先については先ほ

ど述べましたように２４年度中に一定の方向を出

して、２５年度には議会のほうに御相談をしたい

なと思っておりますので、必要な医療機関である

という認識をしていますので、運営部分と施設の

整備改修部分等については市のほうで一定の責任

をしっかり持って対応すべきものだという考えで

おります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それで、再度お聞きをするのですが、用途指定

が終了する２５年末、これについてはまたくどい

かもしれませんが、指定管理者制度をとって管理

運営を委託していくことになるのか、そしてまた

指定管理者制度のときに同じような上川北部医師

会も含めて引き受け手があるのかどうか、再度お

教えください。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど言いましたよ〇副市長（佐々木雅之君）

うに、医療施設としては必要な部分という認識を

しておりまして、ここは現在の北部医師会さんと

それらも含めて今後鋭意協議をしてまいりたいと

思っております。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

新たな助成制度の創設について外４件を、高橋

伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して
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まいりたいというふうに思います。

まず、１番目、新たな助成制度の創設について

をお尋ねいたします。３年間行われました住宅リ

フォームは、市内建設業者が行う１００万円以上

の改修工事に対して２０万円を補助する内容でご

ざいます。平成１９年度から３年間時限立法とし

て実施し、件数は６２８件、補助金は１億５６

０万円、そして工事費では１３億８００万円とい

う金額で、市内の建設業者、また関連業者に大き

な経済効果をもたらしました。また、市民の住環

境でも整備がなされたことは間違いないというふ

うに思っております。他市町村でも同様の政策、

新築補助、住宅改築、解体、耐震審査、耐震補強

などを行うために、住環境の整備や定住促進、地

元建設業の振興と雇用の安定を図るために進めら

れております。今現状日本の経済状況は、北海道、

名寄の経済状況を見る限り、リーマンショック、

東日本大震災、福島原子力事故、そして公共事業

の大幅な削減による影響や観光消費損失額の拡大

と景気低迷による個人消費の買い控えやギリシャ

の金融危機、ＥＵ、ユーロ信用低下といった段階

の中、中小企業を含め景気の状況は大変厳しい状

況になっております。名寄市での販売促進や消費

の拡大を進めるために、地元中小企業の育成と景

気向上への対策を行政や関係機関と連携を図り、

景気対策として取り入れる時期が来ていることは

間違いありません。この経済状況の中、景気向上

に向けた名寄市独自の施策の１回目のリフォーム

事業は、地域経済底上げとともに地域の振興と雇

用を大変生み出し、住環境の整備を整えました。

第２の新助成事業の創設の考えの中、新たな発想

で市民ニーズを取り入れたいと答えられておりま

したが、どのようにこの２年間市民のニーズを吸

い上げられ、検討されておられるのか、お知らせ

いただきたいというふうに思います。

次に、市内建設業者から解体支援事業やエコや

耐震診断あるいは耐震改修と組み合わせた一体的

な制度、新築助成や事業を５０万円以下の小規模

にするなど、地域商品券を組み合わせた等々のさ

まざまな要望があり、再実施に期待感が強いとい

うふうに思われております。ここで庁内関係部局、

市内関係機関、市内建設業者とはどのような議論

を進められ、その協議の状況をお知らせいただき

たいというふうに思います。

そして、大きな財政負担が伴うことから、さき

の市民ニーズや関係部署、関係団体との協議を重

ねて効果的な事業の制度を組み立てができないか

という新助成制度の創設のお考えについて、理事

者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目の２点目、太陽光発電設置補

助事業についてお尋ねをいたします。昨年、２０

１１年８月に成立した電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法が本年

７月１日から施行されます。再生可能エネルギー

の固定価格買い取り制度がスタートしましたが、

導入促進に向けての環境整備はまだ不十分であり

ます。課題として家庭用パネルの設置で発生する

初期費用の問題や太陽光発電のメガソーラーの設

置の農地法の問題や送電網の整備、手続の簡素化

などいろいろな問題点はあります。また、名寄市

の地球温暖化防止実行計画、電気使用量に伴うＣ

Ｏ 削減の目標を進めるためにも電気の使用量の削２

減を一人一人の名寄市民に啓発チラシをお願いす

る中での協力が必要であることは間違いありませ

ん。省エネドットコムでも買い取りが４２円が１

０年間と２０年、導入時の補助として１キロワッ

ト当たり３万円から３万０００円で、１０キロ

未満設置とされております。北海道、現在この助

成制度を行っているのが３９市町村、では独自の

太陽光発電システム普及助成が進められておりま

すが、名寄の太陽光発電システム普及助成につい

ての理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目３点目、新エネ、省エネ暖房

及び給湯機器導入補助についてお尋ねいたします。

先ほど言ったように、ＣＯ 削減を進める中で、他２

市町では木質燃料ストーブ、地熱ヒートポンプ、
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エコジョーズ、エコキュート、ガスエンジンコー

ジェネレーション、ヒートポンプ温水暖房機、エ

コフィール、エネファーム、複合型給湯暖房機と

市町村独自の再生可能エネルギーの助成制度が導

入されております。環境整備が不十分とされてい

る中で、この機器もやはり初期費用が大変高うご

ざいます。その部分で各市町村の助成が重要と考

え、またＣＯ 削減の中でも必要と考えております。２

新エネ、省エネ暖房機等給湯機器導入助成につい

ての理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目４点目、ＬＥＤ照明設備購入

の助成であります。先ほど言ったようにＣＯ 削減２

に対応するため、ＬＥＤ照明に大変かえられてお

ります。消費電力は普通の電気の１０分の１、年

間の電気量では約３０％削減、ＣＯ 排出量では６２

０％の削減であります。ランプの光源寿命は約４

万時間となっており、普通電気の７倍の寿命にな

っております。旭川でも独自のＬＥＤ照明設備購

入助成が進められておりますが、名寄市ＬＥＤ照

明設備の購入助成についての理事者の御見解をお

願いします。

最後に、大きい項目５つ目、ちょっと暮らしの

取り組みについてお尋ねいたします。ちょっと暮

らしは、数週間から数カ月市町村が用意した空き

家や専用住宅で暮らしてもらい、滞在型観光の促

進や移住者増加につなげる取り組みでもあります

が、名寄市として修学旅行の誘致やグリーン・ツ

ーリズムにつなげ、また大学、高校の合宿を推し

進めております。観光を推し進める中で観光客を

ふやす交流人口も進められておりますが、釧路市

では平成１９年からホテル業界と不動産業界がく

しろ長期滞在ビジネス研究会を設立、マンション

に家具一式をそろえた建物、また用意するなどし

て利便性の向上に努め、体験移住者の増加につな

げております。名寄市も不動産業界との連携を行

っておりますが、本市の計画と取り組みの状況に

ついてお知らせいただきたいと思います。

昨年は、ちょっと暮らしの利用者、前年度比北

海道で３１８名の増加、延べ人数５１７名、そ

して滞在日数は前年比５１２日増、４万５２１

日、過去最高の更新をしております。ちょっと暮

らしを募集している７０市町村で、その利用者が

いる６１市町村のうち釧路は延べ人数１２３人、

滞在日数８５５日であります。名寄の近くの紋

別市は１０６人、延べ日数６９１日となってお

ります。北海道移住促進協議会では、ことしに入

り１０５市町村が登録され、ますますちょっと暮

らしがふえるという情報を得ております。本市の

移住体験型、滞在型観光の取り組みについての理

事者の御見解をお願い申し上げ、壇上での質問を

終わらせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま高橋議〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

員から大きな項目で５点の御質問がございました。

私からは、１から５までの答弁をさせていただき

ます。

大項目の１、新たな助成制度の創設について、

小項目１の新たな発想での市民ニーズについてお

答えをいたします。住宅リフォーム助成について

は、平成１９年度から３年間の景気浮揚対策事業

として住宅改修を促進し、快適な住環境の整備並

びに市内建設業の振興及び雇用の安定を図ること

を目的に件数で６２８件、補助金額で１億５６

０万円、工事費で１３億８００万円となり、年間

新築件数が７０から８０件であることと比較して

も大きな役割を果たしたものと考えております。

このリフォーム助成事業は、３年間と期間を限定

したことによって実施希望が集中し、景気対策の

一つとして高い事業効果があったと考えておりま

す。平成２３年第４回定例会で答弁しましたとお

り、住宅リフォームは一たん区切りをつけて当分

の間は実施しないとの方向づけをしたところであ

ります。市民ニーズにつきましては、商工会議所

や関係する業界を通じて市民ニーズとして継続の

希望がありますけれども、一方では新たな助成事

業の創出希望がございます。要望としましては、
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これまでと類似をしておりますが、少額リフォー

ム助成、新築への助成、危険家屋の解体支援事業、

あるいは玄関前、車庫の舗装化事業、また地域商

品券の発行などでありました。

次に、小項目の２、庁内部局と関係団体との協

議状況についてお答えをいたします。庁内の協議

としましては、財政的負担と費用対効果、他の補

助事業とのバランスなどから、住宅リフォーム事

業は一たん区切りをつけるとの方向づけをしたと

ころです。毎年限られた財源の中で社会情勢の変

化や新たな市民ニーズなどによる優先順位や市内

全体の公共事業のバランスなどを考慮しての判断

であります。

市内関係団体との協議状況でありますが、その

後改めて実施はしておりません。先ほど述べまし

たとおり、継続を希望する意見と新たな視点で取

り組んでほしいと両方、双方の意見があったとこ

ろであります。

次に、小項目の３、新リフォーム事業のような

新助成制度の創設についてお答えをいたします。

新たな助成制度については、各事業者の体力強化

のために新技術の確立や新商品の開発、販売促進

等のためのＰＲ活動等に対する支援、また公共事

業の確保、商店街の改修、観光振興計画による市

内商店街への消費誘導、または移住、定住の促進、

または小売事業の拡大による外部からの消費拡大

など現在の制度を十分並びに新たな観点から新エ

ネルギーや再生可能エネルギーの推進を含めて庁

内議論をし、複合的な政策誘導を進めるとともに、

中小企業振興審議会や関係団体など多くの意見を

取り入れながら、事業の目的や視点を明確に定め、

より効果的な制度を創設したいと考えております。

次に、大項目の２、３、４でありますが、それ

ぞれ関連しますので、まとめてお答えをさせてい

ただきます。昨今のエネルギー動向や地球温暖化

防止、脱原発と電力等々の流れの中で、現在消費

電力の削減が求められており、省エネルギーに向

けた取り組みと同時に環境負荷の低い新エネルギ

ー、再生可能エネルギーの推進については、再生

可能エネルギーの固定価格買い取り制度がスター

トすることでさらに注目を浴び、動きが活発にな

っています。名寄で再生可能エネルギー活用の可

能性が高いと思われる太陽光発電施設の設置につ

いては、事業者に対する企業誘致の観点や公共施

設または一般家庭や事業所における再生可能エネ

ルギーの導入の促進、さらには節電対策を総合的

に判断するために、名寄市が行政として地域全体

で取り組むべき方向性やビジョンを策定すること

が喫緊の課題と考えております。国においても個

人や事業主に対して各種支援制度が創設されてお

り、各自治体においても各種の助成制度を創設す

るなど再生可能エネルギーの推進や省エネルギー

について取り組んでおりますので、それらを参考

にし、名寄市独自の方針として再生可能エネルギ

ーの導入あるいは省エネルギー対策などを庁内横

断的な検討組織を立ち上げ、国や道の政策方針や

関連するデータ収集などを行い、協議を進めてま

いります。その中で太陽光発電施設の助成制度、

新エネ、省エネ暖房及び給湯器導入補助並びにＬ

ＥＤ照明施設導入補助も含めて一体的に協議を行

ってまいりたいと考えております。

次に、大項目の５、ちょっと暮らしの取り組み

についてであります。本市の計画と取り組みにつ

いてお答えをいたしますが、先ほどから答弁して

おります内容と重複する部分がありますので、御

了承いただきたいと思います。体験移住事業、ち

ょっと暮らしは、移住を検討する人に数日から数

週間空き家や専用住宅を提供して、実際に住んで

生活環境や地域の実情を体験してもらう事業であ

ります。名寄市では、平成１８年度に北海道移住

促進協議会に加盟し、首都圏で開催される北海道

暮らし・フェアに参加するなど名寄市のホームペ

ージで移住に関する情報提供などに取り組んでお

ります。これまでのちょっと暮らしの実績としま

しては、平成１８年から２３年までの６年間、問

い合わせが２８件ございました。実際の体験が４
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件となっております。しかし、市内にちょっと暮

らしが可能な施設が少ないこともあり、さらに移

住、定住事業の促進を図る上で民間の方々の柔軟

な考えや発想を取り入れ、オール名寄体制でちょ

っと暮らしを体験できる施設や住みやすい環境の

提供を行うことが必要であります。そこで、民間

企業、各種団体や個人に協力をいただきながら、

差し迫る諸課題に対処し、名寄市への移住促進及

び地域の振興を図ることを目的に、去る４月２６

日、名寄市移住促進協議会を設置したところです。

この協議会は、現時点では名寄市、市内の商工観

光関係団体、農協、建設業関係団体のほか、不動

産会社３社により構成されておりますが、随時協

議会の趣旨に賛同し、積極的に参加していただけ

る企業や個人の参加を受け付けております。今後

の協議会の取り組みとして、首都圏等のプロモー

ション活動の実施、ホームページ上での空き家、

空き住宅情報の提供を行うなど、民間企業や各種

団体と連携をしながら、ちょっと暮らしの体験を

通じて移住、定住を促進してまいります。

次に、小項目の２、短期移住体験型、滞在型観

光の取り組みについてお答えをいたします。短期

移住体験型、滞在型観光については、本年３月に

策定した名寄市観光振興計画の中では、避暑地名

寄へちょっと暮らし誘致事業に分類をしています。

これまで北海道暮らし・フェアなど首都圏等のプ

ロモーション活動を続けてきましたが、今後は名

寄市との友好交流都市であります人口５３万人の

東京杉並区の協力を得ながら、避暑地として最適

な夏と雪質日本一をうたい、魅力的な冬にターゲ

ットを絞ったちょっと暮らしのモニター事業をす

るなど、より効果の高い事業展開を行ってまいり

たいと考えております。

以上、答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１０番（高橋伸典議員）

す。再質問をさせていただきます。時間ゆっくり

ありますので、１個１個丁寧に質問させていただ

きたいというふうに思います。

まず、新たな助成事業ということで、１回目の

リフォーム事業というのは６２８件あって、補助

金額も１億数千万円出たということで、企業にも

１３億８００万円、業者にもよかっただろうし、

やはり名寄市民が古い家で暮らしていた中で、住

環境の整備はもうどんとできたというふうに思い

ます。よその助成事業を見ると、やはり年間に何

ぼという形でやられているのです。当初やっぱり

私もそうでしたから、あの当時５００万円だった

かな、１回目のときは。それで、スタートしたの

だけれども、どんどん、どんどん出てきて、追加、

追加でいってしまって大変なことになったのです

けれども、各助成事業というのは後からも言いま

すけれども、ある程度の固定化で長い年月をやっ

ていくというのが必要かなというふうに思うので

す。後から言いますけれども、太陽光発電にしろ、

先ほどの省エネにしろ、ＬＥＤ電気改修にしろ、

やはり各市町村は年間何ぼというふうに決めて推

進しているわけなのです。国の太陽光発電のドッ

トコムの補助というのは、やられるところ全部な

のですけれども、それプラス各市町村が士別は７

万円、上限２１万円で１０件ですか。旭川が前半

２１万円上限で５０件、そして下半期が５０件、

２１万円ということで進められておりますし、い

ろんな先ほど湯浅室長が言われていたとおり、市

民ニーズには少額のものをやってほしいだとか、

解体だとか、また玄関前の舗装だとか、そして地

域振興券を出してほしいだとか、新築の補助を出

してほしいというふうに言われているのは、やは

りあの当時できなかった方々もおられますし、で

も１００万円出してできる方というのは本当にも

う意外と少ないのです。それだけお金持っている

方も少ないですし、その中で今中川も再度リフォ

ーム事業を始めました、新築含めて。美深もこと

し始めております。その中で私は、今検討段階に

入っていると言われておりましたけれども、この

２年間いろんな検討をされたと思うのです。そし
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て、やはり金額の部分もあると思います。ですか

ら、次やるときはやはりある程度の件数を決めて

長期的に計画を持ってやっていくという部分は大

事かなというふうに思うのですけれども、今現状

こういうふうに検討されているのですけれども、

部局だけでやっているのでしょうか、それとも市

全体の関係、道を含めての協議で進めておられる

のか、ちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

お答えする順序〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

が間違っていましたら、申しわけありません。最

初に、補助金の考え方で、毎年ある程度件数を決

めて長期的にやってはどうかという意見がござい

ました。補助事業の目的というのが何であるかと

いうのがまず大事な部分だと思います。当然行政

として何を推進する、あるいは何を目的としてこ

の補助事業をやるのかという方針がきちんとない

と、ただ市民ニーズがあるからやるということで

はないというふうに思いますし、仮に経済対策と

いうことであれば、長くやることは必ずしも経済

対策につながらない場合があるのではないかとい

うふうに思います。それと、やっぱり数を制限す

るというのは、それもまた公平性の部分について

多少問題が出てくるというふうに思います。

それと、もう一点、これまでの検討ですけれど

も、広い視野でということで昨年もちょっとお答

えさせていただいたのですが、仕事としましては

商工業の育成、振興ということが私たちの業務の

中の一番の考え方でありますから、そういう方々

の振興ということ、それを主とした事業というふ

うにずっと考えてまいりました。当然そういう視

点でおりますから、団体や関係団体の方に聞くの

はどうしても固定してしまう傾向になります。で

すから、こういうのはどうだ、こういうのどうだ

という話は出てくるのですけれども、やはり業界

は業界の希望が出てまいります。商店街に聞けば

商品券出してくれと。あるいは、土木屋さん、最

近仕事がないので、土木関係の仕事に少し目線を

向けてくれと。あるいは、建築業の皆さんですと

やっぱりあれは効果的だったのだから、市民も喜

んでいるのだから、もっと続けてくれと。何度聞

いても同じような話になってしまいました。しか

し、その中でもやはり景気対策なり企業の育成に

なるものであれば、私たちのほうでは取り組んで

いきたいと思うのですけれども、どれも今お話の

出ている中で前回のように１億０００万円くら

いの３年間での補助金を出して進めるという事業

については、先ほども申し上げたけれども、全体

の補助金のバランスですとか、他の市民ニーズと

かというのでありますので、それは難しいという

ふうな判断をしております。

それで、先ほどもちょっと触れたのですけれど

も、前後しますけれども、今後は少し庁内全体で

景気対策、あるいは今先ほど出ました省エネです

とか、そういった部分に波及できないかなという

ことで、全体協議で協議をしていきたいというふ

うに申し上げたところでございます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。スピ〇１０番（高橋伸典議員）

ード感を持ってぜひ進めていただきたいなと。景

気回復と言っていますけれども、前の答弁では今

建築の仕事がたくさん出ているからというお話を

何かちらっと聞いて、このリフォームは余りどう

のこうのというお話もありました。リフォームだ

けではなく、先ほど言ったように土木の方々も連

携して、やはり名寄の商工関係の方々がしっかり

と今景気が悪い中で行政が下支えできる体制を整

えられるように進めていただきたいなというよう

に思います。先ほど言ったように、新事業として

は新商品だとか、公共事業の確保だとか、商店街

の事業の確保だとかと言っていましたけれども、

やはりそれをやることによって市民ニーズが、市

民の方が喜べば私はどういう形であろうといいと

思うのです。やはり景気を少し上げていくという

ことが必要かなというふうに思っております。ち
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ょっと話してどんどん、どんどん進めさせていた

だきます。

次に、太陽光発電の部分の補助についてちょっ

とお話しさせていただきます。名寄は、先ほど言

ったように佐藤議員のお話で節電は進められてお

りますし、トイレや何かもＬＥＤにかえて、そし

て昼休みは消灯をするというふうに言われており

ました。電気自体、先ほど私言いましたけれども、

ＬＥＤにかえることによってＣＯ の削減が６０％２

削減されたり、電気料が年間３０％の削減だとか、

そして消費電力が１０分の１である。４万時間、

普通の電球の７倍の寿命があるのだよという中で、

金額が高いと前回私言われたのです。でも、この

ＬＥＤ電気自体が今すごく安くなってきておりま

す。当初旭川がＬＥＤの電球の補助をやったとき

には、大体１個当たり６万円ぐらいセットでして

いたみたいなのですけれども、それで今３万何ぼ

ぐらいで１つの照明のシャンデリアになるという

形で、６割ぐらいの金額になってきていますし、

太陽光発電も当初３０万円ぐらいしたものが今で

したら１枚が一番高いもので１６万円ぐらい、そ

して安いもので８万０００円ぐらいでもう今は

買えるという状況になってきて、それで国も設置

のときの補助金が３万円から３万０００円に変

わったのです。この太陽光発電自体、今３週間前

にとったものですから、この省エネドットコムと

いう、補助金を出している太陽光発電の協会なの

ですけれども、これ３８市町村だと思ったのです

けれども、その中には旭川は入っていなかったも

のですから、まだまだきっと補助対象として出し

ているところがあると思うのです。その中で私自

身今電気の使用量が足りないだとか、いろんな部

分あります。原子力も今動かせる状況ではない中、

名寄の地球温暖化防止実行計画の中でもやはり市

２民とともに進んでいかなければいけないこのＣＯ

削減に向けての状況や何かを踏まえて、私はいろ

んな方策があると思います。先ほどの助成の部分

ですけれども、リフォームもあるだろうし、土木

もあるだろうし、地域振興券もあるだろうし、い

ろんな商店街の部分もあると思うのですけれども、

私はこっちの太陽光発電の部分に持っていっても

いいのかなと。いろんな施策を出せるのではない

かなというふうに思うのです。そして、今この３

８市町村でいくと石狩市はことしの４月から始め

たのです。そして、３０件限定の太陽光パネルの

設置で助成を市独自でもやっているのですけれど

も、５月までにもう２２件の設置の申請が出たと

いうことで、これからどんどん、どんどんふえる

というふうにこの太陽光発電協会の方々も言われ

ています。わからないと思うのですけれども、今

朝日町のサンライズホールには太陽光発電のパネ

ルを設置して、ホールだけの電気を賄っているみ

たいなのです。現状名寄は、この太陽光発電、名

小にはスクール・ニューディールでつけましたけ

れども、各民間や企業の方というのはどれぐらい

つけているか、名寄の数的にわかれば。わからな

ければわからないでいいです。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

スクール・ニューデ〇副市長（佐々木雅之君）

ィールの関係で名寄小学校につけたときに、同じ

ような時期に道立の施設で一部つけたというお話

は聞いておりまして、ちょっとまちの中を見た感

じで申し上げて大変失礼かもしれませんけれども、

個人の住宅でいうと少なくても十数件の方々が屋

根にパネルが乗っかっておりまして、太陽光発電

を利用しているのではないかなというふうに考え

ています。

それで、先ほども営業戦略室長からお話ありま

したように、従来のリフォーム住宅については名

寄市は全道的にも率先をしてやってきました。１

９年からということでありまして、３年間につい

て申請のあったものについては全部対応するとい

う公平性の観点と事業効果の関係も含めて行いを

しました。その後平成２０年、実質には平成２１

年からリーマンショックによる補正予算の国の関

係がありましたので、士別も含めて名寄の後を追
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うような形で多くの市町村が住宅リフォームをや

っていろんな事業効果を上げております。それで、

名寄市が取り組んだときには一般財源を使いまし

たので、一定程度市民の皆さん、国民の皆さんか

らいただいた税と地方交付税で賄うということの

関係ありましたので、過去名寄市でやったときに

は必ず大きな政策目的を持って取り組んできまし

た。例えば従業員の方の住宅供給の関係でいうと、

大橋商工団地と緑丘の団地でありました。このと

きにも相当大きなお金はかけました。結果的には、

それが固定資産税として名寄市に入ってきまして、

そういうお金がぐるぐる、ぐるぐる回っていきま

して、合併したてのときの一番苦しかったときで

あっても建築事業の関係ですそ野の広い住宅産業

に助成をしながら、またその当時でいいますと２

５年、３０年前に建てた方々がたくさんいらっし

ゃいましたので、その方々の住宅を建てかえがで

きない状況の中でリフォームをして末永くその家

を大事に使ってもらおうという、そういう政策目

的を持って取り組んだ事業でありました。おのず

と財源との限界もありましたので、３年間の期間

限定ということとなりました。

今高橋議員おっしゃるとおり、太陽光関係につ

きましても物が安くなったということにつきまし

ては、日本の国として中国製品が相当大きく出回

ってきて、日本のもともと得意分野であった太陽

光パネルが耐用年数が日本のものは１０年で値段

は高くて、中国製品が１５年で値段が安いと。世

界的にも大きなシェアを中国製品が占めていると

いうこともありますので、太陽光パネルの関係に

つきましてはエコの社会に行政として積極的に支

援すべきだという意見が庁内にある一方で、その

事業効果と本当に我が国の経済振興につながるか

どうかということも含めて、今平成２４年度から

今後５カ年間については学校やら市民ホールも含

めた大きな中で公共建築物を多額のお金のかかる

ものを多数つくろうとしておりますので、そうい

うバランスの状況の中では、先ほどの営業戦略室

長がお答えしましたように、太陽光パネルにつき

ましてはほかの市が取り組んでいるように数を限

定しながらも住民の皆さん方に望ましい自然エネ

ルギーの利用について啓蒙する関係でいうと、モ

ニター制度を使って一部数を限定しながらも助成

をして、市民の皆さん方にお勧めをしていくとい

うのが今名寄市ができる太陽光発電に対する支援

の一つの方法でないかなという考え方をしており

まして、今後市長を中心にしまして全体的な自然

エネルギーの活用とか、再生可能エネルギーの関

係についての名寄市での考え方も明確にしながら、

助成制度について早急に検討してまいりたいなと

いうふうに考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。ぜひ省エネ、ＣＯ 削減の部分で庁内でしっか２

りと早目に相談していただいて、どの方向にいく

のか検討していただきたいなと思います。

ちょっとくどいのですけれども、この新エネ、

省エネの部分で今出ているヒートポンプという部

分があるのです。地中の熱をとって、そして冷房

にかえて出している。これは、電気代がもとの３

分の１で済む。そして、冷暖房に使えるという部

分であります。ちょっと詳しくしゃべろうと思っ

たのですけれども、余りしつこいと嫌われてしま

いますので、長いという方もいますけれども、検

討していただきたいなと。いろんな文化センター

や何かでは、十分使えるかなというふうに思いま

すので。北海道の年間の住宅の消費電力とＣＯ の２

排出量の部分でいうと、一番電気料を使うのが暖

房、そしてＣＯ を一番出すのです。そして次に給２

湯なのです。暖房で５４％、給湯で２５％、そし

て断熱等々で２３％ぐらいのＣＯ を出すと言われ２

ております。今先ほど言ったようなヒートポンプ

というのは、この部分の７５％を削減できる方式

だそうなのです。文化センターにはいいもの、エ

ネルギーの使わないものをぜひ検討していただき

たいなというふうに思います。
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あと最後に、ＬＥＤの部分でちょっと言わさせ

ていただきます。旭川では、ＬＥＤ照明設備購入

補助金というのを前期が２５件、後期が２５件で、

対象経費が６万円以上、これは設置を含めてとい

う部分なので、電球だけを取りかえてはいけない

と。今のシャンデリアなんかを全部取りかえて、

２カ所やって６万円以上で１万円の補助なのです。

今現状３万円後半、４万円ぐらいだと言っていま

すから、２つで８万円、７万何ぼぐらい、そして

それに１万円の補助が出るよという部分なのです。

本当は、リフォームはできない方はたくさんいま

した、きっと。生活困窮者であり年金生活者は、

リフォームはきっとできなかったと思います。で

も、このＬＥＤ照明の交換は十分できるだろうし、

ＣＯ 削減も含めて削減できるだろうし、やはりそ２

の人の電気料も下がる。そして、そういう意味で

私はこういう少額の部分で年収の制限をつけても

可能だと思うのです。低所得者専用にこういう政

策を出すというのは、私は重要かなというふうに

思っています。ぜひ検討いただきたいなと思うの

ですけれども、何か答弁があれば。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、ＬＥＤですけれど〇市長（加藤剛士君）

も、それぞれもう既に一般家庭等でも普及をし出

してきていまして、うちなんかでも少しずつかえ

たりしておりますけれども、これは民間ベースで

助成をしていくというのは非常に制度設計難しい

なというふうに直観で思っています。加えて今電

器店も地元だけでなくて大きな量販店の電器店も

来ている中で、いろんな総合的な政策としてどう

なのかというのはこれは検証が必要なのかなと思

います。既に現公共施設でもＬＥＤのつけかえ、

あるいは今度建てるであろう市民ホール等も含め

て当然ＬＥＤの研究していますし、街路灯での要

望もありまして、毎年少しずつ交換ということで

やっていますけれども、そちらのほうも今ＬＥＤ

化ということも検討していますので、庁内でそう

したできることをしっかりとやっていくというこ

とがまず大事なのかなというふうに思います。

加えましてヒートポンプエンジンの話ありまし

たけれども、これ今市民ホールの基礎的なエンジ

ンの中でも地熱ヒートポンプエンジンは検討のテ

ーブルにのっているはずです。しかし、これ今優

位性も含めて検討している段階だと思います。い

ろんなデータがあるので、優位性のあるデータも

あるし、ちょっとどうなのというデータもあると

いうふうに承知をしています。先般某銀行が新築

でオープンをしましたけれども、ここは北海道で

初めて地熱ヒートポンプエンジンを使った店舗だ

というふうに聞いていまして、いろんなデータが

出てきていると思いますので、このデータ等もぜ

ひ参考にさせていただければというふうに思いま

す。

佐々木副市長のほうから太陽光発電等の話も含

めて少し踏み込んだ話ありましたけれども、こう

したいろいろな自然エネルギーの可能性を名寄市

ならではのことをしっかりとこれから追求してい

かなければならない。省電力の計画と新たな新エ

ネルギーへの対応等ということを名寄市としてど

う考えていくのかという施策をしっかりと今年度

中くらいにはまとめなければならないのかなとい

うふうに思っています。その中でいろんなメニュ

ーが出ましたけれども、あらゆる自然エネルギー

の関連する施設の設置補助の制度設計を新年度に

向けてぜひ前向きに取り組んでいきたいなという

ふうに考えていますので、ぜひ御理解をいただき

たいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いいた〇１０番（高橋伸典議員）

します。

では最後に、ちょっと暮らしの部分で質問をし

てまいります。まず、先ほど本当釧路の部分では

前年度比、比べて相当の方々が釧路を訪問されま

した。そんな中で浦河町もやはり空き教員住宅、

これを７棟を改修して家具や何かを全部入れる。

そして、利用者の要望にこたえてペット可住宅を
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１棟設けた。そして、家賃は年数にもよるのです

けれども、１万０００円から７万円としたと。

それで、去年の利用者が５２名、７０２日、ふ

えていったというのです。何人かの方言われまし

たけれども、本当に今名寄の観光振興計画ができ

て模索段階なのか、去年、おととしから北海道移

住促進協議会にはずっと５万円払って入っている

のだけれども、なかなか進まなかったのか、やは

りこの釧路にしろ、浦河にしろ、一番名寄に近い

のは紋別がもうすごく人を呼んでいます。そこも

こういうハードの部分の建物はあるわけなのです

けれども、やはり先ほど大石議員が言ったように

１つなくなった。でも、不動産会社で３つ出して

いるよというのがあるのですけれども、まだまだ

やっぱり宣伝も足りないし、ハードの部分でもう

ちょっと研究されないのかという。ちょっと答え

なのですけれども、またこれから豊西小と南小が

合体して豊西小がなくなりますから、体育館だけ

壊して教室を移住できるように改築するだとかと

いう、これは無理だと思いますけれども、そうい

ういろんな政策をつくっていただきたいなと思う

のですけれども、どうでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

教職員の住宅に〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ついては、基本的に名寄市にあるのは先生方が入

るのが優先されておりますし、今あきになってい

る部分についてはかなり老朽化が進んでおります。

トイレの問題だったり、窓の問題とか、体感、寒

さ対策だとか、かなりの改修の費用が必要になっ

てくると思っています。それと、学校の利用とい

うのも一部あったのですけれども、これについて

は耐震化ができておりませんので、基本的には難

しいかというふうに思います。

それから、今議員御指摘のとおりでありまして、

私たちもちょっとまだきちっと方針が決まってお

りません、ちょっと暮らしも含めて。空き住宅、

あるいはそれらの来られる方に対しての負担軽減

だとか、あるいは来る方に対しての手当てだとか

というのは各市町村でかなり手厚くやっておりま

す。その中でも先ほど山田議員からもあったので

すけれども、ちょっと暮らし専用の住宅を持った

りとか、あるいは来るフェリー代の一部を助成し

たりとかと本当に切りがないほどいろいろ各市町

村で対応しております。その辺については、今後

協議会の中で、あるいは来られた方々からのアン

ケートなんかもとりながら、実施あるいは検討し

ていきたいというふうに考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇１０番（高橋伸典議員）

冬のターゲットモニター事業、これはいつやって

どのような事業なのでしょうか。ちょっと教えて

いただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

このモニター事〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

業なのですけれども、今取り組もうとしておりま

すのはこれ広域での取り組みを考えております。

天塩川流域の広域事業の中で考えておりまして、

一応今は冬を目指しております。昨年までは、北

海道の移住フェアというのを９月に東京でやって

おったのですが、ことしは１１月に秋葉原で開催

されるということですので、夏の部分には間に合

わないということがあります。それと、もう一点

です。１１月になったということ、それから杉並

の区制８０周年ということで、私たちもちょっと

ＰＲを兼ねて杉並のほうに行ってＰＲをしてこよ

うというふうに考えておりまして、その中でも少

し移住あるいはちょっと暮らしのＰＲをしたいと

いうふうに考えています。それで、ＰＲの中でこ

としの冬にモニターツアーをやりますから、ぜひ

参加してくださいというのを一緒にＰＲしたいな

と。東京の秋葉原でもこういう形で名寄で何月ご

ろに何日にやりますから、ぜひ応募してください

ねというふうにやると、少し訴求力があるのでは

ないかということで、広域の事業なのですけれど

も、受け入れした場合に名寄市だけではというの

は、かなり行動範囲も広くなるということで、近
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隣町村全部入れての広域での受け入れ態勢も考え

ながら今計画中であります。詳細については、ま

だ決まっておりません。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

ちょっと暮らしなのですけれども、先ほど言っ

たように釧路は８５５日間いることによって、

月約１５万円ぐらいはかかると思うのです、衣食

含めて。そして、その衣食含めて月１５万円とし

ても数千万円がまちに落ちるわけなのです。ぜひ

推進をしていただきたいなという思いと早目にや

はりちょっと暮らしのできるハードの部分をしっ

かり備えつけていただきたいなと。あることによ

ってやはりＰＲもでき、先ほどＰＲ、ＰＲと言っ

ていましたけれども、物がない限りＰＲはできな

いと思うのです。こんないい場所ありますよと。

泊まるところあるのという形になると思いますの

で、早目にハードを整えていただいて、このすば

らしい名寄に夏の間１カ月間、また冬の間１カ月

間暮らしていただいて、退職したときにはぜひ名

寄に暮らしたいなと言われる方々を多くつくって

いただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わ

らせていただきます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べ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。

御苦労さまでした。

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 黒 井 徹

署名議員 植 松 正 一

署名議員 駒 津 喜 一
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