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平成２６年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年１２月１９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 一般質問

日程第３ 議案第４２号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第４３号 財産の取得について

日程第５ 意見書案第１号 日ロフェリー定期航

路の存続に関する意見書

意見書案第２号 難病や小児慢性特定

疾病の患者の自己負担の見直しを求め

る意見書

意見書案第３号 旭川台北国際定期航

空便の存続に関する意見書

意見書案第４号 ４０人学級再開検討

に反対する意見書

日程第６ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 名寄市立大学再編構想調査特別委員会

の報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

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

日程第３ 議案第４２号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第４３号 財産の取得について

日程第５ 意見書案第１号 日ロフェリー定期航

路の存続に関する意見書

意見書案第２号 難病や小児慢性特定

疾病の患者の自己負担の見直しを求め

る意見書

意見書案第３号 旭川台北国際定期航

空便の存続に関する意見書

意見書案第４号 ４０人学級再開検討

に反対する意見書

日程第６ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 名寄市立大学再編構想調査特別委員会

の報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１９名）

議 長 １９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 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）
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１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

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 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 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 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

農業委員会会長 柴 崎 富 雄 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９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（黒井 徹議員） 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、

９番 大 石 健 二 議員

１１番 川 口 京 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

よりよい行政運営について外２件を、東千春議

員。

〇２０番（東 千春議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問させていただきたいと思います。

近年の職員の派遣は、出向く側、迎え入れる側

ともにうまく機能しているのではないかと思いま

すが、その評価と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。

２点目、職員数の適正化は進みましたが、業務

量は逆にふえているのではないかと思いますが、

今後のアウトソーシングに対する考えについてお

知らせをいただきたいと思います。

３点目、名寄市として新たな政策を進める場合、

また効率的な行政運営を学ぶ場合など先進地を目

で見て体験することは最も効果、効率がよいので

はないかと思いますが、道外出張等についての考

えについてお知らせをいただきたいと思います。

４点目、名寄市は国内外のさまざまな自治体と

それぞれの目的を持ちながら交流を行っておりま

す。さまざまな交流を持つことは大変よいことだ

と思いますが、行政としての将来像を描いた中で

の交流が必要だと思いますが、考えをお知らせい

ただきたいと思います。

５点目、市民に行政情報を的確にお伝えするこ

とは必要で、その役割の大部分を担っているのが

広報なよろとホームページだと思います。行政情

報自体は、市民の皆さんに知っていただきたい情

報ではありますが、読んで楽しいものではないか

もしれません。そこで、読んでみたくなるような

広報なよろについて、またはホームページのリニ

ューアルの進捗状況についてお知らせいただきた

いと思います。

大項目の２点目に移ります。日進地区再整備基

本構想は、市民意見を聴取して今後総合計画のロ

ーリングで精査をされて、優先順位をつけて実施

され、早いもので３年をめどに行うということで

あります。日進地区全体の構想を策定し、総合的

な判断でこの地域の振興を図るということは大変

よいことだというふうに思いますが、今までの議

会議論では浴場の改修については早期に計画を進

めるべきではないかという議論がありました。現

在の温浴施設の狭さと古さは否めません。リニュ

ーアルは、採算性の向上に向けての効果も期待で

き、この部分だけでも早期に着手することができ

ないのか、考え方をお知らせをいただきたいと思

います。

２点目、名寄市の合宿利用では、正確な資料は

ありませんが、おおむね ０００人程度というこ

とであります。冬のスキージャンプも近隣の公共

的施設の利用もあるようで、議会内では合宿誘致

に向けさまざまな議論がありますが、合宿誘致を

推進するという方向では一致しているのではない

かと思います。市内では、新たな宿泊施設も完成

し、受け入れ態勢も整うのではないかと思います。

そこで、なよろ温泉サンピラー等の市内の民間施

設と協力し、合宿誘致のための団体が連泊した場

合の助成制度を検討してはいかがかと思いますが、

考えをお知らせいただきたいと思います。



－136－

平成２６年１２月１９日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

３点目、名寄市では２８年度からジュニアオリ

ンピックカップノルディック種目の開催が決まり、

大変喜ばしいことだと思います。これらの体制強

化と今後はＦＩＳ公認のスキー場を活用し、アル

ペンスキーの大会誘致も検討してはいかがかと思

いますが、考え方をお知らせいただきたいと思い

ます。

４点目、合併前、名寄市は市技をスキーと定め

ておりました。教育的な見地から、また将来のピ

ヤシリスキー場の利用者増を考えたときに、小中

学生の育成は必要ではないかと思います。現在小

学生のシーズン券はちょうど２万円となりました

が、小中学生のシーズン券を利用しやすいものに

してはいかがかと思いますが、考えをお知らせい

ただきたいと思います。

５点目、名寄から多くのスノーボード選手が誕

生し、全国で活躍をしております。このようなす

ばらしい人材を生かしながら、スノーボーダーへ

の環境整備と育成を図るべきではないかと思いま

すが、見解をお知らせいただきたいと思います。

６点目、なよろ温泉サンピラーの利用促進の一

つの課題は、温泉までの距離に伴うバス料金では

ないかと思います。市民には施設が近距離にあれ

ばなおよいわけでありますが、温泉までは遠く、

定期券を利用しても１カ月 ７００円とのことで

あります。そこで、定期券の高齢者に対する割引

を検討してはいかがかと思いますが、見解をお伺

いいたします。

大項目の３点目、首都圏では景気が回復してい

ると言われますが、地方では余り実感がありませ

ん。その中で地方に人と仕事を呼び込んで活性化

させることを目的とするのが地方創生で、この中

では地方自治体には実情に応じた基本的な計画を

定めるように求めておりますが、名寄市としての

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。

２点目、地方創生が目指す具体策の一つとして、

Ｕターン支援が検討されており、自治体としても

適切な対応が必要だと思いますが、考えをお知ら

せいただきたいと思います。

また、名寄の大学生が市内で働く場合など、か

つて制度としてあった名寄で働くことへの支援策

も検討してはいかがかと思いますが、考えをお知

らせいただきたいと思います。

３点目、地方創生の計画を策定する段階で、名

寄市の魅力を新しい視点から見ることも必要であ

り、シティーマネジャー制度の活用も有効ではな

いかと思いますが、考えをお伺いをいたしたいと

思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どうもおはようござ

います。ただいま東議員からは、大項目で３点に

わたり御質問をいただきました。大項目の１及び

３については私のほうから、大項目２につきまし

ては営業戦略室長からそれぞれ答弁とさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目の１、よりよい行政運営につい

て申し上げます。まず、小項目１、職員派遣の成

果と今後の考え方についてでありますが、近年に

おける職員派遣の状況につきましては、平成２４、

２５年度の２年間、東京都杉並区へ各１名、平成

２５年度から２年間の予定で財団法人地域活性化

センター、ＪＯＩＮへ１名、平成２６年度から１

年間の予定で北海道経済産業局へ１名、さらに北

海道との人事交流で平成２６年度から２年間の予

定で職員１名を派遣しております。平成２７年度

以降におきましても地域活性化センターや北海道

経済産業局への派遣を継続するため、現在作業を

進めているところであります。

職員派遣につきましては、人材育成を図る研修

の一環であり、他組織での異なる環境におきまし

て新たな視点、知識、仕組みなどを学ぶとともに、

さまざまな組織や人との出会いを経験し、成長と

スキルアップにつながっております。また、派遣

した職員からはそれぞれ補助金などの支援制度や
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地場産品のＰＲ機会を初め、関係機関や団体など

との新たな接点を含めまして、広範かつ詳細な情

報が他の自治体に先駆けて提供されている状況に

あります。この間の主な成果としましては、地域

活性化センター関係ではジュニアオリンピックの

招致や地域おこし協力隊に関します情報提供を初

めとしまして、移住交流による地域活性化支援事

業の採択や本市の農産物をＰＲすることを目的に

東京で開催をされました民間企業とのコラボ事業

などがございます。また、北海道経済産業局関係

につきましては、１１月２６日から３日間、沖縄

で開催をされました東アジアへの輸出を目的とし

た海外バイヤーとの商談会に市内からはＪＡと民

間企業が参加したことやタイや北京を初めとしま

す国内外の企業に対し名寄市の特産品をＰＲし、

販路拡大を目指す取り組みのほか、経済産業局が

窓口となりますものづくり・商業・サービス補助

金の情報提供を受けまして、市内からは３社が採

択を受けた状況にございます。このほかにも派遣

した職場に関連します機関や団体との連携が密に

なるなど一定の成果があると認識しておりまして、

今後におきましても職員派遣を継続しながら、人

材育成の観点はもとより、他に先駆けての情報収

集や関係機関、団体との連携を一層深めまして、

本市の活性化につなげてまいりたいと考えてござ

います。

次に、小項目の２、組織の考え方とアウトソー

シングについて申し上げます。行財政改革による

組織のスリム化につきましては、平成２１年度か

ら２６年度までに７３人の削減を目標として取り

組み、平成２６年４月時点の削減数は６９人とな

りました。しかし、この間急激に組織のスリム化

を進めてきていることに加えまして、新たな課題

の対応や北海道からの権限移譲等により業務量が

増加していることなどを踏まえまして、期間を２

年間延長し、平成２８年度までに目標を達成する

こととしております。

また、行財政改革におきましては、民間活力の

導入を積極的に進めることとしておりまして、指

定管理を行っている施設につきましては平成２６

年４月時点で３４施設、平成２７年４月からは新

たに駅前交流プラザよろーなも指定管理に移行す

ることとしております。さらに、管理業務等につ

きましても費用対効果等を検証しながら推進をし

てきており、平成２５年８月には乳幼児等医療費

審査事務を国保連合会及び社会保険診療報酬支払

基金へ業務委託をし、アウトソーシングを進めて

きている状況にあります。今後とも行財政改革を

初め事務事業を点検する中で、市民サービスの向

上や費用対効果を含めた事務事業の効率化、適正

化の観点から、必要なアウトソーシングを進めて

まいります。

次に、小項目の３、先進自治体の情報収集と職

員の道外出張について申し上げます。先進地等に

おける情報収集につきましては、人材の育成や業

務の遂行において重要との認識はありますが、こ

れまで先進地視察等を目的とした職員の道外出張

につきましては議員御指摘のとおり原則認めてき

ていない状況にあります。これは、行財政改革を

進める中にありまして、職員個々にインターネッ

ト環境を整えており、中央省庁の情報を初め先進

地の情報につきましても迅速かつ簡易に取得する

ことができ、さらに詳細なデータが必要な場合に

は電話やメールなどによりまして直接先方の担当

者に確認をし、データ等の交換も可能であること

によるものであります。また、ここ数年は派遣し

た職員を通じての情報収集等も可能となっており

ます。

しかしながら、本年５月には職員の自主的な活

動の助長を図るため、名寄市職員自主調査研究グ

ループ道外視察研修助成金交付要綱を新たに制定

しております。本制度は、地域における課題解決

の方策を調査研究することを目的としまして、北

海道外の先進地を視察する自主グループに対して

助成するもので、職員提案書または政策提言書の

提出を条件とさせていただいたところであります。
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また、職員研修につきましては、千葉県にござい

ます市町村職員中央研究所や滋賀県にございます

全国市町村国際文化研修所へ年間研修計画に沿っ

て２名から３名の職員を派遣しており、職員の資

質向上はもとより全国の市町村職員との交流や情

報交換などを行われていますことから、今後にお

きましても継続して実施してまいります。さらに、

道外イベント等におきまして複数の職員が出席を

する際には、他部署の職員にも広く参加の機会を

設けるほか、本年度は今後のジュニアオリンピッ

クの開催に向けて職員の調査旅費を計上したとこ

ろでありますけれども、今後とも新規事業の取り

組み等にあっては内容を精査の上、必要な道外出

張等を検討したいと考えておりますので、現状で

の対応につきまして御理解をお願いしたいと思い

ます。

次に、小項目の４、将来を見据えた交流事業に

ついて申し上げます。杉並区との交流につきまし

ては、平成元年７月に交流自治体協定を締結し、

ふうれん白樺まつりや東京高円寺阿波おどりへの

相互参加、小学生による交流、特産品の販売など

の経済交流も含めて幅広い交流を行ってまいりま

した。本年で杉並区との交流も２５周年を迎えま

したが、これまでに多くの市民が交流事業を通じ、

自分が住むまちのよさを知り、お互いのよさに気

づき、そのよさを認め合ってまいりました。さら

には、安全、安心を相互に支え合う関係も自治体

間で築いてまいりました。現在行政にとどまらず、

民間レベルでも物産販売などで交流の輪が広がり

つつあることは、一朝一夕にできることではなく、

継続的に交流に取り組んできたからこそであり、

近年では両区市で築き上げた相互理解と信頼関係

を基盤に政策課題の解決に向けた交流にも取り組

んでおります。人口減少や高齢化等が進む当市に

おきまして、杉並区が有する人口や購買力、そし

てネットワークを活用し、交流人口の拡大、特産

品の販路拡大など当市が抱える課題解決のため、

今後とも民間と連携し、取り組んでまいります。

台湾との交流につきましては、教育、スポーツ

などの交流や本市の魅力ある地域資源を活用した

地域経済の活性化を目的としまして昨年度から実

施をしております。中学生野球交流事業では、昨

年は台湾、ことしは杉並区に市内の中学生を派遣

し、台湾の中学生と野球を通じた交流を行うこと

で、派遣された中学生は豊かな国際感覚を養うと

ともに、将来への夢や郷土を愛する心を育む契機

となりました。教育旅行受け入れ事業では、昨年

度は台湾から５校の高校生が来名し、市内の高校

生と授業やスキー体験などを通じた交流を行いま

した。国際色豊かな青少年の育成や交流人口の拡

大に寄与したことはもちろんのこと、将来のリピ

ーターとして期待されます台湾の高校生に当市の

冬の魅力を知ってもらうよい機会となりました。

当市としましては、今後とも台湾からの教育旅行

を誘致、受け入れることで、来名者の裾野が広が

るよう努めてまいります。

また、カナダカワーサレイクス市リンゼイ及び

ロシアドーリンスク市との交流につきましては、

両市間の教育、文化、産業、経済等の交流、次代

を担う青少年の国際的視野と理解を深め、相互の

友好親善に寄与することなどを目的とし、それぞ

れ名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会及び名寄・

ドーリンスク友好委員会が中心となりまして、リ

ンゼイは４５年、ドーリンスクは２３年の長きに

わたって交流を続けております。浅江島公園内の

リンゼイパークやリンゼイ通、さらにドーリンス

ク通及び友好の広場に象徴されますように、両市

との交流は市民生活に根づいており、これまでに

歴代の両市長を初め多くの両市民が訪問し合うこ

とにより、さまざまな分野における交流、相互理

解を深めてきております。リンゼイにおきまして

は、昭和４８年から高校生による交換学生の相互

派遣を隔年で実施しており、これまでにそれぞれ

４０名にも及ぶ高校生が相互訪問しており、異文

化、日常生活、高校生活など貴重な経験を重ねて

きております。ドーリンスク市については、隔年
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で市民訪問団が相互訪問し、心の通った交流を行

っております。このように両市民との長きにわた

る交流は、多くの名寄市民にとって極めて意義深

いものであり、これからも継続していくことで国

際色豊かな青少年の育成、相互の理解、信頼、さ

らなる友好親善に寄与するという目的を果たして

いくものと考えております。

次に、小項目の５、広報なよろとホームページ

のリニューアルについて申し上げます。広報なよ

ろにつきましては、アンケート調査などを踏まえ、

これまでも写真やイラスト、グラフ、表などをで

きるだけ多く使い、市民にとって見やすく、わか

りやすくなるよう工夫するとともに、より興味を

持っていただけるよう市立大学教員のコラムや市

民サークルの紹介など特集記事の掲載にも取り組

んでいるところであります。また、新年１月号か

らは表紙のデザインのリニューアルも行う予定で

あり、引き続き多くの市民に読んでいただけるよ

うな広報なよろの作成に努めてまいります。

次に、ホームページについてでありますが、わ

かりやすく知りたい情報がすぐに入手できるホー

ムページを目指し、トップページの簡素化や高齢

者や障害者にも利用しやすい環境などリニューア

ル作業を進めております。現在インターネットに

接する機会が多い若手市職員によるワーキンググ

ループを設置しまして、トップページデザインや

サイト改装など情報発信ツールとしてより効果的

になるよう検討してございます。今後は、有識者

など一般市民に試作版を公開し、評価、意見をい

ただくとともに、市職員へのホームページ活用研

修会などを開催しまして、平成２７年４月１日に

一般公開を行う予定でございます。

次に、大項目の３、地方創生への対応について、

小項目の１、我がまちにふさわしい創生のあり方

について申し上げます。我が国におきましては、

世界に先駆けて人口減少、超高齢社会を迎えてお

り、既に多くの地方において若年人口の減少によ

り地域経済の活力が奪われ、人口流出に拍車がか

かる悪循環に陥っております。国におきましては、

人口減少の抑制や東京への一極集中の是正など、

構造的な課題に取り組むため、地方創生担当大臣

を創設したほか、さきの臨時国会におきましては

地方創生の理念等を定めたまち・ひと・しごと創

生法案と活性化に取り組む地方自治体を国が一体

的に支援します地域再生法の一部改正法案の地方

創生関連２法案が可決成立したところであり、人

口の現状と将来の姿を示す長期ビジョンや将来に

わたって活力ある日本社会を実現するための５カ

年計画であります総合戦略の策定など、課題解決

に向けた取り組みを本格化させることとしており

ます。このまち・ひと・しごと創生法においては、

努力規定ではありますが、都道府県や市町村に対

しましても総合戦略の策定を求めております。こ

のことから、本市といたしましてはまず人口や産

業、社会などの現状や将来の動向に関し分析を行

いまして、本市の特性と課題の抽出を行った上で

この分析結果を踏まえるとともに、国や道の総合

戦略を勘案しながら、本市の実情に応じた総合戦

略の策定に努めてまいります。

次に、小項目の２、Ｕターン支援に対する対応

と市内で働く支援について申し上げます。新聞報

道でもされておりますが、地方創生の一環として

都市部から地方へＵターン、Ｉターンなどの移住

を促進するため、地元企業が移住者を雇用した場

合、支払う給与の一部を助成する制度が検討され

ております。この制度は、地方への移住が企業の

給与水準の低さがネックとなっていることから、

助成支援で後押しするもので、あわせて経営ノウ

ハウなどを持つ人材を地方に呼び込むことで地域

活性につながることも期待されています。Ｕター

ン等の移住に対する取り組みにつきましては、北

海道が平成２４年４月からＵ・Ｉターンサポート

デスクとして主にホームページによるＵターン、

Ｉターンに係る求人情報の閲覧、電話やメールに

よる相談窓口を開設しております。また、公共職

業安定所では全国地方都市のハローワークからの
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Ｕターン、Ｉターンに特化した求人情報を集約し、

東京都並びに大阪府にて地方就職支援コーナーと

して全国の地方都市へのＵターン、Ｉターンの求

人情報の提供、職業相談業務を行っています。本

年１０月２５日には、北海道労働局と北海道が連

携し、東京におきまして北海道Ｕ・Ｉターンフェ

アを開催し、道内企業４０社が参加をし、合同企

業説明会を実施しております。

本市の現状としましては、ハローワークなよろ

でもＵターン、Ｉターンに係る求人情報の集約は

行っておりますが、Ｕターンに特化した求人を希

望する企業はないことから、Ｕターン等に係る具

体的な取り組みは実施しておりません。また、道

内の各市町村においてもＵターン希望者等に係る

相談窓口は各市町村の移住、定住に係るワンスト

ップ窓口が担当することとしており、北海道が掲

載しているＵ・Ｉターン就業情報のホームページ

において移住希望先の市町村の移住、定住ワンス

トップ窓口へ相談してもらうようリンクされてお

ります。このことから、本市に相談があった場合

は、ハローワークなよろとも連携をしながら、個

別相談を受けることとしておりますが、具体的な

助成支援については雇用確保の面からも名寄市中

小企業振興条例施行規則見直しの議論の中で検討

していきたいと考えております。

次に、市内で働く新卒者等への支援についてで

ありますが、平成２６年末のハローワークなよろ

管内の新規高校卒業者の地元就職希望者は、かつ

て名寄で働こう奨励補助を支援していたころと比

較しまして、地元志向の学生の比率が多く、また

有効求人倍率も ５倍となっており、求職者数よ

りも求人数が上回っております。ハローワークな

よろとの定期的な懇談の中でも求職希望者が望む

職種、労働条件等がマッチングしない職種へは就

職しない傾向がありまして、かつての就職希望者

の就職に対する考え方が変化してきていると伺っ

ております。また、名寄市立大学卒業生の市内事

業所への就職状況につきましては、平成２３年度

１２名、平成２４年度１１名、平成２５年度７名

という状況であり、市内事業所の大卒採用者数、

賃金等の労働条件がマッチングしていないことと

市外から入学された学生が多数であることから、

地元志向というよりはシビアに労働条件等を就職

動機の優先事項とする傾向がありますことから、

就職者数の増加には至っていないのが現状であり

ます。このようなことからも高校卒と大学卒とで

は現在の求人、求職傾向が異なっておりますので、

ハローワークなよろとも連携を強化し、求人、求

職状況の分析、見通しを行うとともに、他自治体

の取り組み事例等を参考としながら、名寄市中小

企業振興条例施行規則の改正作業の中で検討して

まいります。

次に、小項目３、日本版シティーマネジャー派

遣制度の活用について申し上げます。本制度は、

地方創生に関し市町村における総合戦略の策定や

施策の推進を支援するため、人口５万人以下の市

町村を対象に地方創生の取り組みに強い意欲と能

力を持った若手の国家公務員や大学研究者、民間

人材を幹部職員として原則２年間派遣するもので

あり、全国で１００市町村規模の派遣が予定され

ているものであります。本市におきましては、こ

れまでも旭川開発建設部や北海道から職員を受け

入れ、地域振興施策の推進や国や道との連携の強

化に努めてきているところでありますが、今後本

市が地方創生の取り組みを進める上で専門的な知

識を有する人材の派遣を受けることは非常に大き

な効果があるものと考えておりますことから、本

市といたしましても本制度を活用すべく、内閣官

房に対し関係書類を提出したところであり、今後

内閣官房によるヒアリングや市町村と派遣者との

マッチングを経まして、来年３月には派遣市町村

が公表される予定となっているところであります。

現時点では、本市が派遣市町村となるか否かにつ

いては定かではありませんが、いずれにいたしま

しても本市の資源と特性を生かしながら地方創生

の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、日進地区の振興についてお答えいたします。

まず、小項目１、日進地区再整備基本構想の早

期着手についてお答えいたします。日進地区再整

備基本構想は、本地区が目指すべき望ましい整備

の方向について将来ビジョンを示すことを目的に

各施設所管部及び企画、財政、教育などの庁内関

係部署のほか、同地区の各施設の管理運営に深く

かかわっている名寄振興公社も含め、名寄市日進

地区再整備基本構想庁内等検討委員会において協

議した結果を取りまとめ、その後基本構想という

性格を鑑み、市民や利用者及び市内各団体に御説

明申し上げ、いただいた御意見、御要望に対する

市の考え方及び整備の方向性についてハードとソ

フトに分けて短期、中期、長期と３段階で整理を

いたしました。その中でスキー場の整備につきま

しては、安全、安心な利用環境の確保や集客に関

連する整備については速やかに行うことが必要と

判断し、総合計画のローリングに登載いたしまし

た。また、御意見の中で温浴施設の新設、改修に

対する要望が多かったことを重く受けとめ、厳し

い財政状況を含め総合的に勘案した結果、このた

び温浴施設の新設、改修についても優先的に着手

することが適当と判断し、そのために必要な基礎

的調査を行うための調査費を総合計画ローリング

に登載するとともに、来年度の予算要望をしてい

るところであります。

次に、小項目２、合宿誘致での連泊補助につい

てお答えいたします。合宿誘致の取り組みにつき

ましては、名寄市の恵まれた自然環境や既に整備

されているスポーツ施設などを活用した合宿誘致

を推進するため、名寄市総合計画や名寄市観光振

興計画において合宿の里づくりの推進を位置づけ、

庁内検討会議が主体となり、民間事業者を含む名

寄市観光交流振興協議会の交流事業部会と連携し、

進めております。本年６月からは、財団法人地域

活性化センターの補助事業を活用し、合宿による

交流のまちづくりをテーマとして取り組んでおり

ます。その事業では、合宿アドバイザーとして日

本スポーツツーリズム推進機構の事務局長、中山

哲郎氏を招き、名寄市の現状を視察いただき、意

見交換をさせていただきました。

また、海外からの合宿誘致活動として、２０１

５年３月に開催される世界女子カーリング選手権

札幌大会や２０１７冬季アジア札幌大会に向けて

世界カーリング連盟総会で名寄市のＰＲ資料を冬

季アジア札幌大会事務局を通して配付していただ

きました。１１月８日、９日には、韓国のカーリ

ング女子２チームが合宿を行い、来年１月には全

国各地からの５０人規模でのジュニアカーリング

合宿を開催し、カーリング施設や宿泊施設等に対

するアンケート調査と監督やコーチからの要望等

について調査をする予定となっております。

本年度の事業を通じて、合宿誘致に向けて競技

種目や選手レベル、誘致する時期などターゲット

を絞り込み、また監督やコーチの要望、宿泊や競

技施設などの受け入れ側の状況把握などを行って

まいります。合宿の里づくりを推進していくため

には、宿泊施設を初め関係する民間企業や団体な

どと行政が連携し、それぞれが果たすべき役割を

具体化し、オール名寄で取り組んでいくことが重

要と考えております。今後におきましても合宿誘

致により交流人口の拡大、スポーツなどの振興、

名寄市のＰＲや特産品の情報発信などにつながる

よう関係する企業や団体などと協議を行いながら

推進してまいります。その協議の中で議員から御

提案がありました合宿誘致のための連泊助成制度

につきましても道内自治体の取り組みや利用する

側の要望、宿泊施設で実施しています割引制度な

どの状況を確認し、調査研究をしてまいります。

次に、小項目３のスキー大会等の受け入れにつ

いてでありますが、ピヤシリスキー場におけるア

ルペン競技の大会は現在開催できていない状況に

ございます。全体的なスキー人口が減少する中で、
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ピヤシリスキー場の活性化を図り、合宿誘致や新

たな利用者を増加させるためには、御指摘のよう

にアルペン競技大会の誘致開催に期待が持たれる

ところであります。しかしながら、各種スポーツ

団体に共通する事象でありますが、名寄地方スキ

ー連盟におかれましても競技役員の減少などで大

きな大会等の開催は厳しい状況にあるようでござ

います。今後におきましては、道内各地での大会

運営なども参考とさせていただきながら、関係す

る体育協会やスキー連盟とも御相談させていただ

きたいと考えておりますので、御理解をお願いを

いたします。

続きまして、小項目４、小中学生のスキー、ス

ノーボードの育成についてお答えいたします。名

寄振興公社におきましては、これまでスキー人口

の裾野拡大を目的に幼児のリフト無料化、スキー

こどもの日の実施及びキッズパークの設置といっ

たスキー場に来て雪に親しみ、冬を楽しむという

きっかけづくりを行うなど、利用促進に努めてま

いりました。しかしながら、小学生シーズン券の

販売実績は年々減少しており、少子化やレジャー

の多様化など子供たちのスキー離れは深刻となっ

てございます。公社といたしましては、子供たち

の利用促進を図るためには費用対効果等を総合的

に勘案した結果、シーズン券を値下げするよりも

いかに魅力的で楽しめるゲレンデコースやプログ

ラムづくりが優先と考えておりまして、関係機関

や関係団体と連携して検討していく必要があると

いうふうに考えております。

次に、小項目５、スノーボード客の拡大につい

てお答えいたします。近年スノーボーダーの利用

者はふえてきておりまして、スノーボード教室、

スノーボード大会の開催など地元ボーダーの功績

は大きいと認識しております。そのような中、ス

キー場側としても地元ボーダーとの連携を図りな

がら、有名プロの参加企画による教室、大会、ツ

アー等について実現の可能性を含め検討していき

たいと考えております。また、スノーボード愛好

者の満足度をさらに高めるため、現在設置してお

りますキッカーをさらに増強するためのゲレンデ

の土盛りについて来年度予算で要望をしていると

ころでございます。

次に、小項目６、日進ピヤシリ線についてお答

えいたします。本路線につきましては、以前は４

月から１１月までの夏期は温泉利用者専用の無料

送迎バス、１２月から３月までの冬期は路線バス

として季節運行しておりましたが、沿線施設での

乗降や地域住民の利用が可能となるよう平成２２

年１２月に通年運行の乗り合いバス路線に変更さ

れたものであります。乗車料金につきましては、

この通年化運行と合わせて従前の半額となる往復

４００円に設定し、ピヤシリスキー場やなよろ温

泉サンピラーの利用拡大を図ったところであり、

さらなる割引制度の導入につきましては他の公共

施設利用者との公平性確保の観点も含めて課題が

あるものと考えております。一方で、名寄振興公

社におきましては夏期に日進ピヤシリ線を利用し

て温泉に来られた方に対して、その利用回数に応

じて温泉無料券や回数券を受けられる特典を設け

るなど利用拡大に努めているところでもあり、今

後も振興公社とバス事業者との連携した取り組み

などを支援してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず、１番目の部分ですけれども、職員の派遣

につきましては説明をいただきまして、これにつ

いては理解をさせていただきたいなというふうに

思います。

この中で交流事業について答弁をいただきまし

たけれども、それぞれの成果等についてお話をい

ただきました。台湾につきましては、これは新し

い交流事業でありますけれども、教育ですとか経

済の活性化を目指したいという明確な意思が見受
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けられます。それにカナダにつきましては、交換

学生というふうな、教育分野について、これもや

っぱり地元の学生等についてもとてもいい経験に

なるのかなというふうに思っております。その中

でドーリンスクとの交流の中で２３年間続いてき

て、さまざまな交流を行ったという答弁をいただ

いたのですけれども、この部分の将来像が若干見

えづらいのかなと。例えば経済効果に将来結びつ

けていこうとするのか、教育に結びつけていこう

とするのか、人的な交流だけの交流を続けていこ

うとされるのか、ここら辺の将来像が少し見えづ

らいなというふうに思いますので、ここら辺の部

分について考えがあればお知らせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ドーリンスクと

の交流の関係についてでありますけれども、先ほ

ど答弁で申し上げましたとおり２３年という長い

歴史の中でこの間交流が取り組まれてきたという

ふうに伺っております｡ことしもドーリンスク市の

１３０周年ということで、市の友好委員会を中心

に参加をさせていただきまして、市民との交流を

含めてしてきたところであります。ロシアという

お国柄もありまして、なかなか交流がしづらいと

いいますか、きょうも意見書の中で航路の部分の

意見書が出されておりますけれども、そういった

ところで経済交流も当然進めていきたいところで

はあるのですが、航路の問題や関税ですとか、そ

ういった部分の問題、非常にクリアするハードル

が高いというようなこともございまして、私ども

としては基本的には市内の業者さんも含めてそう

いった部分の取り組みについてはお知らせをしな

がら取り組みを進めてきているわけでありますけ

れども、今後の状況も厳しいような状況もござい

ますけれども、ぜひそういった部分、できるとこ

ろから進めてまいりたいというふうに考えており

ますし、ドーリンスク市との間においてもそんな

大きな取引といいますか、そういう行為にはなら

ないかもしれませんが、そういった部分の可能性

含めて今検討させていただいているところであり

ますので、市民同士の交流とあわせてそういった

部分の交流についても今後検討といいますか、進

めてまいりたいなというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） ドーリンスク、そし

てカワーサレイクスともに予算金額でいうと５０

万円の予算で民間の皆さんにやっていただいてお

りまして、これは大きな金額ではないのかなとい

うふうには思いますけれども、それぞれ事業をや

っていく段階では、やっぱり職員の皆さんがそこ

に張りついて活動していかなくてはいけないとい

うことになっておりますよね。その成果がどうな

のかということってやっぱり検証していくべきな

のかなというふうに思っておりますので、トータ

ルとして市役所の職員の皆さんが働いていただく

時間だとか、そういうことも含めて、トータルで

どういう効果を生み出していけるのかということ

を少し厳しく将来像を見据えて、だからカワーサ

レイクスでもこのままでいいのかどうなのか、あ

るいは人をふやしたらいいのか、期間を短くした

ほうがいいのか、長くしたほうがいいのかだとか、

そういった子供たちにどういう形が最もよい経験

になるのかなとか、そういうことを検証するだと

か、そういうことも今後ちょっとやっていただき

たいなというふうに思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

あわせて、そういった部分のところを例えばア

ウトソーシングができないのかなというふうに思

っているのです。その部分を少しお金をつけて観

光協会のほうにお願いをして、そちらのほうで優

先的に作業を進めてもらうだとか、そういった形

で少し身軽にされてはいかがなのかなというふう

に思いますけれども、そこら辺の考え方について

お知らせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今御指摘いただ
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きましたように、ドーリンスク、リンゼイとも市

民委員会という組織がございまして、そういった

中で取り組みということでこの間進めさせていた

だいております。委員会の皆さんとも相談をさせ

ていただきながら、今後の部分については今後の

検討課題ということで、よろしくお願いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 中身については、そ

の委員会の皆さんと相談されて結構なのかなとい

うふうに思いますけれども、事業を進めていくと

ころがやっぱり市役所で全部やっていかなくては

いけないのかどうなのか、そこら辺の検討もして

いただければなというふうに思うのですけれども、

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） アウトソーシン

グということで、当然そういった受け皿となるの

は観光協会なり、そういった団体になるというふ

うに思いますけれども、そちらのほうとの組織と

して受け入れられるかどうなのかという状況もあ

るというふうに思っておりますし、そこら辺は関

係団体も含めて市の内部でも協議をしながら、今

後検討していきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） よろしくお願いした

いというふうに思います。

質問をかえさせていただきたいと思います。日

進地区について答弁をいただきました。調査費を

つけて、これは以前にもお答えをいただいた部分

はあったのですけれども、この調査費というのは

温浴施設に対する調査費だったのか、これ全体に

対する調査費だったのか、もう一度ちょっとお知

らせをいただきたいというふうに思うのと現段階

でスケジュール、温浴施設に着工するスケジュー

ルあるいは完成するスケジュールだとかについて

ありましたらお知らせいただきたいのと将来構想

の中の温浴施設の部分を見ると、やるというとこ

ろに３年というところに丸がついているわけなの

ですけれども、具体的なプランとしてやはりやる

のだったら集客がきちっと見込めるようなプラン

を立てなくてはいけない。そういった中で現場の

振興公社とはどういうふうな話し合いになってい

るのかだとか、そこら辺についてもお知らせをい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 調査費の関係に

つきましては、基本的には温浴施設と宿泊施設も

含めて、ちょこっと前の段階、まだ前の段階なの

ですけれども、どういったターゲットを絞って、

どんな施設にしていくのかというところも含めて

調査をしていくということで考えております。そ

の上で今後のスケジュールということでいけば、

調査をした上で、その調査結果を見させていただ

いて、どの時期にやるという判断は今後の財源の

部分もありますし、総合計画のローリングの関係

もありますし、そういった中でスケジュールとい

うのをその後に決めていくような流れになってい

くのかなというふうに考えております。

それと、振興公社との協議の部分でありますけ

れども、当然この日進の整備構想を策定する段階

において公社のほうにも入っていただきまして、

御意見をいただきながらこの内容を策定してきた

わけでありますので、そちらの部分についても実

際に現場で見ている方々の御意見をいただきなが

ら、その施設内容についても検討してきたという

ふうな中身でありますので、御理解をいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 理解をさせていただ

きたいというふうに思います。温浴施設について

は、極力早目に決断をしていただいて、着手して

いただきたいなというふうに思います。多分それ

か集客に対しても効果を得て、経営改善にもつな

がるのではないかというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。
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それと、構想全体を見てみますと、やはりかな

り大きな構想になっておりまして、本当にさまざ

まなことが織り込んでおられます。このことを多

分営業戦略室として担当されて事業を進めていか

れるのだと思いますけれども、これを進めるため

の担当者というのを、これはこの場合これぐらい

大きい計画であれば担当者をしっかり決めて、そ

の人に優先的にこの仕事をやっていただくだとか、

そういうふうなことがなかったら、なかなか後々

になってしまったりだとかということも懸念され

ますので、そこら辺の進め方、それと人事だとか

についての考えがありましたらお知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） この構想の取り

扱いということで、営業戦略室の中での担当とい

う部分でありますけれども、構想策定に当たって

は基本的には主な担当者を設定をしてこの間取り

組んできたわけであります。今回は構想というこ

とで、あくまでも将来的なこういう考え方で進め

ていきたいという中身でありますので、実際に今

後これを具体的に実施計画というのでしょうか、

そういった部分に進めるに当たっては、当然担当

者を配置をしながら、関係部署と連携をとりなが

ら対応していくというのはありますので、人事の

部分は私ではどうしてもできない部分だと思いま

すけれども、そういった中身で進めていくという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） そうですよね。固有

名詞を言ってほしいだとか、そういうことではな

くて、しっかりとこの人が担当者なのだというこ

とがわかるようなセクションを与える。職員の人

は、名前を与えるということが責任感を持ってこ

の計画を進めていただくということにもつながる

のかなと思いますので、そこら辺の配慮を求めて

おきたいなというふうに思っております。

合宿誘致につきましては、やはり金額的なもの

がネックになっているというのもあるのかなとい

うふうに思います。ですから、近隣のまちに宿泊

をして名寄で練習をするだとかというお話も聞い

ております。それと、現在は名寄市内の宿泊施設

は作業に当たる方がお泊まりになっているという

ことで、比較的いいのだという話は聞いておりま

すけれども、これもやがては工事がなくなればな

くなるというお客様でいらっしゃいますので、そ

の時点を見据えて今から少しずつやっていかなく

てはいけないのかなというふうに思っております。

そこら辺について、他の自治体の調査もしていた

だくというふうなお答えもありましたけれども、

ここら辺の体制強化について、やっぱり新しいホ

テルもせっかく１つできましたし、名寄市として

全体としてのそういう体制も整ったのかなという

ふうに思うので、少し一歩進められる環境になっ

たのかなという感じもするのですけれども、これ

からもう一歩進むためにどのようなお考えをお持

ちか、ちょっとお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 合宿の関係につ

きましては、先ほど補助事業を活用して取り組み

を進めているというようなことも答弁させていた

だきましたけれども、基本的には今庁内の合宿誘

致の検討委員会というものを立ち上げられていま

すので、その中で補助事業についても取り組みを

進めさせていただいているという状況でありまし

て、そこで調査も含めて今後他自治体の事例も参

考にしながら、そういった部分が可能であるのか

どうなのかというところは市内のそういった宿泊

業者さんとの相談も含めてしていくというふうに

なるというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。

小学生、中学生のスキー、スノーボードの利用

ということで、コースやプログラムの工夫を行っ

て利用促進を図りたいというお答えをいただきま
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した。幼児の場合はただで利用できる。これにつ

いては、多分お父さん、お母さんも来て、ひょっ

としたらお食事をしていただいたりだとかという

効果もあるのかなというふうに思います。小学生

になるとただからいきなり２万円というのは、少

し落差が大き過ぎるのかなというふうにも思って

おりまして、ですから例えば段階的に小学校の低

学年はこれだけにしますよだとか、そういう形に

しながら利用促進を図る。あるいは、スキーをす

るというのは非常にお金がかかるわけですから、

風連でやっているようなスキーのリサイクルだと

か、そういうこともちょっと推進しながら、名寄

の地ですからなるべくお金をかけないで子供たち

にスキーだとかスノーボードをしっかりと経験を

してもらうというふうなことを少し総合的に考え

て、これはやっぱり子供たちの学術的観点という

お話しさせていただきました。全くそのとおりか

なと思って、それとやっぱり将来のスキー人口の

増加、これ両方に影響してくると思いますので、

もう一度答弁をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 議員言われるよ

うに、いきなりお金がかかるというようなことで、

当然親御さんの負担もそれなりにふえてくるとい

うこともあります。いただきました御意見であり

ますけれども、今シーズンは料金設定もう決まっ

ておりますので、次年度に向けてスキー人口の裾

野拡大ということを目的にいろいろ取り組んでお

りますので、いただいた御意見、来年度に向けて

の検討材料とさせていただきたいというふうに思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） スノーボードについ

てもいろいろいい選手がいますので、連携をしな

がらしっかりやっていただきたいなというふうに

思っております。

それと、バスの定期券についてなのですけれど

も、他との整合がなかなかとれないのだというふ

うなお答えをいただきました。その部分について

は、市内循環バスはどうなのだとか、確かにその

とおりかなというふうには思いますけれども、本

当は高齢者の皆さん温泉が近くにあればいいので

すよね。だけれども、近くにないものだから遠く

に行かなくてはいけない。これは、福祉の観点か

らどうなのかなと。障害者の皆さんは半額になる

のかなというふうに思いますけれども、そういっ

た部分、障害者の皆さんと同じような扱いという

のはどうなのかなというふうに思いますけれども、

そこら辺についてもちょっと検討していただけれ

ばありがたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ピヤシリ線について

は、先ほど経過等についても説明をさせていただ

いたということであります。実はこの運賃、従前

も片道４００円ということで、半分程度の金額で

説明させていただきましたけれども、現状一概に

は言えませんけれども、ちょっと乱暴な言い方か

もしれない。ほかの郊外路線との比較をしてみて

もやはりここについては４００円程度かかるのだ

ろうなというふうに試算もしているところであり

ます。そういった意味からいくと、既に片道２０

０円ということでありますので、一定程度そうい

った誘導策というのでしょうか、過去の経過も踏

まえて優遇はしているという部分がありますので、

現状での対応についてぜひ御理解をいただければ

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） この部分については、

確かに計算上まことにそのとおりだと思うのです

けれども、地域の皆さんの要望は非常に強いと思

いますので、今後再度検討できる場所があればし

ていただければありがたいなというふうに思って

おります。

地方創生についてお伺いをしたいというふうに

思います。基本計画の策定をして提出をするのだ

というふうにお答えをいただきまして、これは本
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当によかったというふうに思っております。これ

が採択されるかどうかは、またこれから面接だと

か、いろいろ段階を経てやっていくことになると

いうふうに思いますけれども、この中でちょっと

可能性が高いなと思うのは、やっぱり大学の振興

というのは名寄の中では非常に効果的なのかなと

思いますけれども、今後面接だとかこれからの進

め方の戦略みたいなものがありましたらお知らせ

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地方創生の関係であ

りますけれども、まず総合戦略については地域の

計画ということで策定をしていきたいと思ってい

ます。今経済対策と並んで少しずつ地方創生の支

援策が見えてきているところで、その支援につい

ては総合戦略に基づいて支援をされるということ

でありますので、ここはぜひ地域のこれからの方

向性を踏まえた総合戦略を策定して、これは申請

をしていきたいと考えています。

それと、議員が言われた部分については、国か

らの人材派遣という部分であります。これは、シ

ティーマネジャーと言われるもので、先ほど申し

上げたように全国で１００カ所程度派遣がされる

だろうということになっております。内訳的には、

省庁からは２５名程度と。残りについては、大学

ですとか関連の深い民間の方を派遣いただけると

いう形になっておりまして、先ほど申し上げたよ

うに地方創生を進める上で非常に有効な手段だと

思っておりますので、名寄市としてもここは積極

的に活用してまいりたいというふうに考えており

ます。これについては、地方創生については頑張

る地域が支援されるということでありますし、頑

張るというのは地方の魅力をしっかりと伝えるこ

とだというふうに考えておりますので、関係省庁、

さらには面接等もありますので、実際に面接して

来ていただける予定の方についてもそこをしっか

りと、これ市長の面談というところもあるようで

ございますので、市長のほうからも熱く語ってい

ただいて、ぜひ来ていただけるように最善の努力

を尽くしていきたいと思っておりますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０１分

再開 午前１１時０２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

農業問題にかかわって外１件を、川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

１つ目に、農業問題にかかわってお伺いをいた

します。安全な食料は日本の大地からを願い、Ｔ

ＰＰ反対などの協働が広がっているところであり

ます。農業を大切にする農政の実現は、消費者で

ある私たちにとっても重要な課題であります。１

１月２０日には、名寄市農業委員会から建議書が

提出されているところです。加藤市長の所信表明

において、生産面積日本一のモチ米を初め、豊か

な農業生産基盤を有している名寄市、基幹産業は

農業であり、農業の活性化が重要だと考えている

と述べられ、関連機関と連携し、名寄らしい農業、

農村を見据え、特色を生かした担い手育成支援対

策を推進すると述べています。

そこで、本市の農業の活性化等に対するお考え

を伺います。まず、米価下落等への対策について

伺います。モチ米は、ほぼ例年どおりと言われて

いますが、今年度ウルチ米については下落傾向に

あります。四十数年前の米価に逆戻りしていると

いいます。安倍政権は、米価は市場で決まるもの

として暴落を野放し状態です。セーフティーネッ

トの目玉としてナラシ対策と言っていますが、収

入減少影響緩和としてのナラシ対策は面積要件が

あり、面積ベースでの加入率は４１％、しかも補

填水準は下落分の３ ５％にしかならないといい

ます。 ０００円の下落で７５０円程度の水準で
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す。過剰米の市場隔離など政府の責任で米の需給

安定を図る、また米直接支払交付金の半減措置を

撤回し、農家の経営安定対策をとること、そして

再生産可能な価格保証と所得補償が強く求められ

るところです。名寄市の米価下落等に対する対策

をお知らせください。

次に、農政改革に関して伺います。農業委員会、

農業生産法人、農協の制度見直しが進められてい

ます。これらの制度は、家族農業を基本とする戦

後農政の中心に据えられてきた制度です｡改革案は、

それらを実質的に解体し、戦後の農政を根本から

覆す内容となっています。農業と農村のあり方に

深刻な影響を及ぼし、食料の安定供給や国土、環

境の保全という国民的課題の達成に逆行する方向

と言わなければなりません。農民の代表機関、農

民議会という性格を持つ農業委員会の実質的な解

体を意味する見直しがされようとしています。公

選制をなくし、市町村長による任命制へ、行政へ

の建議等は法令業務から削除するとしています。

農業者の権利や営農を脅かす重大な問題です。こ

としは、国連が指定した国際家族農業年、大規模

な企業的農業が環境を破壊し、飢餓を広げている

と批判し、中小農家の役割を重視するよう訴えて

います。名寄市のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

次に、ＴＰＰに関してであります。情報公開も

なく、秘密裏に進められているＴＰＰ交渉ですが、

地球規模の環境の変化で食料はいつでも輸入でき

る状況にない中で、当初から食料自給率の低下が

言われていたところであります。農業、農村を破

壊し、食の安全や医療を脅かすＴＰＰからの撤退

を強く求めるものですが、改めてお考えをお伺い

したいと思います。

あわせて、農業委員会が１１月２０日、提出さ

れました建議にかかわってお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。農業経営所得安定対策制度

等に関し、制度の強行に生産現場の混乱と水田農

家の所得減少を招き、農家のみならず地域経済に

深刻な打撃を与えることとなると述べていますが、

地域経済への影響についてのお考えをお聞かせく

ださい。

２つに、農業委員会、農業生産法人、農協の制

度見直しを進める農政改革についてお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

３つに、食料自給率の向上に対するお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

最後に、ことしは国連が指定した国際家族農業

年です。家族農業に対するお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

大項目２点目、国民健康保険税にかかわって伺

います。憲法２５条に沿った社会保障としての国

民皆保険制度として国民健康保険があります。低

所得、無収入の人も加入が前提です。加藤市長は、

市民誰でもどこにいても適切な医療を受けること

ができる医療提供体制の充実強化を図るとともに、

高齢者や障害者に優しいまちづくりを目指すと所

信表明で述べられております。

そこで、国民健康保険税にかかわって、１つ目、

減免制度について伺います。法定軽減があります。

本年度は５００億円が投入され、法定軽減が拡大

されましたが、平成２５年度決算で見ると該当世

帯が加入世帯の５ ２％になっています。低所得

者層が多いことをあらわしているのではないでし

ょうか。そこで、国保法第４４条にある医療費窓

口負担の一部減免である一部負担金の減免、また

国保法第７７条にある保険税減免、これらの対応

についてお知らせをいただきたいと思います。あ

わせて、滞納者への対応についてもお知らせくだ

さい。

２つ目に、都道府県単位化についてお伺いしま

す。分賦金採用で当面市町村単位の保険税率を維

持する案となっています。各市町村に対して１年

間に集めるべき保険税総額を提示し、１００％完

納が求められるとしています。これは、１０月２

９日の医療保険部会で大筋一致されているところ

です。こういったことに対して都道府県単位化で
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さらなる負担増につながるのではないかとの不安

があります。改めて市のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

次に、負担軽減について伺います。国庫負担率

の低下による負担増が重くのしかかっています。

国への国庫負担率の増を強く求めること、保険事

業の充実で医療費の圧縮をすることが望まれてい

るところであります。負担軽減に対するお考えを

お知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問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（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 川村議員からは、大

項目で２件について御質問をいただいております。

大項目１は私から、建議書については農業委員会

会長から、大項目２は市民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。

大項目１、農業問題にかかわって、小項目の１

点目の米価下落等への対応について申し上げます。

農林水産省が１０月１５日現在で公表しました平

成２６年産の作況指数は、全国で１０１、北海道

で１０７、上川で１０８となりました。モチ米に

つきましては、九州の不作により価格は安定して

おりますが、ウルチ米におきましては全国的な豊

作から価格が低迷している状況です。国は、米価

低迷緊急対策として収入減少緩和対策を前倒しし

ての資金対策を行い、稲作農家の農林漁業セーフ

ティーネット資金の円滑融資と平成２６年産米の

生産者向けの農林漁業セーフティーネット資金の

貸し付けの当初１年間の実質無利子化を行うほか、

収入減少緩和対策の運用改善策として青死米の大

量発生に対応するため、交付金算定に使う収量は

国と都道府県が協議、調整する等の対策を打ち出

しているところです。また、生産出荷団体に概算

金の早期追加の支払いを要請し、売り急ぎ防止の

ため米穀機構の資金を活用した保管料支援を検討

しているところです。名寄市では、これらの施策

の有効活用を含め、ＪＡ道北なよろとも協議しな

がら対策を行ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、農政改革に関して申し上げま

す。国は、平成２６年度において新たな農業、農

村政策として農地中間管理機構の創設、水田フル

活用と米政策及び経営所得安定対策の見直し、日

本型直接支払制度の創設を行い、創意工夫に富ん

だ農業経営者がチャレンジできる環境の整備と地

域一体となって農業、農村の多面的機能を維持、

発揮し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立

し、強い農林水産業をつくり上げることとして改

革を進めているところです。現在は、平成２５年

末の農林水産業・地域の活力創造本部で決定され

た農林水産業・地域の活力創造プランにおいて示

された基本的方向を踏まえ、食料・農業・農村政

策審議会による食料・農業・農村基本計画の見直

し作業が行われており、今後５年間の推進施策が

平成２７年３月をめどに答申がされ、閣議決定に

向けて作業が進められており、農政の転換期を迎

えていると受けとめております。名寄市において

もこれらの状況を踏まえ、地域の特色と財産を生

かした持続可能な農業を目指して検討していく必

要があることから、農業・農村振興計画の次期対

策に向けて検討委員会を設置して生産者の意見集

約や調査を平成２７年度において議論を行ってま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

小項目３、ＴＰＰ、環太平洋経済連携協定交渉

に関してを申し上げます。環太平洋経済連携協定

については、本年４月に日米首脳会談、１１月に

は交渉参加１２カ国による首脳会合が行われ、早

期妥結に向けて確認がされるなど、各国政府、業

界団体の動きも活発化してきています。交渉内容

は詳細に開示されていない状況ではありますが、

今後の展開によっては本市農業に大きな影響を及

ぼすため、注目しているところです。市議会でも

反対決議や意見書が採択され、関係団体で連携開

催した市民集会でも多くの反対の声が上げられて
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きました。名寄市としては、これまで同様に反対

の姿勢を貫き、基幹産業である農業と市内の経済

を守るためにも北海道やＪＡ等の各種機関、団体

と連携した活動を展開してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 柴崎農業委員会会長。

〇農業委員会会長（柴崎富雄君） 農政改革に関

しての御質問のうち、建議に関するものについて

私から答弁させていただきます。

去る１１月２０日に市長に対して６項目の事項

について建議させていただきました。この建議書

は、農業委員会等に関する法律に基づいて毎年予

算編成時期に合わせて実施しているものです。

御質問のありました１点目の農業経営所得安定

対策についてですが、政府は昭和４５年以降米の

生産調整を実施してきましたが、米の直接支払交

付金は平成２６年から半減し、平成３０年に廃止、

また米価変動補填交付金は平成２６年度に廃止と

しました。米価暴落となった場合、安定供給がで

きなくなるばかりでなく、水田農家の所得の減少

を招き、ひいては本市のような農業が主産業の地

域では地域全体に大きな影響を受けるものと考え

ます。

２点目の農政改革についてですが、改革の意図

がどこにあるかを考えなければなりません。農業

委員会、農業者が大切に耕作してきた農地を扱う

ことは役割の一つです。その取り組みの根源とな

るのが地域からの信頼であり、農業委員が地域を

守り、発展させるという自信と誇りです。公共性

が高く、農業者の財産でもある農地について、地

域から選ばれた代表であり、地域の信任を得た農

業委員だからこそ円滑に権利移転にかかわること

が可能と考えます。こうした代表制を担保するた

めに公平性、公正性、透明性が確保された手続等

が不可欠であり、公選制が基本であると考えます。

今後経営者の高齢化と担い手不足が深刻な状況と

なる中で、現場に適さない拙速な改革は過疎を早

め、集落の崩壊につながりかねません。こうした

ことから、地域農業の振興を一層図るとともに、

農地法等の許認可業務の公平性、公正性、透明性

をさらに高めるために、選任委員制度の見直しを

図り、地域の農業者のみならず、消費者の食育の

専門家など幅広い層から参画する仕組みの検討も

必要と考えます。さらに、男女共同参画社会の実

現を進めていく観点から、女性の参画を促進する

女性枠の創設も必要と考えています。

３点目の食料自給率の向上に対する考えですが、

我が国の食料自給率は２５年度カロリーベースで

３９％、穀物ベースで２８％と先進国で最低の水

準となっています。近年の異常気象が及ぼす収量

の減少、世界的な人口増加、食料安全保障等将来

を見ると大変厳しいものがあります。世界人口は

現在７０億人で、５０年後には９０億人を超える

と言われております。我が国のフードマイレージ

は ２００億トンキロメーターに達し、韓国の

１２７億トンキロメーターと比較してもいかに輸

入に依存しているかが明らかです。本年は、食料

・農業・農村基本計画見直しの年であり、政府は

現在平成３２年に食料自給率を５０％とする目標

を掲げております。これを食料自給力に重きを置

く考えも提言していますが、食料自給率の向上は

喫緊の課題だと認識しています。

４点目の家族農業に対する考えですが、全世界

の７割以上が１ヘクタール以下の小規模家族農業

を営んでいます。家族農業こそが持続可能な食料

生産や食料安全保障、貧困の根絶に貢献できるも

のと考えます。ＴＰＰに代表される自由化の流れ

の中で、我が国の農業が向かう方向が巨大な集約

化農業であるならば強い危惧を覚えるものです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、国民健康保険税について答弁をさせていただ

きます。

国民健康保険制度は、国民皆保険制度の中核と

して市民の健康を守る大切なセーフティーネット
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であります。病気やけがなど万一に備えてお互い

が支え合う仕組みになっておりますが、一方で国

民健康保険では低所得の方が多い、医療費のかか

る高齢の方が多いなど構造的に財政が厳しいこと

から、制度として保険税軽減制度が設けられてお

ります。前年の所得に応じて均等割、平等割の部

分、いわゆる応益割を軽減するもので、７割、５

割、２割の３段階になっております。今年度の税

制改正で５割、２割の軽減対象基準が拡大されま

して、軽減の対象となる世帯割合が前年度の５５

％から今年度は６２％まで軽減対象世帯が増加し

ているところです。そのほか減免制度でいえば医

療機関窓口での一部負担金の減免制度がございま

して、こちらは平成２３年に要領を整備して実施

しているものでございますが、過去平成２３年に

２件の適用事例がございます。それと、もう一点、

法７７条に基づく減免でございますけれども、こ

ちらのほうは平成２５年に１件の適用事例がござ

います。

制度としての減免制度がある一方で、未納とな

った保険税等の状況についてお知らせをいたしま

す。本年５月末での平成２５年度までの市税、国

民健康保険税、介護保険料などの公債権の滞納者

数及び金額は、８２０名、１億 ２００万円とな

っております。これは、前年に比べて人数で１８

０人の減少、金額にすると １００万円の減少と

なっております。また、滞納者に対する処分の実

績では、動産、不動産の差し押さえが２８件、債

権の差し押さえでは国、道税還付金で１６３件、

３６０万円、預貯金、給料等の差し押さえで２４

３件、 １６０万円となっております。

なお、動産、不動産の公売では２５件、３９０

万円を換価してございます。

２点目は、国民健康保険制度の都道府県単位化

について答弁をさせていただきます。平成２２年

に始まった国民健康保険制度の広域化議論であり

ますが、現在来年の通常国会の提出を目指し、国

の国保基盤強化協議会等において必要な法案の整

備が検討されておりまして、平成２９年度末まで

に都道府県単位となる広域化を進めるという現状

では、北海道が主体となって市町村連携会議が設

置され、意見、要望を集約しているところでござ

います。都道府県単位化に当たって懸念される事

項として、一番には保険税がどうなるのかであり

まして、続いて保険者がかわることで住民サービ

スの低下につながらないのか、そして市民の声が

届かなくなることはないのかなどいろいろとござ

いますけれども、名寄市としましても国民健康保

険制度の運営が厳しい現状にあり、一保険者だけ

では対応できない構造的な弱点があるとの認識か

ら、財政基盤の強化、安定を図るためには大きな

受け皿である都道府県単位化が望ましいと考えて

いるところでございます。

次に、負担軽減について答弁をさせていただき

ます。国民健康保険制度は、１つには低所得の加

入者が多い、年齢構成が高いことで医療費水準が

高い、所得に占める保険税が重いといった財政上

の構造的な問題を抱えておりまして、名寄市国民

健康保険におきましても加入者の６割が６０歳以

上、所得１００万円に満たない世帯が６割を占め

ているという厳しい現状であります。これら厳し

い現状を乗り切るための名寄市としての取り組み

の柱になるのは、国民健康保険税の適正賦課と収

納率向上対策、医療費適正化に向けた対策、健康

増進、健康づくりに向けた対策となります。とり

わけ国民健康保険事業を適切かつ安定的に運営す

るためには、歳出の７割を占める保険給付費の適

正化が欠かせません。国民健康保険制度の運営を

圧迫している一番の理由が医療費の増加だからで

ありますが、受診開始年齢を３０歳に引き下げて

いる特定健診、特定保健指導、人間ドックなどの

保健事業を推進し、加入者の健康増進、ひいては

国保財政の安定化につながればと考えております。

このほかにもレセプト点検の強化による重複、頻

回の受診チェックと適正化、さらにわかりやすい

例でいえばジェネリック医薬品の利用促進がござ
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いまして、ジェネリック医薬品の差額通知を平成

２６年５月に実施をいたしました。対象者は９２

５人で、うち２０４名の方が変更していただきま

して、そのことで財政効果は月額にして約４９万

円となりました。今年度中に２回目を実施する予

定でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。

まず最初に、きょうお忙しいところ農業委員会

の柴崎会長、ありがとうございます。御答弁いた

だきました。私は、このような農業改革案が農業

団体の皆さんや、また現場の意見をほとんど聞か

ずに規制改革会議の中で財界側の委員の主張をそ

のまま取り込んで拙速に出されているということ

が重大な問題だと思っています。こういったこと

に対して会長、どのようにお考えかをお聞かせを

いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 柴崎農業委員会会長。

〇農業委員会会長（柴崎富雄君） 今の御質問等

にお答えいたします。

当農業委員会としてもこのことに関しては、現

場の状況というのが十分に把握されていないと。

あるいは、農業者の代表が規制改革会議の中に入

っておらないというようなことで、大変そのこと

は危惧しているところでございます。このことに

関しては、全国の農業会議所あるいは都道府県の

北海道農業会議所と十分に詰めた内容になってご

ざいまして、みずからの改革案というものをお示

しして、次期通常国会までにそのことをお示しし

て、現場の状況あるいは意見というものを要請し

た中で持っていきたいというようなことでござい

まして、このことはもう皆さん地元の単組の農業

委員会見ましても本当に大変なことだなと。やは

り現場の状況を十分に把握しない中での改革とい

うようなことで、一番危惧している内容でござい

まして、このことに対しては粘り強く国に申し上

げていくということに運動をしているところでご

ざいます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

粘り強くということでした。私たちも消費者とし

て、やっぱり食の安全というところら辺では本当

に一緒に粘り強く訴えていきたいというふうに思

っています。私は、この背景には企業が世界で一

番活躍しやすい国づくりを今公言している、その

障害となる制度を岩盤と見立てて、これをドリル

で穴をあけるのだというふうにおっしゃっている

安倍首相の大方針があるのかなというふうに思っ

て、この制度を岩盤と見立てているところに強い

怒りを感じているところであります。農家の皆さ

んや関係者の皆さんの願いよりも財界の利益を露

骨に代弁しているなというふうに思っていますし、

また先ほど御答弁いただいた中での巨大な集約農

業に向かうならばというお話がありました。同じ

思いで危惧を感じているところでありますし、反

対の思いを強くしていきたいと、このように思っ

ているところです。ありがとうございます。

続きまして、農業問題にかかわって御答弁をい

ただきましたが、先ほども言いました収入減少影

響緩和ということで、ナラシ対策ということなの

ですが、緊急で対策しているのですが、ただ米の

価格が下がった場合に補填するということなので

すけれども、掛金が高くて加入者が農家の１割に

も満たないというふうな、先ほど面積ベースのお

話ししましたけれども、そんなふうな全国的なデ

ータがあるのですけれども、名寄市においてはど

ういった状況になっているのかお伺いできればと

思いますが、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ナラシ対策の名寄市

の状況ということだと思いますけれども、基本的

にナラシ対策の加入者ということでは今資料を持

参してございませんけれども、畑作物の直接支払
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い等においては３１７件ということでございます

ので、それは麦、ソバ等においてそういった加入

がされているということで、現在では３億 ９０

０万円ということで、そういった対象になってご

ざいますので、そういった中ではこういった方々

が全てそういった部分に加入をされているという

ふうにはちょっと認識をしておりますので、その

ようなことでよろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ことしの米価下落の影

響で試算したのがあります。北海道全体で影響額

が大体 ０００円の下落で約１５０億円、直接支

払いが半額になったということで７５億円、合わ

せて２２５億円以上の減収になるというような試

算がされているのがあります。先ほども地域の経

済の低迷にもつながるという話もありましたけれ

ども、そういった部分で関係機関と協議しながら

対策を考えていくということでしたが、この部分

について改めてお考えをお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 名寄の米の状況をち

ょっと説明させていただきたいと思うのですけれ

ども、まず名寄市におきましては加工用米も含め

て ４５０ヘクタール程度が作付されております。

そのうちモチ米が ０６２ヘクタール、ウルチ米

が３９０ヘクタールという状況です。戸数なので

すけれども、モチの方が３２６戸でウルチが４６

戸という状況でございます。ウルチの中でも特栽

米という形で制度をとられて、直接生産者の皆さ

んと取引をされている方が、この中の大体３分の

１ぐらいの方が面積も含めてそういった状況でご

ざいます。それで、先ほど議員がことし米の直接

支払いが半分になったということで、確かに米の

直接支払いについては名寄市も昨年度の約半額程

度になってございますけれども、ただ道の道枠で

加工用米ではございますけれども、３万円なりが

支援されていまして、さらに国から２万円という

ことでございますので、５万円ということになり

ます。そういったことを考えますと、経営所得安

定対策の交付金でいきまして１４億 ５００万円

ということで、昨年が１４億 １００万円という

ことなので、交付金自体は名寄市内に全般にそう

いう部分のお金は来ているという、支援させてい

ただいているということでございますので、必ず

しも、ことしの場合は米の直接支払いが半額にな

ったからという部分では、影響はないとは私は申

しませんけれども、ちょっと少ないのかなという

ことを申し上げさせていただきます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） いろいろな支援がされ

ているのですけれども、ただ現在農家されている

方々のお話を聞きますと、やっぱり不安の声が出

されているところです。要するに直接支払交付金

の半減だとか、それから生産調整が４年後には廃

止するといったことに対しての不安の声も聞かれ

ています。何とか息子に後を継がせたいと思いな

がらもこのままでは全く先が見えなくて、後継者

に引き継げないと、こんな声も聞かれているとこ

ろです。再生産可能な価格が保証されることが一

番なのだがというような農家の方々の声がありま

すが、この声に対してどのようにお考えでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私ども確かにことし

のひょっとしたら１万円を切るのではないかとい

うウルチ米の状況については、非常に危惧を持っ

てございます。ただ、先日もＪＡの青年部とお話

しする機会がありまして、その中でもちょっとあ

りましたけれども、今若い方は非常に元気をお持

ちで、希望もお持ちで、それぞれ創意工夫した取

り組みをされてございます。例えば今までの米の

部分についても直接田んぼに作付するとか、そう

いった工夫なんかもあったり、さらにいろんな作

物もバラエティーに富んでいただいて、そういっ
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た方々が本当に多いというふうに思ってございま

す。その中でも、そうはいっても名寄市の状況と

しては毎年Ｉターン、Ｕターンで入ってくる方も

１０名程度はいらっしゃいますけれども、それを

１０年後の農地を守るまでの部分ではないという

ふうに思ってございます。そういうことも含めて

先ほども御答弁させていただきましたけれども、

名寄市の農業・農村振興計画を１年前倒しして、

２７年度から調査なり意見を聞くということにさ

せていただいていますので、その中で十分検討さ

せていただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほどの農業改革のと

ころでもお話がありましたけれども、やっぱり現

場のというか、実際に担っている皆さん方の声を

しっかり聞いていただくということが何よりかな

というふうに思います。

１つちょっと御紹介をさせていただきたいとい

うふうに思うのですけれども、米をつくるのにど

れほどのコストがかかるのかということなのです

が、農水省の調査で全算入生産費として１俵当た

り１万 ２３６円だそうです。過去５年間の全国

平均、これ農水省で出したものです。それに種も

みや肥料、燃料費などの物財費だけでも ６６６

円、半分以上です。そこで、ことしの換算金で見

てみると５００ミリリットルのペットボトルに入

れて、これが４０３グラムになるそうですが、概

算金に当てはめるとななつぼしで約６７円、ゆめ

ぴりかで８１円だそうです。水より安い金額にな

っている。よく私たち産直をしている方々の話も

聞きますと、水よりも安い米なのだというふうに

言われます。ちなみに、新潟魚沼産のコシヒカリ

でも９５円というふうになっていて、それぐらい

やっぱり農家の方々、安全でおいしいお米を一生

懸命つくっていただいているのだけれども、ここ

にきちっとした保障がされていないということが

大きいのかなというふうに思っています。私たち

は、やっぱり安心しておいしいお米も、農産物も

食べさせていただきたいというふうに思っていま

すので、また引き続き農政改革、米の過剰につい

ては輸入米が今ミニマムアクセス米で年間７７万

トン外国から入ってきているわけで、これをやめ

るだけでも過剰はなくなるということも含めて農

政改革に反対をし、主食を守る運動を進めていき

たいなというふうに思っているところであります。

次に、農業改革の問題なのですが、先ほども農

業委員会の会長のほうからも御答弁いただいたと

ころでありますが、やはり農協でいえば地域のラ

イフラインとしての役割を農協が果たしている部

分も非常に大きいのかなというふうに思っていま

す。ガソリンスタンドや金融窓口が農協しかない

という地域も北海道にあるわけで、こういったこ

とに対する考えがあればお聞かせをいただきたい

と思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 名寄市においては、

ＪＡは単一市町村で単一農協ということで、非常

にこの間協議もさせていただいていますし、連携

もさせていただいていると思ってございます。そ

ういった中では、道内ではそういったガソリンス

タンドもないというようなところもありまして、

そういった部分ではやっぱりＪＡが貢献をされて

いるというのは確かに私も認識をしております。

そういった意味では、ＪＡの存在は非常に大きい

というふうに考えてございますので、今後もそう

いった部分では連携を含めてとらさせていただい

て、今後の農業の考えなどについても意見交換を

させていただければというふうに思ってございま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 農業生産法人の見直し

もされて進められています。耕す者に土地をとい

うことの原則を骨抜きにするものになるのかなと

いうふうに私は思っています。今でも産廃業者な

どによる農地の不法取得、各地でいろいろ問題に
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なり、ニュースになっていますけれども、それが

これが通れば一層横行するのではないかというふ

うな危惧を抱いているところであります。そうい

ったことに対する市としてのお考えがあればお聞

かせをいただきたいと思います。どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農業生産法人の関係

は、昨年、一昨年と人・農地プランなんかで地域

を回らせていただきまして、積極性、ちょっとな

いというか、名寄の皆さんにおかれましてはやっ

ぱりもう一家族一経営が強いのかなということで

ございます。ただ、共同機械の利用だとかと、そ

ういう部分ではやられていますけれども、法人に

ついては将来的には必要性は皆さんおっしゃられ

ますけれども、なかなかここは進んでいかないと

いうことでございます。この間ＪＡとも法人の関

係で話をさせていただいた経過もございますけれ

ども、なかなか取り組みが進めていないというの

が今現状でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 農政改革、本当に当初

からもう少しずつ変わってきているのかなという

ふうに思うのですが、守っていくということ、そ

して反対の声も出していくことが必要だというふ

うに思っていますし、やっぱり共同を担う農協、

そして農民の代表による農地の自治的な管理を担

う農業委員会、そして地域の耕作者の権利を最優

先する農地制度の基本、これは将来に引き継いで

いくべきだと強く私は考えています。そういった

意味でもやっぱり声を大にしていきたいというふ

うに思っています。

声を大にしていきたいもう一つがＴＰＰ交渉反

対です。各国の食料主権、経済主権を尊重する貿

易ルールの確立が必要だということを申し上げ、

また引き続きＴＰＰ、この地域から食、またそし

て医療にも不安を感じ、また地域の経済にも大き

く影響するＴＰＰ交渉からの撤退を強く求めたい

というふうに思います｡

農業問題で最後に、市長にちょっとお伺いした

いのですけれども、所信表明の中でおっしゃって

いることに関するのですが、農家の方々が農業に

励むことができる条件を整えること、そして農業

の担い手を新たに確保するために総力を挙げるこ

とが最も力を入れるべきだと考えているのですが、

農家戸数が減少傾向にある中で、優良農地の確保

と耕作放棄地の解消が必要不可欠だと市長、おっ

しゃっています。この部分について少し詳しくお

話をいただければと思うのですが、いかがでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この地域の基幹産業は農

業でありまして、農業、農村の振興、発展こそが

この地域の発展につながるということは常に申し

上げてきているところでありまして、とりわけ今

地方創生という言葉がどんどん出てきていますけ

れども、この中でもやっぱり地域の農業がしっか

りと元気で活力を持ったものでなくては、地方創

生もなかなか前に進まないというふうに思ってい

るところであります｡その中で今回のそれぞれの質

問いただいた中でも何点かにわたって重要な項目

をお話をさせていただき、進めさせていただいて

いるところであります。担い手の育成強化にして

も名寄市ならではのさまざまな取り組みもさせて

いただいているところでありますし、また地域あ

るいは作物そのもののブランド化ということも推

し進めていくことで、やはりもうかる農業という

か、農業が努力してしっかりと報酬が得られると

いうことを確立をしていくということが農業、農

村の発展、担い手の育成にもつながっていくとい

うふうに考えているところであります。いずれに

しても、全てが国に守っていただくということだ

けではやはりなかなか前に進まないということも

あるのでしょう。地域がしっかりと地域の独自性

を持っていろんな汗をかいていくことで、この地

域ならではの農業、農村の発展につなげていきた
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いというふうに思っているところでございます。

川田部長のほうからもお話のあったとおり、この

間いろんな形で地域にも入りながら御議論させて

いただいているところでありますけれども、今ま

さに大きな転換期に来ている中で、今後の名寄の

この地域の農業をどう進めていくかということを

膝を交えて地域の皆さんともよく議論をしていき

ながら、方向性をしっかりと出していきたいとい

うふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

先ほども御紹介したように、農家の方々本当に一

生懸命頑張っておいしい安全な食料をつくってい

ただいているわけです。それに見合う保障がやっ

ぱり必要だと。そこのところが一番重要かなとい

うふうに思っていますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

次に、国民健康保険税にかかわって、移らせて

いただきたいと思います。減免制度についてであ

ります。一部負担金減免、保険税減免、利用者が

本当にわずかだった。もっと利用したいと思って

いる人はいなかったのかなというふうに思ってい

るところです、実は。滞納者への対応についても

今差し押さえ等々るる御報告がありました。今月、

１２月の広報に見開きで、納税は納期内にと｡滞納

処分に対するＱアンドＡ、滞納処分までの流れ、

差し押さえの執行と公売の実施、捜索には令状は

不要、そういったところが大きく目につきます。

事情がある場合は必ず相談を、ちょっとあります。

やっぱり私は、例えば相談にしても救済方法であ

ったり、利用できる制度がこんなふうになってい

るのですよということもお知らせをしていただく

ことで、ここへ行って相談してということに、生

活が大変になった、病気になった、滞納の通知が

来ている、気になりながらもなかなか足が踏み出

せないという方たちの背中を押すのではないかと

いうふうに思っているのですが、お考えをお聞か

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 差し押さえの執行に

当たりましては、滞納者の生活状況、例えば年齢、

収入、家族の状況などを把握しまして、滞納額で

は金額はもとより滞納が始まった時期ですとか、

当時の状況、これは記録にとってございますので、

交渉記録などをもとに検討をしっかりとしており

ます。交渉記録などには、滞納者の健康状態、家

族の就業状況、滞納に至った経過なども実は記録

をされておりまして、滞納者の状況から、考慮す

る理由があれば差し押さえの執行を見合わせる事

例もございます。

一方で、市としては滞納処分の中でも積極的な

捜索というのは控えておりますけれども、定期的

な連絡や相談もなく、滞納額が増加しているよう

な事例があれば、正当に納めていられる方との公

平性を確保するために厳しく対応せざるを得ない

ものと判断をしております。ただ、滞納者の対応

については、先ほど議員のほうからもありました

けれども、とにかく納税相談、コンタクト、接触

が大切だと思っておりまして、差し押さえに至る

経過の中では相当数手間暇をかけながら、地味で

はありますけれども、きめの細かい対応をさせて

いただいているということで御理解をいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 担当の皆さん方、本当

に御苦労をしていただいていることは重々承知を

しながらも、やはり滞納せざるを得なく、病気や

仕事がなくなったといった方々の不安も大きいと

いうことも受けとめていただかなければならない

なというふうに思います。

そこで、滞納に当たって資格証明書は発行して

いないと思うのですが、短期証明書の発行状況、

また短期証明書が発行されている世帯、子供のい

る世帯への対応についてお知らせをいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。
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〇市民部長（三島裕二君） 短期証でございます

けれども、国保税の滞納措置要綱に基づいて運用

しておりまして、平成２６年９月末現在で短期証

対象者が１１７世帯、そのうち未更新の世帯が３

世帯となっておりまして、内訳としては連絡先不

明が２、居所不明が１となってございます。

あと、子供の短期証でございますけれども、対

象となるのは２９世帯、４５人となっております

けれども、窓口でとめ置きとなっている短期証は

ございません。いずれにいたしましても、公平性

を担保するという意味合いで、窓口で交付をする

ということで対応させていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） これからインフルエン

ザも非常に流行が迫っていますので、保険証がな

くて病院に行かれないと、こんなようなことが起

きない対応をぜひ進めていただきたいと思います。

こういったことにかかわって、負担軽減につい

てなのですけれども、法定軽減、国庫負担の増が

何よりだというふうに思っています。半分近くあ

ったものが今はもう２０％台に減らされていると。

ここをふやしてもらうのがもう一番の市民、国保

加入世帯にとっても大きなメリットかなというふ

うに思っているのですが、そのほかにいろんな減

免制度、あと自治体ごとに差がありますけれども、

いろいろ見させていただきますと、例えば所得激

減減免、こういったことは低所得減免等々、今の

７７条等々で使えるのかなというふうに思うので

すが、そのほかに障害者の方への減免、母子世帯

の減免、ひとり親減免、高齢者減免、ちょっと驚

いたのは借金減免というのがありました。住宅ロ

ーンで、働けなくなって住宅ローン等々重い負担

があるということで減免をいただいているのかな

というふうに思うのですが、こういった自治体ご

とにいろいろな工夫をして減免制度つくっている

のですが、そういったことに対する名寄市のお考

え等あればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 減免の制度に当たり

ましては、先ほど答弁の中でありました医療機関

の窓口の一部負担金の減免制度、こちらのほうの

答弁の中でも過去にお答えをしたことがあります

けれども、やはり公平性の観点から制度を取り入

れるのはなかなか難しいのではないか。結局そこ

でお金が未収になった部分については、一般の被

保険者の方に負担をしていただかないとならない。

そういう意味では、ちょっと制度的に難しいとい

うような答弁をさせていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 公平性の部分というふ

うにおっしゃっていられるのですが、この国民皆

保険制度、憲法２５条に沿った社会保障としての

制度だといったところが重要だというふうに私は

思います。一般会計からの法定外の繰り入れ、こ

れも何度も求めてきましたけれども、国民健康保

険中央会が監修した「運営協議会委員のための国

民健康保険必携」の中にこんなふうに書かれてい

ます。国民健康保険事業は、地域住民の福祉増進

の一端を受け持つものであり、一般の福祉行政と

無縁ではありません。一般の福祉行政と多分に重

複したり、共同して行ったりする面があるわけで

す。そこでもその部分の事業実施の経費、国民健

康保険事業の独自の財源である保険税や国庫負担

のみで賄われることは負担の公平という見地から

どうかと考えられる部分もあるのです。この面で

は、必要に応じて財源の一部を一般会計から国民

健康保険税、国民健康保険特別会計へ繰り入れる

べきではないかと、こんなふうに書かれています。

それで、私は全国の一般会計の法定外の繰り入れ

の一覧表、ずっと小さい字で見づらいのですが、

見ました。たくさんのところで一般会計から法定

外の繰り入れをして、そして保険税の負担を軽く

するというような取り組みを進めています。先ほ

どもお話ししましたが、一番は国庫負担の増が一
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番なのですけれども、地域の市民に対する福祉を

充実させるという意味で、こういった取り組みも

しているというところにやっぱり大きな差は出て

います、自治体によって。この部分について名寄

市のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 一般会計からの繰り

入れにつきましては、法定外繰り入れということ

で、保険税全体を抑制する方向でそれぞれの市町

村が取り組んでいる事例もあります。先般の議会

の中でもありましたように、名寄市の６０を超え

る年金生活者の構成の関係も考えますと、どちら

かというと農家を中心とした１次産業の方よりも

三公社五現業、公務員を含めた年金生活者の割合

も含めて、国保の負担の関係につきましては全道

でトップレベルの位置にまで達しているというふ

うには考えておりませんので、中程度の負担で、

いわゆる年金、国保加入者の所得の水準等も勘案

しますとそういう状況というふうに認識をしてお

りまして、それとこの間の国保税の改定状況につ

きましてもしっかり将来を見据えて基金残高をう

まく活用しながら、劇的な値上げにならないよう

な配慮もしながら進めてきております。先ほど三

島部長が言いましたように、７割、５割、２割の

負担軽減の関係につきましては、５割、２割につ

いては国の制度の中で拡充されてきているという

こともありますので、改めまして議員のおっしゃ

ることにつきましては都道府県化、いわゆる広域

化におけるまでの状況の中で名寄市が何をなすべ

きかについても検証したいと思っておりますけれ

ども、これまでの全道における国保税のランクも

含めて、できるだけ負担軽減に取り組むというこ

とも含めて適切に執行してきているというふうに

考えておりますので、改めて必要な対策があると

すれば検証してまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 全道で中程度の位置に

いるということ、それからこの間の国保財政の推

移等も私もここ七、八年分ちょっと振り返ってみ

ました。確かに赤字を出さないように、先ほど御

紹介した一覧見ますと基金がゼロになっている市

町村も結構あるわけです。ここで赤になっている

ところもありますけれども、ただ私は繰越金も基

金を少しずつ取り崩し、そして繰越金になってい

るといったところ辺では、言い方を変えれば健全

な運営だというふうには思いますが、しかし反対

に負担を強いられている市民の方々への対応をど

うするのかといったところ辺が非常に大きいかな

と思っています。前回にもお伺いしました。所得

の１割を超える保険税を払わなければならないと

いうのは、暮らしに非常に大きな負担を強いてい

ます。ここのところをやはり解消してもらわなけ

ればならないということです。ですから、常々市

長にもあらゆる場面で国庫負担の増を求めてほし

いというふうに言ってまいりましたけれども、そ

れだけではなく……

〇議長（黒井 徹議員） 時間過ぎていますので、

短くしてください。

〇１番（川村幸栄議員） はい。それだけではな

くて、やはり市としての対応もしていただきたい、

このことを強く求めて終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

総計後期計画の実施計画見直しと中期財政計画

外３件を、熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今議会一般質問最後

になりますけれども、議長の指名を受けて、通告

順に従い御質問申し上げたいと思います。

総合計画後期計画の実施計画見直しと中期財政
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計画について、見直し後の政策事業等の考え方と

意思決定について。合併から９年目、交付金や有

利債等で大型事業も含む総合計画登載事業を実行

してきましたが、今後も実行中の継続事業、新規

事業を実施するための意思決定に留意したことや

庁内で議論を交わしたことをお伺いをいたします。

２つ目に、次期総計及び財政展望と市民サービ

スへの影響について。平成２８年末歳入歳出の実

質収支は、１１億 ０００万円赤字を基金で補う

見込みでありますが、その後の情勢を踏まえ、財

政展望と市民サービスの影響についてお伺いをい

たします。

３つ目には、市民や団体等の要望意見反映につ

いて。ことしも経済団体や多くの市民等から来年

度予算編成に向けた要望書が出ていると思います。

主な内容やその対応についてお伺いをいたします。

大きな２つ目、定住自立圏共生ビジョンのその

後、１つに協定締結後の成果と課題について。協

定後の中間年になりますけれども、定住自立圏共

生ビジョンの実効上の成果と課題をお伺いをいた

します。

２つ目に、各政策分野の今後の可能性について。

各政策分野、１つに生活機能、２つ目には結びつ

きやネットワーク、３つ目に圏域マネジメント能

力の強化等がありますが、今後の具体的な可能性

についてお伺いをいたします。

３つ目には、構成市町村との信頼関係醸成につ

いてでありますが、お互いが広域的な定住自立圏

共生ビジョンに沿った方向性を理解しながらも、

自分のまちに愛着を持ち、我がまちはという思い

があるのも当然だと思います。そんな中でも信頼

関係の醸成はどうであったのかをお伺いいたしま

す。

大きな３つ目、今後の町内自治活動の活性化に

向けて、１つにまちづくり懇談会を終えての総括

について。全区域のまち懇が終わって間もないわ

けでありますが、参加者の主な質疑、要望、意見

等どのように受けとめ、今後の改善課題等総括的

な御見解をお伺いをいたします。

２つ目には、各町内組織が抱える課題と行政対

応について。各町内が抱える悩み、課題等を共有

し、行政として具体的な支援の可能性についてお

伺いをいたします。

最後になりますが、名寄市子ども条例制定に向

けて。これまでの議会でも論じられてきましたが、

計画実践から条例制定か、あるいは条例から計画

実行かの議論は二の次にしても、名寄市において

も次世代育成支援行動計画前期、後期計画の１０

年の実行で曲がりなりにも子ども・子育て支援施

策を行ってきました。いずれにしても、さらなる

理念の実現に向けていくためには、１９８９年の

国連で採択をされた児童の権利に関する条約で保

障された生きる、育つ、守られる、参加する、４

つの権利と照らし合わせ、どの段階でどのような

分野でつくり上げていくかという政策判断は求め

られるのではないかと思いますので、お伺いをい

たします。

壇上の質問をこれで終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま熊谷議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１から３につきましては私のほう

から、大項目の４につきましては健康福祉部長か

ら答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

初めに、大項目の１、総計後期計画の実施計画

見直しと中期財政計画について申し上げます。ま

ず、小項目の１、見直し後の政策事業等の考え方

と意思決定についてでありますが、新名寄市総合

計画後期実施計画につきましては、今回実施をし

た第３期ローリング調整の結果、昨年度との比較

で事業数では５事業増の１９８事業、事業費では

２０億 ５４９万 ０００円増の４４０億 ２６

８万円となりました。新規及び見直しにより追加

した事業といたしましては、風連中央小学校改築

事業や市立大学保健福祉学部新学科設置事業など
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１０事業となっております。今回の調整に当たっ

ては、総合計画の具現化や行政評価の結果、国の

制度変更などに留意することとし、それぞれの事

業の必要性や緊急性に加え、関係団体等との協議

状況も踏まえ協議を重ね決定したものであります。

具体的な例を申し上げますと、基本目標１、市

民と行政との協働によるまちづくりでは、新規事

業として市ポータルサイトと連動したライブカメ

ラ更新事業を登載したところであり、設置箇所の

再編について今後さらなる検討を進めることとし

ております。

基本目標２、安心して健やかに暮らせるまちづ

くりでは、新規事業としまして地域支援事業にお

ける認知症対策と介護相談員等派遣事業を実施す

る介護相談、認知症対策に関する事業及び地域包

括ケアシステムの実現を目的とした推進会議の立

ち上げや研修会などを行う地域ケア会議事業を登

録するとともに、継続事業におきましても乳幼児

等医療給付事業の市独自給付を未就学児童医療費

及び小学生の入院医療費まで拡大し、また平成２

６年度までの継続事業であります国民健康保険事

業安定化計画推進事業については被保険者に対す

る保健事業の推進が医療費の抑制に効果的である

ことから、平成２８年度まで延長することとして

おります。

基本目標３、自然と環境に優しく快適で安全な

まちづくりでは、市民及び近隣市町村住民の生命

と財産を守るため、緊急性が高い化学消防車更新

事業を平成２７年度に実施することとし、化学消

防車と比べ出動件数が少ないことが想定されます

救助工作車については平成２８年度の新規導入を

予定しておりましたが、平成２９年度導入として

１年先送りをしております。

基本目標４、創造力と活力にあふれたまちづく

りでは、日進地区再整備構想に関する継続事業と

してピヤシリスキー場利用客の安全と安心をより

確保するために、緊急性の高い修繕について具体

的な協議を進めてまいりました。また、なよろ温

泉整備事業では、温泉施設及び宿泊施設に関して

ニーズや規模、熱源、既存施設との併用について

調査を行うことといたしました。

基本目標５、心豊かな人と文化を育むまちづく

りでは、新規事業といたしまして地域からの強い

要望も踏まえ、風連中央小学校改築事業を実施計

画に登載し、事業の推進を図ることとしたもので

あります。

これらの継続事業や新規事業につきましては、

実施計画への登載に当たり本市の将来的な財政状

況も踏まえ、特定財源の確保や事業費の平準化に

努めながら調整を行ったものであります。

次に、小項目の２、次期総計及び財政展望と市

民サービスへの影響についてでありますが、去る

平成２６年１１月２８日の議員協議会では、新名

寄市総合計画後期計画の第３次ローリング結果と

これをベースとした中期財政計画について御議論

をいただきました。お示しをしました中期財政計

画では、平成２７年度と２８年度の２年間で約１

９億 ０００万円の基金繰り入れが発生するシミ

ュレーションとなりましたことを御説明させてい

ただきました。このシミュレーションに当たって

は、平成２８年度からの名寄市における合併算定

がえの削減と昨年８月の国の概算要求やいわゆる

骨太の方針からうかがえる地方財政への影響と相

まって、地方交付税が減少していくものと想定を

しております。また、老朽施設の修繕経費や施設

の維持管理経費等の増加についても同時に歳出側

で見込んだところであります。

国は、地方創生という方針のもと、地方に対す

る財政支援について大きな転換を行おうとしてお

ります。自立した地域の独自の取り組みを行う市

町村、言いかえれば頑張る市町村に対しての支援

を拡充する方針でありますが、財源も含めてその

全体像はまだ見えてこない状況にあります。近年

名寄市歳入の大きな部分を占めます地方交付税に

ついて、国は拡大してまいりました。これにあわ

せて名寄市では行財政改革や組織のスリム化等に
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より一定の金額を基金に積み立てることができま

した。この基金は、将来において財政が厳しい状

況となってもできるだけ市民サービスに影響を及

ぼさない財政運営ができるように積み立ててきた

ものであります。今後の国の地方に対する財政支

援については、詳細が不明でありますが、引き続

き情報収集に努め、市民への周知を図るとともに、

行財政改革などを通じて将来における市民サービ

スの低下を招かないよう取り組んでまいります。

次に、小項目の３、市民や団体などの要望意見

の反映についてでありますが、毎年度の予算編成

時期におきましては、諸団体よりさまざまな御要

望をいただいております。要望の主な内容につき

ましては、予算査定で詳細な議論となりますので、

差し控えさせていただきますが、いただいた要望

につきましては担当各課からの予算要求、それぞ

れの査定において検討、議論、精査を行い進めて

いくこととなっておりまして、毎年度開催してお

りますまちづくり懇談会におきます市民要望につ

きましても同様の手続で進めているところであり

ます。

また、平成２７年度予算編成の市長訓令、総務

部長名の事務連絡におきましても市民ニーズの現

状の把握、関係各機関との連携、また多くの市民

の意見等を集約して予算に反映させることとして

おります。特に市民からの要望につきましては、

現状や実態などを正確に把握するため、実際の現

場の状況や問題点などを示すデータの提出などを

求めているところであります。これらを通じ、限

られた財源の適正な配分という見地に立って、い

ただいた市民要望を踏まえた予算編成を進めてお

ります。

続いて、大項目の２、定住自立圏共生ビジョン

のその後について申し上げます。まず、小項目の

１、協定締結後の成果と課題についてであります

が、本市におきましては北・北海道中央圏域定住

自立圏の複眼型の中心市として、この間市立総合

病院を核とした第２次救急医療事業や医師等派遣

事業などの医療分野での連携を中心に、圏域にお

きます知の拠点である市立大学からの講師派遣や

研修機会の提供による人材の育成、消費生活セン

ターの広域化や廃棄物処理施設の広域利用の推進

による安全、安心な暮らしの提供など、多様な政

策を推し進めるとともに、合同研修による圏域市

町村職員の交流とスキルアップにも努めてまいり

ました。また、共生ビジョンに登載しております

生活機能の強化やネットワークの強化、圏域マネ

ジメント能力の強化の３つの政策分野におきまし

てもかかる９項目３４事業の具体的な取り組みに

つきましては複合交通センター整備事業などの完

了した事業を含めまして全ての事業に着手してい

るところであり、特に各種期成会活動については

高規格道路、士別市多寄町から名寄市までの１２

キロの事業再開が決定されるなど、圏域市町村の

事業もあわせて共生ビジョンの着実な推進が図ら

れているものと考えております。引き続き中心市

としての役割を認識しながら、圏域全体として必

要な生活機能等を確保するため、効率的で効果的

な事業展開に努めてまいります。

今後の課題といたしましては、急速に進展する

人口減少や少子高齢化など本圏域を取り巻く環境

が大きく変化する中で、各市町村それぞれがフル

セットの都市機能を確保することが困難となるこ

とが想定されますことから、共生ビジョンの推進

を基本に据え、今後より一層中心市と構成町村が

連携した取り組みを進める必要があると考えてお

ります。

次に、小項目の２、各政策分野の今後の可能性

についてでありますが、本市といたしましてはた

だいま申し上げたとおり人口減少や少子高齢化が

進展する中、構成市町村と連携した取り組みを進

める必要があると考えております。このことから、

共生ビジョンに基づく各事業の円滑な推進に努め

ているところでありますが、具体的な取り組みの

中には救急医療や消費生活相談など構成市町村が

共同で実施するものと道路のインフラ整備や観光
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振興など同一の目的を持って構成市町村がそれぞ

れの役割に応じて独自の事業を実施するものがあ

ります。また、直接共生ビジョンではうたってお

りませんが、市民レベルの協働として北の星座音

楽祭なども開催されており、草の根で市民みずか

らが圏域の一員として地域のよさを再発見し、情

報を発信する活動が行われております。このよう

に官民において多様な取り組みが行われている中、

さらなる連携の拡大については具体化には至って

おりませんが、同じく中心市である士別市や構成

町村との意見交換等通じて新たな広域連携の可能

性を模索してまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、構成市町村との信頼関係醸

成についてであります。現在国において進められ

ております地方創生の取り組みにおいては、各市

町村が人口や産業、社会インフラなどの現状や将

来の動向に関して分析を行い、それぞれの強み、

弱みなどの実情に応じた取り組みを推進すること

を求めておりますが、一方で地域間の広域連携を

積極的に推進することも必要としております。今

後各市町村がみずからの地域に誇りを持ちながら、

その特性を生かしたまちづくりを進めることは重

要でありますが、先ほども申し上げましたとおり

各市町村がフルセットの都市機能を確保すること

は困難な状況となりますことから、圏域市町村職

員の合同研修や首長会議を開催するなど交流を深

め、より一層の連携の強化に努めてまいります。

続いて、大項目の３、今後の町内自治活動の活

性化に向けて申し上げます。まず、小項目の１、

まちづくり懇談会を終えての総括についてであり

ますが、本年度のまちづくり懇談会につきまして

は名寄市町内会連合会の主催にて１０月１４日か

ら１１月２８日まで１０会場において実施し、合

計２５０人の市民の皆様に御参加をいただきまし

た。参加された市民の皆様からは、さまざまな視

点から多くの御意見を賜りましたことに改めて心

より感謝を申し上げたいと思います。

懇談会におきましては、市からのお知らせとい

たしまして防災対策に関することや短期大学部児

童学科の４年制化など情報提供を行った後、参加

者の皆様から御意見、御要望をいただきました。

その主なものとして、生活に関する課題といたし

ましては、道路、歩道等の整備、中でも特に除排

雪に関するものや自動体外式除細動器、いわゆる

ＡＥＤの設置要望や大学図書館の利用方法などが

ございましたほか、まちづくりに関する提言とい

たしましては８月に発生いたしました大雨、洪水

による災害関係や短期大学部児童学科の４年制化

に加えて農業後継者不足を含めた少子高齢化対策

のほか、小学校の改築や跡地利用についてなどご

ざいました。これらの御意見、御要望につきまし

ては、必要に応じまして懇談会後において個別に

内容の確認をさせていただいたところであります

が、さらに今後その必要性や緊急性を勘案し、予

算編成や事務事業の執行など今後の市政に反映で

きるよう最大限の努力をさせていただくとともに、

あわせて上部機関等への要請も行ってまいりたい

と考えております。

次に、小項目の２、各町内組織が抱える課題と

行政対応についてでありますが、町内会につきま

しては住みよい地域社会を築き、協働のまちづく

りを進めるための最も重要な基本的組織でありま

すが、近年少子高齢化や価値観の多様化などによ

る地域の連帯感の低下などから、役員の担い手不

足や行事参加の固定化、アパート、マンションの

増加などによる加入率の低下、子供会活動の停滞

などそれぞれの地域において課題が生じているも

のと認識しております。本市といたしましては、

これまでも単位町内会に対しまして町内会自治活

動交付金や町内会館建設費等補助金などの財政的

支援を行うとともに、転入者や本市職員などへの

加入促進も図るほか、町内会連合会に対しまして

も財政的支援に加え、当市企画課においてその事

務局を担うなど町内会に対する積極的な支援に努

めてきておりますが、今後次期総合計画の策定に

向け町内会連合会とも連携をしながら、各町内会
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から直接御意見をお聞きするなどしてこれらの課

題解決に向けた行政支援のあり方について検討し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目４の名寄市子ども条例制定に向けてについて申

し上げます。

１９８９年国連総会において採択された児童の

権利に関する条約、通称子どもの権利条約は、こ

とし１１月２０日に採択２５周年を迎え、この２

５年間に世界では５歳未満の子供たちの死亡率は

１９９０年当時と比べ約半分に低下し、新生児死

亡数も３分の１以上減少しており、また危険な労

働を強いられている子供の数も減少したと報告さ

れておりますが、依然として貧しさゆえに働かざ

るを得ない状況に置かれている子供たちも数多く

おります。子どもの権利条約では、子供は身体的

及び精神的に未熟であるため保護の対象として捉

えるとともに、子供自身も権利を行使する権利主

体として位置づけており、権利を行使する際には

他人の権利を尊重する責任があることも規定され

ております。日本国内では、この間平成１２年に

児童虐待の防止等に関する法律、平成２６年に子

どもの貧困対策の推進に関する法律が施行し、さ

らには平成２４年に成立した子ども・子育て支援

法を初めとする子ども・子育て関連３法など、子

供の権利や子育て支援に対する法整備も行われて

きました。当市では、平成１７年度から平成２６

年度までを実施期間とする次世代育成支援行動計

画を策定し、子供の４つの権利の具現化に取り組

みを進めてきております。

今年度までの主な取り組みとして、１つには子

供が防げる病気で命を失わないなど安心して生き

るための取り組みとしては、周産期医療の確保、

こんにちは赤ちゃん訪問事業や乳幼児健診、予防

接種、医療費無償化の拡大など子供が健康を享受

する施策を実施してきております。

２つには、子供が教育を受け、心豊かに育つた

めの取り組みとしては、基礎学力の定着、情報教

育の推進、都会っ子体験交流や野外体験学習など

子供がさまざまな経験を通して豊かに育つための

施策を実施してきております。

３つには、子供が虐待やいじめなどから守られ

るための取り組みとしては、要保護児童対策地域

協議会での見守りや早期対応、ハートダイヤルや

いじめ防止基本方針の策定、子ども１１０番の家

や学校区での安全安心会議など、子供が精神的に

も肉体的にも守られる取り組みを実施してきてお

ります。

４つには、子供が自由に意見をあらわしたり、

参加するための取り組みとしては、小中学校いじ

め防止サミットの開催、小中学校いじめ防止宣言

の採択、子供が参加する国際、国内交流事業や市

長による学校訪問事業など子供の年齢や成長、発

達段階に応じた施策に取り組んできております。

平成２７年度からの計画となる名寄市子ども・

子育て支援事業計画では、現在名寄市子ども・子

育て会議において最終案を議論いただいていると

ころでありますが、新たな計画には子供の権利に

関する目標や施策を盛り込み、市役所内各部局が

有機的な連携を図りながら子供に対する施策を実

施していくことにしております。当市として引き

続き子供の最善の利益を実現するために、計画の

基本理念であります「ここで育って、ここで育て

てよかったといえるまちをめざして」を実践する

ための施策を総合的かつ計画的に実施してまいり

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。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁ありが

とうございます。

最初に、後期実施計画の見直しと中期財政計画

関連で、質問に入る前に二、三確認をさせていた

だきたいと思うのですが、議員協議会で説明をい

ただきましたこの関係に関連して、１つは２４年
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から２８年までの後期の計画の中で、起債の発行

予定額の資料をいただいておりまして、後期の中

の３年間、今年度末までは合併特例債の緑の表示

が出ておりますが、来年、再来年と合併特例債の

活用についての予定はこの資料によりますとない

わけでありますが、２６年度末で終わりという認

識でよいか、そして過疎債に全面的に、有利債が

考えられますけれども、過疎債で今後のいろんな

諸計画が適用事業として全てのみ込んでいけるか

どうかについて、まずお答えをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 合併特例債について

は、起債の上限額が定めてもありますので、そう

いった意味では２６年度が終わった段階で９億円

から１０億円程度の残になるという見込みになっ

ておりますので、今後は将来的に継続されている

過疎債にできるだけシフトをしていきたいという

ふうに考えていますけれども、残りの約１０億円

程度の枠については、ここについてはまた有効策

を、有効なところに充てていきたいということで、

一定程度留保しているという考え方で御理解をい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今のは、それなら２

６年度末で打ちどめということではなくて、過疎

債の適用事業を優先をして、まだ一部どこか合併

特例債についての活用性について、どの辺の上限

を念頭に置いているのかをお知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、２６年度終わった段階で、現段階で残

りで１０億円をちょっと切るぐらいの残だという

ふうに考えておりますので、その範囲での発行、

留保というような形で考えたいなというふうに思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） かねてからの議会の

中でも名寄市の合併特例債の活用については、１

番か２番目ぐらいの全道の位置にありますから、

活用の時点での判断はより慎重に、全体計画の今

後の中期財政計画の見通しをしっかり押さえた上

で判断をいただきたいというふうに思います。

そこで、これ起債の発行予定額をベースにしな

がら中期財政計画を立てられていると思うのです

が、いわゆる起債に対応する名寄市の独自財源の

負担の関係は交付税適用が７０％のものでも５０

％に、安全圏をということの理解なのでしょうが、

約１５２億円、全体事業５年間で想定をされてい

ますけれども、そのうち８５億円が、５０％で計

算した場合には８５億円ということでありますけ

れども、（５）の一番下の説明の段階では後期の

計画も２年、やや３年終わろうとする段階におけ

る実質的な計算をすると５８億円ぐらいというふ

うになっておりまして、この差が８５億円の市の

負担分はこの計画に入っているという理解なのか、

実質的な精査をした段階における交付税算入を計

画して５８億円という計算なのか、どちらか説明

をお願いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 交付税のバックの関

係につきましては、推計するときには合併特例債

とか過疎債は７０％措置されるということで、年

次計画どおりやっております。ただ、ローリング

の起債の借り入れの上限をどこに求めるのですか

ということで問い合わせが前にありましたので、

その場合には思わぬ起債の増額が出たときに安全

パイとして考える上限、算定するためにはあえて

７０算入されるところを５０％に抑制をして、若

干の増減に対応できる仕組みということで、安心

していただくためにそこをつくっておりますので、

中財の関係につきましては本来入ってくるものを

交付税算入額として個別事業ごとに年度ごとに借

り入れた額を織り込んで対応しておりますので、

そのように御理解いただければありがたいと思い
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ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 理解をしましたけれ

ども、そうであれば中期財政計画の平成２７年、

２８年度の実質収支の赤字部分はそれぞれ８億

３００万円あるいは１１億 ６００万円という数

字になっていますが、しっかり精査をされて、予

定外のことがなければいわゆる５８億円というこ

とに置きかわるわけで、この数字だけを見ると合

併算定がえの６億数千万円の問題だとか基金の関

係なんかを含めて、２８年度末でもそう大きな赤

字の状況は生まれないという理解も立つわけなの

ですけれども、どのように理解したらよろしいで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ２６年度までにつき

ましては、いろいろ補正予算の絡みもありました

ので、当初予算から比べて実際に事業費が膨らん

でいく中で有利な起債も活用していって、それか

ら交付税の総額そのものも毎年毎年国から示され

るのは全国一律の取り扱いということで出てきま

すので、それを個別個別の市町村に当てはめたと

きに名寄市の場合については２６年度は若干上振

れをしておりまして、その中で２６年度の決算を

見たときには当初の財政計画で見ているよりは少

し状況がよろしくなるのかなというふうに思って

います。今回の２７、２８の関係につきましては、

やはり交付税総額が国の出ている特別枠の関係に

ついては削り込むという財務省の意向とそこを何

とか死守したいという総務省の意見が両論書かれ

ておりますので、その辺については若干きつめの

交付税を見込んでいるためにそのような金額にな

っておりますけれども、もう一方、歳出のほうで

いうと公共施設の老朽化に伴う支出が思わぬ形で

膨らんでくるということもありますので、２６年

から見ると２７、２８については若干慎重な対応

ということで、歳入歳出それぞれ危ない部分のこ

とも想定しながら積算しておりますので、基金の

ほうに相当重きを置いた財政運営を考慮しなけれ

ばならぬかなと、そんなふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 歳入全体の４割前後

を占めてきている国の交付税の動向の大きな変化

については、ここでたくさん論じてもどうしよう

もないわけでありますけれども、いずれにしても

市の実質負担分を５８億円で見るか、８５億円で

見るかというこの３０億円の違いは、平成２８年

度末の収支の赤字１１億数千万円との関連では非

常に相関関係にあるわけで、特にこの間私どもも

より財政規律の話はよくしてきたほうですけれど

も、できるだけ安全パイを見ながら計画を立てて

やられているということについては理解をします。

ただ、それによって行政側も私どもも注意しなけ

ればならぬのは、いわゆるこれからの市民サービ

ス、あるいは公平、公正の負担の問題なんかにつ

いて、やや抑制ぎみに全体的に今名寄市は財政非

常に厳しいのだと。だから、余り物を要求をする

ことについての抑制感というのは意識的に働いて

いるのも事実なのですが、具体例申し上げますと、

きのうも佐藤議員からも敬老会の話やらいろいろ

二、三具体的な指摘もあったのですが、この冬非

常にこの大雪の関係がありますけれども、例えば

除排雪の問題についても議員恐らく２０人全員が

毎度毎度何らかの形で提言や質問や苦情も含めて

お伝えをしたり、連合町内会の中でもいろいろ懇

談会の中でも出ているわけなのですが、財政見通

しはしっかり立てながらもという前提があります

けれども、抜本的にメスを入れて、高齢者、私の

町内でも冬場は３世帯か４世帯は札幌や恵庭や江

別に冬場はもう行かざるを得ないという状況があ

って、また春に帰ってくる人もふえてきているの

ですが、しっかりした安心、安全の生活をしたい

ということからすると、消えてなくなる雪とはい

え、やっぱり圧迫感ある大雪や道路の状況なんか

についての除排雪についてのもう一歩踏み出した

考え方もここにあっていいのではないかというふ
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うに思っていますが、市長でも副市長でもお願い

をいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 除排雪の問題につきまし

て、さまざまな議員の皆様からも御意見も頂戴し

ていますし、また今冬の大変な大雪の中で私もそ

れぞれ御意見をいただいているところであります。

特に高齢者の方が本当につらい思いをして雪はね

をされているというお話も聞いていますが、人材、

機材や、これはお金だけでなくてそうしたいろん

なものがしっかりと整った上でないと抜本的な改

革もできないというふうに思っていますので、毎

年毎年捨て場の問題でありますとか、除排雪のち

ょっとした工夫だとか、いろんな形で鋭意努力を

重ねながら、少しずつではあるかもしれませんけ

れども、改善を重ねているということはぜひ御理

解をいただきたいと思います。

その一方で、高齢者の方が特に独居になったり

だとか、あとお二人で暮らしている方が家がある

がためになかなか住むのが、冬の雪が大変だとい

うお話もお聞きするところでありまして、この部

分は除排雪だけではなくてもうちょっと違った角

度からの、例えば住みかえをしていくだとか、若

い人たちに住んでもらってとかというような建て

かえの方法とかという、そうしたまた違った観点

もあるのかもしれません。このことについては、

ちょっと大きな話になりますので、また改めてし

っかりと議論を重ねていく中で、よりできるだけ

たくさんの世代の方がこの地域で安心して過ごし

ていただけるような工夫をぜひしていきたいとい

うふうに思いますので、よろしくどうぞお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 工夫だとか技術論で

少しずつ改善をされるということはもちろんある

でしょうけれども、やっぱり一定の予算措置、財

政措置でなければ超えられない課題を毎年同じこ

とを繰り返して苦情や要望が出てくるわけなので

す。これが本当に住みやすいかどうかというとこ

ろの判断は非常に難しいのですけれども、現実に

はそこで苦しんでいるがために名寄の地を離れな

ければならないという現実もあるわけで、しっか

りここで名寄市の行政として、風連、士別を比較

をして物を言うわけではありませんけれども、本

格的にやっぱり雪対策についての除排雪体制につ

いてしっかりしたテーブルを、システムをつくる

ことがなきにしては、毎度毎度同じことをしてほ

ぼ全議員が、全市民が共通した、市長自身ももち

ろん認識をされていることではあるのですけれど

も、そうであれば１つ乗り越えてきたなというよ

うなことを少し具体的に提示をすることがより重

要かなというふうに考えています。自主財源で市

税約３０億円ぐらい、資産税やら市民税やらたば

こやら含めて、都市計画税なんかも含めて、それ

ぞれの事業施策に割り振りながら財源根拠を担保

をされているのでしょうけれども、本当に３０億

円が除雪、雪に生かされているのかどうかという

ことについては、それは予算書、決算書を見れば

明らかなのですけれども、いまいちやっぱりしっ

かりステップをする時期ではないかと思いますの

で、改めて市長にお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 我々も全くそうした議論

しないまま進んでいるわけではなくて、いろんな

可能性を含めて毎年議論しております。その中で

お金だけでない、機材や人材も含めてどうしても

必要になってくるということだから、抜本的なこ

とはなかなか今早急に着手はできない。その中で

今できることをやっていこうということで、毎年

毎年積み重ねていっているところでありまして、

今冬もあらゆる地域を見させていただく中で、そ

うした調査をさせていただいております。その中

で当然目先のやらなければならない問題、それと

議員がおっしゃるように抜本的にできることがあ

るのかないのかということも研究していないわけ

ではありませんので、改めてここはしっかりと検
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討、研究させていただきたいと思っておりますが、

ではすぐ来年からできるかというと、なかなかそ

れも機材やそういったバランス等もあると思いま

すので、そうしたことも見きわめながら判断をし

てまいりたいというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 機材とか人材だとか、

それは当然私ものみ込んで、それも含めた抜本的

対策をという認識でいるから、そういうつもりで

お聞きをしているのです。ここをふやせば、一番

ニーズの高いものに抜本的に手を入れていくとい

うことになれば違うところを落とさなければなら

ないという現実の問題がありますから、それも含

めてやっぱり市民がわかるように、毎年毎年苦情

や要望が連続して出るということが生産的ではな

くて、市が動いているぞと、加藤市政が。これに

は、本格的にやり始めたぞというような変化は一

度も伝わってこないわけで、雪対策委員会もある

のですけれども、もっと住民全体を巻き込んで、

住民の皆さんからもまた新たな知恵、あるいは協

働のまちづくりですから前進する協力的なテーマ

も出てくるというふうに思っていますので、そこ

は少し具体的な場をしっかりつくって、解決に向

かっていくかということについて改めてお聞きを

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 来年度は、さまざまな計

画をつくっていくという段階になります｡その中で

また市民の皆さんにも考えていただいて、しっか

りと対話をしていく中でいろんな計画をつくって

いくということを基本に置いていますので、ぜひ

除排雪も市民の皆さんにさまざま御議論いただく

場を設けて、みんなで研究、検討してまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市長が一生懸命観光

だとか、昼間人口の拡大だとか、そういうふうに

台湾とか、いろいろ交流都市との関係だとか熱心

にやられていますけれども、それを否定する人は

そう多くはないと思うのですけれども、どうして

もそういうことと対比をして目の前の排雪、除雪

の関係について比べると、それによっては厳しい

意見もあるわけで、全体事業の中でどう優先度を

めり張りをつけていくかという、しっかり声に耳

を傾けて新たなステージをつくることを求めてい

きたいと思います。

定住自立圏のビジョンの関係ですけれども、５

年間のうちの中間年ということで、それぞれ協定

に基づいて一定の動きに手をつけているというこ

とですが、今後新たにまた国の財源なんかを活用

しながら市町村間の事務事業その他の広域的な共

同処理の課題もあるでしょうし、あるいは民間レ

ベルでもファンドを利用しての民間活力の創出の

ファンド事業なども含めてありますけれども、こ

の先の新たな展望について想定をされる中心市と

しての役割、責任も意識をしながら、どういう課

題、テーマかあるのかお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 定住自立圏の関係に

ついては、先ほども答弁させていただきましたけ

れども、１つには協定に基づいてビジョンを作成

してございますので、ビジョンに基づいた取り組

みが必要ということで、これについては先ほど申

し上げたようにおおむね全事業取り組んでいると

いうことでありますので、着実に進んでいるのか

なというふうに思っております。今後の想定され

る部分ということでありますけれども、今の段階

では具体的にこういう取り組みを連携していこう

というのはまだちょっとテーブルの上には上がっ

ておりませんけれども、毎年担当課長会議等も開

催しておりますし、本年度より首長会議も定例的

に開催するということが確認されておりますので、

この場の中で新たな取り組み等については今後検

討させていただきたいなというふうに思っており

ます。
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それと、中心市としての役割ということであり

ますけれども、当然圏域を引っ張っていくという

意味での役割はありますし、定住自立圏は圏域総

体で都市機能を確保しようという考え方でありま

して、特にその中で重要視されるのは中心市が圏

域に対してもしっかりと暮らし続けられる都市機

能を担保して提供していくということであります

ので、ある意味においては名寄市が都市機能を確

保していくというのがこの圏域の暮らし続ける人

を定住させるというところになると思っています

ので、まずはしっかり名寄市として圏域に提供で

きる都市機能を確保するというのが非常に重要か

なというふうにも考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 定住自立とはいいな

がらも１３市町村それぞれがやっぱり自分のまち

のことについて最優先に考えるのは当たり前であ

りまして、士別、名寄の役割はまた違う意味で１

３市町村との中心的な位置の立場からすれば先進

的な提案、取り組みなどについていろいろ問いか

けていくという役割についてまだ十分でないのか

なという感じがしておりますが、たまたま来春名

寄市にも市民ホールＥＮ―ＲＡＹがオープンをす

るわけですが、既に美深、下川、士別、名寄、特

に主な施設がある近隣の市町村の中で、規模は違

っても同じような施設が存在をすると。しかし、

それは現実なわけで、共同の応援体制、利活用も

含めて中期、長期的に維持をしていくというのに

またこれは大きな課題で、たまたま民間でもあす

も下川でコンサートがあるようですけれども、お

互いには民間レベルの動きも大いに歓迎をするわ

けですが、行政としてもしっかり公共施設、特に

とりわけ来年オープンするという市民ホールがあ

りますから、名寄市が先鞭をつけて共同利用、相

互利用、相乗効果を意識した問いかけ、呼びかけ

があって、民間と一緒になっていく先行的な取り

組みについてあって当然かなというふうに思いま

すけれども、もう少しお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この定住自立圏のス

タートに当たってどんな共同した取り組みができ

るかということについては、随分時間をかけて議

論をさせていただきましたし、その経過ですとか

成果としての協定等については議会の中でも御議

論をいただいたという、御審議をいただいたとこ

ろというふうに思っておりますけれども、この経

過の中でやはり言われているように公共施設の連

携というのでしょうか、圏域の人たちがどのよう

に圏域にある公共施設を有効に活用できるかにつ

いては、当初より議論をさせていただいていると

ころということで御理解いただけると思います。

具体的に今回名寄市でもＥＮ―ＲＡＹができます

ので、これらも含めて、また先ほど申し上げまし

た担当課長会議ですとか首長会議ありますし、必

要に応じては担当部局が集まって話すという仕組

みも用意してございますので、そういった中でど

のような活用ができるのか調査研究してまいりた

いと思いますので、御理解いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） お互いに各市町相乗

効果を出すというのがこれから大きなテーマにな

るのかなというふうに思いますが、いわゆる中心

市の役割は非常にそういう面では一般の町村とは

また違って、財政の予算措置の問題も含めて役割、

責任が多いと思うし、共同でできるものについて

は共同で推進をするように、ぜひ具体的に見える

ように、会議何回でも結構ですけれども、市民に

も問いかけながらしっかり今後の維持管理につい

てに目配り、気配りをして、広域的な利用につい

てこの定住自立圏の中にも１項入れて取り組みを

求めておきたいと思います。

７分ですね。子ども条例制定の関係なのですが、

健康福祉部長、それぞれ名寄市も条約等の柱を生

かしながらいろんな施策をやっているということ
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については理解をしていますけれども、条例をつ

くることによる位置づけみたいのについて、特に

条例主義のこの時代にあって、お答えはちょっと

いただいていないのですけれども、施策の説明ば

かりでどういう基本的な構えが先にあるのかどう

か伝わってこないのですけれども、もう一度お聞

かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子どもの権利条

約の第３条では、子供にかかわることについて大

人が関与する場合には子供の最善の利益がもたら

されるような関与をしなさいというように規定さ

れておりまして、平成２４年８月に公布された子

ども・子育て支援法の基本指針でも同じく子供の

最善の利益が実現される社会を目指しなさいとい

うふうに規定をされておりまして、この子ども・

子育て支援法に基づきまして現在条例設置の会議

体であります名寄市子ども・子育て会議において

来年度から始まります名寄市子ども・子育て支援

事業計画を策定いただいております。その中で、

計画の中で子供の最善の利益を目指すために４つ

の利益について期待を盛り込まさせていただきた

いと考えております。ただ、今議論中であります

ので、詳細はなかなか申し上げることができない

のですけれども、一応計画の基本目標の中で施策

の体系の一項目として子供の権利が尊重されるま

ちというような形で施策や目標などを盛り込まさ

せていただくようなことで議論をお願いしている

ところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今のお答えを受けと

めるときに、子供支援、来年の法律改正、子ども

・子育て会議で今もう終盤を迎えるということで、

その中にも子供の権利に対して項目も盛り込みな

がらということですけれども、担当部長としては

その延長線上に条例制定も意識をされておられて

いるのかどうか、もう一回確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） まずは、これま

でも次世代の行動計画１０年間、今総括も含めて

会議の中でやっていただいておりますが、計画の

具現化というのがまず大事だと考えておりますの

で、今般今議論いただいております子ども・子育

て支援事業計画におきましてもその計画の具現化

に向けて一歩一歩着実に子ども・子育てに対する

施策を推進してまいりたいと考えておりますので、

条例についてはその後本当に条例が実効性のある

ものとしてつくれるのかどうかというところも含

めて研究はさせていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も条例が先か計画

が先かという議論は余り、どうでもいいというふ

うに思っていますが、条例をつくる意義について

健康福祉部長、どういう認識持っておられるの。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子供の権利とい

うことにつきましては、子どもの権利条約及び日

本国憲法で基本的人権、これは国民全体というこ

とですから子供を含めまして保障されているわけ

でありますので、その具現化の一つとして条例化

をするか、もしくは計画等に盛り込んでそれを実

践していくのかということだと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 条例をつくる効果と

いうのは、識者も私もそう思っていますけれども、

施策を実現する根拠がそこにできるという、条例

主義の中において。２つ目には、それを継続的に

行っていかなければならない。そして、地域全体

の中で子供の問題ばかりでなくて、これはもう女

性問題もそうですけれども、大人社会の問題でも

あるわけで、子供のために、保護するためにとい

う従前の大人の役割みたいのは日本の文化の中で

ありましたけれども、条例をつくる過程の中にお

いて子ども条例というのは子供のためのことだけ

ではなくという、特に日本の子供は意見表明権と
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いうのは非常に、ゼロ歳児から１８歳までおりま

すから年齢の成長に応じた対応というのは当然あ

ってしかるべきなのですが、健康福祉部長ちょっ

と反応が悪いのですけれども、もう最後になりま

すけれども、教育長のほうに、特に就学前の話は

余り乗り気でないようですけれども、小学校、中

学校の中でも既に子供の条約で言われる、いわゆ

る４つの規定などについて実践例もたくさんある

のではないかと思いますから、あと１分しかない

ので、教育長にお預けいたしますので、語ってい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） ちょっと長くなります

けれども、学校教育における児童の権利に関する

条約についての受けとめというのでしょうか、こ

れを先にお話し申し上げたいと思いますが、御承

知のように児童の権利に関する条約が効果を生ず

るということになったのは平成６年に効力生ずる

ことになったのですが、このとき学校教育におい

て児童の権利に関する条約がどのようにかかわっ

てくるのかということが非常に大きな問題になり

ました。そんな中、平成６年ですが、文部事務次

官の通知が出されまして、その中で本条約は基本

的人権の尊重を基本とする日本国憲法と教育基本

法と軌を一にするものであると。したがって、本

条約の発効によって教育関係について特に法令等

の改正の必要はないのだというように通知の中で

うたわれてございます。このことは、すなわち学

習指導要領に基づいて行われております我が国の

義務教育ですとか高等学校教育においては、いわ

ゆる子どもの権利条約の精神、理念が日常の展開

される教育活動の中に具体的に反映されていると

受けとめてよいという、そういう解釈でございま

した。この通知を受けて、これまで私ども学校教

育関係者は子供の人権を守る教育を学校教育の中

で推進してきております。だから、簡単に申しま

すとほとんどの活動の中で児童の権利に関する条

約の権利が保障されているというように私どもは

受けとめをしているところでございます。したが

いまして、教育委員会としては児童の権利に関す

る条約を踏まえて児童の人権に十分配慮しながら、

一人一人を大切にする教育を今後とも一層進めて

まいりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第４２

号 工事請負契約の変更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４２号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

（仮称）市民ホール整備事業の建築主体工事に

つきましては、平成２５年９月２日に岩倉・盛永

・大野特定建設工事共同企業体と１１億 ０２０

万円で契約をし、現在施工中でございますが、本

件は建物本体の基礎工事における地盤改良に伴う

追加工事や各種仕様等に変更が生じため、設計を

変更し、当初の契約金額に１億 ４９９万 ６０

０円を加え１３億 ５１９万 ６００円で当該企

業体と変更契約を締結しようとするものでござい

ます。

以上、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

なお、詳細につきましては建設水道部長から説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第４２号、

提案理由の追加説明を申し上げます。

（仮称）市民ホール整備事業は、平成２５年９
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月２日の議決後に翌日から工事に着手し、現在平

成２７年春の完成に向けて施工中でありますが、

このたびの建築主体工事の設計変更の概要につい

て御説明申し上げます。

初めに、工事着工後の基礎工事において、ホー

ル建設位置の北側約半分で軟弱地盤が確認された

ことから、各工事の工程計画を考えて地盤改良工

事に着手したものであります。この地盤改良工事

につきましては、コスト及びその後の工程に与え

る影響を最小限にとどめる工法として検討し、決

定してきたものであります。また、地盤改良工事

を行うことで本来施工しなければならなかった基

礎工事がおくれたため、冬期施工となったもので

あります。内訳としては、地盤改良 ０００万円、

冬期施工 ０００万円となりました。

次に、鉄骨工事及び関連工事の変更であります。

建物構造部位の鉄骨はりやコンクリート形状の変

更に伴う鉄筋、型枠、鉄鋼、鉄骨、コンクリート

等の数量増の追加や関連工事として内装仕上げの

変更や数量増を追加したもので、 ０００万円と

なりました。

次に、既存文化センター改修工事では、内外装

仕上げ等の変更を行いました。特に既存外装タイ

ルやモルタルが予想以上に躯体から浮いていたた

め補修費用を追加したほか、内装仕様の変更や必

要な設備等の追加を行ったものであり、 ２００

万円となりました。上記に係る諸経費、消費税が

３００万円となりました。

以上の変更及び追加を含め、必要額として当初

の契約額に１億 ４９９万 ６００円を追加し、

契約額を変更しようとするものであります。

また、当初契約工期平成２５年９月３日から平

成２７年２月２５日を工期末を３月２５日とする

ことについて報告を申し上げます。

以上、追加説明とさせていただきます。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（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 何点か質問させて

いただきたいと思います。

工期の延長に伴って、オープン日、当初５月連

休明けというような話も聞いていたのですけれど

も、そのオープン日は変わらないのか、変更があ

るのか、その辺を確認したいのと、それから今回

地盤改良、いざ工事にかかってみたら地盤が非常

に悪かったという、建物の半分が軟弱地盤だった

ということなのですけれども、当初から地質調査

等も当然行ってきたのだろうというふうに思いま

すけれども、調査自体が正確に行われていたのか

どうか。地質調査は正確に行われていたのだけれ

ども、設計が地質に合わなかったのか、その辺の

確認をしたいと思います。

それから、今回設計変更ということで、現時点

での設計を当初からもし地質調査等もちゃんとや

られてわかっていた場合の事業費と途中で今回設

計変更になった場合の事業費の差というのはある

のかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうから工期延

長に伴ってオープン日がおくれないのかという御

質問でございますけれども、これまで新聞等でも

発表していますとおり、開館記念式典は５月９日

を予定をしております。既にその後の団体等から

の事業計画について相談を受けている部分があり

ますので、開館記念式典の５月、これは動かさな

いで実施をしていきたいというふうに考えており

ます。ただ、工期が延びることによって備品の搬

入等、その後の照明等々の技術研修、調整、そう

いったものに要する時間が限られていますから、

１月から開館に向けての準備業務にかかわる委託

もいたしますので、その委託業者とも連携しなが

ら、効率よくスムーズに調整等もできるような万

全な体制をとって引き渡し後の業務を行っていき

たいというふうに考えていますので、御理解をお
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願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 日根野議員から

２点にわたって御質問いただきました。１点目は、

地質調査が適正であったかということの御質問だ

ったというふうに思います。地盤の調査につきま

しては、基本設計段階でボーリング調査を行って

おります。既存の文化センター北側のデータ、文

化センターは５７年の調査がありましたので、そ

のデータと市民ホール西側のスケートリンク側を

調査をし、点と点を結んで地層を判定をいたしま

したが、今回の場合このボーリング調査では地盤

軟弱ということでの想定はされませんでした。

それと、事業費の関係ですが、地盤改良をした

場合の事業費の差、全体……

（何事か呼ぶ者あり）

〇建設水道部長（中村勝己君） 仮に地質調査で

軟弱地盤が発見がされていた場合の設計の対応に

ついては、地盤状況と建物の重さから基礎の形状

を決めていくため、軟弱地盤を改良して地盤を強

固なものにするか、あるいは長いくいを入れて地

盤のかたいところに支持をさせるのか、工事費や

工法として比較をして今回の地盤改良の設定をし

てございますが、当初からわかっていても基本的

には地盤改良というのは必要だったということで

ありますので、行う工事自体については早くわか

ったのか、あるいは当初からわかったのか、それ

とも調査をして、それ以降実際に掘削をしてから

わかったのかということの違いで、かかる経費に

ついては額面としては変わりはないというふうに

考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 今の建設水道部長

の答弁ですと、ほとんど変わらないと。当然資材

ですとか、そういった部分については変わらない

のかもしれない。設計費というのは変わらないの

かどうか、その辺再度確認したいというふうに思

います。

それから、オープン日は変わらないということ

で、もうオープンに向けて半年を切っているわけ

です。現時点で平成２７年度の事業の関係で、も

う既に大ホールを含めてどの程度予約がされてい

るのか、ちなみにお伺いしたいというふうに思い

ます。

それから、場所の地盤が悪かったという、ちょ

うどボーリングしたところにボーリング調査が当

たらなかったというようなことだというふうに思

いますけれども、当初から私は風連出身ですから

よくわからないのですけれども、名寄の古くから

近隣に住んでいる人はああいうあそこの地盤とい

うことについては十分知っていたのではないかな

というふうに、どこをボーリングしたかどうかと

いうことについてはわからなかったのかもしれな

いけれども、もともとあそこの場所が決まった時

点でそういったいろんな懇談会だとか市民とのや

りとりの中でそういう情報が入っていなかったの

か、その辺ちょっと再度お伺いしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 開館記念式典以降の

オープン以降の事業でありますけれども、まだ正

式に予約を受け付けるという状況ではありません

ので、今条例提案をさせていただいて、料金等の

設定等も付託をされて審議されるというふうにな

っていますので、ただ当然この種の事業につきま

しては前もって半年前なり、もっと前であれば１

年前からいろいろ日程調整して進めていかなけれ

ばならない事業でありますので、先ほど言いまし

たように相談を受けている事業は多くあります。

５月のオープン以降、もう週末にかけて大きな事

業が毎週一応入っているような感じでありますし、

主催事業につきましても大きな記念事業も含めて

今、日程調整中ということで、ちょっとこの場で

は正式にはまだ言える段階ではありませんけれど

も、そういった部分ではオープン以降日程調整が
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その後きかないような大きな事業が入っていると

いうことでありますので、それに向けて先ほど言

いましたけれども、委託する業者も含めてしっか

りとスケジュール立てて、効率よく準備が間に合

うように最大限の努力をしていきたいというふう

に考えていますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 建築場所の関係

で当初から地盤の関係の情報について知り得なか

ったということについてでございますけれども、

私としては当初からいろいろな市民の皆さんの御

意見をいただきながら計画としてあそこの場所に

なったのかなというふうに思ってございまして、

あそこの場所について私も詳細に歴史はわかりま

せんけれども、公共残土などがあそこの場所に入

れられたということについてはお聞きをしている

程度でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 中村部長は、当時あ

そこの土地が土地区画整理事業をやったというこ

とで、私のほうが早期に市役所に入っております

ので、状況については私のほうから説明をさせて

いただきます。

当時あそこのところに、私の認識では原野状の

の土地があって、そこの不陸補正も含めて市のほ

うでは公共残土を入れたということについては、

今回の事案が出てから確認をさせていただきまし

た。それを今中村部長から説明させてもらいまし

た。たしか昭和４０年代だったと思うのですけれ

ども、土地区画整理事業をやって、原野状の土地

も含めて多くの土地が権利変換等をしまして宅地

に分譲というか、されました。そのときに、昭和

５７年ころだったと思うのですけれども、石川義

雄市長時代に文化センターを建てたいと。そこで

現在地を立てて、先ほど言ったようにボーリング

調査をやって、適だということでさせていただき

ました。その後あそこの土地の西側の隣接地を将

来の文化センター大ホール用地ということで、年

間たしか１２０万円ぐらいだと思うのですけれど

も、地代金を払ってずっと十数年にわたってお借

りをしてきましたので、そこを議会にお諮りをし

まして、地主さん側のほうから長い年限市民ホー

ル大ホールが完成しないのであれば民間に宅地と

して売却したいということがありましたので、記

憶では平成１６年当時に市のほうで文化センター

大ホール用地として取得をしたいということで、

土地開発公社を通じて交換をさせていただいて、

用地を確保しました。その後につきましては、こ

の市民ホールの建設に当たって南広場がいいか、

あそこの場所がいいかということについて、利活

用の仕方の問題、それからスペースの広さの問題、

町中の市街地活性化等の問題等も検討させていた

だきまして、最終的には基本設計で出たものにつ

いての基本計画を市民の皆さん方にパブリックコ

メント等をしたり、いろんな御意見をいただきま

したけれども、先ほど指摘されたようなことにつ

きましては特に情報の提供もなかったものですか

ら、現在の市民ホールの建設位置にそこを立てさ

せていただきましたと。その結果、残念なことに

路盤が軟弱だったということが判明しましたので、

そこは速やかに措置をとらせていただきまして、

結果として先にわかっていても後からわかっても

一定の工事金額、先ほど ０００万円と言ってい

ましたけれども、その金額も含めてかかったこと

については、市民の皆さん方に説明がおくれたこ

とについては大変申しわけなく、御心配をおかけ

したと思いますけれども、この後につきましては、

きょうの議決をいただいた後につきましてはでき

るだけ早く予定どおり開館できるように万全の体

制をとって準備を進めてまいりたいと考えており

ます。ぜひよろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 市民ホールについ

ては、旧名寄時代からの念願といいますか、単な

る文化、今の代替とは違う意味を持って、情熱を
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持って建てたいというような市長答弁も繰り返さ

れてきたのですけれども、今までそれぞれ可動席

の問題だったり、入札の問題だったり、いろんな

ことがありながらもここまできたということは認

めているのですけれども、今回の地盤の軟弱さに

ついてはわからなかったという話ではありますけ

れども、そういった市民の思いだとか、あるいは

市長も答弁していたとおり、そういった思い、執

念みたいな思いがなかなかみんなに伝わっていな

いのかなというような気がするものですから、ぜ

ひ今後は建ててから稼働率が一番重要になってき

ますので、その辺の利用率向上も含めてやっぱり

建ててよかったなというような、すごく利用があ

るというようなことにしなければならないという

ふうに思っているのですけれども、あと半年迫っ

た中でその辺の基本的な市長の考え方を再度お伺

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来３０年あるいは

半世紀にわたっての地域の念願のホールであると

いうふうに思います。計画を持っていながらも財

源等がしっかりと見通しが立たないという中で、

この計画がなかなか前へ進んでおりませんでした

けれども、このたびいわゆるまちづくり交付金で

ありますとか、合併したことによる有利債、特例

債を活用できるという非常に財源的にもタイミン

グに恵まれたということもありまして、念願の施

設を建てるということであります。日根野議員が

おっしゃるとおり、単なる市民会館の代替ではな

くて、このホールをつくることによって新たなコ

ミュニティーの創出でありますとか、今まで眠っ

ていた文化の掘り起こしでありますとか、人がよ

り活性化する、その拠点となっていただけるとい

うふうに確信をしていますし、またそのように運

営もしていかなければならないというふうに思っ

ています。新年度に向けてもオープニングのセレ

モニーも含めて、もういろんな多数のお問い合わ

せ、あるいは全道規模の大会や周年事業だとかも

相当数入ってきているというふうにも聞いており

ます。あらゆる世代の皆さんに親しまれる、利用

される、あるいは広域的にも熊谷議員からもあり

ましたけれども、利用されるホールとなりますよ

うに、また地域の市民の皆さんの英知をここに結

集していきたいというふうに思っておりますので、

ぜひ御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） 何点かお聞きをしたい

というふうに思います。

今副市長のほうから現在建てている（仮称）市

民ホールのところには、公共工事の残土を入れた

というふうに、確かに一部入っていることは私も

承知をしておりますが、現状あそこは旧天塩川地

で沼地であります。豊西小学校のグラウンドから

東に向かって沼がずっと点在をしていて、昭和３

０年後半から４０年ぐらいにかけてあそこはたし

か埋め立てごみを一部入れているのです。それは、

承知をされていると思います。というのは、豊西

小学校のグラウンド１メートル掘ると瓦れきが出

てくるのであります。それは、もうはっきりして

いるのです。知らないというふうにはならないと

思うのです。この間豊西小学校のグラウンド、昭

和５０年代、６０年代２回ほど改良工事やってい

ますが、ひどいグラウンドでありました、今でも

そうでありますけれども。その流れをくんで今の

市民ホールを建てているわけです。気になるのが

実はボーリングをしたといいますけれども、先ほ

ど部長の話ですと５７年、文化センターのところ

で扱った資料も使ってということになっています

けれども、現状今建設をしている舞台側、北側と

いうのですか、あの辺までボーリングをして調査

をしたのかどうか、その辺についてちょっとお聞

きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ボーリングをし

た箇所についてということで御質問でございます

けれども、ボーリングをする箇所の選定について
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はなかなか全部をするということにもなりません

ので、今回は先ほども申し上げましたけれども、

既存の隣接をする文化センターの地質調査のデー

タが３カ所ありましたので、この３カ所のデータ

と基本設計段階で新たに２本と。５つの箇所のデ

ータをもとに地盤の強度の支持地盤の深さ等を調

査をしたということでございます。どこの位置に

したのか、たまたまだからしなかったということ

になりますけれども、私どもとしては文化センタ

ーのデータをもとに、利用しながら調査を行った

ということであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 非常に大きなミスをし

たのかなというふうに思います。というのは、通

常新たな、５７年の資料でありますから相当古い

のでありますが、そのときの調査のあり方の問題

もあるのでしょうし、今回数点しかしていないと。

私がボーリングをしている調査を見たときには、

ほとんど南側と西側をしていたというふうに記憶

をしております。一番重く重量がかかる舞台側と

いうのは、そういう意味では地盤をきちっと調査

をしないと初めから下がることが目に見えている

わけであります、沼地だということも知らなかっ

たのかどうかは別にして。あれだけの大きな建物

を建てるわけですから、地質調査、ボーリングは

かなり本数を入れなければわからないというふう

に私は思うわけですが、今後のこともありますか

ら、その辺の考え方についてお聞きをしたいとい

うふうに思いますし、先ほど日根野議員のほうか

ら当初の設計と変更に伴う金額の差というふうに

質問しましたけれども、最低でも冬期にかかわる

施工で ０００万円、これはなくなるわけです。

そういったことからすると、もう少し慎重なボー

リングのあり方、あるいは調査のあり方が必要だ

ったと。これは、こちら側で悪いのか、行政が悪

いのか、あるいはボーリングをしたほうが悪いの

かちょっと承知をしませんが、その辺の取り扱い、

今後の問題もありますから、きちっと答弁をお願

い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 地盤改良に伴っ

て工期の関係が少し遅くなったということで、冬

期施工も行ったという状況になっています。今言

われたように地盤改良の部分については、早くや

るのか、遅くやるのかということで、そこの部分

は変わりませんけれども、それに付随をして冬期

施工の部分については、これは先ほど言いました

ように ０００万円ということですけれども、も

ちろん全額ではございませんけれども、いろいろ

な復興の要因もございまして、ここの部分につい

ては確かに当初から見ればふえている部分かなと。

ただ、当初からもし地盤が軟弱だということが判

明をすれば、これは冬期施工の分も当初の設計か

ら見たということになろうかというふうに思いま

す。

それと、ボーリング調査の関係で御質問があり

ましたけれども、ボーリング調査については一定

程度公共事業であれば通常は４カ所ぐらいという

のが１つありまして、ただそれを全部やっている

という事例はないようでございます。したがいま

して、今回は文化センターの部分が記録としてご

ざいましたので、それを利用しながら５点を利用

してやったということでございまして、御指摘の

ようにもう少し箇所をふやすということも確かに

可能だったかなというふうに思いますけれども、

その時点では地盤については特に問題がなかった

と。ボーリングの調査をした時点では、軟弱地盤

というようなことでは結果として出てございませ

んでしたので、それ以降実施施工に入ってから掘

削をした段階で軟弱だということが判明をしてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今冬期施工を軟弱な地

盤であったら当初から冬期施工というふうに言わ



－176－

平成２６年１２月１９日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

れましたけれども、私は違うというふうに思うの

です。軟弱な地盤であったら、軟弱な地盤のよう

な施工のあり方が夏期間でできるのです。私はそ

ういうふうに思っていますから、そういう意味で

いくと市民の目から見るとこのままオーケーとい

うふうにしても ０００万円は大きい数字だなと

いうふうに思いますので、私としてはちょっと理

解ができないなというふうに思いますし、今後の

大きな建設にかかわってのボーリングのあり方と

いうのは、いわば業者側もボーリング１つしなけ

ればその分もうかるわけで、中身的にはきちっと

した正規のボーリングでしていただくことを求め

て終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほど竹中議員から

過去昭和３０年代のお話も含めて伺いました。改

めて私自身の経験不足も含めて、４５年に私市役

所に採用されたものですから、その辺の情報収集

については大事な施設をするときにはもう少しし

っかり対応すべきだなということでは考えており

ます。

なお、ボーリング調査の関係については、今業

者がもうかったというようなお話ありましたけれ

ども、必要なものにつきましては本数の関係につ

いて必要な本数をちゃんと予算計上していますの

で、地質調査を担当した業者さんと施工等を担当

した業者さんとは異なっておりますので、そこに

ついてはぜひ御理解を賜りたいと思います。よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 竹中、日根野の両議

員からと同じような話はしませんけれども、発注

側としての一定の反省は必要ではないかというふ

うに思っています。あの近辺の町内会は西町１区

町内会、栄町町内会、それでまち懇や議会報告会

の中でもあの地盤についての情報というのは知り

得る人たくさんいたのです。ですから、中村部長、

小川部長、担当部長２人はまだその時点ではそう

いう立場でなかったので、非常に恐縮ですけれど

も、これは特別職として今後のことも含めた、市

長に言っているのですけれども、決裁する段階で

地域住民との懇談、情報交換をしっかりやってい

ればこのようなことは起こらなかったのかなとい

うふうに感じていますから、ぜひそこについては

やっぱりしっかり一定の強い反省を持って執行に

当たってもらわなければならぬということをまず

申し上げておきますから、あえて加藤市長からも

１点お伺いいたします。

それから、もう一つは、違う問題ですけれども、

これだけの大きな変更契約の中で、労働者に対す

る賃金支払いについてはかなりウエートも高いと

いうように思います。それぞれの３社ジョイント

ですから、対個人あるいは対下請企業等の労働契

約その他結んでおられると思いますが、現状のそ

ういう労働者雇用の契約関係の状況について、そ

して変更契約後の、特に公共発注ですから近年し

っかり適正に支払われているのかどうかというこ

とについては非常に関心事、おとといの高野議員

の質問もありましたとおり、十分しっかり適正に

支払っていくことは当然のことでございますから、

現状と変更後の行政側の監督官庁としての業界と

のコンセンサスについての考え方についてお聞き

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １つ目のお話についてで

あります。佐々木副市長からもお話ありましたけ

れども、大工事に当たってその土地の歴史も含め

てしっかりともう少し精査をすべきだったのでは

ないかという議員の御指摘は重く受けとめさせて

いただきたいと思います。今後名寄市においても

相当また大きな工事も出てくるわけでありまして、

こうしたことがないようにこの教訓を受けとめさ

せていただいて、しっかりと今後のことについて

は対応させていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。
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〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員のほう

からとりわけ賃金の関係についてということで御

質問いただいたのですが、ちょっと私十分中身に

ついてあれですけれども、今回の契約変更につい

てはＪＶとの契約変更ということで、企業ごとの

賃金の支払いがどうのこうのということについて

は契約上とかということでは出てこないのかなと

いうふうに理解をしておりまして、ただ間違いな

くこの間賃金等については東日本大震災の関係も

含めて、人材が道内から遠くのほうに移っている

のだというようなことも含めて、相当労働者の皆

さんの賃金は上がっているということについては

理解をしていますし、そのことについては道単な

り私どもが算出をする基本的な数値について変わ

れば、それは検討しなければならないというふう

に思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 労働者の確保では非

常に企業も御苦労されて、名寄から皆さん雇用さ

れて名寄に経済効果が出れば本当最高ですけれど

も、かなりの人が地方からということで、そうい

う面では残念ですけれども、いずれにしても同じ

労働者に対する賃金支払い等については、監督官

庁としても名寄市の公契約の指針がありますし、

賃金上昇の傾向については当然あるわけでありま

すから、適正な賃金支払いについての業者指導に

ついての最終確認をしっかりやっていただいて、

後の常任委員会にでも御報告をいただければとい

うふうに思っております。

一応今後の反省としてのお答えもありましたけ

れども、もうここまできて、５月オープン、３月

２５日完成ですから、この変更契約についての疑

義はこれ以上は避けたいと思いますけれども、残

す期間、特に冬期施工で外の工事はそう多くはな

いのかもしれませんけれども、一回事故も起きて

おりますから、安全管理を徹底されてクオリティ

ーの高いものをしっかり発注側としての責任、業

者側としても最善の努力をいただいて、私の質疑

を終わらせたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇２０番（東 千春議員） それでは、直接の話

ではないかもしれませんけれども、大まかな考え

方についてお伺いをしたいと思います。

今の質疑を聞いておりますと、今回の地盤がよ

くなかったということは大変残念なことだったの

ですけれども、不可抗力であったということで、

いたし方ないのだろうなというふうに思っており

ます。こういった場合に大切なことになってくる

のは、事後しっかりと整理をするということで今

回の補正を出されたのかなというふうに思ってお

りまして、この件についても当然のことだなとい

うふうに思っております。

一方、こういった設計変更による補正というの

が一般的には余り出てきていないのかなというふ

うに思っております。工事の発注については、基

本的に思うのは三方よしという考え方が正しいの

かなと。発注する側も受ける側も、そして当然使

う市民の皆さん、みんながよかったねという発注、

施工、利用、この３者がみんながああ、いいもの

を建ててくれたねという評価をしてくれる。その

結果がやっぱり一番いいのかなというふうに思い

ます。こういった中にも例えば内装の変更だとか

というのも一部にあるようですけれども、こうい

ったものもひょっとすると市民の利用度、満足度

を高めるためのものかもしれません。こういった

途中で何かが発覚したりとか、わかったりだとか、

もうちょっとこういうふうにしたらさらに使いよ

いというふうな場合が発生した場合は、やはりこ

のようにしっかりと設計変更をして、より使いや

すいものを建てていくと。そういう姿勢が今後と

も必要なのかなというふうに思うわけなのですけ

れども、今後についてもあわせて設計変更に対す

る基本的な考え方についてお知らせをいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。
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〇副市長（佐々木雅之君） 直接今回のことでは

なくて将来にわたっての話ということであります

ので、私のほうから説明させていただきます。

つい最近でいいますと、市立病院の精神科病棟

の解体と駐車場整備の関係につきましても実は設

計変更が起きています。それから、今東議員おっ

しゃるとおり、数量関係で例えば土木関係でいい

ますと思わぬところに障害物があって、当然そこ

を除去するのに経費がかかることについてはその

費用を設計変更で見て、どちらかというと最近は

できるだけしっかりとした設計変更をさせてもら

っています。たまたま議会の契約変更の議決にか

かわらないものということでありますので、ほと

んど皆無と言ったら言い過ぎかもしれませんけれ

ども、特に土木の関係なんかにつきましては相当

変更があります。建物の関係についてもどうして

も使いづらい部分については使いやすさを求めた

り、機能的なものを求めると設計変更出てきます。

幸いなことに余り金額が大きくないものというの

は、もともとの工事契約議決に関係ないものにつ

いてはそれぞれ現場のほうで決裁を上げてきて、

検査官の調書もつけてきて決裁によって何百万円

とか、場合によっては ０００万円近いお金であ

っても出ています。先ほどの言った病院の関係に

つきましては、２億 ８００万円程度の工事費に

対して約 ０００万円近いお金が設計変更で出て

いますので、ここは必要な設計変更についてはこ

れまでも対応させてもらっていますし、今後もそ

こについてはしっかり対応させていただきたいと

思っています。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 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（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４２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（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第４３

号 財産の取得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４３号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市民文化センター西側において建

設をしております（仮称）市民ホールＥＮ―ＲＡ

Ｙホールに設置をする舞台専用物品一式を札幌市

南区南沢３条３丁目１０番３７号、株式会社小林

舞台システムから ５３８万円で取得をしようと

するものであります。

今回購入しようとする物品全５５品目について

は、主として大ホールの舞台において使用するも

のでありまして、主なものは舞踊の際に背景とす

る松羽目、金びょうぶ、ひな壇や芝居のセットを

つくる際に使用する平台、式典、講演会などの際

に使用する演台、舞台照明で幕前と幕後ろを見え

なくする紗幕、照明、大道具のつり込みや調整の

際に使用する高所作業台、舞台の床面に敷き詰め

さまざまな地面に見せるための地かすりほか、ホ

ール運営に最低限必要な舞台関連物品でございま

す。これらの物品を配備することにより、さまざ

まな演目や催しに対応することが可能となり、開

館後の利用者の利便性を高め、大ホールの利用促

進が図られるものでございます。

以上の物品一式を取得するに当たりまして名寄

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により議会の議決
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を求め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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

〇１番（川村幸栄議員） 今回これ物品が一式と

いうふうになっているのですが、これはこの中の

必要がないとかというのではなくて、この中で何

点か、例えば名寄の市内の業者さんから扱うこと

はできなかったのか、その辺お伺いをしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回発注しました備

品につきましては、専門的なノウハウを持ってい

ます業者でなければつくれないということがあり

まして、一括して道内に何カ所しかありませんけ

れども、その業者に入札を行って発注という契約

をしたというふうになります。市内業者を通して

いくということでは、ちょっとこの関係につきま

してはできませんということから、こういったこ

とになったので、御理解をお願いしたいと思いま

す。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） ちょっとわかりづらい。

〇教育部長（小川勇人君） 済みません。今回そ

ういった舞台の関係につきましては、専門的な技

術含めて特殊なものでありまして、名寄市内業者

では取り扱いができないということで、道内に２

カ所だと思うのですけれども、しか取り扱える業

者なくて、直接そこの業者の入札によって決定を

して発注という契約をするに至ったということで

ありますので、当然市内業者で発注して納入可能

なものについては今後も優先的に発注をして納品

をしてもらうようなことで進めてまいりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） どの部品といいますか、

品目についても名寄市内の業者さんでは取り扱う

ことができないということで今御答弁をいただい

たということでしょうか。例えば一つでも市内の

業者さんが扱って、やっぱり名寄市内の経済の活

性化に役立ててほしいというのは、先ほど働く人

たちも市外から来ている人も多いということの中

で、そういった部分の市民の声もある中でしたの

で、それでちょっと確認をさせていただいたので

すが、今後あればということでしたけれども、今

回は全く名寄市内の業者さんでは取り扱うことが

できないということで確認していいでしょうか。

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回のものについて

は、ステージでいろいろ使うもので、そのトータ

ル的なバランスもありますので、例えば１つだけ

違うものだけとれるとしても、納品になってもバ

ランス的にふぐあいが生ずるという部分がありま

すので、それだけまとめて今回は発注しています。

備品につきましてもまだまだ数多くのものが発注、

予算額はちょっとまだ、詳細覚えていませんけれ

ども、数千……ありますので、そういったものに

ついては先ほど申しましたようにできるだけ市内

の業者で取り扱えるものについては発注して納品

をしていただくような、そういったことにつきま

して努めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 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（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４３号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 意見書案第

１号 日ロフェリー定期航路の存続に関する意見

書、意見書案第２号 難病や小児慢性特定疾病の

患者の自己負担の見直しを求める意見書、意見書

案第３号 旭川台北国際定期航空便の存続に関す

る意見書、意見書案第４号 ４０人学級再開検討

に反対する意見書、以上４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３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（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 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

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ２時５４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第７ 名寄市立大学再編構想調査特別委員

会の報告についてを議題といたします。

調査の経過並びに結果の報告を求めます。

名寄市立大学再編構想調査特別委員会、駒津喜

一委員長。

〇名寄市立大学再編構想調査特別委員長（駒津喜

一議員） 議長より御指名をいただきましたので、

委員会の報告をさせていただきます。

本委員会は、名寄市立大学設置者である加藤剛

士市長が示された名寄市立大学短期大学部児童学

科廃止及び名寄市立大学社会保育学科設置計画案

にかかわり、平成２６年第３回定例会において設

置され、今日まで６回の委員会を開催し、名寄市

立大学再編構想調査特別委員会の意見集約が図ら

れましたので、御報告いたします。

委員会は、９月１６日から加藤市長、青木学長

を初め関係担当職員の出席を求めるとともに、類

似大学動向、学生動向、財政動向などの資料を提

出いただき、慎重に調査を行ってきました。

主な質疑として、以下のとおり御報告いたしま

す。９月２９日の第２回委員会では、大学事務局

から短期大学部児童学科を４年制の社会保育学科

とし、保健福祉学部の中に新たに設置する、再編

するなど新学科設置計画の概要説明を受けるとと

もに、平成２８年４月の開設を目指すことから、

児童学科の募集停止の周知については本年１２月

がタイムリミットとなる説明がございました。

また、新学科とすることによって児童学科では

取得できなかった幼稚園教諭第１種免許、特別支

援学校教諭第１種免許の取得が可能となるなど、

道内私大に対する優位性、またクオリティーの高

い人材養成ができるなどのメリットもあることな

どが報告されました。

このほか社会保育学科の入学定数に伴う教員の

配置、確保計画では、保育士養成では現教員での

対応は可能だが、１人増の９人とする。幼稚園教

諭養成については、必要人数５人に対して現在３

人のため２人を増員する考えであるが、特別支援
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学校教諭養成の教員は新たに必要数の３人を確保

しなければならないとの説明がありました。

その後委員からは、１８歳未満の人口が大きく

減ると言われる２０１８年問題を見据えた中での

学生確保、どのようなカリキュラムを想定してい

るのか、改編の必要性、短大の必要性、新学科設

置による施設整備等と財政の負担などの質問が出

され、これに対し人口減少の中での学生確保につ

いては環境としてはどこの大学も同じと考えてお

り、常にその時代に即応した能力の高い知識を持

つ人材を養成し続けることで学生確保につなげた

い。また、カリキュラムについては、発達障害や

困り感を持つ子と保護者の支援に対応できるカリ

キュラムを想定し、短大の必要性を認めつつも先

ほどの学生確保とも重なるが、改編によってさら

なる人材育成に力を入れることにより、大学の存

続につなげたい。再編による施設整備等と財政負

担については、次回以降の委員会で示すこととな

ったため、他大学との授業料等の学費に関する比

較資料など７項目にわたる資料の請求をして終了

しました。

第３回の特別委員会は、１０月２３日に開催し、

前回の再編による施設整備等と財政負担及び７項

目にわたる資料の説明を受けました。この中で施

設整備等については、既存施設の改修を基本とす

るが、既存施設には構造上の制限があることから、

新学科等については恵陵館、多目的ホールの南側

に建設することを想定しているとの説明があり、

施設整備費については実質設計費と備品を合わせ

ると概算で約４億 ０００万円もしくは約５億円

から６億円との説明がありましたが、開学前の年

までに必要な整備費については約 ３００万円と

なるという見通しが示されました。

また、交付税措置の推移では、短大と４年制で

は大学１人当たりの交付税措置単価に開きがあり、

短大では１人当たり約６０万円、保健福祉学部で

は平成２４年度までは理系学部単価の約１５０万

円だったが、平成２５年度から理系学部単価から

保健、看護系学部単価となったため、約２００万

円で推移してきているとの説明がありましたが、

関連する運営費の実質収支では２１年度までは赤

字だったが、平成１８年度に開学し、４年生まで

の学生が全てそろった平成２２年度からは黒字に

転じ、平成２５年度の実質収支については５億

４８７万円の黒字、また大学振興基金積立金、備

荒資金合わせて９億 ０００万円に達しているも

のの、積立金は大学図書館の財源とするため、ほ

か施設の維持管理経費が加わることで、これまで

の黒字を維持することが難しくなるとの見解も示

されました。

一方、高校生、保護者のニーズとのかかわり合

いでは、現在の経済的状況から短大までしか許さ

れない生徒もいる中、進学の機会が減らされるこ

とになるという不安、保育士になるのに４年間の

時間と４年間分の学費を払う意味があるのかなど

といった短大がなくなることに不安があることも

明らかになりました。

その後委員からは、保健福祉学部再編の場合の

交付税単価の見通し、老朽化した既存公共施設の

改修、大学図書館の整備などの大型事業が予定さ

れている中、また平成２８年度に合併算定がえが

終了する中で基金の活用も含めて厳しい財政状況

を乗り切れるのかなどの質問があり、大学事務局

からは交付税に関しては総務省との協議が必要に

なることから不透明さがあるとしながらも１人当

たり１５０万円にできればとの考えが示されまし

た。一方では、財政面において校舎整備に対する

補助金額がなく、他のハード事業の関係もあり、

大学の整備についても起債を財源とすることとな

る。今後の課題としては、人口の減少を考えた中

で償還等将来的負担をどれだけ適正なレベルにで

きるかとの説明がありました。

１１月６日の第４回の特別委員会には、青木学

長を迎え、学長から再編構想の基本理念等につい

て資料に基づいて平成２８年４月からの短期大学

児童学科の４年制化及び市立大学保健福祉学部の
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再編強化についての説明がありました。

青木学長は、道内私学の動向等競争相手の特徴

の中で本学と競合する私学ほど安定していること

や道内での看護系大学の林立の状況及び専門職の

階層構造の見通しを説明。この中で今後同じ保育

所でも４年制の保育士を頂点とする階層化となる

ことは間違いないとする考えが示されるとともに、

資格取得のみならず、質の高い専門職の養成を目

指している大学であることの評判が学生確保の基

本となるとともに、地域に根差した大学になるた

めには優秀な教員の確保とその研究を通じてさら

に地域貢献できる環境を整えることが必要との訴

えがありました。

委員からは、なぜ２８年４月なのかとの質問に

は、いい保育所は高学歴の保育士を採用する。そ

のためにも早くマーケットを習得することや現地

実習先の確保、また旭川大学も公立化の話もある

ことから、早ければ早いほうがいいとの回答があ

りました。

さらに、再編に対する市民への説明が十分だと

考えているのかの質問には、機会があるごとに大

学図書館建設関係も含めて説明はしてきているが、

市民からの要望があれば積極的に出向いて説明し

たいとの答弁がありました。

この後２年制から４年制に移行した場合の収支

見込みに関する資料、公立大学に対するアンケー

トにおける名寄市立大学等の回答内容に関する資

料などの提出を求めて終了となりました。

第５回の特別委員会は、１１月１８日に開催し、

前回の資料要求にあった保健福祉学部を再編した

場合としない場合の大学の収支見込みについて、

再編した場合については最終年次の平成３７年度

で見ると３億 ０００万円程度の収支不足、また

再編しなかった場合の同年度の収支は４億 ８０

０万円程度の収支不足となり、いずれも収支不足

だが、再編した場合のほうが有利との説明があっ

たものの、施設整備等の公債費の増から平成３２

年度からは赤字となることが明らかになりました。

また、再編後の交付税措置について、交付税の

単価は学部ごとに定められていることや４年制の

大学は医学部系、理系、保健系、社会科学系など

の６つのカテゴリーで交付税措置がなされている

ことなどの説明があり、現行単価の理系１７５万

０００円、保健系で１９９万 ０００円のいず

れかが適用される可能性が高いとする一方、これ

までの保健系単価で受け入れられるよう働きかけ

ていきたいとの説明がありました。しかし、今後

の見通しは地方交付税単価がどこに落ちつくのか

が問題であり、平成２８年度以降小中学校の校舎、

広域での最終処分場の大型事業など厳しい財政が

予想されることから、中期財政計画が厳しい中で

政策的にどのような判断をするかというところだ

が、大学をやり切るには交付税とともに学生数の

確保が必要との認識を持っている。公立大学とい

う位置づけから、市民で支えていく大学、財政的

にどの辺まで支えられるかが大きな課題と認識し

ているとの説明がありました。

また、社会保育学科が他大学より有利になるに

は教育の質の向上が重要ではないかとの指摘に関

しましては、まさに本学が再編をしようとする意

味はそこにあり、知識はもちろん職場での責任を

持って発言できるような専門職を養成したいと答

弁されるとともに、研究分野において道北地域研

究所と地域交流センターを含めてコミュニティー

ケアの研究所を立ち上げることを初め、大学とし

て地域貢献により一層努めていく姿勢が強調され

ました。

第６回の特別委員会は、１２月４日に設置者で

ある加藤市長を迎え開催。冒頭加藤市長は、２０

１８年問題を見据えた大学間競争力の強化や地方

創生の観点からも国は幼稚園教諭や保育士など質

の高い専門職の養成を初め、再編強化した大学を

生かして名寄ならではの特色ある地域のまちづく

り推進に結びつけるために、改めて平成２８年４

月から４年制化について決意が示されました。

また、総務部次長から中期財政計画との整合性
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にかかわり、大学運営費も含む一般会計は２７年

度、２８年度とともに厳しく、１９億円程度の基

金の繰り入れが必要、こうした説明の後財政にか

かわる見通しが示されたことから、委員からは改

めて財政が厳しい平成２８年４月からの開学とし

たのはなぜかとの質問に対し、加藤市長は２０１

８年問題を見据えたときに大学間の学生確保の激

化が予想されることから、４年制の保健福祉学部

を再編強化し、早い段階に設置して知名度を高め

たい。また、国の地方創生の中には公立大学を生

かしたまちづくりが盛り込まれており、タイミン

グとしては合っていると判断したと説明をいたし

ました。

また、財政状況が厳しさを増す中で市民説明が

十分ではないとの指摘については、特別委員会の

論議等を踏まえ、財政状況も含めて説明すること

が筋と考えたとの答弁があり、年度内には市民説

明会を実施することを確約しました。

そのほか法人化の問題では、既に学長からは学

科の設立を含めて４大化をして、最低限の図書館

も含めて整備された段階で初めて法人化し、それ

から先が経営の問題として注視しなければならな

いとの考えを聞いているが、設置者の市長として

近い将来の法人化、企業会計、特別会計としての

考えをとの質問には、法人化については大学の中

期計画としての論議の中から名寄市にふさわしい

経営の仕方を考えたいという答弁がありました。

これらの議論を踏まえて当委員会としては、市

長が示す名寄市立大学再編構想、社会保育学科設

置計画案について異論を唱える声はなく、一定の

理解が得られたと判断するところですが、財政の

健全運営と市民に理解が得られるような丁寧な市

民説明を望む声があったことを踏まえ、市民との

共通認識のもとで大学を生かしたまちづくりに取

り組むことを求め、さらに人口の減少、少子高齢

化など将来の名寄市を見据えた中で大学の再編に

より名寄市立大学が地域に根差して子育て、保健

医療、福祉分野で地域貢献ができるよう求めるも

のでありました。

以上、名寄市立大学再編構想調査特別委員会か

らの調査経過と結果を御報告申し上げます。

なお、委員会に関する質疑の詳細につきまして

は、議長に提出済みの会議録を御参照いただきた

いと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 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（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

以上で委員会報告を終わります。

これをもって名寄市立大学再編構想調査特別委

員会の調査は終了いたしました。

正副委員長、自席にお戻りください。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１２分

再開 午後 ３時１３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

ここで、市長より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。

〇市長（加藤剛士君） 議長から発言のお許しを

いただきましたので、名寄市立大学保健福祉学部

社会保育学科の新設について、改めて決意の一端

を申し上げさせていただきます。

本年６月に開催をされました議員協議会におき

まして、短期大学部児童学科の４年制化、学部再

編強化、社会保育学科設置計画案を報告をさせて

いただきました。その後総務文教常任委員会で２

回の御審査をいただき、また９月には名寄市立大

学再編構想調査特別委員会の設置を賜り、６回に

わたりまして各委員の皆様に鋭意かつ熱心に御審

査をいただきましたことに心から感謝とお礼を申

し上げます。先ほどの駒津委員長からの御報告の

とおり、保健福祉学部の再編、社会保育学科設置

計画につきまして御理解を賜りましたことに重ね
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て感謝とお礼を申し上げます。

今後の名寄市の財政運営は、厳しい状況のもと

で推移をしていくことが予想されますが、大学の

経営運営につきましては限られた財源を有効に活

用するとともに、将来にわたる財政負担をできる

限り縮小できるよう最善の努力を行い、名寄市立

大学を支えていくことは名寄市の発展はもとより、

個性豊かな特色あるまちづくりにつながっていく

ものと確信をしています。特に財政の健全運営と

保健福祉学部の再編、社会保育学科設置計画につ

きましては、今年度内に市民の皆様への説明会を

実施をするとともに、広報紙やホームページ等を

通じて理解の促進に当たってまいります。あわせ

て平成２８年４月の社会保育学科開設に向けて具

体的な準備作業を遺漏なく進めてまいります。

今後におきましては、名寄市立大学が学部再編、

社会保育学科の設置により高等教育機関としての

充実を図り、各学科の連携と共同による質の高い

専門職の養成を行い、子育て、保健医療、福祉の

分野で地域社会を支える地域連携、地域貢献を推

進をし、道北地域における知の拠点となる取り組

みを進めることができますよう引き続き大学の振

興に努めてまいりますので、市民の皆様、議員皆

様のなお一層の御理解、御支援を賜りますようお

願いを申し上げます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

お諮りをいたします。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（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 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、平成２６年第４回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時１６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 大 石 健 二

署名議員 川 口 京 二


