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平成２６年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年６月１７日（火曜日）午前１０時００分
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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 代表質問

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
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２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員
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事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文
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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 課 長 遠 藤 邦 彦 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 次 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
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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、

８番 上 松 直 美 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

２０１４年度執行方針と名寄市の将来展望につ

いて外４件を、熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、市民連合・

凛風会を代表して質問申し上げたいと思います。

まず、加藤市長、そして小野教育長には既に２

期目のスタートをしていることに敬意と、またお

祝いを申し上げたいと思います。

私たち市民連合・凛風会は、あの忌まわしい戦

争でとうとい犠牲の上に成り立っている平和憲法

の理想、理念、そして名寄市非核平和都市宣言を

重ねながら活動をしております。また、自治基本

条例では、前文の一部を引用しますが、未来を担

う子や孫たちや将来世代のために心豊かに暮らせ

るまち、福祉と教育のまちをつくり、地球上の全

ての人類の幸福と平和に寄与するまちづくりを目

指しますとあります。これは、私たち会派のあり

ようとも一致するわけでありますが、しかし私た

ちの前には超少子高齢化という大きな社会問題と

安倍政権のもと過去の歴史や立憲主義を否定する

ような魔物が横たわっていることも事実でありま

す。加藤市政にとっては、そのことを十分踏まえ

ていただきながら、市民の幸せ、平和な生活、豊

かな暮らしが可能な限り実感できる４年にこだわ

り、公平、公正な市政執行に当たることをまずお

願いをしておきたいと思います。

以下、御質問申し上げます。質問項目が相当あ

り過ぎまして、少し早口になりますが、お許しを

いただきたいと思います。２０１４年度の執行方

針と名寄市の将来展望について。加藤市長の任期

の４年後、そして１０年後、２０年後の名寄市の

人口動向、若い女性の半減問題等社会的問題を抱

えた中での住民福祉の向上、地域経済の活性化を

どう展望するのか。また、広域行政の中心市とし

ての名寄市の役割、責任についてどう自覚されて

いるのかをお聞かせをいただきたいと思います。

憲法理念と安倍政権について。安倍政権のもと

閣議決定できょうかあすかにもと言われておりま

すが、解釈改憲に基づく集団的自衛権行使が現実

になろうとしているきな臭い動きがあります。基

地のあるまちとして、市民である自衛隊員及び家

族の不安の声が聞こえてきます。首長として市民

である自衛隊員や家族への影響についてどのよう

にお考えになっているのかお聞かせをいただきた

いと思います。

今年度の予算執行と今後の財政展望について。

当初予算に加えて補正も含めて約２２５億円、市

民生活の向上の視点や、さらに地域経済を支える

経済効果や市税等への影響についてお聞かせをい

ただきたいと思います。さらに、地方財政計画の

特徴と今後の交付税の動向や名寄市の中期財政計

画への影響についてお聞かせをいただきたいと思

います。

新名寄市行財政改革推進計画の成果と課題につ

いてでありますが、既に５月には実証本部を立ち

上げ、３つの専門部会を立ち上げ、作業に入って

おりますが、加藤市長が本部長として基本的に何

を職員に求め、指示されたのかをお伺いいたしま

す。
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次期総合計画への対応について。現総合計画３

年目の中間点になりますが、市長在任期中に次期

の総合計画策定及びスタートを迎えるわけであり

ますが、総合計画策定に向けた日程等対応につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

合併の総括と主要課題の方向性についてであり

ますが、１市１町対等合併の道を選択をし、こと

しで９年目。１０年後以降の合併算定がえを控え、

合併前から言われていた課題と現在の実際につい

て総括する時期に来ているかと思います。その対

応、考え方についてお知らせをいただきたいと思

います。

市民が主役のまちづくりについて、自治基本条

例を踏まえた今後のまちづくりについてでありま

すが、５年目を迎える自治基本条例の目的は市民

が主役のまちづくりを実現するためとあります。

行政の執行者としての理念、理想がどのぐらい具

体的な形で実践できているかを評価をいただきた

いと思います。

市民が主役と思える住民自治権の展望について

でありますが、今後の自治権拡大の展望について

お聞かせをいただきたいと思います。

保健福祉医療行政についてでありますが、地域

福祉計画の成果と課題について、５つの各福祉計

画を束ねる形で名寄市地域福祉計画がありますが、

その現状と課題、特に今後の国の動きに関係する

諸課題についてお伺いをいたします。

２つ目には、市立病院の見通しと長期計画の見

直し、当面の課題について。既に決算が上がって

いる平成２５年の状況や診療報酬の改正や今後の

診療体制の拡充、患者動向等を踏まえた上で最終

年の２８年を見据えた経営の見通しについてお伺

いをいたします。

次に、本年度３回目の病院機能評価更新認定を

受ける準備をされていると思いますが、過去２回

の経験を踏まえながら今後の対応についてお聞か

せをいただきたいと思います。

旧精神科病棟解体に伴う今シーズンの駐車場対

策として時限的にも有効な対策を何か考えておら

れるのかお聞かせをください。

子供医療費無料化の政策予算化への背景につい

て。私ども会派は、毎年の予算要望に若者が安心

して子供を産み育てることができるようニーズの

高い子供医療費無料化について求めてきました。

不十分ながら今回の提案を前向きに評価をいたし

ますが、改めて政策に組み入れた背景についてお

伺いをいたします。

国民健康保険事業の財政運営と広域化問題につ

いて。国保会計被保険者の収入構造や国の税負担

問題等に起因する財政運営、そして今後の北海道

全体の広域化問題についての動向をお伺いをいた

します。

生活保護制度の課題と新たな生活困窮者自立支

援制度の名寄市の取り組みでありますが、憲法第

２５条の理念に基づき最低の生活支援制度の充実

は当然のことであります。新たに生活困窮者自立

支援法に基づいた取り組みが始まっておりますが、

名寄市の対応についてお聞かせをいただきたいと

思います。

経済建設行政について、コンパクトシティーと

低炭素まちづくりの計画について。国策として低

炭素まちづくり計画が名寄市においても策定され

ました。直近のメリットでは、進行中の事業であ

る（仮称）市民ホール及びコミバス運行等の交付

金のかさ上げなどがありますが、その効果につい

てお伺いをいたします。

中小企業振興と関係諸団体の役割と責任につい

てでありますが、にぎわいの創造、その後の具体

的展開策と中小企業振興施策、条例の抜本的見直

しを予定をしているようですが、その具体策、財

源展望、関係者、団体等の役割と責任についてお

伺いをいたします。

地元企業経営及び雇用の現状と課題についてで

ありますが、地元企業等の国、道、市及び民間発

注の受注動向を踏まえた経済情勢や企業経営及び

雇用状況の特徴について、そしてそれを踏まえた
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企業や労働者支援の方策についてお伺いをいたし

ます。

名寄市公契約に関する指針等について。公契約

に関する指針等の具体的取り組み、請負業者や労

働者への浸透、理解が深まっているのかどうか、

指針の実行によるこれまでの公契約との違いにつ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

政権交代による農林業施策の変化と影響につい

て。政権交代による名寄市農林業施策への変化と

影響をお伺いをいたしますが、特に極めて問題の

あるＴＰＰ参加交渉の行方、国の構造改革にかか

わる農地中間管理機構新設、水田のフル活用と米

施策の見直しなど名寄市が抱える課題への影響に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

名寄市農業・農村振興計画及び現状と課題につ

いてでありますが、特に認定農家が目指すべき営

農類型への平成２８年度目標に対する進捗状況、

主要な課題についてお聞かせをいただきたいと思

います。

大項目最後になりますが、教育行政について、

教育執行方針について。国の制度改革と名寄市の

教育委員会の機能の課題についてでありますが、

安倍政権のもと教育委員会制度の見直しと教育改

革が進められております。とりわけ首長や教育長

の権限を強めるための現行機能が変質する危惧が

持たれているところですが、教育委員会の現状と

課題についてお聞かせをいただきたいと思います。

学校教育重点施策の展開に伴う課題についてで

ありますが、特に施策展開に伴う教職員の勤務実

態及び子供たちの触れ合い時間等の確保の現状と

課題についてお聞かせをいただきたいと思います。

社会福祉重点施策の展開に伴う課題について。

重点施策中、教育相談センターの主な現状と課題

についてお伺いをいたします。

放課後児童クラブ、放課後子ども教室に関連し、

新制度基準づくり、一体型の動きもありますが、

名寄市の現状を踏まえた課題についてお聞かせを

いただきたいと思います。

義務教育費国庫負担制度等、教育費の現状につ

いて。国の三位一体改革以降の影響で義務教育費

国庫負担リストの削減及び前政権の３５人学級実

行にも陰りが出てきております。義務教育の国庫

負担の原則から離れる国への働きかけと名寄市の

大学費を除く教育費の推移、各学校の予算配分の

現状についてお知らせをいただきたいと思います。

特別支援教育の現状と課題について。大学との

協定あるいは研修によるスキルアップ、学習支援

員の増員等それぞれ努力をされているようですが、

学校現場における現状と課題をお答えをいただき

たいと思います。

最後になりますが、名寄市立大学の今後の課題

と展望についてでありますが、①、②はまとめて

お聞きをしたいと思います。公立大学の交付税の

動向と大学経営の見通し及び今後の名寄大学の授

業料等納付金の改定の考え方についてお聞かせを

いただきたいと思います。

保健福祉学部の今後の学生確保の動向と就職戦

線を踏まえた強化すべき対応策についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

社会保育学科設置計画案について。先般学長か

ら計画についての説明を受けましたが、改めて学

長以下関係者の努力に敬意を表するものでありま

すが、設置者としての計画案の制度をどのように

受けとめているか、名寄市総合計画との整合性及

び事業選択の優先度について、計画案から一歩踏

み出す場合の超えるべき課題についてお答えをい

ただきたいと思います。

独立行政法人化への基本認識と対応についてお

聞きをして、壇上における質問を終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。熊

谷議員から大項目５点にわたっての質問をいただ

きました。教育行政以外にかかわるところを私の

ほうからまずは答弁をいたします。

新年度の執行方針と基本方針、基本姿勢につい
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てでございます。平成２２年の国勢調査で名寄市

の人口は３万５９１人、そのうち６５歳以上の高

齢者の人口は ２２７人と全人口の約２７％とな

っておりましたけれども、国立社会保障・人口問

題研究所、こちらによる平成２５年３月時点での

推計によりますと、いわゆる団塊の世代が全て７

５歳となる平成３７年には人口が１ ２％減少し

て２万 １６４人、高齢者人口が ６６９人で全

体人口の３２％となりまして、また平成４７年に

は人口がさらに１ ４％減の２万 ６６６人、高

齢者人口が ９６９人、全人口の３２％と見込ま

れてございます。先月日本創成会議が発表しまし

た試算によりますと、本市では今後３０年間で２

０代、３０代の女性が １２７人、３ ５％減少

するというふうに言われています。このように人

口の減少や高齢化の一層の進行によりまして税収

が減少する一方、社会保障関連経費は年々増大を

し、国において長期債務残高がふえ続けている中

で、地方交付税の減少が懸念をされるなど今日の

地方自治体を取り巻く環境はますます厳しい状況

にあると認識をしておりまして、私としてはこの

ような厳しい時代を乗り越えていくために１０年

先、２０年先を見据えて効率的、効果的な市政運

営に努めてまいりたいと考えております。

具体的には、社会福祉の向上についてでありま

すが、圏域の基幹病院である名寄市立総合病院を

核といたしまして風連国保診療所、名寄東病院並

びに民間医療機関との連携による医療提供体制の

充実強化、各種機関、団体との連携による高齢者

や障害者に優しいまちづくり、子供や子育て家庭

の実情を踏まえたさらなる子育て支援の充実など

とともに、市立大学における医療、福祉を担う人

材の育成について引き続き推進をしてまいります。

地域経済の活性化につきましては、モチ米など

の生産振興はもとより本市の基幹産業であります

農業の生産体制を持続的に発展させるため、関連

機関との連携により本市の特色を生かした担い手

育成支援対策を推進をするとともに、企業誘致、

地場産業の育成、起業家の支援による商工業の活

性化及び本市の財産を最大限に生かした交流人口

の拡大を図ってまいります。

広域行政については、北・北海道中央圏の定住

自立圏の中心市として、現在医療を中心に消費者

の安全、安心、廃棄物の処理、地域における知の

拠点であります市立大学など多分野にわたって都

市機能を広域的に発揮をしているところでありま

して、今後においても士別市とともに中心市とし

て構成町村と相互に役割を分担をし、連携、協力

をすることによって圏域全体で必要な生活機能を

確保し、地域住民の命と暮らしを守り、人口定住

を促進をするために、効果的かつ効率的に事業を

展開をしてまいります。

憲法理念と安倍政権について、とりわけ集団的

自衛権の行使につきましてお問い合わせがありま

した。内閣総理大臣のもとに設けられました安全

保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から先月

１５日に集団的自衛権の行使容認を求める報告書

が提出をされ、安倍総理は限定的な集団的自衛権

の行使について政府として検討を進めるとともに、

与党協議を行い、この結果に基づいて憲法解釈の

変更を含めて改正すべき法制の基本的方向を閣議

決定するとの考え方を示されたところです。集団

的自衛権の行使については、さまざまな意見があ

るものと認識をしておりますけれども、我が国の

外交上、安全保障上、極めて重要な問題でありま

すので、私としては国民に対する丁寧な説明と国

政の場において十分な議論をされることが必要で

はないかと考えておりまして、市民の生命と財産

を守る立場である市長として国会における議論を

初め、国の動向を注視をしてまいりたいと考えて

おります。

次に、今年度の予算執行と今後の財政展望につ

いてでございます。平成２５年度の決算の概要に

ついてでありますけれども、一般会計では翌年度

に繰り越すべき財源を除いて実質収支が約４億

５００万円の黒字となっております。特別会計で
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は、国民健康保険特別会計の保険事業勘定で約１

億 ８００万円の黒字、介護保険特別会計の保険

事業勘定で約 ６００万円の黒字となる見込みで

ございます。このほかの特別会計については、一

般会計からの繰入金で調整をしておりますので、

収支同額となってございます。また、企業会計は

収益的収支において水道事業会計では約４５０万

円の赤字、病院事業会計では約３億２００万円の

赤字となりました。一般会計では、財政調整基金

の繰り入れを全額取りやめたほか、減債基金、公

共施設整備基金などへ積み立てができたことも踏

まえて比較的良好な決算で終えることができたと

認識をしております。

今定例会に上程をいたしました一般会計で約３

億 ０００万円の補正予算、いわゆる肉づけ予算

でございますが、地域の元気臨時交付金基金繰入

金やがんばる地域交付金といった国の地方への経

済対策による支援を活用して老朽化した施設の改

良を行っております。また、乳幼児等医療給付事

業の拡充やひと・ほし・環境にやさしい灯り事業

など市民生活の向上を目指した事業も計上をさせ

ていただきました。総体的に国や道、その他関係

機関からの交付金、助成金を活用した事業を組ん

でおりまして、比較的ソフト事業が多くなってお

ります。久しくこの道北地方の経済が低迷をして

おりましたが、日本銀行の経済概況によりますと

消費税引き上げの影響による一時的な振れを伴い

つつも基調的には着実に持ち直しているとされて

ございます。名寄市の市税動向については今後も

慎重に推移を見ていくということにしております。

また、平成２６年度の地方財政計画では、地方

の一般財源総額については平成２５年度の水準を

相当程度上回る額を確保したものとされておりま

す。これは、地域の活性化に取り組みつつ、安定

的に財政運営を行うことができるように社会保障

費の増額分を含めた一般財源総額の確保であり、

社会保障費への対応を地財計画の中で織り込んで

きているものと考えております。一般財源の内訳

としては、地方交付税は微減となり、地方税、地

方譲与税などは伸びを見せておりまして、地方交

付税そのものは今後は大きく伸びていくものとは

考えにくい状況にございます。

今後の地方交付税の動向ですけれども、本年５

月３０日に出されました国の財政制度等審議会に

よる財政健全化に向けた基本的考え方における地

方財政についてでは、リーマンショック後十分見

直しがなされておらず、国が財源保障すべき標準

的な歳出となるように地財計画の歳出項目などの

見直しを求めています。また、経済財政運営と改

革の基本方針、いわゆる骨太の方針の骨子案でも

同様に危機対応モードから平時対応モードへの切

りかえという文言がありまして、地方交付税の動

向については慎重に判断をしていく必要がありま

す。今後名寄市では、老朽化する施設の改修、政

策として必要な事業の計上など歳出圧力が高まる

ことが想定をされますけれども、歳入の根幹とな

る地方交付税、市税、譲与税などの動向を慎重に

判断をし、優先順位を明確にしながら中期財政計

画を策定することが重要になると認識をしており

ます。

新名寄市行財政改革推進計画の成果と課題につ

いての御質問がございました。本年度におきまし

ても名寄市行財政改革推進実施本部を５月９日に

立ち上げて行財政改革に取り組んできております。

具体的には、新名寄市行財政改革推進計画後期計

画の推進項目の見直しを毎年行うこととしており

まして、平成２６年度においては７６の推進項目

を掲げて取り組むこととしております。計画推進

に当たっては、本年度も実施本部内に組織・機構

検討部会、事業等見直し検討部会、負担金・補助

金検討部会、この３部会を設置をしてそれぞれの

課題解決に向けて協議を行うこととしています。

本年度における重点課題として、組織のスリム

化については、平成２１年度から平成２６年度ま

で職員７３人の削減を目標に取り組んできており

ますけれども、平成２６年４月時点で６９人の削
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減となっております。さらに、期間を２年延長し

て目標達成を目指していきます。また、これまで

組織のスリム化を急激に進めてきていることや平

成２５年度から３年間で約５０人の定年退職者が

見込まれておりまして、急激な世代交代に対応す

る必要があることから、再任用制度を構築をする

中で将来的な人員の配置計画を策定することとし

ております。

使用料、手数料につきまして、新名寄市として

の基準を平成２８年度までに策定をするというこ

とにしておりますけれども、平成２７年５月に

（仮称）市民ホールが開設をされる予定となって

いることから、施設の特性を考慮した使用料の基

準を示すことができるようにスピード感を持って

作業を進めることとしております。

また、公共施設のあり方についても平成２０年

度に一定の整理を行ってきておりますが、施設の

利用状況も変更となっていることから、再度今後

の方向性を検討することにしております。

負担金、補助金の見直しについては、平成２５

年度に負担金、補助金の見直しに係る指針を新た

に作成をして見直しを行ってきております。

小項目５、次期総合計画の対応についての回答

でございます。総合計画は、財政計画との整合性

が重要であることから、総合計画で示した施策を

具現化するための事務事業を定めた実施計画につ

いては情勢の変化に対応するために毎年度点検と

必要な見直しを行ってきておりまして、この見直

し結果を踏まえて財政計画についても修正するこ

とによって、総合計画の実効性を担保をしてきて

いるところです。また、財政計画については、少

子高齢化の進行やそれに伴う経済構造の変化、合

併算定がえによる普通交付税の措置分の減少など

を見込む一方で、有利な起債あるいは基金の適切

な運用など将来に向けての一定の対応を織り込ん

だ上で策定をしております。第１次の総合計画は、

平成２８年度を最終年度としていることから、平

成２７年度からは第２次の総合計画の策定に向け

た準備を進めてまいりたいと考えておりまして、

計画の策定に当たっては第１次計画を検証し、計

画のあり方、目指す姿、それを実現するための施

策、取り組みなどについて市民の参画、意見を十

分に伺うことにより、自治基本条例の精神にのっ

とった市民主体の計画づくりを進めてまいりたい

と考えております。

合併の総括と主要課題の方向性についてでござ

います。平成１８年３月２７日、新名寄市が誕生

してからことしで９年目を迎えました。合併当時

旧名寄市、旧風連町の財政は、国が進める構造改

革により多くの小規模自治体と同様に老朽化した

公共施設の改修や新規事業への取り組みも困難と

なるなど非常に厳しい状況にあり、合併により地

方交付税の算定がえや有利債の活用、組織のスリ

ム化などによる市財政の健全化や新規事業の推進

による市民福祉の向上、また地方分権に対応でき

る行政組織の確立に向けて必要性があり、一定の

成果があったものと認識をしております。新市の

誕生に向けては、合併協議会において新市のまち

づくりの基本方針となる新市建設計画が策定をさ

れ、新市の将来像の実現を図るため、住民自治、

地域自治組織の確立や保健、医療、福祉の充実、

環境、生活基盤の整備など５つの基本施策が定め

られております。合併後、本市では新市建設計画

を踏まえて策定をした新名寄市総合計画を着実に

推進をし、道の駅、市立病院精神科病棟の改築及

びヘリポートの設置を初め、現在建設が進められ

ている（仮称）市民ホールなどにより市民の安全、

安心や教育文化などの向上を図るとともに、自治

基本条例の制定などにより市民と行政との協働に

よる市民主体のまちづくりを推進してまいりまし

た。また、財政運営に当たっても合併自治体固有

の課題である地方交付税の合併算定がえの段階的

な終了による市財政への影響も考慮し、計画的に

基金を積み立てるなどして一定の備えを行ってき

ているところでもあります。一方で、それぞれが

１００年を超える歴史を持つ自治体同士の合併で
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あったことから、８年間の期間では解決されず、

今後に残された課題についても認識をしておりま

して、一部の民間団体が統一には至っていない状

況にあることや新市において設置をすることとし

ている地域自治区についても町内会単位の枠を超

えた活動を活発化する地域連絡協議会の設置を促

進したところでありまして、その取り組みはいま

だ道半ばであるものと受けとめております。

大項目２、市民が主役のまちづくりについて、

まず自治基本条例を踏まえた今後のまちづくりに

ついてでございます。自治基本条例は、市民がま

ちづくりに主体的に参加できる権利と機会を保障

し、市民と市とが積極的な情報共有をして連携、

協力をすることを通じ、市民が主体のまちづくり

を実現することを目的としております。この基本

理念に基づき、この間パブリックコメントの実施

を行ったほか、まちづくり懇談会の開催、各種市

民委員会の開催など市民参加の推進とともに、広

報や市ホームページを活用した積極的な情報提供

や庁議等の決定事項あるいは予算査定の状況、さ

らには部次長会議等の内容を公表し、政策決定過

程等の透明性の確保に努めているほか、市民の皆

さんと手づくりで策定をした総合計画を市政運営

の基本として、市民主体のまちづくりの実現に向

けて取り組んでまいりました。今後とも市民と市

が互いに連携、協力をしたまちづくりを推進して

いくよう努めてまいります。

市民が主役と思える住民自治権の展望について

でございます。現在小学校区域を基本として８つ

の協議会を設置をしておりまして、清掃活動や防

災活動のほか、餅つき大会、スノーランタンフェ

スティバルの開催など活動が拡大する協議会があ

る一方で、連携、協力体制が不十分で活動ができ

ていない協議会があるなど各地区によりその活動

状況に温度差が生じてきております。このため本

市においては、昨年度協議会の代表者による会議

を開催をして情報交換を行うなど協議会の活性化

を促したほか、協議会の運営、活動に対する支援

を拡充をしてまいりました。地域における自治権

拡大については、地域連絡協議会を初めボランテ

ィア活動など地域における住民の主体的な取り組

みが必要であり、市としては当面その中心的な役

割を担うことを展望しながら、地域連絡協議会の

活動を助長をし、町内会の枠を超えた活動を促進

をさせて自治権の拡大に努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、大項目３点目、保健医療福祉行政

にかかわって、まずは地域福祉計画の成果、課題

についてであります。地域福祉計画は、平成２４

年度から平成２８年度までを計画期間とし、新名

寄市総合計画後期計画と整合性を図って保健福祉

分野における個別計画であります高齢者保健医療

福祉計画、介護保険事業計画、名寄市障害者福祉

計画、名寄市障害福祉実施計画、名寄市次世代育

成支援行動計画、いわゆるひまわり子育てプラン、

名寄市健康増進計画、いわゆる健康なよろ２１、

これらを総合的に推進をするための計画でありま

す。

個別計画ごとにその進捗状況と現状を申し上げ

ますと、名寄市第５期高齢者保健医療福祉計画、

介護保険事業計画は、平成２４年度から平成２６

年度までを計画期間として、その２年が経過をし

ているところです。平成２７年度を始期とした第

６期の策定に当たり、名寄市保健医療福祉推進協

議会保健医療部会及び高齢者部会において第５期

の計画の検証を行い、次期の計画へ反映させてい

く考えであります。また、第５期計画においては、

平成２４年１１月に小規模多機能型居宅介護、さ

らには平成２６年３月に認知症高齢者の増加に伴

い、認知症対応型通所介護が整備をされて、市内

のサービス事業所の充実が図られてきているとこ

ろであります。

次に、第３期名寄市障害福祉実施計画でありま

すけれども、こちらも平成２４年度から２６年度

までの計画期間、本年が最終年になりまして、平

成２７年度を始期とした第４期の計画策定に向け
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いて第３期の検証を行って次期計画に反映をさせ

ていきます。また、第３期計画においては、平成

２４年度に２件、平成２５年度に２件のグループ

ホームが整備をされております。また、平成２５

年４月より名寄市障害者自立支援協議会に相談支

援・権利擁護部会と就労支援部会の２つの専門部

会を設置をしまして、さまざまな課題についてよ

り深く協議、情報交換を行っております。就労支

援部会での主な取り組みとして、就労している障

害者が講師となった仕事講座の開催や障害者の一

般就労へ定着プログラムとして実施をしましたジ

ョブカフェを開催をし、障害者の雇用の促進に努

めてまいりました。

次に、名寄次世代育成支援行動計画、ひまわり

子育てプランでは、後期計画が２６年度で終了し、

平成２７年度からは現在名寄市子ども・子育て会

議で議論をいただいております名寄市子ども・子

育て支援事業計画の策定に向けて準備を進めてい

るところです。平成２７年度から子育て支援新制

度への移行が予定をされておりますが、現在国の

スケジュールが大幅におくれてきていることから、

情報収集に努め、計画策定がおくれることのない

ように努めてまいります。

次に、名寄市健康増進計画、健康なよろ２１で

は、新たな健康課題や社会背景を踏まえて１０年

後全ての国民がともに支え合い、健康で幸せに暮

らせる社会を目指すとともに、国の方針をもとに

名寄市における健康の課題である脳梗塞等の脳血

管疾患を予防し、介護を必要とする状態にならな

いことが健康寿命の延伸に向けて重要とし、第２

次の計画がスタートしたところであります。

本市の保健福祉分野を総合的に推進するこの地

域福祉計画といたしましては、それぞれ今御説明

したとおり各個別の計画の進捗状況によりおおむ

ね計画どおり推進をしているものと考えておりま

すが、名寄市の保健医療福祉推進協議会において

今後とも検証を進めてまいります。

小項目２、市立総合病院の経営の見通しと長期

計画の見直し及び当面の課題についてでございま

す。病院事業の長期計画については、平成１９年

度から平成２８年度までの１０カ年を計画期間と

する計画を平成１９年度に策定をいたしましたけ

れども、その後の社会情勢の変化などにより平成

２４年度に見直しを行ってきたところであります。

見直し後の初年度である平成２４年度は黒字とな

ったものの、残念ながら平成２５年度は３億 １

００万円余りの赤字を計上しての決算となりまし

た。この要因として３つ述べますが、まず１つは

外来収益で ９％増と順調に伸びたものの、収益

のおよそ７割を占める入院収益が ９％増と微増

にとどまったこと。これは、ＭＲＩの入れかえに

伴って整形外科、脳神経外科など外科系の診療科

の伸びが低いことも要因として挙げられます。２

つ目に、給与費、材料費等の伸びが医業収益の伸

びを上回っていること。３つ目に、新館、精神科

病棟の改築によりまして雑支出、いわゆる消費税

が８ ４％増と大きく伸びたことが考えられます。

詳細については、現在分析中でございます。

平成２５年度決算と診療報酬改定を踏まえた今

後の経営見通しなどについて申し上げます。こと

しの診療報酬改定は、団塊の世代が後期高齢者と

なる２０２５年を見据えて医療機関の機能分化強

化と連携、在宅医療の充実などが重点課題として

盛り込まれましたが、改定率は全体で １％増と

いう厳しい結果となりました。平成２６年度は、

夜勤看護師の不足と地域包括ケア病棟の開設準備

などのために４月から５階西病棟を休床しており

まして、また診療報酬改定による増収も期待がで

きないことなどを考えると、本年度決算も大変厳

しい状況を想定をしております。現在５階西病棟

の再開準備と決算の分析を行っておりますので、

今後収益の増加と費用削減の具体策を示すととも

に、本年度は見直し計画の中間年であることから、

計画の推進状況も点検をし、経営の改善に努めて

まいりたいと考えております。

平成２６年６月１７日（火曜日）第２回６月定例会・第２号
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病院機能評価の更新認定に向けた過去の審査結

果の課題等への取り組みの状況についてでありま

す。市立病院では、平成１１年１２月に道内の公

立病院では初となる病院機能評価の認定を受けま

して、これまで２回の更新の認定を受けてきたと

ころであります。病院機能評価は、第三者機関で

ある日本医療機能評価機構が医療の質や患者への

サービスなど各医療施設としての機能を評価をし、

客観的な立場から医療施設の現状を把握をすると

ともに、問題点を明らかにして改善活動を推進を

することにより、医療提供体制の充実や医療サー

ビスの質の向上を図るものであります。前回平成

２１年１１月の受審においては、患者の権利と医

療の質及び安全の確保、療養環境と患者のサービ

ス、医療の質と安全のためのケアプロセスなど７

の領域にわたる項目について調査を受けまして、

院内暴力への組織的な対応や臨床研修機能体制の

確立などの取り組みが評価をされて、安心できる

医療レベルにある病院としての認定を受けました。

しかし、その一方で、必要性の高い課題に対する

定期的、継続的な研修会の開催並びに研修内容の

評価やマニュアルの最新版への更新などについて

改善を求められたところでもあります。前回指摘

を受けた事項については、認定後各担当部署や各

種委員会において改善を図ってきておりますが、

平成２５年４月に病院機能評価の項目が評価書を

含めて抜本的に改定をされたことから、この新体

系の評価項目に照らし合わせて基準をクリアをし

ているのか、改めて院内で確認を行っているとこ

ろであります。今回は、３回目となる更新認定を

受けるべく、各部署が連携をしながら、現在準備

を進めておりまして、この工程がきっかけとなり

医療の質の向上、そして効果的なサービスの改善

につながっていくものと考えております。

続きまして、旧精神科病棟の解体に伴う駐車場

の対策についてであります。精神科病棟の改築事

業については、新館が５月から本格運用を開始を

し、屋上に整備をしたヘリポートについても６月

９日から当初予定をしていた訓練が急遽実際に救

急患者を受け入れるという形で運用がスタートを

されました。今後は、旧精神科病棟の解体工事と

外構、駐車場の整備工事を６月９日から１２月１

８日までの期間で行います。議員が御指摘のとお

り、この間が最も駐車台数が不足をする期間とな

ることから、対策として既に６月広報では御案内

をしておりますが、市民の皆様には来院される際

はできる限り公共交通機関を利用していただくよ

うお願いをしているところであります。そのほか

これまで保育所や幼稚園への送迎などが必要な職

員には花園公園の一部と民間借り上げ住宅を、そ

して遠方から通勤をする職員などにはスポーツセ

ンターの駐車場を利用するように呼びかけており

ましたけれども、今後は妊婦や体調不良などの一

部職員を除いて花園公園には駐車しないように、

他の職員は民間借り上げ駐車場とスポーツセンタ

ー駐車場を利用するように周知徹底をいたしまし

て、患者用の駐車スペースの確保に努めてまいり

ます。引き続き工事期間中、市民の皆様には、あ

るいは利用者の皆様にも御迷惑をおかけをいたし

ます。御理解と御協力をお願いを申し上げます。

続きまして、子供・子育て支援と子供医療費無

料化への背景についてであります。以前より乳幼

児医療費について無償化の御意見もいただいてお

りましたけれども、これまでは北海道医療給付事

業の補助基準に準拠しての助成事業を行ってまい

りました。国では、平成２６年４月から消費税を

８％に引き上げて、増収分は社会保障の充実、安

定化に向けて使われるといったことになっており

ます。また、各地方公共団体においても引き上げ

分の地方消費税収分を全て社会保障施策に要する

経費に充てるように、本年１月２４日付で総務省

自治税務局都道府県税課長通知が出されたところ

であります。本市といたしましては、比較的収入

が少ないと考えられる就学前の子供の養育世帯に

ついて、サービスの拡大を図ることによって子供

が平等に医療サービスの提供を受けることができ
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る環境を提供し、また小学生についても保護者負

担が大きくなる入院を事業対象とすることによっ

て、家計への負担軽減を図り、子供が健康に過ご

すことができる環境を提供するための事業拡大を

行うといたしました。子供たちへの医療サービス

の提供につきましては、今後とも安心して子育て

ができる環境の提供、さらには市立総合病院での

小児科医２４時間配置など医療提供体制確保と医

療費の負担軽減策の両面での支援を行ってまいり

たいと考えております。

小項目４、国民健康保険の財政運営と広域化問

題についてであります。まず、国民健康保険の財

政運営についての考え方でありますけれども、本

市の国保の現状は６０歳から７４歳までの方が約

６割を占めて、この５カ年で被保険者は約８００

名、１０％が主に後期高齢者医療の移行に伴い減

少をしております。被保険者の所得の状況であり

ますけれども、所得金額１００万円以下の世帯が

約６ ５％、１００万円から３００万円以下の世

帯が約２ ２％と３００万円以下の世帯が約９割

を占めております。被保険者の税負担は、医療分、

後期支援分で全道３５市中低いほうから１９位と

なり、１人当たり７万 ５４４円となっておりま

す。また、１人当たりの医療費は年々増嵩しまし

て、昨年度は３４万 ０００円と平成２１年度に

比べて約１６％増加をしております。今後の国保

の財政運営に当たりましては、第１に適正賦課と

税収確保に努めて財政の安定化、健全化に取り組

んでまいりたいと考えております。第２に、レセ

プト点検の調査による重複頻回の受診のチェック、

そしてジェネリック薬品の利用促進により医療費

の適正化の推進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。第３に、受診年齢を３０歳に引き下げ

ました特定健診、特定保健指導、人間ドック等の

保健推進事業を精力的に進めて、被保険者の健康

増進に結びつく取り組みを進め、国保の財政安定

化に努めてまいりたいと考えます。

国保広域化の問題についてお尋ねがありました。

来年度通常国会の提出を目指し、必要な法案の整

備が検討されて、平成２９年度末までに都道府県

を単位とした広域化が進められようとしておりま

す。現在は、道が主体となり市町村連携会議が設

置をされて、広域化に向けた現状を出し合って今

基礎的な事項のすり合わせを行っている入り口の

段階だということであります。保険料の設定につ

きましては、資産割の廃止や市町村ごとのでこぼ

この料率をどう調整をしていくのか、また医療費

の適正化の取り組みや保健事業の推進なども大き

な課題だと考えております。今後国がどの程度支

援拡大を行うかが待たれて、全道の医療支出に見

合った保険料の料率の設定をどのようにしていく

のか、道を中心に市町村間の公平で納得できる素

案の協議を行っていくものであります。

本市といたしましては、危機的な国保の現状の

認識のもと、持続可能な社会保障制度の構築のた

めの広域化の趣旨も踏まえて意見を反映をしてま

いりたいと思います。また、広域化すると被保険

者の生の声が届きづらくなるのでないかといった

懸念も当然でございます。広域化後も被保険者の

方々と直接かかわっていくのは市町村であります

ので、どのような制度設計をしていくのか十分留

意をし、協議に際して主張すべき点、譲れない点

については声をしっかりと上げていきたいと思い

ます。

小項目５、生活保護制度の課題と新たな生活困

窮者支援制度の名寄市の取り組みについてであり

ます。昨年度の窓口相談の件数は延べ８２件であ

りまして、そのうちの生活保護に係る実相談件数

は５１件でありました。生活保護を申請した世帯

は２６世帯、前年度の１７世帯から９世帯の増加

となりました。また、廃止の状況ですが、３１世

帯が廃止となり、廃止の主な理由は死亡、働きに

よる収入の増加、扶養義務者等の引き取りなどが

挙げられます。相談体制の現状といたしましては、

総合相談窓口に生活保護相談支援員を配置をし、

相談者の状況について詳細に聞き取りを行いなが
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ら、他の施策の活用、あるいは問題解決の糸口を

示すこと、さらには離職者に対しては住宅支援給

付事業の活用など、窓口の対応を進めてきている

ところであります。

生活保護受給者への自立促進の取り組みとして

は、ハローワーク等の生活保護受給者等就労自立

促進事業に関する協定書、これにより効果的、効

率的な就労支援と相互の情報提供による共有化な

ど自立に向けた就労指導を行っているものの、経

済情勢や雇用の環境までなかなか就労に結びつい

ていないという状況であります。

新たな制度であります生活困窮者自立支援制度

は、生活保護者にはまだ至っていない生活困窮者

に対する第２のセーフティーネットと位置づけて、

包括的な支援体系を創設をし、平成２７年４月か

ら実施をするものであります。生活困窮者の課題

は、多様で複合的でありまして、制度のはざまに

陥らないよう広く受けとめることが制度の目指す

目標となっておりまして、現在は生活保護を受給

をしていないけれども、生活保護に至る可能性の

ある方で自立が見込まれる方をその対象としてお

ります。制度の概要としては、生活保護に至る前

の段階で自立支援策を図るため、相談者の状況に

応じ自立に向けた支援計画を作成をする自立相談

支援事業、離職により住宅を失った生活困窮者に

対する家賃を有期で支援をする住居確保給付金の

支給、就労に一定期間を要する方に対する就労準

備支援事業、緊急に衣食住の確保が必要な方に対

する一時生活支援事業、家計から生活再建を考え

る方に対する家計相談支援事業、貧困の連鎖の防

止を目的とした学習等支援事業の中から事業を選

択をするということになっています。本市では、

現状の相談内容を考慮し、拡充した形での就労や

自立に関する相談を行う自立相談支援事業と離職

により住宅を失った生活困窮者に対する家賃を支

援する住居確保給付金の支給、これらについて検

討をしているところであります。生活困窮者自立

支援制度は、先進的なモデル事業を実施をしてい

る市もあることから、その状況を確認もしながら

平成２７年４月の実施に向けてその準備作業を進

めてまいります。

大項目４、経済建設行政にかかわって、まずは

１のコンパクトシティーと低炭素まちづくりの計

画についてであります。この計画を策定するに当

たりまして、平成２２年には国土交通省から低炭

素都市づくりガイドラインが示されました。その

後根拠法令となります都市の低炭素化の促進に関

する法律、いわゆるエコまち法が国により策定を

されたことが名寄市においても計画策定を検討し

た背景となっております。我が国の社会状況は、

人口減少、超高齢化、財政状況の悪化、地域コミ

ュニティーの衰退、環境、エネルギー問題と課題

が山積をしております。これらの課題への有効な

まちづくりの方向性として、公共交通と一体とな

り日常生活に必要な住居、商業、医療、緑地等が

身近にまとまっている集約型の都市構造、いわゆ

るコンパクトシティーの形成が合理的との考え方

から、エコまち法が制定をされています。また、

北海道は低密度に拡散をした都市構造のために温

室ガス効果の原因となるＣＯ２の排出量が全国に比

較して多いことから、低炭素に取り組む必要性は

高いと言えると思います。名寄市におきましても

このエコまち法の制定以前にまちづくりの基本方

針である都市計画マスタープランにおいて既にコ

ンパクトなまちづくりを基本理念として掲げてお

りました。さらに、国交省の交付金を活用して整

備をした駅前のよろーな、建設中の（仮称）市民

ホール、運行中のコミュニティバスと持続可能で

コンパクトな都市構造の実現や交通体系の構築に

努めております。これにより昨年１２月に国交省

から名寄市を計画素案のモデルにしたいという打

診がありまして、協力体制をとりながら、全国で

７例目の策定を平成２５年度中に行いました。本

計画の位置づけは既に策定をしております新名寄

市総合計画や都市計画マスタープラン、社会資本

総合整備計画を実施をした結果、どのように低炭
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素でコンパクトなまちづくりとなるかを整理した

もので、国交省から交付金の交付率５％のかさ上

げが認められて交付金額の増額が見込まれるもの

であります。また、交付金かさ上げのメリットを

含めて集約型都市構造を持つコンパクトシティー

の実現は、都市の低炭素化のみならず、人口減少、

高齢化、行政コストの増大等の課題への有効なま

ちづくりの方向性につながるため、本計画策定を

きっかけとしてより一層コンパクトなまちづくり

に取り組んでまいりたいと考えております。

小項目２、中小企業振興と関係団体との役割と

責任についてであります。にぎわい創出に係る駅

前交流プラザよろーなに求められている機能とし

て、中心市街地へ集客する役割とその上で周辺商

店街へ人の流れをつくり、商店街と連携をして活

性化を図る役割があります。この両方が機能する

ことによって、駅前交流プラザよろーなが中心市

街地に設置をされた意義があり、それによってに

ぎわい創造につながっていくと考えております。

現状を見ますと、集客する役割は一定の効果を果

たしておりますが、もう一つの役割については十

分に役割を果たしている状況とはなっていないと

認識をしておりまして、現況の商店及び施設を活

用した人の誘導並びに活性化策、さらには効果を

生み出すためにどのような機能の施設が必要なの

かについて、具体的な視点に立って名寄商工会議

所を初め商店街連合会等と検討を行っていきたい

と考えております。

中小企業振興条例は、今まで利用者にとって利

用しやすい、また現況の問題点を解決するため、

こうした制度の改正を行ってきました。しかし、

今まで実施をしてきた制度改正は、支援内容の変

更などが主なものとなって、現行の中小企業振興

条例自体が本市における商工業の実情や将来ある

べき姿などを考慮した制度として検討すべき時期

に来ていると考えておりまして、商工会議所及び

商工会の共通した認識であると確認をしておりま

す。このことからも市政執行方針でも述べました

が、今まで本市の支援内容にはなかった新たに事

業を手がける企業及び既存の中小企業等が別の分

野で進出をする新規事業など新たなビジネスの創

造が本市で活発的に展開をできるような環境づく

りを確立していくことも必要であり、さらには経

済団体と行政が果たすべき役割と責務を明確に示

すとともに、市民も経済循環の一翼を担う消費者

としての役割など内容を盛り込んだ抜本的な条例

の見直し作業について取り組んでいきたいと考え

ております。これらの各種中小企業の振興に係る

事業を取り組むに当たりまして、現在の社会資本

整備交付金事業が平成２７年度で終了することか

ら、市の支援内容に加えて国からの支援事業を積

極的に活用するために、市の中小企業を取り巻く

状況を正確に捉えて、どの支援事業を採用するか

が本市にとって有利となるかについて国、道から

の情報収集に努めるとともに、現在北海道経産局

に職員を派遣しております、この優位性を最大限

に生かしながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

小項目３、地元企業の経営と雇用の現状と課題

についてでございます。ハローワークの名寄管内

における雇用の現状でありますが、有効求人倍率

の数値自体は３１カ月連続で前年同月比を上回っ

ておりますが、４カ月以上の雇用期間として求人

をしている常用職業紹介状況についての就職率に

ついては平成２５年度末で４ ６％と必ずしも求

職者が就職できている状況ではございません。こ

れは、業種による求人数の偏りが大きくなってい

るためでありまして、特に事務職及び軽作業に関

する職種の求人数は依然として低調のままであり、

一方で専門技術職、建設、採掘職については求人

募集をしても人材が確保できない状況となってお

ります。新規の高校卒業者に係る雇用情勢として、

地元での就職希望者数については平成２７年３月

高校卒業見込みの就職希望者２３４名のうち地元

希望者数は６ ７％の１５１名となっており、例

年約７割近い生徒が地元での就職を希望していま
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す。実際には、希望職種に対する求人数が不足し

ているために地元希望者の約６割しか地元で就職

することができていない状況であります。

また、北海道全国における高校新卒者の定着率

をあらわす過去３年間の在職期間別離職状況につ

いてでありますけれども、平成２２年３月に卒業

された北海道の新規学卒者の状況として、昨年３

月までの３年間で男性４ ２％、女性５５％、平

均して５１％の生徒が３年間で離職をしていると。

全国における男性３ １、女性４ ７、平均３

２と比較してもこの離職率が全道平均を大きく上

回っておりまして、男女別を比較しても非常に高

い傾向でございます。これら定着率の改善策につ

いては、採用する企業並びに労働関係機関が連携

して問題を改善することが求められますけれども、

現在実施をしています事業として、まず新規学卒

者に対して「入社１カ月目の言葉」と題しまして

アンケート調査を実施をして、各高校の進路指導

や地元企業に対してどのような職場環境が必要で

あるかなどについて情報共有をするための取り組

みを行っています。さらに、ハローワークなよろ

では、今年度から市内の事業所における新規学卒

者が就職をしてから３カ年における離職率の調査

を実施をする予定であることから、より具体的な

問題を抽出をしてその改善を図るための検討の場

を設定をしていきたいと考えております。

また、今年度は２年ごとに実施をしております

労働実態調査も行う予定でありまして、市内の企

業の振興と安定、労働条件の改善、労働力の確保、

定着を図るための実態を把握することができます

ので、この結果を参考に市内の各事業所が抱えて

いる労働、雇用に係る課題の状況等について分析

をして、さきにも述べました中小企業振興条例の

抜本的な見直し作業と並行して労働雇用問題につ

いてもより具体的な対策について関係機関と検討

してまいります。

小項目４、名寄市公契約に関する指針について

であります。名寄市では、地域の活動の発展、地

元企業の育成、市民が安心して暮らせる地域社会

の実現を目的に契約の基本的なあり方を明確化し

た名寄市公契約に関する指針を平成２５年１２月

１６日に策定をいたしました。基本方針として、

１つに公平、公正で透明性の高い入札契約制度、

２つに品質の適正な履行が確保できる入札契約制

度の推進、３つに地域経済の活性化を図る入札契

約制度の推進、これを掲げておりまして、基本目

標の具現化に向けての措置に取り組んでいるとこ

ろであります。指針の具体的取り組みの一つとし

て、名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導

要綱による建設工事の適正化推進のため、請負業

者に対し雇用対象労働者への建設業退職金共済制

度の加入報告と就労状況について発注者への提出

を求め、報告書の確認の徹底を行っております。

請負業者や労働者への周知と理解に対する取り組

みといたしましては、４月の名寄市建設事業説明

会におきまして指針を取りまとめた手引書の配付

と参加業者への説明を実施をしております。また、

契約締結時には請負業者への手引書の説明、履行

の徹底についても説明をあわせて行っているとこ

ろであります。市の庁内体制においても十分な協

議と確認、情報収集に努めてございます。これま

での公契約と比べて指針の策定と実行によりまし

て適正かつ公正な入札制度の運用について個別の

目標が明確になり、公契約の基本目標の実現に向

けた基礎が整備をされた点に意義があると考えて

おります。今後公契約に関する指針の運用により、

労働者の安心、安全、安定した雇用環境を確保し、

関係者との協力連携のもと、地域経済の活性化の

実現に向けた取り組みを引き続き進めてまいりま

す。

小項目５、政権交代による農林業施策の変化と

影響についてであります。国におきましては、攻

めの農林水産業のための農政の改革方針として、

昨年農林水産業・地域の活力創造プランを取りま

とめ、農業を足腰の強い産業としていくための産

業政策と農業、農村の有する多面的機能の維持、
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発揮を図る地域政策を車の両輪として推進をする

こととし、これに伴う新たな施策の創設と現行制

度の見直しが行われたところであります。具体的

には、１つに経営所得安定対策では基本的な枠組

みは維持をされておりますけれども、一律の支払

いなど構造改革にそぐわない面があったことから、

米の直接支払交付金や米価格変動補填交付金につ

いては廃止をされることとなりました。加えて米

の直接支払交付金も見直しが行われて、主食用米

の偏重ではなくて、麦、大豆、飼料作物、加工用

米、飼料用米、これらの需要のある作物を振興し、

意欲のある農業者がみずからの判断で作物を選択

できることとなりましたけれども、米の直接支払

交付金の半額等の影響で２億円近い所得の減少と

なります。また、飼料用米におきましても販売先

の確保、品種の選定、新たな機械設備の投入が必

要となるなど、それぞれ課題の多い制度にもなっ

ております。

２つ目に、農地の有効活用の継続、あるいは農

業経営の効率化を進める担い手への農地の集約、

集積を図ることを目的に農地中間管理機構が創設

をされました。北海道においては、本年４月１日

から北海道農業公社がその任務を担当することと

なりまして、名寄市でも５月に業務受託に関する

同意書を提出をし、今後農業委員会、農業者とも

協議を進め、９月の公募実施に向けて取り組んで

まいります。以上、農地の集積、集約化、これは

有効な施策と考えておりますけれども、高齢者の

出し手においては１０年間の賃貸借後の対応や農

業参入をした企業が撤退をする出口規制等におけ

る課題もあることから、制度の運用に当たって十

分な地域での話し合いや対象者への説明も行って

まいります。

３つ目に、ＴＰＰのことについてですけれども、

４月の東京での日米首脳会談、５月のシンガポー

ルでの閣僚会合が開かれて、現在交渉が進められ

ておりますけれども、交渉内容の詳細な情報は開

示をされていない状況であります。北海道におい

ては、４月１７日に日豪ＥＰＡ及びＴＰＰ協定に

関する緊急要請書を北海道、北海道市長会等１８

機関、団体連名で国民への十分な情報提供と説明、

重要品目の関税維持等を柱として農林水産省へ提

出をしているところであります。名寄市といたし

ましても北海道を初めＪＡを含めて農業関係者、

市町村関係者と幅広く連携をして、従来同様の姿

勢を堅持をしてまいります。

小項目６の名寄市農業・農村振興計画、進捗状

況、現状、課題についてであります。この農業・

農村振興計画、平成１９年度に策定をしたところ

でありますが、計画期間を市の総合計画と合わせ

て平成２８年度までの１０カ年として、前期計画

が２３年度までの５カ年と後期計画が２８年度ま

での５カ年に分けて実施計画を実施するために必

要な施策を分野ごとに具体的に策定をしていると

ころです。施策の推進に当たっては、１つに収益

性の高い農業の確立、２つに多様でゆとりのある

農業経営の促進、３つに農業の担い手の育成と確

保、４つに環境と調和をした農業の促進、５つに

豊かさと活力のある農村の構築、この５つを柱と

して国、道等の施策を有効活用しながら市の単独

事業を含めて推進をしてきたところであります。

高齢化、担い手不足の中で耕作放棄地や遊休農地

の発生が懸念をされておりまして、今後において

も優良農地の確保と耕作放棄地の解消が必要不可

欠となっており、担い手の確保などを含めて持続

する農業の確立に向けて必要な対策を講じてまい

ります。

また、営農類型についてでありますが、個別経

営体１３類型と組織経営体４類型を設定をしてお

りますけれども、これをもとにして認定をしてお

ります認定農業者の認定件数は平成２３、２４年

度は５４８件、平成２５年度５１９件となってお

り、減少傾向となっております。また、策定当初

からの作物の策定体系も大きく変わっていること

から、現状を踏まえての今後の見直しの作業も進

めてまいります。次期計画の策定も３年後に迫っ
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ていることから、総合計画と連動して計画的な準

備作業を進めてまいりたいと考えております。

教育行政の中の市立大学の関係は私のほうから

答弁をします。大項目５の名寄市立大学の今後の

課題についてのところ、小項目１、名寄市立大学

は、開学以来人を対象とする支援サービスにすぐ

れた能力を備え、これに携わることのできる人材

の養成を教育の基本に据えて地域社会を積極的に

活用する地域活動を実践をしながら、保健、医療、

福祉に係る地域課題の解決に向けた研究活動を展

開をすることにより、地域に貢献をしてまいりま

した。このような大学の教育研究活動を支える運

営経費は、主に授業料などの学生納付金と地方交

付税により賄われております。公立大学を有する

地方公共団体に対して大学を設置、管理するため

の経費が普通交付税の算定において基準財政需要

額に算入措置をされておりまして、具体的には一

定の基準に基づいて算出された学生１人当たりに

要する単価、これに学生数を乗じて算定をされる

とともに、授業料等の減免に係る経費などが考慮

されております。

地方交付税算定に係る学生１人当たりの単価の

推移につきましては、市立４年制の大学分は従来

文化系、医学系、理科系、家政系及び芸術系の４

つの分類によって算定をされておりまして、特に

理科系と家政系及び芸術系は県立と市立に細分化

されて算定をされておりまして、平成２５年度か

らは地域医療を担う人材を育成する学部など公立

大学の特性や実態に沿った経費算定が可能となる

よう文化系の学部を社会科学系と人文科学系に、

そして理科系学部を自然科学系と保健系にという

ように細分化されることとなりました。また、短

期大学分は理工系及び医療看護系、家政系及び芸

術系、文化系の３つの分類によりまして学生１人

当たりの単価が示されると、こういうことになっ

ています。総務省が公表しております交付税算定

に係る学生１人当たりの単価の推移を見ていくと、

毎年度そのときの国の方向性、施策等に左右をさ

れているというふうに推測ができます。平成１６

年度の理科系における単価を１００とすると、開

学年度の平成１８年度では９０、学年完成時の次

の平成２１年度では８５と減少を見せたものが平

成２５年度では１０３というふうに復元をされて

おります。交付税算定における種別類型の多様化

あるいは国の政策等の影響を受けやすく、必ずし

も安定しているとは言えません。

市立大学の運営に係る経常経費の収入を費目構

成別に決算ベースで見てみると、授業料などの学

生納付金がおおむね３割、地方交付税を原資とす

る一般財源はおおむね６割、その他補助金などが

１割といった構成比になっております。大学運営

に係る経常経費については、大きく地方交付税措

置に依存している状況でありますけれども、完成

年次以降近年まではおおむね順調に推移をしてき

ております。したがって、授業料等の学生納付金

の改定などによりさらなる負担を求めることにつ

いては現在考えておりません。全ての公立大学が

加盟をしております公立大学協会では、毎年文部

科学省及び総務省に対して公立大学の教育研究の

基礎となる財源措置である地方交付税の単位費用

の適正化、減額措置の解除について要望をいたし

てきております。引き続き学生確保対策を充実し

て志願者のさらなる拡大を図るとともに、公立大

学協会を通じて地方交付税措置の適正化を求めて

大学運営に係る安定的な収入の確保に努めてまい

ります。

保健福祉学部の今後の学生の確保の動向と就職

戦線について御説明します。保健福祉学部及び短

期大学部の入学者の選抜は、学力試験を課さない

推薦入試と学力試験を課す一般入試に大別をされ

まして、それぞれに募集人員を振り分けて志願者

の募集と入学の試験実施をして入学者を決定して

おります。保健福祉学部の平成１８年度から平成

２６年度までの入学者の選抜の状況については、

推薦入試では募集人員５５人に対して平均志願者

数が１４１人、平均志願倍率 ５倍となっており
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ます。一般入試の前期日程では、募集人員７１人

に対して平均志願者数３３８人、平均志願倍率

７倍、後期日程では募集人員１４人に対して平均

志願者数２１３人、平均志願倍率が１ ２倍とな

っております。短期大学部の平成１８年度から平

成２６年度までの推薦入試では、募集人員２５人

に対して平均志願者数が４９人の平均志願倍率が

９倍、平成２３年度から２６年度までの一般入

試では募集人員２０人に対して平均志願者数が５

５人で、平均の志願倍率 ７倍ということになっ

ています。両大学ともに志願者の確保ではよい結

果となっておりまして、適切な入学者の選抜が可

能になっているというふうに考えています。

また、在学生の出身高校の都道府県別の状況で

ありますが、保健福祉学部は道内が６６％、道外

３４％を占めておりまして、道外高校の出身者の

６８％が東北６県からの入学者となっております。

短期大学部では、道内が９０％、道外１０％とな

っており、道外高校の出身者の約８０％が東北６

県からの入学者ということであります。市立大学

では、道内及び東北各県の高校の訪問による進路

指導担当教員への募集活動及び進学相談会への参

加、高校における本学教員による模擬授業等の実

施など教員や事務職員が積極的に出向いて直接学

生の募集を行うことを柱としてオープンキャンパ

スの開催回数の拡大、大学ホームページの充実や

大学案内のリニューアル、各種進学情報媒体への

広告掲載など広報活動の成果があらわれてきたも

のと考えております。しかしながら、進学相談会

に参加している高校生の本学の知名度は決して高

いものとは言えないということも聞いております。

今後もあらゆる機会や媒体を通じて、本学の知名

度を上げていく取り組みが課題であると思ってい

ます。

次に、両大学の平成２５年度の卒業生の就職状

況についてです。就職を希望していた学生のうち、

就職が決定した学生数の割合である就職率、栄養

学科では９ ４％、看護学科１００％、社会福祉

学科９６％、児童学科１００％となっておりまし

て、昨年度と比較して栄養学科で６ポイント、社

会福祉学科で ３ポイント上昇しております。ま

た、地域別の状況で道内に就職が決定をした学生

の割合、保健福祉学部で７ ８％、短期大学部で

９ ８％でありまして、このうち名寄市内で就職

が決定した学生は７人となっております。道外で

就職が決定した学生の割合は、保健福祉学部で２

２％、短期大学部で ２％ということです。学

生の地理的条件の不利な地域にあって就職活動を

進めなければならないという状況を考慮すると、

よく検討した結果であると評価できるものと思わ

れます。大学の就職状況は、平成２２年、２３年

のいわゆる氷河期と言われた状況から回復の傾向

にあるものの、雇用条件の問題など学生に対する

適切な就職指導を継続していく必要がありまして、

国家資格の取得と専門職への就業を結びつけるキ

ャリア形成の支援が求められます。また、地元定

着化を図る取り組みも求められておりまして、さ

まざまな課題がある中で平成２４年度内に学内に

キャリア支援センターを設置をし、担当教員とキ

ャリア支援相談員を配置をし、学生支援に取り組

んできているところでありまして、本年度は事務

局職員の配置とあわせて相談員の増員も図りまし

た。また、札幌市内の本学サテライトオフィスを

学生の就職活動に活用できるように開放しており

ます。卒業生の地元定着化への取り組みとして、

昨年度名寄市立総合病院と市立大学で看護師確保

対策に関する検討会を立ち上げ、今年度も検討会

を継続をしてまいります。

次に、社会保育学科の設置計画案についてであ

ります。この間市立大学で検討が進められてきた

短期大学部の将来像について、平成２３年２月の

教授会において青木学長から児童学科の４年制化、

学部再編強化の視点からの新学科構想という提案

が示され、以来大学において検討チームが組織を

されて具体的な検討作業を積み重ね、新学科の構

想と学部の再編強化についてそのイメージをより
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明らかなものとするとともに、大学と設置者との

意見交換を行い、課題の共有化に努めてまいりま

した。平成２４年９月の教授会におきまして、児

童学科の４年制化、学部再編強化による社会保育

学科の設置に関する構想案が承認をされ、これを

受けまして設置者では平成２４年１１月に庁内横

断的なワーキンググループを設置をして検討を行

い、国の政策状況の推移等を踏まえて課題解決及

び大学の振興方策について設置者と大学とで方向

性を確立をすることとして、学部再編強化と短期

大学部児童学科４年制化による新学科を前提とし

た検討準備組織、これを設置をして具体的検討を

行うことといたしました。平成２５年７月、短期

大学部児童学科の４年制化及び保健福祉学部再編

強化に関する検討準備会並びにワーキンググルー

プ、これを組織をして、これまでの検討の成果を

踏まえてより具体的な検討に着手をしました。ワ

ーキンググループは、平成２５年８月から平成２

６年５月までに１１回開催をし、新学科開設の目

標年次を平成２８年４月として新学科の設置計画

案について検討を重ねてまいりました。設置者委

員と学内委員とにより構成をされる検討準備会議

をワーキンググループと合同で平成２５年８月、

平成２６年２月、５月、会議を計３回開催をし、

ワーキンググループの検討に基づきさらに検討を

加えてまいりました。また、ワーキンググループ

では、平成２６年２月には文部科学省高等教育局

大学設置室、北海道厚生局健康福祉部指導養成課、

文部科学省初等中等教育局教職員課に対して学部

の学科の設置、指定保育士養成施設の許認可、教

職課程設置に係る課程認定について具体的事務手

続等を含めて新学科設置に係る相談協議を行って

まいりました。５月１５日に開催されました第３

回目の合同会議の結果を踏まえて、大学は新学科

の設置計画案をまとめたところであります。設置

者として大学における検討内容及び検討事項につ

いては尊重していく考えでありまして、したがい

ましてさきの議員協議会において報告と説明をさ

せていただいたところであります。

なお、新学科開設に伴う大学収支の見通し、あ

るいは施設整備に関するより具体的な詳細な計画

及び事業費等の積算が必要となりますけれども、

今後も継続して検討準備会議において検討作業を

進めてまいる予定であり、計画の詳細がまとまり

次第議会に説明をさせていただきたいと考えてお

りまして、あわせて市民の皆様への説明の機会も

設定をしてまいりたいと考えております。

学部再編強化、新学科の設置に係る事業の新名

寄市総合計画後期計画との整合性についてのお尋

ねがありました。主要施策であります大学教育の

充実に整合をするものと考えております。実施計

画への具体的な事業登載につきましては、庁内推

進委員会において財政計画に基づいてローリング

調整を行い、事業選択については市民推進委員会

において御審議をいただくこととなろうと思いま

す。

なお、課題としては、新学科設置に伴う大学収

支の見通し、さらには施設整備に関するより具体

的な、あるいは詳細な計画及び事業費等の積算、

新学科開設に伴う新たな教員確保などが考えられ

ますが、課題への対応につきまして大学と十分な

連携、協力のもとスピード感を持って対応してま

いります。

最後、独立行政法人への基本認識と対応につい

てであります。平成２６年５月現在で公立大学の

数が８６大学、国立大学と同数となりました。こ

の８６大学のうち６８大学が公立大学法人に設置、

運営をされております。非法人の１８大学のうち

３大学が市立、１大学が組合立、１４大学が県立、

地方公共団体によって設置、運営をされておりま

す。名寄市立大学を初め非法人の大学は設置主体

であります地方公共団体がその組織として運営を

し、学長は学校教育法に規定をされる職務を行い

ます。また、教育公務員特例法により大学教員の

任命権者は地方公共団体の長でありますが、学長

の選考を初め教員の選考及び人事は教授会の議に
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基づき学長が行うといったことになっています。

公立大学法人における設置、運営では、法人の長

である理事長が学長を兼ねるということが原則で

ありまして、法人会計による効率的なマネジメン

トや能力の業績に応じた弾力的な人事のシステム

や情報公開、第三者評価による適切な支援配分、

さらには設立団体の長からの目標の指示と目標達

成のための計画策定と実施など大学改革を進め、

さらなる発展に資するものであると考えています。

今後の大学運営と高等教育機関の経営のあり方に

ついては、法人化に関する調査及び研究の必要性

を認識をしておりまして、計画的に検討しており

ます。

以上、私からの壇上の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目の５、

教育行政についての小項目１から３についてお答

えいたします。

最初に、小項目の１、教育行政執行方針につい

ての１つ目、国の教育委員会制度改革と名寄市教

育委員会機能の課題について申し上げます。現在

の教育委員会制度については、首長からの独立、

合議制、レイマンコントロールによる政治的中立

性、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反

映を図るものとして導入されておりまして、地方

教育行政の基本的な制度として定着していると考

えております。しかし、一方で現在の教育委員会

制度の現状については、合議制のための教育長と

教育委員長の権限と責任の所在が不明確になって

いる、会議が形骸化しており、迅速な意思決定が

できないなどのさまざまな問題が指摘されている

ところでございます。このような現状を踏まえ、

昨年教育再生実行会議では教育委員会制度のあり

方について議論を行い、地方教育行政の権限と責

任を明確にし、全国どこでも責任ある地方教育行

政の体制を築くため、教育委員会制度を改革する

ための提言がなされたところであります。この提

言を踏まえ、政府におきましては教育委員会制度

改革の視点を教育の政治的中立性、継続性、安定

性を確保しつつ、責任の明確化、迅速な危機管理

対応、首長の意向の反映、国との関係などにおい

て改正案の検討をしてきたところであります。そ

の結果、地方教育行政改正法案が６月６日に閣議

決定し、６月１３日に国会において成立したとこ

ろでございます。

改正案については、教育長と教育委員長を一体

化した新たな責任者を置く。教育長の任期は３年、

首長は総合教育会議を設ける。会議は首長が招集

し、首長、教育委員会により構成される。政治的

中立性と継続性、安定性を確保するために教育委

員会を引き続き執行機関とする。国の教育行政へ

の関与では、いじめ、自殺などの再発防止策を教

育委員会に講じるよう文部科学大臣が指示できる

ようにするなどとなっております。私は、教育委

員会制度の根幹は教育基本法に示されております

教育行政の中立性や安定性、継続性などを確保し、

保護者など広く地域住民の意見等を反映させなが

ら教育を進めていくことであると考えております。

したがいまして、今後とも教育行政の中立性を確

保するという観点に立って、学力向上やいじめ問

題など教育上のさまざまな課題を解決しながら、

子供たち一人一人を心豊かでたくましく育ててい

きたいと考えております。

次に、本市の教育委員会の現状と課題について

でございますが、教育委員会については月１回の

定例教育委員会議のほかにも必要に応じ臨時の教

育委員会議を開催し、情報の共有化や意思の決定

をしてきております。また、各教育委員において

は、各種行事への参加や学校訪問を通じ、本市の

教育行政に積極的に参加していただいております。

ただ、十分な協議による迅速な意思決定や教育内

容の十分な理解に基づく意思反映などには課題が

あると考えております。今後これらの課題への対

応を進めるとともに、新たな教育委員会制度のも

とでも引き続き教育行政の執行機関という位置づ

けは変わらないことから、教育行政の中立性、安



－66－

平成２６年６月１７日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

定性を確保しながら、公正な職務の遂行に努めて

まいりたいと思います。

次に、２つ目、学校教育の重点施策の展開に伴

う課題について申し上げます。本年度学校教育の

重点施策については、昨年度までの取り組みの成

果と課題を踏まえ、子供たちに生きる力を育むた

めに必要不可欠な取り組みを示しております。こ

のことを受け、市内の小中学校においては平成２

６年度学校教育推進計画及びそれに基づく重点施

策を踏まえ、学校の実情に応じて創意工夫した学

力、体力向上の取り組みや豊かな心を育む取り組

み等を着々と展開しているところであり、現在ま

で教職員に過重な負担がかかっているとの報告は

ありません。しかしながら、近年全国の学校では

子供一人一人の学習や生活の状況に応じたきめ細

かな対応や学校へのさまざまな要求への対応など

多くの課題があり、教職員の業務は多様化、多忙

化が進んでおり、本市においても例外ではないと

考えております。このような現状を踏まえると、

子供たちに生きる力を確実に育むためには、学校

行事の精選や校務のスリム化等を図り、教職員が

子供たちと向き合う時間を確保し、一層効率よく

効果的に学力、体力向上の取り組みや豊かな心を

育む取り組みを進めることが重要であります。こ

うした教職員が子供たちと向き合う時間を確保す

る取り組みについては、現在本市が指定を受けて

いる道教委の学校力向上に関する総合実践事業の

重要な実践項目の一つでもあり、既に市内の小中

学校ではさまざまな取り組みを始めております。

例えば学校行事の準備に係る時数の削減、職員会

議の内容の厳選及び時間の短縮または長期休業中

への移行、会議を開催する手数を省くため係の者

が案を作成して関係者に回し、承認を求める稟議

システムの導入、朝の職員打ち合わせの回数を減

らし、日報を発行しての連絡事項の徹底、短時間

での無理なく参加できるミニ研修やワークショッ

プ型の研修の取り入れなどであります。今後は、

こうした教職員が子供たちと向き合う時間を確保

する取り組みが効果的に行われているかどうか、

さらに点検、評価を行い、効果的な取り組みにつ

いては市内の全小中学校で共有して教職員の皆さ

んが子供たちと存分に触れ合う中で意欲を持って

指導に当たることができるよう学校運営や職場環

境に係る条件整備に努めてまいります。

次に、３つ目、社会教育重点施策の展開に伴う

課題について、１点目の教育相談センターの現状

と課題について申し上げます。教育相談センター

は、教育専門相談員、適応指導教室指導員と教育

推進アドバイザーを配置し、児童生徒や保護者な

どからの教育に関する問題を中心とした悩みや相

談を受け、学校や関係機関との連携を図りながら、

解決に向けての支援や指導を行っております。さ

まざまな課題の入り口とも言える相談業務におい

ては、平成２５年度では電話、面談による延べ２

５０件の相談件数となっており、前年の２１５件

を上回っている状況にあります。相談は、保護者

からのものがほとんどで、登校を嫌がっている、

児童の成長に関する不安、友人関係などさまざま

でありますが、それらの原因と考えられる出来事

や児童生徒の心情は、学校内だけではなく家庭環

境も含むさまざまな問題が絡み合い、多種多様化、

複雑化している現状にあります。また、時間がた

ってからの相談もあり、解決に長時間を要するケ

ースがあります。いわば重症化してからの相談に

なれば解決が困難となることから、できるだけ早

い段階で相談していただける体制が課題となって

おります。このため全児童生徒に対しハートダイ

ヤルについてのチラシやカードの配布、日中相談

しにくい方のための夜間相談日を設定するなど相

談しやすい体制に工夫しております。また、定期

的な学校訪問により学校生活での気になる変化が

ある児童について情報を集約し、学校と連携して

対応しております。

適応指導教室につきましては、昨年度は小学生

３名、中学生２名の合わせて５名が通室しており

ましたが、中学生１名が学校へ復帰後、無事卒業
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し、進学しております。また、小学生１名も進級

を機会に学校へ復帰しているところでございます。

昨年度から通室中の３名のうち、小学生１名と中

学生１名は学校への登校を試行的に重ね、現在年

度内の学校復帰を目標としております。不登校に

至った原因などにより、個人に合わせたプログラ

ムを行うことで成果が出てきているものと考えて

おり、引き続き対応を進めてまいりたいと思いま

す。相談業務、適応指導教室いずれも学校や保護

者との共通認識と対応の統一、役割分担など３者

における連携が必要不可欠であり、今後とも教育

推進アドバイザーを含めた連携をさらに強化し、

体制の充実を図ってまいりたいと考えております。

次に、２点目、放課後児童クラブと放課後子ど

も教室の一体運営についてであります。現在厚生

労働省と文部科学省において放課後対策の総合的

な推進について議論がなされております。いわゆ

る小１の壁を打破するための放課後児童クラブと

次代を担う人材育成のための放課後子ども教室の

拡充を図り、全国２万カ所の小学校区のうち１万

カ所以上を一体的な運営とすること、また一体運

営を行う場合は就労などの条件を外し、全ての児

童が利用できる施設を目指すことが議論経過とし

て示されているところでございます。現在名寄市

では、放課後子ども教室は単独での実施となって

おり、申し込みを受けた結果、名寄地区、風連地

区で小学生、名寄地区で中学生の教室をそれぞれ

週１回、２時間を基本に行っております。子ども

教室は、教職員ＯＢなどの有資格者の協力を得て

宿題や予習、復習のための学習支援と工作や英会

話など工夫を凝らしたテーマ学習を行っており、

利用児童生徒は学習意欲も高く、有意義な時間を

過ごしております。放課後児童クラブは、保護者

の仕事と子育ての両立を支援するとともに、放課

後における児童の安全、安心な居場所として運営

されております。その中では、指導員に保育士や

幼稚園教諭の有資格者などを配置し、子供たちと

遊んだり、勉強したり、お誕生会などの行事を行

い、過ごしているところでございます。したがっ

て、放課後児童クラブと放課後子ども教室との一

体型の事業を行う場合には、指導を行う人材の確

保、空き教室が少ない中での場所の確保、安全な

居場所を求める児童と学習を求める児童との混在

など、実施上の多くの課題があると考えていると

ころでございます。

次の小項目２、義務教育国庫負担制度等、教育

費の現状と対応について申し上げます。義務教育

に関して国が負担するものとして、教職員の給与

費に要する経費、学校等の施設設備に要する経費、

教科用図書の無償給付に要する経費などが挙げら

れます。この中で教職員の給与費に要する経費に

ついては、小泉政権下の三位一体改革により国庫

負担率が２分の１から３分の１に削減されました

が、残り３分の２については地方交付税で措置す

ることと改正がなされています。教職員の給与費

については道費負担となっていることから、直接

的な影響は市町村にはないと考えております。少

人数学級の実現に向けた取り組みでは、平成２３

年度より小学校１年生については３５人学級が制

度化され、実施されており、小学２年生と中学１

年生においても教職員の加配という形で導入され

ております。少人数学級については、児童生徒一

人一人に目が行き届き、個に応じたきめ細やかな

学習が行え、学力向上に効果があることや不登校

や問題行動の早期対応が図られます。しかし、義

務教育の全ての学年での導入は先行きが見えない

状況でございます。このような問題を初め、教職

員定数等の改善の充実、施設の設備、特別支援学

級の充実などについて今後も都市教委連の教育委

員会連絡協議会や教育長会を通じて国や道に対し

積極的に要望してまいりたいと考えております。

大学費を除く教育費の推移ですが、平成２６年

度の（仮称）市民ホールの建設や名寄南小学校の

改築のような大型の建設事業がある場合は突出い

たしますが、このような特別な要因がなければお

おむね同じ予算規模で推移しております。また、
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学校関係に要する経費につきましては、大部分が

地方交付税で財政措置されておりますが、その中

には学校教材の整備や教育の情報化に向けた整備

に関する経費、学校図書館の整備に関する経費も

含まれております。教育委員会に対しましては、

このような国の流れを受け、パソコン教室や教職

員用パソコンの整備などを計画的に進めてきてお

り各学校への配当予算の中でも情報教育関連経費

への重点配分や学校図書館への新聞の配備などを

進めるなどしております。今後も国の動向や各学

校の要望に配慮しながら、必要に応じた対応をし

ていきたいと考えております。

次に、最後の特別支援教育の現状と課題につい

てでございます。本市の特別支援教育の推進は、

平成１７年度に文部科学省の特別支援教育体制推

進事業推進地域の指定を受けたときに始まってお

ります。その後きょうまで関係機関の組織や体制

が整備され、本市の特別支援教育も徐々に充実し

てまいりました。しかし、一方で教職員の入れか

えや活動のマンネリ化などさまざまな要因によっ

て、例えば名寄市特別支援連携協議会などの活動

や関係機関相互の連携などにふぐあいが生じて、

特別支援の推進状況にさまざまな問題点が指摘さ

れるようになっております。このようなことから、

昨年度から本市の特別支援教育の問題点を洗い出

しながら一つ一つ改善に努めているところでござ

います。例えば昨年は幼稚園、保育所、小中学校、

高等学校、就学支援機関、団体が特別支援教育に

係るそれぞれの課題を共有し、解決するため、名

寄市特別支援連携協議会の専門委員会の組織を拡

充して情報交流の活性化を図りました。また、本

市の特別支援教育の現状と課題、今後の取り組み

の方向性等について共通理解を図るとともに、教

職経験に応じた資質向上のため、初任者や転入者、

初めて特別支援教育にかかわる教職員を対象とし

た研修会を実施してきたところでございます。

一方、小中学校特別支援学級の状況を見ますと、

昨年度と比べて本年度は３学級ふえ、在籍する子

供たちは１割程度ふえております。したがって、

ますます一人一人の児童生徒の障害の状態に応じ

た指導内容、指導方法を工夫することが求められ

ており、緊要な課題になっているところでござい

ます。教育委員会といたしましては、障害のある

児童生徒への指導のあり方について適正な助言を

提供するために、各学校には特別支援学校による

パートナーティーチャー派遣事業、道立特別支援

教育センターによる巡回相談など本市の特有の名

寄市特別支援教育専門家チームによる巡回相談の

積極的な活用を促してまいります。

また、通常学級には学習進度が著しく遅い児童

生徒やある教科が極端に苦手であったり、周囲と

コミュニケーションがとれなかったりするなどの

特別な支援を要する児童生徒、いわゆる困り感を

抱えている児童生徒がおり、これらの児童生徒の

個別指導を一層充実することも課題となっており

ます。このため道教委の児童生徒支援加配教員、

市教委の特別支援教育学習支援員、名寄市立大学

との協定に基づくチームティーチングアシスタン

ト事業による学生支援員を十分に活用して、各学

校において複数の指導者、支援員による一層きめ

細かな指導体制を整えることができるようサポー

トしてまいりたいと思います。さらに、授業にお

いては、例えば聞いてもすぐ忘れるなどの聴覚系

の認知に困難を抱えている児童生徒には大事なこ

とは文字で書いて示す、また書いた文字が重なる

など視聴覚系の認知に困難を抱えている子供たち

には升のあるノートを使用させるなどの支援を取

り入れることにより、その他の児童生徒にもわか

る、できる授業、つまりユニバーサルデザインの

視点を取り入れた授業へと改善を図るよう進めて

まいりたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 再質問以降１時間ぐ

らい予定していましたけれども、１１分だけにな

りまして、多少早口でいろいろ御配慮もいただい
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たのではないかと思いますが、時間の残すところ

再質問申し上げたいと思います。

最後に聞こうと思ったのですが、加藤市長、先

般私も毎日のように道新の「卓上四季」、非常に

奥深くうまみのある文章が続くなというふうに思

っておりましたが、安倍総理に対する警鐘という

ことで、若干御紹介いたしますけれども、日銀の

人事だとか、ＮＨＫ会長の人事だとか、内閣法制

局長官、原子力規制委員会や教育再生会議なんか

を含めて思いどおりの首をすげかえながら、思想、

信条が自分に近い人たちだけを集めている今日非

常に多くの識者も心配をしていますが、これに関

して道新の「卓上四季」では、苦言、諫言に耳を

傾けてみずからの蒙を開くという言葉を新聞紙上

を通して安倍総理大臣に送っておりますが、加藤

市長には安倍総理大臣のようにはなってほしくな

いというふうに私も思っておりまして、名寄市の

ローカルガバメントの最高権力者として、自制的

かつ道理に暗い人を教え導くような理知的で懐の

深い市政、政治を行っていただきたいなというふ

うに思いますが、どのようにお答えをいただけま

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ことしの４月に審判をい

ただきまして、２３日から２期目の市政を運営を

させていただいているところでありまして、この

間も市民の皆さんの御意見をしっかりと受けとめ

させていただいて、さらには市民の皆さんがみん

なでつくり上げた総合計画の具現化を肝にしなが

ら、これまでも丁寧に市政運営を進めてきたとい

うふうに自負をしております。いろいろとさまざ

まな批判もいただくこともありましたけれども、

それらも含めて、市民の皆さんの声をこれまでも、

またこれからも真摯にしっかりと受けとめるとこ

ろは受けとめて市政の推進をしていきたいという

考えでございます。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） ぜひそういう気持ち

を大切にしながら、しっかり市政に向き合ってい

ただきたいと思いますが、地方財政計画絡みでこ

としの地方財政計画の特徴の中で、名寄市、風連

と合併をして９年目、来年、１０年以降、特に６

億 ４００万円ほど３３年には合併前と大きく減

額になるということですが、全国の首長やら六団

体の皆様、それぞれ合併団体の皆さんが声をそろ

えていわゆる算定がえの見直しについての大きな

要望があって、名寄でも数億円単位ぐらいの一定

の見直し効果が出るのでないかということを期待

の声も聞きますけれども、お答えをいただきたい

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） 市長にかわりまして

合併算定がえの制度の見直しについて、要望に行

っているということもありまして、私のほうから

答えさせてもらいます。

国のほうでは、２６年度の予算の中で、地財計

画の中で合併による特例措置については全国ベー

スで ３００億円の交付税の削減を見込んでおり

ました。そのうち２６年度では、今後 ４００億

円をベースにして、合併して疲弊してしまったと、

そういうことのないような配慮をしたいと。率に

直しますと３ ５％について合併した市町村に優

遇措置を若干残したいと、こういう形であります。

これにつきましては、合併した市町村の数におい

て総合支所を設けた場合についての財政負担と人

件費と、こういうこともありましたので、これが

今後５カ年間でどのように推移していくかについ

てはしっかり注視をしたいと思っています。

なお、名寄市は風連町と１市１町での合併であ

りましたので、全国的に見ますと五つも六つも合

併したところから見ると３ ５％の補填というの

はかなり厳しいのかなと。財政運営上では、少な

くても２０％程度は優遇措置が残るものかなと思

っていますので、全国ベースで見ますともし３

５％でいけば約４億 ０００万円の財源がカット
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されることになるのかなと。もし２０％の復元に

終わりますと、約５億 ０００万円を名寄市とし

て収入が落ち込んだときにどのような形で対応し

ていくかということが求められるのかなと思って

います。この間合併算定がえにつきましては、市

民の皆さん方に御迷惑をかける前に、まずは合併

効果として期待されている組織のスリム化を行っ

てきましたので、この関係について優先的に取り

組んできましたので、今後についてもしっかり対

応してまいりたいなと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の話は、もともと

合併時に国が運用経費が公共施設なども含めて分

散をしている状況について十分財源的に反映をし

ていないという一つの貸しが残っていた結果だと

いうふうに思いますから、ぜひそこは執拗に合併

自治体とも連携をとりながら、少しでも軽減が図

られるように力を入れていただきたいというふう

に思います。

それで、かねてから臨時財政対策債の考え方で

１００％後の交付税に反映をされるという言い方

をされていましたけれども、これは基準財政収入

額がふえれば必然的に交付税が削減をされるとい

うことに連動することになるわけでありまして、

もう少しそこら辺については本当に将来的に地方

財源が少ないということで臨財債制度が組み込ま

れてきたのですけれども、それに対する危惧につ

いて特段私ども議会も心配することないのかどう

かお知ら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） 熊谷議員には、この

間も臨財債につきましては本当に大丈夫なのかと

いう御指摘いただいていました。ルールとしては、

１００％交付税で借金の額については戻ってくる

という仕組みになっていますけれども、今心配な

のは交付税の総額が国のほうの長期債務残高の影

響でどのように推移していくかわからないという

のが非常に心配の種でありますので、この後もし

っかり国のほうにその辺の確保についての要望に

ついては上げてまいりたいと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今後の財政展望で財

政の見通しをどう立てるかということは非常に大

きな問題で、名寄市においても率的に高いときは

５０％ぐらい、あるいはことしの場合で４０％ぐ

らいですか、そういうウエートがある地方交付税

なのですけれども、国の動きの中ではもともとの

地方税を地方財源化にする動きがまた新たに出て

きたり、あるいは保育所なども含めて一般財源化

している、あるいは先ほど教育長がおっしゃって

いました義務教育費の補助率を２分の１から３分

の１にしたけれども、交付税で戻ってくるなんて

いう、いわゆるそれはあくまでも理論的な算定的

な数字でありまして、ここのところはトータルと

して国が ０００兆円の借金を抱えているという

現実から逃れることはできないというふうに考え

ていますから、見えない、見えないということだ

けではなかなかいけないかなという感じはしてお

りますので、財政の専門家であります副市長もつ

いておりますから、改めてやっぱりしっかり交付

税の基準財政需要額への中身についての検証を高

めていただきたいというふうに考えています。

あと２分しかありませんが、市政執行の基本的

な姿勢で、今回政策的に私どもがかねてから求め

ていた医療費の無償化、就学前の子供たちに限定

をされましたけれども、ここは近隣の市町村でも

同じ、名寄市以上に厳しい中において何を政策的

に優先をするかという視点で、早くに医療費の無

料化を取り組んできておられますが、加藤市長に

おかれましては管内最後の医療費無料化の、これ

は不完全、完全な医療費無料化ではございません

けれども、政策的な優先度の考え方についてやっ

ぱりちょっと私ども疑念を持っておりまして、総

合計画や各種計画たくさんありますけれども、改

めて市民に密着して、特に超少子高齢化という時

代背景の中で何を優先をするのか、あるいはこれ
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から１０年、２０年後と言われるのであれば、施

設建設をした生活に関係する道路や雪やライフラ

インの再構築の問題も大きな課題として残ってき

ていますから、その辺についての執行的な基本姿

勢について何を最優先をして次なる施策を打って

いくのかということあたりについてどうも聞こえ

てきておりませんから、最後にお聞きをして終わ

りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 小児の、とりわけ乳幼児

の完全無償化と小学生の入院医療費無償化という

ことでありましたけれども、管内最後というお話

でありましたけれども、旭川市さんも今回私の情

報によると８月から、これは乳児だけなのでしょ

うか、という話をお聞きしておりますけれども、

かねがねお話ししておりますとおり、子供たちに

対するさまざまな支援についてはこれまでもいろ

んな角度から行ってきているというふうに思って

います。何度もお話ししておりますけれども、名

寄市立総合病院はこの間もさまざまな資源を投入

してここまでのセンター病院としての地位を築い

てきたわけでありますけれども、とりわけこの自

治体規模にあって２４時間小児科の先生を常時確

保して緊急のときにも対応していただけるという

病院があるということは、非常にこれは地域にと

っても大きな安心、安全でありまして、このこと

も含めて総合的にこれまで判断をしてきた結果で

あるということは、これまでもお話ししています

し、ぜひとも御理解をいただきたいと思います。

その中で今回消費増税が行われたということであ

りますので、地方単独事業に指定をされておりま

す乳幼児の医療について先んじて、これは当然市

立総合病院のお医者さんや医師会とも協議をさせ

ていただく中でいけると判断をし、この間協議を

させていただいた上で検討して今回提案をさせて

いただいたということでありまして、ぜひこの件

に関しては御理解いただければというふうに思い

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。

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。

新たな加藤市政の基本政策から外５件を、東千

春議員。

〇２０番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、市政クラブを代表して質問さ

せていただきます。

加藤市長におかれましては、このたびは２期目

の当選大変おめでとうございました。そして、先

般は所信表明を述べられ、今後の方向性や大まか

な考えについてお伺いをしたところであり、その

ような考えのもとでダイナミックなまちづくりを

展開していただきたいと思っております。

そういった中で、細部についてこれからお伺い

をしていきたいというふうに思います。まず、１

点目、名寄市は開拓から１１４年が経過をいたし

ました。本州から見れば短い歴史ではありますが、

されど１１４年、さまざまな歴史の上に今の名寄

市があります。名寄市の２０年後、３０年後の将

来を見据えたときに、文化財や歴史的な建物など

後世に残したいものを大切にしながら、将来に向

けて美しい町並みをつくるということを考えては

いかがでしょうか。名寄は、本州のような町並み

景観はありませんが、まずは公共施設や建造物の

デザインや色彩、さらには民間住宅等へは強制は

できませんけれども、色彩などの推薦などからま

ちのトータルデザインを考えてはいかがでしょう

か。そのような町並みの中に丸いドームの旧木原

天文台など歴史的な建物があるような、歴史と現

在と将来を結ぶたたずまいと呼べるような町並み

景観を私たちの子孫に残すような取り組みを進め

てはいかがかと思いますが、考えをお伺いいたし
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ます。

２点目、協働のまちづくりに関して、ホームペ

ージのリニューアルを行う、また市民との情報の

公開、共有、相互の連携、協力を一層推進すると

述べられております。リニューアルされるホーム

ページでは、わかりやすさとともにさまざまな行

政情報が日にちごとにわかるように、どこで何を

行うのかがわかるようにされてはいかがでしょう

か。さらには、（仮称）市民ホールなどで民間主

催のイベントが行われる場合など、あわせてこの

ような情報も伝えることができたならば民間活動

の支援にもつながるのではないかと思いますが、

見解をお伺いいたします。

３点目、名寄市は国内外の自治体との交流を進

めておりますけれども、杉並区との御縁から新た

に台湾との交流が始まりました。昨年度は、高校

生の修学旅行の誘致も実現をしたところでありま

すが、今後の展開と名寄市民における交流会の立

ち上げについての考えをお伺いいたします。

大項目の２点目、福祉政策の推進についてお伺

いをいたします。名寄市内では、市民の自主的な

活動として健康維持のための体を動かす体操等の

取り組みが行われております。日本の長寿社会に

おいて近年は健康寿命を延ばすことの必要性から、

いきいき１００歳体操などの先進的な事例が全国

的に広がりを見せております。保健センターでは、

成人病予防の観点から、運動教室の取り組みも進

められておりますけれども、健康寿命を延ばすた

めの高齢者向けの体操の推進を行ってはいかがか

と思いますが、考えをお知らせいただきたいと思

います。

２点目、保育施設の多くは老朽化が進んでおり、

将来計画を検討する時期に来ているのではないか

と思います。この際には、民間に担っていただく

ことを視野に名寄市として補助あるいは支援をす

る制度をつくっ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、駅前交流プラザよろーながオ

ープンし、利用も順調に推移し、あわせて周辺の

にぎわいも生まれているのではないかと思います。

町中では、積雪に耐えられなくなった３条通の廉

売が更地となりました。町中での子供の居場所づ

くりにも触れられておりますが、中心市街地の活

性化とこのような跡地利用について考えがあれば

お知らせをいただきたいと思います。

２点目、道縦貫自動車道士別多寄―名寄間１２

キロメートルの建設凍結が解除され、これまでの

要望活動が実を結び、歓迎したいと思っておりま

す。救急搬送の時間短縮などが期待されておりま

すけれども、さらにこのことを利用し、名寄市に

おける交流人口増加などの経済効果に結びつける

ことが必要ではないかと思いますが、考えをお伺

いいたします。

また、風連地区の商店街等の振興から、この地

区でのインターチェンジへの考え方についてお伺

いをいたします。

４点目、インフラの整備についてお伺いをいた

します。名寄市の道路整備は、住みよさランキン

グで上位に位置するまちとしては少々残念な状況

にあります。特に生活道路の改善は、住民要望も

多いのではないかと思います。このことは、さま

ざまな場面でお伺いをしておりますけれども、２

期目に向けて改めて道路整備舗装率向上について

の考えをお伺いをいたします。

２点目、名寄市が管理する橋梁数は２４４橋、

２０１３年現在で建設後５０年以上経過するもの

は２２橋とのことです。今後修繕計画に基づき長

寿命化及び新設が図られると思いますが、大まか

な見込みについてお知らせをいただきたいと思い

ます。

また、１８線にかかる橋は夏は徒歩での通行は

禁止をされていないようですけれども、今後の計

画についてお知らせをいただきたいと思います。

３点目、市内公共施設の案内看板の更新につい

て２年前にお伺いをさせていただき、その後案内

ルートの検証が行われていると伺っております。
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今後のタイミングとして、（仮称）市民ホールが

完成するまでには設置を完了していただきたいと

思いますが、今後の計画についてお知らせをいた

だきたいと思います。

５点目、（仮称）市民ホールについてお伺いを

いたします。執行方針でホールの運営の考え方の

一つとして、市民のコミュニティー醸成の場と述

べられておりますが、具体的なイメージについて

お知らせをいただきたいと思います。

２点目、近年公共ホールの役割として高い舞台

芸術等の提供とともに先進的なホールでは社会的

包摂と住民福祉の観点から、アウトリーチ活動が

進められております。これからの公共ホールの運

営では、これらの活動が両輪となって進めること

が求められているのではないかと思いますが、考

えをお伺いをいたします。

３点目、この地域では特に舞台芸術の発表の場

となり得るホールとして士別に２つ、美深に１つ、

下川に１つあり、人口約６万のエリアにホールが

５館ということになります。このことから、それ

ぞれの自治体のホール運営が発展できるように上

演される企画や管理等で連携、協力ができるよう

な仕組みが必要ではないかと思いますが、見解を

お伺いをいたします。

４点目、（仮称）市民ホールオープンに向けて

事業運営の責任者と位置づけた事業企画総合プロ

デューサーを配置するとのことですが、あわせて

文化振興室、エフエムなよろの役割等、また今後

のスケジュールなど管理運営の全体像についてお

知らせをいただきたいと思います。

５点目、文化センター多目的ホールが小ホール

として改築をされる予定でございますが、余り大

規模な改造にはならないと伺っております。しか

し、小ホールは市民活動としてのニーズは高いの

ではないかと思っております。そこで、少しでも

市民が使いやすいものになってほしいと願ってお

りますが、考えをお伺いをいたしたいと思います。

大項目の６点目、大学を生かしたまちづくりに

ついてお伺いをいたします。多くの市民は、名寄

に４年制の大学が誕生することに夢とロマンを描

いたのではなかったでしょうか。大学の社会貢献、

地域貢献から市民とのつながりも深くなり、市民

一人一人が親近感と誇りを持てる大学になると期

待したのではないかと思います。それぞれの教員

は、各種委員会や社会活動、学生たちは地域交流

センターを中心に地域のボランティア活動などを

通して市民と交流をされておりますが、市長が述

べる民間会社的発想での行政運営の市民は顧客、

市民が主役ということに鑑み、大学として地域社

会に対する方針があってもよいのではないかと思

いますが、見解をお伺いいたします。

２点目、（仮称）市民ホールの利用の際に劇場

法では大学との連携を述べております。また、先

ほど申しました公共ホールにおける社会的包摂の

考え方は、主に福祉と文化によって成り立つもの

であり、名寄大学及び短期大学部の研究の延長線

上にあると言ってもよいのではないかと思います

が、今後のかかわりについて考えをお知らせいた

だきたいと思います。

積雪寒冷地における大学は、名寄大学だけでは

ございませんが、このような生活事情をテーマに

した研究及び論文はどの程度行われているのかお

知らせをいただきたいと思います。

４点目、大学図書館の基本設計については、所

管委員会に報告されておりますが、財政上の措置

等理事者側との調整はどの程度進んでいるのかお

伺いをしたいと思います。

また、建物は既存部分や周辺との調和のとれた

デザインとしていただきたいと思いますが、考え

をお伺いして、この場での質問とさせていただき

ます。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目６点に

わたっての質問をいただきました。教育行政以外

に関することを私からまず答弁をさせていただき

ます。
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大項目１、基本政策にかかわりまして、小項目

１の２０年後を見据えたまちづくりについてであ

ります。良好な景観は、見る者を魅了し、そこで

生産されたものの価値を高めるなど経済活動の活

性化や交流あるいは定住人口の増加等を生み出す

地域の貴重な財産となるものであると考えており

ます。上川管内におきましても美瑛町や東川町、

上富良野町が十勝岳連峰を初めとする恵まれた自

然と調和をした景観づくりの取り組みを進めてい

ると承知をしております。しかしながら、良好な

景観は短い期間ででき上がるものではなく、地域

の自然や歴史、文化等々人々の生活、経済活動と

の調和により形成をされるものであり、さらには

５０年、１００年後まで残していかなければなら

ないものとなりますことから、本市の景観のあり

方についてはさまざまな調査を加え、市民の意向

を十分に踏まえる必要があると考えており、平成

２９年度を始期とする次期の総合計画の策定の中

で市民との協働のもとに検討してまいりたいと考

えています。

小項目２のホームページのリニューアルについ

てであります。市のホームページは、平成２１年

１０月の公開以来約５年が経過をしたところであ

ります。公開当初と比較をすると、欲しい情報が

見つからない、探しづらい、また時間が経過をす

るに従って統一感が失われているなどの課題が生

じている状況と認識をしております。このことか

ら、よりわかりやすく名寄の魅力の発信の向上を

目的として、見やすさや探しやすさ、これは無論

のこと、障害を持った方や高齢者への配慮、スマ

ートフォンやタブレットパソコンに対応したホー

ムページとしてリニューアルを予定をしておりま

す。

市のホームページによる行事情報等の発信につ

いてでありますが、現在は催し物、行事カレンダ

ーにおいて市主催の行事情報等についてはお知ら

せをしておりますけれども、今回の更新により簡

易に、かつきめ細やかな情報発信を可能にすると

ともに、業務に携わる職員の技術にも大きく左右

をされることから、研修等を通じて職員のスキル

アップに努めてもまいります。また、民間の行事

情報等について、これらは主催者がみずから取り

組むことが基本となりますけれども、市のホーム

ページの一部を開放して市民が参加できるページ

の作成についても現在検討を進めているところで

あります。

なお、（仮称）市民ホールの行事情報について

は、専用ホームページにより逐次情報発信がされ

る予定となっておりまして、リンク等により市の

ホームページからも検索ができ、ふくそう的な情

報発信となるように進めてまいります。

次に、小項目３の台湾との国際交流についてで

あります。台湾との交流については、昨年度から

中学生の野球交流を実施をしたほか、高校生の教

育旅行の誘致により市内高校生との交流も実現を

したところであります。社会の少子高齢化、グロ

ーバル化が進んでいる中、人口減少傾向にある当

市において次世代を担う青少年を育み、交流人口

をふやすことが急務であることから、外国人来訪

者数が最も多く、親日的である台湾との交流を進

めることは、国際感覚豊かな人材育成に資するも

のであります。また、教育旅行受け入れのさらな

る効果としては、本市を訪れた台湾の高校生が将

来的に再訪問、リピートすること、また交流した

市内高校生が家族とともに台湾を訪れることなど、

今年度週５便に増便をされました旭川空港と台湾

との直行便を活用した民間レベルの交流が進むこ

とも期待をされます。

なお、当面は民間の力を基礎に本市が先導的役

割を果たしていく考えでありますけれども、地域

レベルでの国際交流の本来望まれる担い手は民間

の皆さんであります。台湾との交流事業を推進し

ていく中で、民間の皆さんによる台湾との友好委

員会設立の機運が醸成されるよう本市も努めてま

いります。

次に、大項目２、福祉政策の推進について、小
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項目１、高齢者の健康寿命の延伸についてであり

ます。急速な高齢化、生活習慣の変化に伴い、生

活習慣病は年々増加をし、脳血管疾患や認知症な

どから介護を必要とする人もふえ続けておりまし

て、医療費抑制や介護予防の視点からも高齢にな

っても介護を必要としない健康寿命を延ばすこと

を目的とした健康づくり対策が重要な課題となっ

ております。健康寿命の全国平均は、男性が７

１７年、女性が８ １６年、名寄市では男性が７

３５年、女性が８ ５７年と全国平均を上回っ

ておりますが、平均寿命との差の縮小も課題とさ

れております。本市における健康づくり、体力づ

くりとして、保健センターでは特定健診を受診を

した男性を対象に健康運動指導士や理学療法士に

よる集団での運動教室や保健推進員による冬期健

康体操教室を名寄、風連地区の２会場において実

施をし、その成果として教室前後の数値的な改善

や教室の実施期間延長の希望やなよろ健康あるキ

ングの参加など運動の継続性につながっておりま

す。地区健康相談にあわせて実施をする健康教室

では、生活習慣病予防に関する講話のほかにみん

なの体操や身体機能低下を防ぐロコモ体操の普及

活動を行い、若い世代からの運動習慣をつけるこ

とにより、要介護や寝たきりにならないための取

り組みを行っております。また、市内の各町内会

や団体においても健康づくり事業として各種講座

や体操、軽スポーツなど自主的な活動も盛んに行

われており、市民の健康に対する意識が高まって

きていると考えております。

さらに、高齢者への介護予防を担当している地

域包括支援センターでは、高齢者が介護状態にな

ることを予防するために高齢者の心身の状況に合

わせて各種体操を普及をさせる取り組みを実施を

してまいりました。その一つとして、生活機能が

低下をしている高齢者向けの体操として、嚥下と

呼吸器、運動器、この機能を向上をさせることを

目的として市内リハビリ専門職が考案をした嚥呼

体操、これを地域包括支援センター保健師等が指

導をし、また自主的に継続していくことの大切さ

の啓発もあわせて実施をしてきているところであ

ります。また、保健推進員や民生委員の方々が介

護予防のサポーターとして自主的に介護予防の教

室を継続をして開催をされている町内会もありま

して、地域包括支援センターでは年一、二回体操

の指導等介護予防教室として参加をしております。

本年策定の高齢者保健医療福祉計画のアンケート

の中でも健康づくりに対する調査を行い、高齢者

向けの健康づくりの取り組みについてもさらに研

究をしてまいりたいと考えております。

なお、今後においても市民の健康増進に向けた

健康運動教室は地域包括支援センターの介護予防

事業と横断的な連携を図りながら、取り組みが継

続したものとなるように町内会あるいは各団体に

対する働きかけや指導者の育成を図りながら、地

域の自主的な活動の広がりを助長するための取り

組みを推進をしてまいります。

小項目２、保育所施設の老朽化対策についてで

あります。現在認可保育所として南、西、東保育

所を公立で運営をしておりますが、昭和５１年に

開所をした南保育所を初め順次建設された各保育

所は御指摘のとおり老朽化が進んでおります。こ

の間各施設においては、子供たちの保育環境に支

障のないように小破修繕を実施をし、日ごろから

施設内外の保守点検も行い、安心、安全な環境維

持に努めてまいりました。御指摘のとおり、施設

改修を含めての保育行政の将来計画を検討するこ

とが必要であると考えております。本市では、昨

年１１月１日に名寄市子ども・子育て会議を設置

をし、委員の皆様には名寄市子ども・子育て支援

事業計画の策定に向けて御協力をいただいている

ところでありますが、同月に実施をしましたニー

ズ調査により平成２７年度から３１年度までの５

カ年の幼児教育及び保育のニーズ量が推計をされ

たところです。このニーズ量をもとに市内の各施

設の定員を決めていくということになりますが、

３歳未満児の保育ニーズが多くなっておりまして、
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民間で対応できないニーズ量は公立で対応してい

かなければならないと考えております。今後名寄

市子ども・子育て会議の中で公立が対応しなけれ

ばならない保育の規模等を議論をしていただき、

保育施設整備につきましては次期総合計画の中で

検討していただきたいと考えております。その中

で現在のように施設を分散をするのか、集約をす

るのか、そこも含めて検討をさせていただきたい

と考えております。

民間施設との連携について、本年５月３０日に

市内幼稚園、認可保育所、無認可保育所、事業所

内保育所を含めての名寄市幼児教育・保育連絡協

議会を設置をし、名寄市はオブザーバーとして参

加をさせていただいており、この一元化した組織

の中で情報を共有をして、平成２７年４月の施行

予定、子ども・子育て支援新制度に向けて民間と

行政がより一層の連携を築いていけるように努め

てまいります。また、民間の施設整備や運営に対

する支援として、現在国が拠出をし、各都道府県

で運営をしている安心こども基金等の事業等を活

用して対応してまいりたいと考えております。

大項目の３、活気あるまちづくりについて、小

項目１、中心市街地の活性化、空き市有地の利用

についてであります。昨年３月末の大雪により西

３条南６丁目に位置をするビル街東側の屋根が倒

壊をし、同施設内で営業を行っていた全ての店舗

も営業を停止をするということとなりました。そ

の後ビル街の振興組合では、倒壊施設全体の解体

と同施設の利用法について検討され、施設解体に

ついては同組合が実施をいたしましたが、活用に

ついては組合での具体的な方策について意見がま

とまらなかったとお聞きをしておりまして、本年

３月に同組合が解散をしたところでございます。

現在においては、ビル街の跡地に係る利用につい

ての構想等は具体化をされておりませんけれども、

過去にも３・６地区の市街地開発に係る事業は議

論をされてきました。このような状況を踏まえて

地域の経済情勢を分析をするとともに、中心市街

地活性化のために求められているハード及びソフ

ト事業として何が必要とされているのか、再度議

論をするための具体的なアクションを起こす時期

に来ていると思っております。この３・６地区の

あり方を含めて、空き店舗対策、にぎわい創出な

ど中心市街地を基軸とした中小企業振興策を検討

していくということにしておりまして、具体的な

アクションとしては今まで本市の支援内容にはな

かった新たなビジネスの創造が本市で活発に展開

できるような環境づくりを確立をしていく内容等

を盛り込んだ抜本的な条例の見直し作業、さらに

は駅前交流プラザよろーなが中心市街地内に立地

をしていることなどの優位性を含めて多くの方々

に御利用をいただき、にぎわいづくりに寄与して

いることに鑑みて、中心市街地の区域内にある公

共施設等のさらなる活用策等についてもあわせて

検討していくことも中心市街地のにぎわいを創造

をするために必要な検討項目であると考えており

ます。

また、現在の市街地開発に係る国の支援事業と

して、社会資本整備総合交付金事業を活用してお

りますけれども、本事業の計画期間が平成２７年

度までということでありまして、それ以降の支援

事業についての事業選択及び事業内容について検

討していくということとなりますが、いずれにい

たしましても各種事業の実施や各中小企業者の取

りまとめなど名寄商工会議所を初めとする関係経

済団体が果たす役割は大きく、民間主導による事

業実施と行政による後方支援が一体とならなけれ

ば効果的な事業を展開することは難しいと考えて

おりますので、改めて行政が果たす役割、関係経

済団体が果たす役割を再度認識をしながら、今ま

で以上に連携を密に取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、小項目２、高規格道路の延伸の決定によ

る振興策についてでございます。北海道縦貫自動

車道士別市多寄町から名寄間１２キロにつきまし

ては、平成１８年２月に当面着工しない区間とさ
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れて、この間事業着手の見通しが立っていなかっ

たところですが、本年５月２８日に開催をされま

した北海道開発局事業審議委員会において事業の

必要性、重要性はより高まっており、費用対効果

等の投資効果も確保されているため、当該区間を

含めた士別剣淵から名寄間について事業を継続し、

早期整備を行うとの判断が示されたところです。

今後国において事業継続の検討が行われるという

ことになりますが、今回の判断は事業着手に向け

ての非常に大きな一歩であると考えておりまして、

士別剣淵―名寄間が整備をされてつながることに

より、救急医療や防災といった安全で安心な暮ら

しの確保を初め農産物の輸送といった物流への影

響、体験型観光などによる交流人口の拡大が見込

まれて、本地域に大きな経済効果を生み出すもの

と考えております。また、昨年の11月には風連地

区において市民集会が開催をされ、道の駅へのア

クセスの確保や地域活性化の一層の誘導策につい

ての御要望をいただいているところでもあり、本

市といたしましては高速道路ネットワークを最大

限に生かしていくため、関係団体、市民との協働

のもと地域の特性や実情を十分に考慮をしながら

都市部から本市へお越しをいただくための誘導や

インターチェンジの設置など地域振興に全力で取

り組んでまいります。

大項目４、インフラ整備にかかわりまして、小

項目１、道路整備の舗装率向上についてでありま

す。平成２５年度末における市街地道路の舗装率、

名寄市街地区では６ ２％、風連市街地区では８

６％、両地区を合わせた名寄市市街地全域では

６ ６％となりまして、新市総合計画当初より

１％の進捗となっており、残りの３ ４％につき

ましては防じん道路でございます。新市総合計画

では、道路舗装率を１０カ年において１０％向上

という目標としておりまして、社会資本整備総合

交付金事業を活用して道路整備を行っており、毎

年これは継続して事業要望をしております。しか

し、昨今の国の情勢により事業費の要望額に対し

て採択率が低く交付をされてきていることから、

舗装率の進捗に影響を及ぼしている状況がござい

ます。また、生活道路の整備については補助基準

の規格とならない道路敷地幅員が狭い路線も多い

ということから、社会資本整備総合交付金での事

業採択が難しい状況にありますけれども、昨年度

からの２カ年においては新たに創設をされました

元気交付金、これを活用することによって市内の

防じん生活道路４路線について改良舗装工事を実

施をしてございます。道路整備を進捗をさせるこ

とにより、道路交通の安全性、利便性が向上する

ということは言うに及びませんが、道路の凍上対

策や雨水対策、除排雪の作業性の向上等の効果を

発揮できることから、各地域からも大変多くの要

望をいただいております。今後も財政的に有利な

交付金あるいは地方債を活用しながら、舗装の向

上に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。

小項目２の橋梁の長寿命化についてであります。

全国的に道路や橋梁等の社会インフラにつきまし

ては、これまで事後的な修繕及びかけかえとして

いたということから、高度成長期に整備を行った

多くの橋梁について予防的な修繕及び計画的なか

けかえと円滑な政策転換を図ることを目的とし、

名寄市におきましても平成２１年から平成２４年

までの４カ年で市内の２４４橋、この遠望目視点

検を行いました。昨年度その結果を踏まえ、名寄

市橋梁長寿命化修繕計画を策定したところであり

ます。名寄市が管理をする建設後５０年を経過を

する橋梁は２０２３年には７２橋で全体の２９％、

２０３３年には１８０橋で全体の７３％にまで増

加をします。道路や橋梁の更新費用には多額の事

業費がかさみ、中でも費用のかかる橋梁のかけか

え時期が集中した場合には大きな財政負担となる

ことから、計画的に予防、維持、修繕を行うこと

により橋梁の維持管理コスト縮減を図りつつ、地

域の安全性、信頼性を確保してまいります。今後

は、策定をいたしました橋梁修繕計画をもとに修
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繕を要する判定となった橋梁と早急には修繕を要

しない橋梁とに分類をして、平成２７年度より事

業期間１０カ年においては修繕効果の高い２５橋

の橋梁について実施設計、長寿命化修繕工事を行

う計画としてまいりたいと思います。

また、現在車両の通行どめとなっております１

８線橋については、橋梁点検の結果損傷が著しく、

２４４橋のうちこの１８線橋については修繕等の

対応が不可能であるということが判明をいたしま

した。このことから、道路整備を含めたインフラ

整備総体の状況に鑑みながら、方針立てをしてま

いりたいと考えております。

小項目３、市内公共施設への案内看板の設置に

ついてであります。平成２４年第２回の定例会で

東議員から御質問をいただき、その際には市道に

設置をする場合の稼働時間や案内の工夫を関係部

署と協議を行うという回答をいたしましたので、

この間の経過と今後の計画について御説明を申し

上げます。市内公共施設への案内看板の設置は、

名寄バイパスの開通による交通の流れの変化と駅

前交流プラザよろーな、道立サンピラーパーク、

平成２７年５月供用開始予定の（仮称）市民ホー

ル等の新たな公共施設が整備をされている現在の

状況から、整備計画を検討してまいりました。こ

れらの状況に対しては、１つには交通安全の観点

から市内への車両交通量の分散と通行時間の短縮、

２つには各施設への的確な誘導を行うということ

で交流環境の向上を図り、経済の観光振興に寄与

することができるといった観点での整備の目標と

してございます。具体的な設置に向けた動きとい

たしましては、平成２４年７月に庁内の検討会議

を設置をし、協議結果を受けて主要観光地の案内

施設の表示については庁内関係部局において協議

を行い、士別方面、美深方面、下川方面から各施

設への誘導を適切に行えるような路線の検討案を

策定をして、平成２５年４月１日には名寄市主要

施設等案内標識整備要綱を施行してございます。

設置のスケジュールは、（仮称）市民ホールが平

成２７年５月の開館式典を初め名寄市民で第九を

歌う会、市民劇の公演が予定をされております。

一方で、標識整備の財源は平成２７年度の社会資

本整備総合交付金の事業実施を予定しておりまし

て、交付金申請手続を経て来年４月の交付決定後、

入札工事着工を予定をしているというスケジュー

ルになっております。（仮称）市民ホール完成前

の案内看板設置は難しい状況にございます。平成

２７年度の少しでも早い時期の案内看板設置に向

けて努力をしてまいります。

大項目６、大学を生かしたまちづくりにかかわ

りまして、まず小項目１の大学として地域貢献と

市民との交流についてであります。名寄市立大学

の地域貢献の窓口推進母体は、大学に設置をする

地域交流センターが担ってございます。地域交流

センターは、大学、学生と市民の実践的な地域活

動や市民活動、ボランティア活動の連絡調整、支

援の推進、これを行うことを目的とし、現在は学

生教育の一環として主にボランティア活動を中心

に展開をしております。昨年度は、地域から依頼

のあったボランティア５２件のうち商店街あそび

の広場やふれあい広場など３９件のボランティア

に延べ２１５名の学生が参加をいたしました。こ

のような取り組みを通じて学生と市民との交流が

深められてきております。また、大学教育の一環

といたしまして市の教育委員会と連携をし、学生

が各小中学校に出向いて特別支援教育学生支援員

として児童生徒の学習サポートに取り組んでおり

ます。さらには、特別支援学校教諭の免許取得を

希望する教員や特別支援教育に関心を持つ市内外

の方々を対象とする免許法認定公開講座を主催を

し、地域内外の免許保有率の向上に寄与する取り

組みも進めております。今後は、こうした取り組

みを市民の方々に理解をしてもらえるような広報

活動にも努め、市民と学生との交流はもとより大

学が持つ特性を生かした地域貢献、社会貢献とい

う観点からまちづくりを進めていくことも模索を

していきたいと考えてございます。
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小項目２、文化活動と大学とのかかわりについ

てであります。劇場、音楽堂等の活性化に関する

法律、この第１３条で人材の養成及び確保等に関

して国及び地方公共団体が劇場等の事業を行うた

めに必要な専門的能力を有する者を養成し、劇場

等にかかわる職員の資質の向上を図るために大学

との連携、協力の促進、研修等の実施に関する施

策を講じることが規定をされております。一般的

には、大学が有する人的資源や蓄積された教育文

化的資源の活用を有機的に行えるような連携と協

力の仕組みを劇場と大学がつくり上げていくとい

うことと認識をしておりますが、社会的包摂の考

え方に従うならば、名寄市立大学の特性から福祉

や医療などに関連する領域やケアを必要としてい

る人々へのアプローチを基礎にしているものと考

えられますので、市立大学の研究領域にも深くか

かわりがあるものと考えております。これからの

公共ホールの活動と大学とがどのような連携、協

力が可能となるのか、大学に検討をお願いしてま

いりたいと考えております。

小項目３、積雪寒冷地をテーマにした研究につ

いてであります。昨年度末にまとめられた名寄市

立大学研究業績集では、平成２５年度の研究業績

として３９人の教員が共著を含め４３点の論文を

発表しております。それぞれ保健、医療、福祉の

研究領域での研究活動が主でありまして、積雪寒

冷地の環境を題材にした研究実績はありませんが、

昨年度から文部科学省補助事業であります地

（知）の拠点整備事業、これの採択を目指して定

住自立圏域を教育フィールドといたしました事業

計画を立案するとともに、本年度は同じく文部科

学省の大学教育再生加速プログラム、これの採択

を目指して地域とともに発展をする教育フィール

ドの高次元化を目的とする事業を計画しておりま

す。いずれも外部資金の獲得を目指す取り組みで

ありますが、地域における学生の教育活動の検討

について具体的に着手をいたしました。あわせて

昨年度から寒冷過疎地における幸福度の検討を課

題とする研究も進められており、道北地域研究所

では道北地域の保健、医療、福祉の実態と支援環

境に関する研究をテーマとして設定をし、学内に

おいて研究のほうを実施をしております。

小項目４、大学図書館の建設についてでありま

す。大学図書館の基本設計につきましては、本年

２月１３日に開催をされました総務文教常任委員

会におきまして中間報告を行い、整備に係るこれ

までの経過と昨年の６月に学内に設置をいたしま

した図書館等整備検討委員会の検討経過及び建築

概要、図書館等の配置計画、平面計画、諸室の計

画等につきまして御報告をさせていただきました。

さらには、５月２１日に開催されました同委員会

において構造計画、電気設備の計画、機械設備計

画、これらの概要について報告をいたしてまいり

ました。基本設計の概要について申し上げますと、

まず建物配置計画はＢ＆Ｇ海洋センターの敷地を

一部取り込み、大学新館の北側に配置をすること

とし、ゾーニング計画として学生、教員にとって

使いやすい施設、またさまざまな交流の場となる

施設、知的活動が見える大学のシンボルとなる施

設、これを基本に動線計画を進め、既存施設と調

和が図られるよう配慮をいたしたところです。建

物の概要につきましては、鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨造３階建て、建築面積は １０ ７３平

方メートル、延べ床面積 ３１ ２９平方メート

ルとなりました。主体構造には、耐震性及び経済

性を考慮して鉄筋コンクリート造を採用し、構造

の一部を鉄骨造としております。電気設備計画で

は、経済性、効率性を重視をし、ＬＥＤ照明を主

体に用途に応じた適切な照度を確保するとともに

快適な環境を確保するということとしております。

機械設備計画では、諸室の用途に適した熱環境を

実現するとともに、環境にも配慮して省エネルギ

ー化による経済性を図りました。図書館機能とし

ては、開架書架で約１２万冊、閉架書架で約２万

冊の図書等の収容能力とし、１階にはオープンワ

ークスペース、グループ学習室、プレゼンテーシ
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ョンルームを備えるラーニングコモンズのスペー

スを配置をし、アクティブラーニングに対応する

学習環境を整備をするとともに、地域連携を進め

るための共同利用施設や約３００席を備えた講堂

の整備を行います。２階には、開架閲覧席、一般

閲覧席などを整備をし、市民の皆様にとっても利

用しやすい環境を整えてまいります。また、３階

には開架閲覧席のほか個別学習用のキャレルデス

クを備える計画でございます。外構の整備につき

ましては、Ｂ＆Ｇ海洋センターの敷地の一部を取

り込むことから、駐車場を共用するとともにＢ＆

Ｇ海洋センター周囲の修景を施し、外部環境との

調和も図ってまいります。

次に、大学図書館等の整備に係る事業費につき

ましては、基本設計に基づく概算の建設工事費の

積算では消費税を含み約２３億円程度となる見込

みであります。また、書架、家具、備品等の整備

費用につきましては現時点における見積額では約

３億 ０００万円程度を要するものと見込まれま

す。これに充てる財源計画として、現時点では建

設工事費については地域活性化事業債などの有利

な地方債、備品等の整備については大学振興基金

を充てる計画でございます。

以上、私からの御答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目５、

（仮称）市民ホールについてお答えいたします。

小項目１、ホールが目指す姿で市民のコミュニ

ティー醸成の場の考え方についてでございますが、

背景としては施設の位置づけがございます。（仮

称）市民ホールは、名寄地区都市再生整備計画の

中で地域交流センターとして位置づけられており

ましたけれども、今後新施設が完了してからは市

民文化センターと一体で管理運営する方針として

作業を進めております。また、市民文化センター

全体が名寄市公民館の機能も有することになりま

す。（仮称）市民ホールは、市民待望の施設であ

り、日々活用され、多くの方々が集う施設とする

ため、文化芸術振興事業や生涯学習、公民館の事

業、貸し館事業などにも取り組みます。また、新

しい機能として多世代交流スペースも設けたこと

から、子育て世代の皆さんにも活用していただく

とともに、家庭教育の一助にもなるような事業に

も取り組んでまいりたいと考えております。これ

らのほか舞台芸術の鑑賞機会の提供や市民参加型

事業などにより企画、出演、観覧など多くの方々

の利用を促し、文化芸術を中心とした新たなコミ

ュニティーが形成されていくことを期待し、市民

ホールの大きな役割の一つに市民のコミュニティ

ー醸成の場を掲げているところでございます。

次に、小項目２、社会的包摂とアウトリーチの

考え方についてであります。社会的包摂について

は、国の文化芸術の振興に関する基本的な方針、

第３次方針において文化芸術振興に当たっての基

本的視点の中で、文化芸術は子供、若者や高齢者、

障害者、失業者、在留外国人等にも社会参加の機

会を開く社会的基盤となり得るものであり、昨今

そのような社会包摂の機能も注目されつつあると

示されており、市民ホールの運営に当たっての基

本的な姿勢として捉えております。また、アウト

リーチにつきましては、今まで劇場等に足を運ぶ

ことのできなかった方々に対し、文化芸術を鑑賞

する機会やみずから参加する機会を提供する活動

と捉え、今後の事業展開の中で取り組むべきもの

として認識しているところでございます。具体的

には、委託事業者と共同し、企画実施していくこ

とを想定しているところでございます。

次に、小項目３、名寄、士別地域のホール間の

連携、協力について申し上げます。上川北部管内

の公共ホールにおける情報共有についてでありま

すが、既に民間団体主導であります北の星座音楽

祭が昨年から開催され、ことしも人気、実力とも

にあるアーティストの公演が各ホールで開催され、

会場に足を運ばれた皆さんからは高い評価を得て

おります。下川町や美深町で行われました公演に

は、名寄市民の方々が半数を占めているとも伺っ
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ております。こうした事業に対しては、チケット

販売の協力や公民館事業として鑑賞バスツアーを

企画、運営するなど深くかかわりを持って進めて

きております。今後市民ホールでの事業展開にお

きましても士別地区も含めた各公共ホールとの情

報交換を図りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目４、今後のエフエムなよろを含む

組織体制について申し上げます。市民ホールの管

理運営に係る組織の全体像についてでありますが、

これまで文化振興室の設置についてお答えしてき

ておりますが、行財政改革における市組織全体の

配置協議は今後になることから、生涯学習やスポ

ーツ振興といった現在の業務との兼ね合いを精査

した上で、改めて検討していきたいと考えており

ます。中でも総合プロデューサー職の配置につき

ましては、佐藤信アドバイザーの提言を受けて配

置を検討しているもので、内部、外部両面からの

人選を検討していきたいと考えております。ホー

ル運営に関する事業委託予定者につきましては、

６月末までに改めて委託する事業の詳細について

ヒアリングの機会を設け、最終的な事業委託の範

囲を定めていきたいと考えております。その内容

といたしましては、音響、照明、舞台機構などの

専門領域や広報、営業、サポート組織管理などを

想定しており、正式な契約は今年１０月からを目

標としております。契約後は、事業者との調整を

密に行いながら事業を振興してまいります。

次に、小項目５の小ホールの有効活用について

申し上げます。現在改修工事中の小ホール、多目

的ホールについては、大ホールからの映像や音声

を連動させる仕組みやステージの拡張、防音効果

の改善、天井照明の更新など大幅な改修を行って

おりますけれども、基本的な構造上、音響や舞台

照明の対応はできておりません。市民ホールとし

て今後調達する備品、機材の選定に当たっては、

その中の一部は多目的ホールでも共用できる機材

として検討しております。また、市民会館大ホー

ルを供用終了する時点で一部の音響照明関係機材

を多目的ホールに転用したいと考えております。

さらに、機能や利便性を高めるための音響、照明

機材の導入につきましては、今後の利用状況も勘

案しながら必要な機材を検討し、数年間かけて対

応してまいりたいと考えているところでございま

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） それぞれ御答弁をい

ただきました。時間も少々残っておりますので、

再質問をさせていただきたいなというふうに思っ

ております。順序がばらばらになるかもしれませ

んが、御容赦をいただきたいなというふうに思い

ます。

まず、大学の関係でございます。大学と市民と

のかかわりについてでありますけれども、これは

個人的なことかもしれませんけれども、最近余り

大学に行くことがなくなってしまったなという感

がしております。これは、昔でありましたら大学

のイベントですとか、大学祭以外のイベントが幾

つかありまして、議員何人かで訪れたりだとか、

市民が参加をしたりだとか、そして大学の先生だ

とかと交流をしたり、そういったことが比較的あ

ったのですけれども、最近はないなと。それに伴

って若干疎遠になってきているのかなという感じ

もしております。確かに大学の先生方は、個人的

なレベルの中ではやはり大学のあるまちであるの

を本当に有効に生かしていただいて、委員会だと

か先ほど答弁いただいたような部分では大変活躍

をしていただいておりますけれども、大学の一つ

の方針として、地域に対してこういうふうにした

いのだという方針が１つあってもよいのかなとい

うふうに私はやっぱり思うわけでありまして、市

民と大学がもっと近くなってほしいなということ

を望んでいるわけであります。そういった中にお

いて再度ちょっとお伺いをしたいのですけれども、

そういうことを目指すに当たっての大学の役割、
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あるいは設置者は名寄ですので、名寄市の役割、

そして市民の役割、こういったものを少し整理を

して、こういった関係をもう少しスムーズにうま

くいかせるような取り組みがあってもいいのかな

というふうに思うわけですけれども、見解をお伺

い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） 市立大学に鑑みて、大学、

そして設置者あるいは市民の役割、さらには地域

貢献等々について御質問がありました。平成１８

年に一部４年制化に改編をして丸７年、８年目に

なったということであります。この間大学の学生

さんも、あるいは教職員の皆さんも短大に比べる

と大きくスタッフも増加をしたということであり

まして、大学があることそのもので地域に対して

大きなさまざまな波及効果があるというふうに認

識をしております。一方で、それぞれの役割とい

うことでも認識をしているところでありますけれ

ども、いま一度これを改めて再確認をしていく必

要があるということはもっともだというふうに思

っています。大学としては、当然社会に通用する

専門性の高い学生を育てて社会に送り出していく

ということももちろんでありますし、その上で地

域をキャンパスとして、地域を学術的に研究題材

としていくことで地域にしっかりと貢献をしてい

くということもまた大学の一つのミッションだと

いうふうに思います。一方で、設置者としてはそ

の環境をしっかりと整え、さらにはまた行政とし

てどう大学側に地域貢献をしていっていただくの

かという具体的なミッションを提示をしていくと

いうことも必要なのではないかというふうに思い

ます。市民の皆さんにとっては、大学があること

によって当然いろんなさまざまな効果が出てくる

ということもございますし、さらにはより市民の

皆さんも大学に深く関心を持っていただくこと、

さらには名寄市外から本当に多くの学生さんが来

ているということでありまして、そうした学生さ

んたちを温かい目で守ってあげるというか、そう

した市民の皆さんの覚悟というか、思いも必要な

のではないかというふうに思います。さらに、そ

れぞれの役割をしっかりと伸ばしていくよう、認

識をしていくよう、よく連携をしながら推し進め

ていきたい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） 私も本当にそのよう

に思います。市民の皆さんと話をしてみると、学

生さんに対する評判というのはいいのです。それ

は、接したことがある人はやっぱりみんなかわい

いなと。孫のように思ってくれるというか、そう

いう思いを一人でも多くの人に持ってもらえると

いうことがやっぱり大切なのかなというふうに思

いますし、そういった人間関係ができることによ

って卒業後に第二のふるさとと思ってもらえるよ

うになっていただければ、なおありがたいなとい

うふうに思っております。そういったことを考え

ても、やはり市民と大学のハードルを下げるよう

な仕組みづくりといいましょうか、これは市民も

努力をする必要があると思いますけれども、その

仕組みづくりは市民にやれといってもこれはなか

なか難しいと思いますので、ここら辺のところは

ぜひ大学でありますとか、設置者のほうで今後何

らかの工夫を考え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ので、よろしくお願い

したいというふうに思います。

大学の図書館についても答弁をいただきました。

２階の部分については、市民にも使いやすいよう

な施設にしたいと。それから、大学の中のシンボ

ル的な部分にしたいというふうな答弁もいただい

たところであります。こういった中で講堂の建設

が計画をされております。先ほど質問させていた

だいた中のアウトリーチという考え方、それと社

会包摂という考え方を質問させていただきました。

例えばこういった中で新しくできる（仮称）市民

ホールの中で、クラシックなどを演奏する場合に、

未就学児童はお断りというコンサートが比較的多

いのかなというふうに思います。しかし、こうい
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った中でそういった未就学児童の方と保護者の方

であるとか、ついつい声を上げてしまうような障

害を持った方だとか、こういった方々にもやはり

こういう芸術に触れていただく機会が必要かなと

いうふうに思います。こういった場合に規模的に

いってこの講堂というのは使いやすい大きさなの

かなというふうに絵を見てちょっと思ったところ

であります。当然フルオーケストラなんか入るわ

けはありませんけれども、それなりに適した企画、

イベントを提供するという考えの中では、大学の

こういった部分で公共ホールの運営とかかわるこ

とができるのではないのかなというふうに思って

おりますけれども、お考えをちょっとお伺いをし

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） 貴重な御提言を承ったと

思っています。小さい子供や、あるいは障害のあ

る方もしくは子供たちが小さいころからそうした

高い芸術文化に触れていくというのは、情操教育

において非常にさまざまな効果があるということ

で認識をしております。このことについては、芸

術アドバイザーの佐藤監督からも実はこうしたホ

ールそのものの活用についてもこういう活用があ

るよというお話をいただいております。それは、

場所はどこであるにしても、そういう大学の幼児

の教育にかかわる、あるいは障害を持った教育に

かかわる先生方をうまく巻き込みながら、そうし

たソフトの展開というのも十分活用されるのかな

というふうに思っています。

先ほど地域貢献についてのさまざまな一歩踏み

込んだ取り組みということでございましたけれど

も、地域交流センターは今ボランティア活動を中

心に学生と市民との橋渡しをしているということ

でありますけれども、さらに学術的に市民、地域

に入り込んで貢献をしていただくということも鑑

みて、今の道北地域研究所と地域交流センターを

一体とした組織を設置をして、さらに深く学術的

に市民、地域に貢献をしていこうと、そういう動

きを今学内でも検討しているということでありま

して、この大学があるからそうした専門的な子供

たちへの教育や福祉や障害を持った子供たち、そ

うした福祉が本当によくなったと、そう言われる

ような地域貢献を目指していきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 今加藤市長がおっし

ゃられたようなことは、多分大学の先生方はきっ

ともともと考えておられるのかなというふうに思

います。しかしながら、冒頭申し上げましたよう

にそれをしっかりと表現してもらいたいなという

ふうに思っております。多分市民からお願いをさ

れたら、いいですよときっとやってくれると思う

のです。だけれども、市民の側からしてみたら、

お願いしていいものなのだかどうなのだかも、や

はりそこがハードルのような気がします。ですか

ら、大学としてはこういうことだったらできます

ということをもう少し明らかにしていただいて、

大学として積極的に市民にかかわっていこうとい

うふうに考えていますということを明らかにして

いただくことによって、市民からするとハードル

が下がっていくのかなというふうに思っておりま

すので、そこら辺のところは今後ぜひとも協議を

いただいて、市民に対するアプローチをよろしく

お願いしたいなというふうに思っております。ど

うかよろしくお願いします。

それから、講堂の使い方ですけれども、いろい

ろあると思います。そういうことも含めて市民と

の交流も深まっていくのかなというふうに思って

おりますし、社会的包摂の考えはまさに福祉の原

点かなというふうにも思っておりますので、これ

もひょっとすると大学の研究の一つにもなり得る

かもしれませんし、そういった専門の先生もおら

れるかもしれません。そういった情報と教育委員

会のこれから進めようとしている皆さんの情報交

換ということも必要になってくるのかなというふ

うにも思いますので、そこら辺のところもよろし
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くお願いしたいというふうに思います。大学は終

わらせていただこうと思います。

次は、順番ちょっと逆から行かせていただきま

すけれども、市民ホールについてお伺いをしてい

きたいと思います。市民ホールにつきましては、

私もこれまで何度も質問させていただきまして、

この間決して歩みは速くはないなと思いつつもや

っぱり少しずつ、一歩ずつ前進していただいてい

るなという感は実はしておりまして、そこら辺に

ついては率直に評価をさせていただこうと考えて

いるところであります。私もこの間発言するたび

にいろんな方のお話を伺ったり、調査研究、勉強

させていただいた経緯もありまして、発言が一貫

していなかったかもしれません。やっぱりその都

度発言の内容も変わった部分もあります。それは、

やっぱり勉強のあかしと捉えていただければあり

がたいのかなというふうに思いますけれども、そ

ういった中で今は少し方向性が見えてきているの

かなというふうにも思えているところであります。

ホールに対する基本的な考え方が最初はきっと貸

し館がほとんど頭の中の部分を占めていたのかな

と。それがだんだん、だんだん変わってきて、芸

術文化にどういうふうに携わっていくのか、そし

て答弁にもいただいたように社会的包摂であると

かアウトリーチの考え方、そしてホールを中心に

して市民活動がどうあるべきかというところまで

少し進んできたのかなというふうに思っておりま

して、そういったところはこの方向で、決して速

いとは言えませんけれども、オープンまでの間ぜ

ひ頑張って進め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。

そういった中でやはり市民とのコミュニティー

の醸成の場ということは本当に大切なわけであり

まして、多くの市民の皆さんに足を運んでいただ

きたい。参加をしていただきたいと。そして、参

画をしていただきたい。できればステージに上が

っていただきたい。こういうことを考えているわ

けであります。そういった中には、いろんな仕組

みづくりが必要になってくると思います。そうい

った中の一つには、そういったことを教育してい

くワークショップであるとか、そういったことも

これからは必要になっていくのかもしれませんけ

れども、そこら辺に対する考え方についてお考え

があればお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御質問にありました

市民ホールに集まる工夫というのでしょうか、そ

ういう方策というものがこれからますます求めら

れていくのではないかなと思いますけれども、具

体的な検討についてはこれからが勝負だと思って

おります。先ほどもお答えしましたように、自主

事業で行う舞台芸術振興事業や生涯学習、公民館

の事業などとともに、やはり基本的になるのは貸

し館事業も大きな柱となっていくのではないかと

思っております。市民ホールは、多世代交流ホー

ルやホワイエのギャラリー、常設展示ができるス

ペースも有しておりますことから、市民が気軽に

自由に来館できるような施設でありますので、そ

うした市民が集うことで新たな交流の場ができる

のではないかなというふうに考えているところで

ございます。また、今回の工事で整備されます駐

車場ですとか、それとか広場なども活用して、屋

内、屋外を連動して使用するイベントなども将来

的には考えていけるのではないかなと思っており

ます。あわせて委託事業者において行われるにぎ

わいづくりの事業も企画運営していくことを今の

段階では想定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） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） ありがとうございま

す。本当に私も多くの皆さんに集まっていただい

て、そこでできれば活動していただきたいという

ふうに思っております。

今はちょっと閉じておりますけれども、今の文

化センターが工事に入る前までは比較的多くの子

供たちが自由に遊んでおりました。何となくたま
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り場になっているような、そして一人一人が遊ん

でいたり、集団で遊んだりとかしている姿をいつ

も見ておりましたけれども、ある日職員の方がお

っしゃったのは、この子供たちに何か一つのこと

をさせてあげたいというふうなことをおっしゃい

ました。これは、私はすばらしい発想だなという

ふうに思いました。それは何かはわかりませんけ

れども、ただそこでゲームをしている子供たちも

いる。勉強している子供もいるのかどうかわかり

ませんけれども、そういう子供たちに例えば芝居

の一コマでもいいかもしれませんし、何か一つの

ことをやらせて達成感をつくらせてあげたいとい

うふうな、私すばらしい発想だなというふうに思

いました。まず、集まっていただくことがいいな

というふうに思いますし、そこからそういうふう

な取り組みがきっとワークショップということに

発展していくのかなというふうに思います。そう

いった発想はぜひこれからも持ち続けていただい

て、市民に対する積極的なアプローチをぜひとも

していただきたいなというふうに思いますけれど

も、ちょっと答弁ありましたらお願いできますで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の視点は非常に大切

なことかなと思っております。子ども教室の子供

たちも実はあそこに来ていろいろ時間を潰したり、

あそこにある図書を利用して、一応子供たちが集

まってきているという、そういう現状があります

ので、それはこれから市民ホールにみんなが集ま

ってきていただくための非常に貴重な存在でない

かなと思っておりますので、そういうところを大

事にいたしまして、今後そんなところから市民ホ

ールをみんなで使っていこうという、そういう輪

に広がっていくよう対応してまいりたいなと、そ

んな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） きょう朝来ましたら、

市民ホールの愛称が決まったというふうにお伺い

をいたしました。ＥＮ―ＲＡＹという名前に、ま

だ正式決定ではないのでしょうか、こういうふう

に決まるということだったでしょうか、になるの

だろうというふうに思います。よかったなと思い

ます。また一歩進んだなという感がしております

けれども、愛称は決まりました。それで、正式名

称はきっとまた別にあるのかもしれませんけれど

も、このホールに対する何か市民に対するキャッ

チフレーズみたいなものがあってもいいのかなと

いうふうに思うので、例えばこのホールで市民に

対して何をしたいのだということを短くぽんと出

せるような何かがあってもいいのかなというふう

に思うわけですけれども、今後そのようなことを

考える考えがあるのかどうなのか、ちょっとお伺

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） 正式な名称について

は、これから条例、名寄市民文化センターのホー

ル等の位置づけの中で条例のほうでなっていくか

というふうに思いますし、きのう検討委員会の中

で愛称がＥＮ―ＲＡＹというふうに決まりました。

この愛称を市民の多くの皆さんに受けとめていた

だいて、やっぱりＥＮ―ＲＡＹに集まって何かし

ようやという、そういった部分で活用、浸透して

いただければというふうに思っています。今の段

階でそれにプラスキャッチフレーズになると、市

民もちょっとわからない部分があると思いますの

で、おいおいそういった活用なり利用の状況なり

の中でそういったことも出てくるかというふうに

思いますけれども、今の段階ではこの愛称をしっ

かり親しみを持ったもので受けとめてもらって進

めていきたいというふうに考えていますので、御

理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 結構だと思います。

これから市民ホールができるわけでありますけ

れども、これに伴いまして文化振興条例というの

がもうすぐ提案をされることになるのでないかな
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というふうに思っております。こういった中でち

ょっと資料を見つけた中を紹介をさせていただき

たいと思いますけれども、「立法と調査」、２０

１１年、これは参議院事務局企画調整室の編集、

発行というふうになっております。これは、公立

文化施設による地域活性化、アウトリーチと社会

的包摂ということに関するものでありました。こ

の中でアウトリーチの位置づけと目的の明確化と

いうことが述べられておりまして、ちょっと読ま

せていただきますと「アウトリーチ活動について

はその重要性にかんがみ、文化条例に規定するな

ど法的根拠を与えることで、普及促進し継続性を

担保することが望ましい」というふうに書かれて

いる文章があったわけでありますけれども、今後

の文化振興条例の中でこういった文言を織り込ん

でいく可能性についてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 文化芸術の振興に関す

る条例につきましては、文化芸術振興基本法であ

りますとか、劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律などに基づいて現在検討委員会のほうで協議を

していただいているところでございます。今の段

階では、内容につきましては非常に基本的な事項

が中心になってまいります。したがいまして、ア

ウトリーチの活動に関して直接的な表現としては

条例の中には含まれないというようなことで押さ

えております。ただ、非常に大事な視点でござい

ますので、もちろん具体的な事業の中では文化芸

術の振興に関する基本的な方針なども参酌した上

でアウトリーチ活動について取り組んでまいりた

いなと、そんなふうに思っているところでござい

ます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 条例の中には盛り込

まれないということでありますけれども、ぜひ趣

旨を継続して進めていかれるように求めておきた

いなというふうに思っております。

先ほども大学との連携ということでお話をさせ

ていただきました。この文章の続きには、「その

際には、文化芸術が教育や福祉等他分野と結びつ

くことにより地域の課題の解決に資するという視

線が重要であり、行政内部で勉強会を開催するな

ど横断的な連携・推進体制をつくることが必要で

ある」というふうに書かれております。こういっ

たところから、先ほどは大学との連携ということ

でお話をさせていただきましたけれども、名寄市

の行政の中の横のつながりということも、例えば

当然福祉でありますとか、学校教育でありますと

かというところのつながりも必要になってくるの

かなというふうに思いますけれども、そこら辺の

考え方がありましたらお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） アウトリーチでの市立

大学との連携ということについてでございますけ

れども、生涯学習事業などの分野では各行事へ大

学生の皆さんが参加いただくなどの連携はこれま

でも図ってきているところでございますが、文化

振興におけるアウトリーチとしては、もちろん今

の段階では実現できていないような状況でござい

ます。現時点では、稼働時における体制の整備と

ホールでの自主事業の運営に向けて準備を集中し

ておりますことから、大学を含む関連団体との連

携については今後取りまとめる運営の方針の中で

具体的に検討していきたいと考えております。今

の段階でちょっと想定できる連携の具体例といた

しましては、市立大学の例えば合唱サークルが行

っている市立病院でのロビーコンサートなどに市

民ホールが持つ機材や人材を派遣して、より質の

高い構成としていくことなどが考えられるのでは

ないかなということで部内で話しているところで

ございますけれども、今後さまざまなアウトリー

チの形態というのが出てくると思いますので、そ

の可能性を今後探ってまいりたいと、そんなふう

な段階でございますので、御理解いただきたいと。

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
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いというふうに思います。

私は、これまで市民ホールに関して発言をして

きたその大きな趣旨としては、あの施設を絶対に

箱物と呼ばせたくないなという思いから、ずっと

発言をさせていただいたつもりでありますので、

これからもぜひそうあってもらいたいなというふ

うに思っております。今答弁をいただいた中でも

やはり２年前とはかなり変わってきているなとい

うふうに思っております。本当にこれうれしいな

というふうに思っております。しかしながら、こ

ういうことを実際形にしていくためには、職員の

マンパワーということもやっぱり必要になってく

るのかなというふうに思っております。先ほど専

門の職員の配置ということも、総合プロデューサ

ーの配置ということも１２月からだったでしょう

か、違いましたか。配置をされるということであ

りますけれども、こういったことをしっかりと整

えて実行していくということは大切だなというふ

うに思いますし、行財政改革というのはお金を削

減できたからこれは行財政改革になったというふ

うには単純には思わないのです。それも確かに一

つであろうというふうに思うのですけれども、新

しくできるホールをいかに有効に使って、効果、

効率を高めて、市民の満足度が上がれば、これは

大きな行財政改革になるのかなという発想は私は

実は持っているわけでして、そういった面でここ

に対する総合プロデューサー以外の人的な配置と

いうのはこれから、まだ決定はしていないのでし

ょうけれども、一定程度配置することは必要なの

かなというふうに思っております。例えば新しい

文化振興条例ができるときには、本来であれば市

民の中に入っていって、そういう市民の意見を聞

くべきだったのかなというふうには思いますけれ

ども、多分あの陣容では無理だろうなという思い

もありますので、そこについてはあえて触れない

でいたのですけれども、それはやっぱり人的なパ

ワーがちょっと、個人ではなくて人数的なパワー

が足りなかった部分もあるのかなというふうには

思うのですけれども、今後そこら辺の人的配置に

ついてお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） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人的な配置、組織体制の

強化についてということで御提言がございました。

来年度の具体的な組織機構は、今行財政改革の話

ありましたけれども、今後の名寄市の行財政改革

推進にかかわる会議等で議論していくということ

になります。これまでも新名寄市の行財政改革推

進計画の後期実施計画に基づいて、それぞれの職

場の討論を踏まえまして職員の適正配置に努めて

きたところであります。市民の生活向上、まちづ

くりなどを推進するためにそれぞれの業務が増加

しているというふうにも、そういう状況ではござ

いますが、一方では財政健全化を図るために職員

の削減も行ってきているという現実もございます。

来年度の機構、職員の配置については、やはり市

全体の、市役所全体職場、業務状況を勘案、検証

しながら協議をしてまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） わかりました。そこ

だけ特にということにはならないのかもしれませ

んけれども、最終的にはやっぱり市民の満足度を

向上させるということが一つの行財政改革である

ということの観点から、ぜひよい判断をしていた

だければありがたいなというふうに思っておりま

す。

それと、小ホールについてもお伺いをさせてい

ただきまして、（仮称）市民ホールの機材を利用

して小ホールでも使えるようなものを設置をする

というふうな答弁をいただきまして、そのような

考え方でよろしいのかなというふうに思っており

ます。本体のほうの設備の中では、ちょうど機材

が過渡期ということで、照明機材等はＬＥＤを使

えないということになったというふうに伺ってお

ります。これは、そういった状況であれば仕方が
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ないことなのかなというふうに思いますけれども、

電気代というのはピークを基準にして基本料金が

変わるという仕組みになっておりますので、ＬＥ

Ｄの機材の価格が下がった状況の中ではひょっと

すると機材の更新をしたほうが得になるかもしれ

ないということが起こってくるかもしれません。

これは、街路灯のひと・ほし・環境にやさしい灯

り事業の、街路灯をＬＥＤにしたのと同じような

発想になるかもしれません。そういったことから、

これから設定、設置をされる照明等の機材につい

てはある程度そこを見越した機材の選定をしてい

ただきたいなというふうに思います。必要なもの

は当然設置をしなくてはいけませんけれども、ぎ

りぎりのところでそこら辺は抑えられて、できれ

ば何か新しいことをやってみたらいかがかなとい

うふうに思うのは、映像を映し出すプロジェクシ

ョンマッピングというのが結構いろんなところで

効果的に使われておりまして、この機材もかなり

安くなってきておりますので、こういったところ

で名寄のホールの特徴づけをしていってはいかが

かなというふうに思いますが、ちょっと考えがあ

ればお伺いをしたいなというふうに思いますが、

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） プロジェクションマッピ

ングについてのお問い合わせがありまして、最新

映像技術のトレンドということで今注目を集めて

いるのは私もよく承知しておりまして、昨今では

旭川の冬まつりでも随分大々的な展開がされたと

いうことであります。議員おっしゃるとおり、最

近では快適なシステムも出てきているというふう

にも承知をしておりますけれども、現時点で市民

ホールに関連をするそれらの機材を導入する予定

はございません。先ほどもお話ししたとおり、今

現在備品の選定に当たってさまざまな現場で基本

的な機材を導入するだけでも当初予算を相当上回

っているという話も聞いておりまして、まずはそ

ちらのほうをしっかりと固めていくことが大事な

のかなというふうに思っています。その上で今後

さらに技術開発が進んで、機材、映像の作成ソフ

ト、こうしたことも進化していくかもしれません。

そうしたことも含めて施設の設備としての必要度

をはかった上で検討してまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 以上をもちまして市

民ホールについての質問を終わらせていただきた

いと思いますけれども、とりわけ市民待望の施設

でありますので、少しでもいい形でオープンでき

ますことを切に要望しておきたいというふうに思

います。よろしくお願いしたいと思います。

それでは、次はインフラ整備についての道路に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。道

路につきましては、さまざまな補助の制度だとか、

国の制度に乗って整備をされるということは当然

のことかなというふうに思いますけれども、答弁

の中にもありましたけれども、やはり市民要望も

強い部分もあるのかなというふうに思っておりま

す。そこで、道路整備は単費で行う場合には使用

する資材というのは余り制約を受けません。例え

ばこの中で市内の製紙会社が出す炭殻なんかを砂

利のかわりに使いながら道路整備をすれば、これ

はひょっとすると単費でやってもそう大きな出費

にはならないのかなというふうに思うわけですけ

れども、今後そういうふうな考え方をされるのか

どうか、ちょっとお伺いをしたいなと思います。

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） 道路整備につき

ましては、この間国の交付金等を利用いたしまし

て整備をしてまいりました。今議員のほうからあ

りました単費で炭殻等を使いながらということで、

経費的にも安いのではないかということなのです

が、道路整備につきましては一定の基準に基づい

て、砂利ですとか、一定の道路の規格といいます

か、そういったものを備えていないと、夏場はい

いのでしょうけれども、特に冬場ですとやはり道
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路が凍上して、あるいは陥没をしてというような

ことにもつながるものですから、基本的には単費

で、事業費はもうかさむというのはそれももちろ

んありますけれども、現状はできるだけいい、安

心できる道路を整備をしてまいりたいというふう

に考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） それで本当に距離が

延びてくれるのだったら最高にありがたいなとい

うふうに思うのですけれども、それがなかなかか

なわないものですから、こういう方法はありませ

んかということでちょっとお伺いをしてみました。

今までにも例えば駐車場の下の部分だとかは、多

分使っているような事例もあるのではないかなと

いうふうに思います。そこでは、ではどういう結

果があらわれているのか、そういったデータもお

持ちなのかなと思いますけれども、そういったデ

ータも調べながら、今後まず検討して、距離を延

ばすということを考えられたらいかがかなという

ふうに思いますけれども、再度ちょっと答弁をい

ただいてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 炭殻を使った道路整備と

いうのは、実は数年前も検討してみた経過はあっ

たと記憶をしております。その中で砂利そのもの

の下のいわゆる砂利的なものというのですか、そ

この骨材というのか、そこは単価は下がるのでし

ょうけれども、その整備に当たっての一定程度の

その上のタールだとか人件費だとか、そういうこ

とも含めてどこまで値段が下がるのかということ

で比較をした結果、そんなに、余り効果がないの

ではないかという、たしか検証したような結果も

聞いています。もう一方で、炭殻そのものが今実

はいろんなところで引き合いが強くて、なかなか

前以上にそんなに手に入らなくなってきていると

いうような状況も聞いています。もう一つ、一方

で今骨材の特に砂利の単価も相当新年度からも上

がってきているような状況も聞いておりまして、

改めてまた状況が変化してきていることもありま

すので、そうしたことも勘案しながら、今御提言

いただいたことを踏まえて、再度一回調べた経過

もあると思いますので、それをベースにしながら

もう一度またそうしたことが可能なのかどうかと

いうことで新たに検討してみたいというふうに考

えますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 材料がないのだった

らしようがないのですけれども、市内の業者さん

が出しているものですので、有効活用がもしでき

るのであればいいなというふうに思ってちょっと

発言をさせていただきましたので、よろしくお願

いしたいと思います。

それと、この項の案内板の設置について答弁を

いただきまして、（仮称）市民ホールのオープン

までには間に合わないということだったので、新

年度予算ということなので、しようがないなと。

その中でもなるべく早目に設置をしていただける

ように努力をしていただきたいなというふうに思

います。

そういった中で、細かいことで申しわけありま

せんけれども、ちょっとお伺いをしたいのですけ

れども、案内板に書かれる文字、これは当然日本

語があると思うのですけれども、それにかかわる

外国人向けはローマ字表示になるのか、英語表示

になるのかということで、札幌あたりでたしかロ

ーマ字表示から英語表示に変えてきているという

ふうな情報も聞いておりますけれども、そこら辺

の考え方であるとか、例えば言葉にするのか、マ

ークにするのか。例えば天文台を案内するのだっ

たらこういう丸いドームのマークにするのか、そ

こら辺の考え方は現段階で何かありましたら、ち

ょっとお伺いをしたいな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） 今議員のほうか

ら具体的にどういう標識をということで御質問が

ございました。実は、この間議員が御質問されて
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から内部的にはいろいろ検討させていただいて、

場所ですとか一定の検討はして、士別のほうから、

あるいは美深のほうから、下川方面から来る標識

についてということで、立てる場所ですとか、そ

ういうのは道とも一応お話をさせていただいてと

いう経過はあるのですが、具体的に表示について

のところまで私のほうではまだ協議をしていない

というふうに考えています。一般的なものという

ふうに考えておりまして、先ほど議員も言われて

おりました（仮称）市民ホール、せっかく市民待

望の施設でありますので、ある意味では集まりや

すい工夫の一つとしてしっかりと標識を整備して

いきたいというふうに考えてございますので、き

ょうのところはちょっと持ち合わせておりません

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） それでは、きょうの

ところはそのようにさせていただきたいというふ

うに思いますけれども、そこら辺のところは最後

の詰めですので、せっかく設置をするのであれば

しっかりわかりやすい標識にしていただきたいと

思いますので、ちょっと他市の例なども調査をし

ていただいて、有効な形で設置をしていただけれ

ばというふうに思います。この部分は補助金を活

用してやられるということですので、単費でやれ

とは言いませんので、なるべく早目に設置をして

いただくように努力をお願いして終わりたいと思

います。

次、福祉政策についてお伺いをしたいというふ

うに思います。少し事例を述べさせていただきな

がら、健康寿命を延ばそうという考え方について

質問をさせていただきました。会派あるいは委員

会等でもこの件に関してはいろんな調査をさせて

いただきまして、こういう手法ではなくてもっと

効果が明らかに出るという方法も実はありました。

これは、すごくお金がかかりました。やっぱり名

寄にはこれは少々向かないなというふうに思いま

して、こういった事例のところに視察に行かせて

いただいたのですけれども、行かせていただいた

のは実は本州だったのですけれども、そちらで聞

いてみたら北海道でももう既にやっているよとい

うふうにお伺いをして、既に北海道でも何カ所か

取り組んでいるようであります。実際やっている

中身というのは、保健センターさんですとか包括

支援センターさんでやっている中身と実はそんな

に変わらないのです。例えば先ほど答弁をいただ

きましたように口の中の練習でしょうか、かむ練

習だとか、そういう練習もあわせてやっておられ

るのです。聞いてみると、ほんのちょっとした工

夫のような感じがしています。例えば場所がある

とか、テレビがあるとか、そこにカセットかＤＶ

Ｄが入るようなものがあればもうオーケーよと。

あとは、ちょっとアドバイスをするような人を養

成をして、送り返すよというふうな取り組みで、

お金がかからないで比較的継続性が高いというふ

うに伺いました。それと、もう一つは、地域のコ

ミュニティーがこれに伴ってできてきていると。

町内会単位はそれはそれであるのですけれども、

そういう一つのコミュニティーが、仲間づくりが

できてきているというお話も伺っておりますので、

お金がかからなくて、健康寿命が延びて、人との

関わりが深くなっていいなというふうに思いまし

たので、今後ちょっとここら辺のところを調査を

していただきたいなというふうに思うわけですけ

れども、お考えをもう一度お伺いできればという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 健康寿命を延ばすと。あ

るいは、お年寄り、高齢者の方が生きがいを持っ

て元気で暮らしていくということは、これからこ

の地域が少子高齢化を迎えていく中で地域の元気

の大きなバロメーターというか、本当に活力にな

っていくと。加えて国保の問題も含めてさまざま

な効果が出てくるということになろうと思います。

今後名寄市としては、どちらかというと施設居宅

みたいなそうしたことには民間の活力を利用しな
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がら、一方でこうした健康増進だとか、特定健診

だとか、そうしたソフトの部分に関してはやはり

行政がしっかりとさまざまな機関と連携をしなが

ら、より効果的な検討を加えていかなければなら

ないというふうに思っています。今御指摘いただ

いたそうした体操の工夫だとか、高齢者だけでな

くてもうちょっと早い段階から健康に携わるよう

な、みんなが歩くことをもっといろんな世代が楽

しんでできるような、そうした工夫等も含めて今

後ともさらに市民の皆さんの健康増進に関しては

よりよい研究、検討を重ねていきたいというふう

に思っております。また改めて御提言をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

します。見に行ったのは、雪の降らない地域に見

に行かせていただきました。名寄は半年間雪に閉

ざされるわけで、特にその期間は夏場より運動不

足になる確率が非常に高い。こういったことにも

ひょっとすると効果があるのかなというふうに思

いますけれども、ぜひ今後ともよろしくお願いし

たいというふうに思います。

保育所施設について御答弁をいただきました。

将来のあり方につきまして、老朽化に伴って市民

の民間活力をお願いをしたような運営というのを

全てではないかもしれませんが、一部は目指して

いくべきかなというふうに思っております。そう

いった中でどちらが先かはわからないのですけれ

ども、市としてのこういう制度をつくりましたの

で、チャレンジしてみませんか。例えば国の制度

とあわせて市の制度はこういうふうにありますと

いうやり方と相談をされるまで待つというか、ど

ちらが先でどちらがいいのかはちょっとわかりま

せんけれども、タイミング的にはそろそろ方針を、

次の総合計画の中である程度の方針は出されると

いうことだったのですけれども、なるべく行政の

側からアプローチをしていって、民間がしっかり

と担える自信が持てるような体制づくり、制度づ

くりをしていくべきかなというふうに思いますけ

れども、次の総合計画の中で行われるということ

で即答はできないかもしれませんけれども、特に

民間活力ということに対する考え方について改め

てお伺いをしたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今まさに子ども・子育て

支援新制度が平成２７年４月から一応というか、

施行される予定だということなのですが、先ほど

もお話ししたとおり国からの情報がなかなか伝わ

ってこなくて、実は現場も非常に、特に民間の事

業者の皆さんが混乱をしているというか、どう方

向性を向いていいか今まだ決めかねているという

ような状況も一部ございます。その中で今なかな

かそこら辺を明確に示していくということは難し

いのかもしれません。先ほどお話をしたとおり、

公が担わなければならないもの、そして民間がし

っかりと活力を持ってやっていくことができるも

の、それを補完するのが行政だというふうに思っ

ていまして、最大限民間の皆さんが活躍していた

だける場面を提供していくということは当然想定

をしながら、国の制度も鑑みてこれから制度を構

築をしていくということになろうかと思います。

公定価格が出てきたのも先月の末、しかもそれも

概算ということなので、まだまだどうなっていく

かちょっとわからないような状況でありまして、

この辺は注意深く国の制度の推移を見守りながら、

逐一こうした保育、幼稚園の連絡協議会の皆さん

に情報をしっかりと即座に提供しながら、まずは

スムーズに来年４月施行に向けてそれぞれの皆さ

んが準備ができるような体制を整えていきたいと

いうふうに思っていますので、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） 子育てに関する国の

予算というのは、消費税にも関連しているという

話も伺っておりますし、なかなか決まらないなと

いう話も聞いているわけでありますけれども、情
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報収集をしっかりしていただきながら、なるべく

早い対応をお願いを申し上げたいなというふうに

思っております。

ホームページについて、市民の皆さんにイベン

ト情報等の提供ということで答弁をいただきまし

た。（仮称）市民ホールの行事につきましては、

独自のホームページの中で提供をしていくという

ふうな答弁もいただいたのですけれども、例えば

よろーなでのそういう一般市民の皆さんを対象に

した講演会であるとか、文化講演会であるとか、

そういったことに対してはなかなか新聞紙上等々

で知り得ることはあるかもしれませんけれども、

ホームページ上なんかでは知り得ることができま

せん。これもやっぱり市民活動の一つであったり

すると思います、団体が行うにしても。こういっ

たところに対する情報発信の支援ということも将

来的にはあっていいのかなというふうに思います

けれども、再度ちょっとお考えがあればお伺いを

したいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） こうした行政が行うもの

だけでなくて、さまざまな民間の皆さんやいろん

な団体が行っていくイベントだとか情報というも

の、ホームページの媒体を使うということもさる

ことながら、それをどうやって集約をして、どこ

かにまとめて発信をしていくという、そのスキー

ムが大事になってくるのかなというふうに思いま

す。改めて今御提言をいただきましたので、この

件どんなスキームがつくれるのかということをぜ

ひ検討していきたいというふうに思っています。

その上でホームページはもちろんでありますし、

例えば今フェイスブック等もやっていますので、

そうしたことでのそうしたイベント情報の発信が

可能なのかどうか、さらには市民ホールには地元

ＦＭ局がスタジオを構えるということですので、

そこにもさまざまなイベントの情報が集まってく

ると。そうしたことを有機的に連携をし、また集

約をして効果的な情報発信ができるようなスキー

ム、ぜひ検討してまいり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） ５分を残して、以上

で終わりたいと思います。

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。

１５時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 午後 ３時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市長の市政執行に関して外４件を、大石健

二議員。

〇９番（大石健二議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、これより会派を代表して大項目

５件について質問を行います。

最初に、加藤市長の市政執行から順次お聞きを

してまいります。加藤市長は、任期満了に伴う今

春の名寄市長選挙において無投票当選で再選を飾

り、平成３０年までの４年間にわたる第２期目の

名寄市政を担われることになりました。加藤市長

は、再選後５月１２日の第２回市議会臨時会にお

いて、２期目となる市政執行の所信を表明されて

います。この中で加藤市長は、１期４年間の取り

組みについて総合計画を市政運営の中心に据えて、

民間的発想での行政運営など６項目の公約を基本

施策に掲げ、民間出身者としての視点や発想、人

脈、行動力を生かしたトップセールスと市民との

協働により、明るく元気なまちづくりを目指す市

政運営に当たってきたと述べています。この６項

目にわたる公約の達成度、もしくは進捗率をどの

ように評定されているのかお示し願います。

また、２期目の市政運営に当たっては、民間会

社的発想での行財政運営など３つの政治姿勢を根

底に据え、オール名寄で協働のまちづくり、高齢

者、障害者が安心して住み続けることができるま
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ちづくりなど６項目の基本施策を打ち出していま

す。期を重ねる政治家の任期は、よく家づくりの

プロセスに例えられます。加藤市政の１期目の基

礎づくりは６項目の公約から成り、床面仕上げと

なる２期目は３項目の政治姿勢と６項目の基本施

策の２層構造に改められています。今後も棟上げ

や魂入れの段階を踏んでいかれるものと拝察をい

たしますが、重層構造となった２期目の所信表明

の意図についてお考えをお示しください。

同じ項目から市政執行方針についてお伺いをい

たします。私は、昨年末書店で手にした月刊誌

「中央公論」１２月号の巻頭企画「過疎から消滅

へ 壊死する地方都市」の衝撃的な見出しに視線

がくぎづけになりました。執筆者は、元岩手県知

事で総務大臣を務められた、そして現北海道顧問

の増田寛也氏を中心とする日本創成会議、人口減

少問題研究会が社人研、国立社会保障・人口問題

研究所の人口推計に基づいて分析したリポートで

す。地方から大都市へ流出が現行ペースで続けば、

出産適齢期である２０歳から３９歳の若年女性が

今後減少していき、出生率が高まっても人口減少

はとまらず、２０３０年、平成２４年度までに半

減する自治体が全国で８９６市区町村、道内でも

１４７市区町村に達すると試算しています。市政

執行方針の市政推進の基本的な考え方の中で、ま

た前述の２期目の所信表明の中でも１０年先、２

０年先を見据え、健全な財政運営を基調に基礎自

治体としての調和あるまちづくりを進めると述べ

られていますが、人口減少による消滅の危機を回

避する名寄市の少子化対策、あわせて超高齢社会

がさらに進展し、２０２５年、平成３７年をピー

クに今度は減少する傾向へ向かう高齢者対策への

布石についてそれぞれ御答弁願います。

また、平成２３年９月に複眼型の中心市である

名寄市及び士別市と圏域１１町村の計１３市町村

で調印をした北・北海道中央圏域定住自立圏形成

協定の参画市町村のほとんどが減少率５０％を超

えると試算されています。複眼型の中心市である

士別市も例外ではなく、その減少率は６ ６％と

試算されている中、共同体である圏域の参加自治

体を牽引していくのは中心市である名寄市の双肩

にかかっていると言っても過言ではありません。

圏域における中心市、名寄市の果たすべき役割等

について御答弁願います。

次に、名寄市の行財政運営の学校給食事業等に

ついてお聞きをしてまいります。名寄の学校給食

は、戦後の混乱期である昭和２２年に名寄小学校

で始まり、６０年余という長い歴史を刻んでいま

す。当初は、父母らが持ち寄った食材を調理、加

工したという相互扶助の給食も現在はセンター方

式に変わり、１日当たり約 ３００食、年間で４

７万 ９００食を給食する施設となっています。

こうした長い歳月のもとで運営されている学校給

食ですが、学校給食法によると調理設備や調理員

等の経費は市などの学校設置者の負担で公会計に

より処理され、保護者が負担する食材費は私会計

で処理されています。名寄市の学校給食事業も学

校ごとの私会計と名寄市の公会計の２層構造によ

って運営が行われており、年額で約１億 １００

万円に上る給食費の取り扱いの明確化と透明性を

高める点や会計の一本化によって事務負担の軽減

や教育時間の確保など利点に挙げる指摘もあり、

公会計への一元化に向けての取り組みについて御

答弁を願います。

また、あわせて学校給食の役割と拡大施策等に

ついてもお聞きをしてまいります。前述のとおり、

学校給食は６０年以上も前、昭和２０年代に全国

で本格的に始まりました。もともとは、児童らの

栄養補給が給食の主な目的でした。この給食の持

つ役割を例えば長寿化が進む名寄市において各小

学校区で校舎内の空きスペースを利用して６５歳

以上の高齢者を対象にした給食を実費で提供し、

孤立化や安否確認に加えて健康の維持管理など高

齢者の交流の場として利用を図るなど、現行の学

校給食の役割を拡大する施策等について御答弁を

お願いをいたします。
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次に、名寄市の行財政運営からパブリックコメ

ントについてお尋ねをいたします。名寄市のパブ

リックコメント、意見公募は、名寄市自治基本条

例に基づいて市民参加制度を具体的に制度化して

市の基本的な政策となる計画や条例案を策定以前

に公表して市民の皆さんから寄せられた意見を政

策などに反映させることにより、市民と連携、協

力したまちづくりを進めるのが狙いです。初年度

の平成２３年度こそ実施した１３本のパブリック

コメントの約４割の５本に意見者８人から１０件

の意見が寄せられ、まずまずのスタートを飾りま

したが、年度を重ねるごとに意見提出者及び意見

件数とも低調に推移しているのが実情でございま

す。今のところこうした市民の声を市の重要な政

策決定の過程に市民参加の機会を設け、市民と連

携、協力したまちづくりの推進を図るという大眼

目の達成までには至っていないのが実情です。ス

タートから３年目が経過した中で、パブリックコ

メントの市民参加制度についての現状と課題につ

いて御答弁願います。

次に、名寄市日進地区の再整備と管理運営につ

いてお尋ねをいたします。名寄市は、昨年スポー

ツやレクリエーション、そしてアミューズメント

パーク等の各施設が集積された名寄日進地区の課

題解決に向けて、庁内に専門の民間業者を加えた

日進地区再整備基本構想検討委員会を設置して観

光振興の核となるべく再整備事業に着手している

と聞き及んでいます。また、本年４月には道から

移管されたトムテ文化の森約１３ヘクタールの管

理運営が新たに加わるなど、なよろ健康の森の施

設拡充と機能強化が進む中で、ピヤシリスキー場

及びピヤシリ温泉ほか日進地区の諸施設、設備等

の拡充と再構築を見据えた検討委員会のこれまで

の協議経過と再整備事業の概要について御答弁願

います。

同じく経済産業施策から商店街の活性化に真摯

に取り組む組織づくりについてお尋ねをいたしま

す。昨年４月のオープン以来１年が経過した駅前

交流プラザよろーなの利活用が高まる中で、長く

停滞、沈滞を余儀なくされている市街地の商業集

積地を核とした商店街振興についてどのような施

策と構想を計画、準備されているのか御答弁願い

ます。

また、あわせて振興推進に際して新たな発想と

着想に加え、従来とは異なる視点と切り口を変え

た手法で真摯に取り組む組織づくりについて御答

弁を願います。

次に、環太平洋連携協定、ＴＰＰの交渉につい

てお聞きをいたします。さて、この質問原稿を書

いている１０日現在のＴＰＰ交渉は、かねてから

日米２国間の懸案事項となっている自動車貿易懸

案事項が議題として日米の実務者協議がワシント

ンで開かれてはいるものの、米国車の安全基準を

めぐって交渉が難航の状況が続いています。こう

した中で農業を基幹産業とする名寄市が決して看

過することのできない農産品重要５項目の農業分

野の交渉の行方が注目されています。この農産品

関税をめぐる日米間の事務レベル協議が今月下旬

にも東京開催が予定されていますが、予断を許さ

ない状況が続く中で、名寄市の情報収集と対応に

ついてお知らせ願います。

また、近年関心を集めている天候のチェックや

種まき、収穫、出荷のスケジューリングなど基本

的なことから栽培環境の制御に加え、これまでに

蓄積された全ての農業経験をＩＣＴ、いわゆる情

報通信技術によってシステム化した農業新技術の

導入とそのノウハウを持つ企業の立地、誘致への

取り組み及びその可能性について御答弁をお願い

をいたします。

次に、名寄市病院事業計画から名寄市立総合病

院の現状と課題についてお聞きをいたします。名

寄市病院事業は、平成２４年度から２８年度まで

の５年間にわたる名寄市病院事業長期計画を指標

に病院運営が行われ、本年度がちょうど中間点に

当たります。これまでの計画遂行度を見ると、救

急救命センターの体制整備、精神科病棟の改築、
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ヘリポートの整備など多くの事業を達成しつつあ

ります。一方で、運営課題でもある経営状況を見

ると、平成２５年度は約３億 ０００万円の赤字

計上が見込まれており、累積欠損金も約２６億円

を超える厳しい経営が続いているとしています。

計画期間の中間年度を迎え、医療環境の変化に伴

う諸課題、病院運営上の課題と組織強化、人材確

保、経営改善など２３項目が運営実施計画に登載

されていますが、いまだ手つかずの個別の計画項

目について、また計画期間内の２８年度までの計

画遂行について御答弁をお願いいたします。

次に、市民の声から２点お聞きをいたしてまい

ります。まず、１点目は、あと半年もすれば初雪

の便りも聞こえてきそうな道北地方ですが、今冬

の各除排雪助成を初め積み上げ除雪や雪堆積場の

確保など除排雪対策の総括を踏まえた向冬、これ

から向かう冬の除排雪対策について御答弁を願い

ます。

また、冬期間は歩行者に安全な車道横断を促す

横断歩道などさまざまな交通安全標識や標示など

が雪に埋もれて目視が困難となります。こうした

交通安全標識や標示が雪に閉ざされる雪国ならで

はの宿命とはいえ、車道と歩道の除雪方法の違い

によって横断歩道上の延長にあるべき手押し信号

機の場所がかぎ型にずれが生じて、車道に堆積さ

れた雪山を迂回し、横断歩道を渡らざるを得ない

という箇所が市内で散見されます。交通安全対策

上から早急な改善が求められる事例の解決に向け

た対応について御答弁をお願いをいたします。

最後の質問となりますが、名寄市の市章につい

てお聞きをいたします。現在の名寄市の市章は、

平成１８年の合併時の折に全国公募を行い、応募

総数８７１点の中から最終選考の過程で最優秀作

として選ばれたデザインを基調に市章として採用

されたものです。名寄市のＮをモチーフにしたこ

の市章は、現在市が所掌する文献や資料などの刊

行物を初め各種事業や各行事のシンボルマークと

して使用されているほか、市職員の職員バッジと

しても使用されています。しかしながら、市章を

最も身近な存在として自由闊達に佩用あるいは着

用、使用すべき市民の皆さんが最も佩用、着用、

使用から遠い存在であることもまた事実です。市

章を名寄市の記章として、襟章やピンバッジなど

利用でき、市民の皆さんがもっと市章と親しむこ

とができるよう検討すべきと考えますが、これに

ついての御答弁をお願いをいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目５点

にわたっての御質問をいただきました。教育行政

にかかわるところ以外、まずは私から答弁をさせ

ていただきます。

大項目の１点目、市政執行にかかわりまして小

項目１、市政執行の所信表明から、１期目の取り

組みについて申し上げます。私は、１期目の就任

に当たって市民の皆様との協働のもとに自主性と

自立性の高い行財政運営を行うため、名寄市の財

産を生かしたまちづくりや基幹産業の推進など６

つの公約を基本施策として市政を行ってまいりま

した。まず、民間的発想での行政運営については、

台湾との新たな交流の推進、名寄観光大使、名寄

ふるさと大使の任命などトップセールスを含めて

本市を積極的に売り込んでまいりました。あわせ

て圏域１３市町村の中心市として、北・北海道中

央圏域定住自立圏の協定を締結をし、医療や福祉

を初めとした新たな広域行政の推進も図ってまい

りました。また、市民が主役のまちづくりとして、

名寄市自治基本条例に基づき市民と行政との情報

共有、市民参加を推し進めてまいりました。基幹

産業の推進については、農業団体への支援を初め、

食肉センター施設の改修、もっともち米プロジェ

クト事業など地域資源を活用した新たな振興策を

もとに、地域おこし協力隊など外部人材を活用し

た担い手対策についても取り組んできたところで

あります。名寄市立総合病院のさらなる充実につ

いては、ドクターへリポートの整備もあわせた精
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神科病棟の改築、道北４市町によるポラリスネッ

トワークの構築などにより、より安心して暮らせ

る医療環境を整備をしてまいりました。名寄市の

財産を生かしたまちづくりについては、名寄市立

天文台のグランドオープン、大学図書館の建設な

ど特色ある教育環境の整備や有森裕子なよろひま

わりリレーランなど野外イベントの開催などによ

り、本市の持つ魅力をさらに輝かせる取り組みを

進めてきたところでございます。自衛隊名寄駐屯

地の堅持については、この間の要望活動が実り、

危惧されていた第４高射特科群の廃止等について

は部隊削減への影響はない見込みとなりました。

市民福祉の充実については、親子お出かけバスツ

アー、子育て応援事業、民間児童クラブ利用支援

などの子育て支援や広域最終処分場整備事業や災

害時要援護者支援事業など暮らしの安全、安心の

向上、名寄南小学校の改築、（仮称）市民ホール

整備事業など教育文化の充実を進めてまいりまし

た。現時点で公約の達成度、進捗状況を数値化す

ることは困難ですけれども、私は１０年先、２０

年先を見据え推進してきたこれらの取り組みが市

民の将来への希望、あるいは郷土への誇り、そし

て幸せのための成果を結びつつあると実感をして

おりまして、今後においても全力で市政の推進に

邁進をしていきたいと考えております。

続きまして、小項目２、２期目の基本施策につ

いてであります。私は、２期目の市長就任の所信

を表明するに当たり市民の皆様に私の市政運営に

関する考え方をより御理解をいただくため、まず

市政運営の根幹となる３つの考え方を政治姿勢と

してお示しをさせていただきました。この考え方

は、私が取り組む全ての施策に共通をするもので

あります。その上で１期４年の経験を踏まえ、明

るく元気なまちづくりに向けて今後私が取り組ん

でいかなければならないと考えている６つの施策

について述べさせていただいたものであります。

今後とも公正、公平の原則のもとに、市民の皆様

との対話を進めながら、「自然の恵みが人と地域

を育み市民みんなで創る心豊かな北のまち・名

寄」を目指し、全力で市民の皆様の負託に応えて

まいる所存であります。

次に、小項目２、平成２６年度市政執行方針か

ら、名寄市の少子長寿化対策についてであります。

本年５月に日本創成会議人口減少問題検討分科会

が公表しました全国市区町村別２０から３０歳女

性の将来推計人口では、人口移動が収束しない場

合において２０４０年に若年女性が５０％以上減

少する自治体が全国で８９６市区町村、道内では

１４７市区町村に達し、その自治体が今後出生率

が上昇しても人口増とはならず、将来的に自治体

を維持できないという可能性があるという提言を

されました。同会議が公表した資料において本市

の若年女性人口変化率はマイナスの３ ５％で、

減少率が低いというふうにされましたが、楽観視

できる状況ではなく、今まで以上に少子化対策を

進めていく必要があると考えております。

国においては、結婚、妊娠、出産、育児、切れ

目のない支援の充実強化を早期に実現することを

目指し、緊急対策の柱として子育て支援、働き方

改革、結婚、妊娠、出産支援を３本の矢として推

進をするため、制度、財源面における対策強化を

進めております。本市の少子化の状況といたしま

しては、出生数で平成２１年２５５人、平成２２

年２３７人、平成２３年２６７人、平成２４年２

６１人、平成２５年が２５３人になっておりまし

て、大きな減少傾向にはありませんで、出生率で

は平成２３年次で全国 ３、全道 ２に対して名

寄市 ３、合計特殊出生率で全国 ３９、全道

２５に対しまして名寄市 ５９といずれも高く推

移をしております。名寄地区は、地域的な特徴と

して転勤者が多く、母子健康手帳交付時の転勤者

の割合が約５割を占め、子育てに関する相談相手

が少ないなど育児の孤立化がしやすい状況にあり

ます。また、風連地区では出生率が少ないことか

ら、同月齢の子供や親同士の交流が持ちにくい状

況にもございます。今日の社会的な背景から、地
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域の弱体化や少子化時代を迎え、育児経験の不足

や育児場面に触れる機会が少ないこと、親子関係

が抱える問題は多様化、複雑化をしておりまして、

早期から支援が必要となってきております。保健

センターでは、妊娠が判明した時点から母子手帳

の交付、妊娠、一般健康診査の案内、赤ちゃんが

生まれたらこんにちは赤ちゃん訪問として生後４

カ月までに全戸を訪問をして健診や予防接種の案

内や相談を行い、４カ月児健診、７カ月児健診、

１歳６カ月児健診、３歳児健診、それぞれで発育、

発達、栄養、育児、保健、歯科等相談を実施をし

ております。また、もぐもぐ離乳食教室、のびの

び親子教室、ちびっこ広場、親子ふれあいひろば

を開催をし、成長期に対応した事業を実施をし、

親子の交流を図る場をつくりながら相談に当たっ

ております。今後においても母子保健法に基づい

て妊娠期から一貫した母子の健康の保持、増進に

努め、支援が必要な家庭には早期から適切な支援

に結びつけるよう努めてまいります。

こども未来課においては、当市での子育て支援

対策として、次世代育成支援後期行動計画、なよ

ろひまわり子育てプラン、これを柱に取り組みを

続けてまいりました。計画の基本理念であるここ

で育って、ここで育ててよかったと言えるまちづ

くりを目指して、これを実践するためにさまざま

な取り組みを行ってきております。親子の居場所

づくりとして、子育て支援センターの運営、名寄

市独自の発想で始めました誕生餅の助成、多世代

交流を行い、親子がいろいろな市民と触れ合う親

子お出かけバスツアーなどを行っておりますが、

今後はさらにニーズの把握に努めて、子供を産み

育てることへの不安を少しでも軽減をしていける

よう取り組みを行ってまいりたいと考えておりま

す。

名寄市の高齢化の状況については、本年５月末

現在で高齢者人口は ６４０人、高齢化率２ ４

９％、後期高齢者の人口は ５２５人で１ ４４

％となっております。昨年３月に公表された国立

社会保障・人口問題研究所による名寄市の推計で

は、平成３２年に高齢者人口は ９５３人で、高

齢化率３ ５４％で、現在よりも３００人程度増

加をし、最大値となり、平成３７年には後期高齢

者人口が ３７１人、１ ７７％、現在よりも８

５０人程度増加をし、最大値となります。また、

その後平成４７年までの１０年間は後期高齢者人

口は ０００人以上維持し続ける推計となってお

りまして、介護が必要な高齢者の増加が見込まれ

ております。名寄市といたしましては、後期高齢

者人口が最高となる平成３７年を見据えて高齢者

が可能な限り住みなれた地域でさまざまなサービ

スを切れ目なく利用ができるよう介護、予防、医

療、生活支援、住まい、この５つのサービスを一

体的に提供していく体制が必要であると考えてお

ります。具体的には、介護保険のサービスを基本

としながら、介護予防の取り組みや高齢者福祉サ

ービス、健康寿命の延伸のための生活習慣病の発

症予防や心身の機能維持の取り組みなど各種福祉

サービスの充実やニーズに応じた制度の検討、さ

らには地域社会全体で高齢者を支えていく仕組み、

生きがい対策などさまざまな施策の展開が必要で

あると考えております。現在名寄市第６期高齢者

保健医療福祉計画、介護保険事業計画、この策定

に向けたニーズ調査を実施をしているところであ

りますが、平成３７年を見据えた地域の自主性や

主体性に基づき、地域の包括的な支援、サービス

の提供体制を構築することが求められていること

からもしっかりと社会情勢と高齢者のニーズを取

り入れながら策定に努めてまいります。

次に、北・北海道中央圏域定住自立圏の中心都

市としての果たすべき役割等についてでございま

す。本市は、北・北海道中央圏域定住自立圏の中

心市として現在第２次救急医療事業や医師等派遣

事業といった医療を中心に消費生活センターの広

域化による安全で安心な暮らしの提供、廃棄物処

理施設の広域利用の推進、地域における知の拠点

である市立大学による講師派遣といった人材育成
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など都市機能を広域的に発揮をしてきているとこ

ろでありますが、先般発表された日本創成会議の

試算では本圏域の各構成市町村においても２０歳

代、３０歳代の女性の減少率が高いことが示され

ており、自立した生活機能を維持することが困難

となる可能性も指摘をされております。今後大幅

な人口減少や急激な少子高齢化など、本圏域を取

り巻く環境は大きく変化をすることが想定をされ、

おのずと中心市の役割が大きくなることが見込ま

れますが、圏域として常に知恵や元気を出し、創

意工夫をしながら自主的で自立的な地域づくりを

進めることが必要と考えております。このことか

ら、本市は引き続き本圏域の中心市としてリーダ

ーシップをとりながら、常に地域の実情を捉え、

全ての地域住民が安心して心豊かに過ごすことが

できるように、同じく中心市である士別市ととも

に構成町村との役割分担や連携、協力のもと、圏

域全体で必要な生活機能を確保するため、効果的、

効率的な事業の展開に努めてまいります。

次に、大項目２点目、名寄市の行財政運営にか

かわりまして、小項目２、パブリックコメントの

有効性から現状の課題とその対応についてでござ

います。本市では、市民参加を推進する手段の一

つとして、名寄市自治基本条例に基づき平成２３

年度にパブリックコメント制度を導入をし、本市

の重要政策への市民意見の反映に努めてきたとこ

ろであります。この間資料閲覧箇所を３カ所から

１０カ所へ拡大をするとともに、地元新聞あるい

はコミュニティーＦＭといった媒体を新たに活用

し、市民周知の充実を図るほか、内容をわかりや

すく説明をした概要版を設置をするなど、意見の

増加に向けて改善を講じてきているところであり

ますが、平成２３年度は提案件数１３件のうち４

件に対し９件の御意見をいただき、２４年度は１

６件のうち５件に対して２１件、２５年度には提

案件数２件に対し意見の提出はなく、本年度につ

いては現時点で提案１件に対し１３件の御提案、

御意見をいただいたところでありまして、御意見

の数から申し上げまして、制度の活用は必ずしも

十分ではないと認識をいたしております。本市と

しては、パブリックコメント制度の一層の推進に

向けて調査研究を進めるとともに、公聴会、説明

会の開催など他の手法も活用しながら、市民参加

の推進に努めてまいりたいと考えております。

大項目３点目、名寄市の経済産業施策にかかわ

りまして、小項目１、活力ある観光、商工振興策

等から、ピヤシリスキー場及び温泉ほかの日進地

区の再整備について申し上げます。本地区につい

ては、平成４年にピヤシリヘルシーゾーン構想基

本計画が策定をされ、各種事業が進められてきた

ところでありますが、その後高速道路の延伸に加

えて道立サンピラーパークが隣接地に整備をされ、

広域的な利用が促進をされるなどその利用内容は

大きく変化をしてきてございます。また、近年の

スキー需要の低迷や温泉施設の老朽化、今年度道

から当市に移管をされましたトムテ文化の森を含

むなよろ健康の森の一体的な維持管理など諸課題

に対応するために、昨年度名寄市日進地区再整備

基本構想庁内等検討委員会を設置をして、本地区

全体の今後の整備すべき方向性について検討を進

め、基本構想を取りまとめたところです。今後は、

市民の皆様の御意見を反映し、より広い視野に立

った構想をつくり上げることを目標としておりま

す。このため、今年度はこの構想をもとに広く市

民の皆様の御意見を伺う機会を設け、老朽施設の

改修、更新に新たなニーズに応じた新規施設の整

備といったハード的な整備に加え、受け入れ態勢

の整備、新たな利用拡大策といったソフト的な魅

力の充実を取りまとめ、市民意見を反映したより

実効性のある名寄市日進地区再整備基本構想とい

たします。

次に、商店街等の活性化に取り組む組織につい

て申し上げます。商店街振興には、店舗が集積し、

そこに人が流れる２つの要素が相互に図られるこ

とが振興を図る上で必要不可欠でございます。人

が集うきっかけづくりについては、駅前交流プラ
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ザよろーなが設置をされたことにより一定の集客

効果を果たしていると考えております。もう一方

の店舗の集積については、中小企業振興条例に基

づいて各種支援を行っており、特に商業地域につ

いては店舗集積を図り、中心市街地としての機能

の維持発展を図るために、道北の９市と比較して

も手厚い支援を行っております。しかし、依然と

して空き店舗問題が改善をされているわけではあ

りません。このことは、既存の支援だけでは改善

の方向に向かうのは厳しい現状にあるということ

でもございます。このことから、今まで本市の支

援内容にはなかった新たなビジネスの創造が本市

で各事業所等が展開できるような環境づくりを確

立をしていくことが必要となってきていると考え

ておりまして、中小企業振興条例に基づく支援は

中小企業者等の自主的な努力を基調とし、行政が

必要なサポートを担うということが原則であると、

このことを念頭に抜本的な条例の見直し作業につ

いて関係機関と協議をしてまいりたいと考えてお

ります。

次に、各種振興策などについての新たな発想や

斬新なアイデアに基づく取り組みを進めるための

組織づくりにつきましては、今年度から北海道経

済産業局に職員を派遣しておりまして、目まぐる

しく変化をする経済状況、各種制度等の情報収集

に敏感に対応するとともに、中小企業振興条例に

係る各種助成や融資のほか、国や道を含めた各種

支援の制度、さらには経営に関する相談など商工

会議所及び商工会を商工業振興に係るワンストッ

プ的な相談窓口として位置づけて、本年４月から

各種申請の窓口として対応をいただいております。

また、これまで以上に関係団体と定期的な情報共

有、検討会議を開催するとともに、労働問題につ

いてもハローワークなよろとの定期的な懇談など、

関係機関と一体となった協働による新たな施策等

を検討する体制づくりを確立するとともに、先進

的な取り組み事例などの調査や実践も含めて迅速

かつ積極的に各種振興策に取り組んでまいります。

次に、小項目２、ＴＰＰ交渉から、名寄の基幹

産業等への影響とその対応についてでございます。

ＴＰＰ、環太平洋経済連携協定については、４月

の日米首脳会談、６月の先進７カ国首脳会議での

早期妥結方針など、交渉参加各国の政府や各国業

界団体の動きも活発化してきていますが、交渉状

況の情報開示が限定をされる中で今後の展開に予

断を許さない状況となっております。平成２３年

にホクレンが行った試算では、本市の８０億円の

農業生産額が３４億円となり、ＴＰＰ交渉の与え

る影響は甚大です。市議会においても反対決議や

意見書を採択をされたほか、昨年６月には関係団

体で連携をした市民集会を開催をするなど市民各

層への情報提供に努めてまいりました。基幹産業

である農業を守り、市内の経済を守るためにも名

寄市としてこれまで同様に反対姿勢を貫いて、北

海道やＪＡ等各種機関、団体と連携した活動を展

開してまいります。

次に、ＩＣＴを利用した新たな農業技術の導入

とその可能性についてであります。この情報通信

技術については、教育、福祉等さまざまな分野で

活用が進められており、農業分野においても生産

者、卸売、小売業者、消費者がデータベースにア

クセスし、生育状況の把握や生産履歴を共有をす

るスマート農業の導入実証事業として農水省の支

援メニューが予算化をされています。既に複数の

大企業が広範なシステムの開発を行っており、名

寄市の農業に活用できる点があるのかどうか、中

長期的にどういった施策が効果的なのか、研究課

題としてまいりたいと考えております。

大項目４、名寄市病院事業長期計画にかかわり

まして、小項目１、名寄市立病院の現状と課題か

ら、運営と経営基盤等の強化策について申し上げ

ます。病院事業の長期計画については、平成１９

年度から平成２８年度までの１０カ年を期間とす

る計画を平成１９年度に策定をし、その後の社会

情勢の変化などにより平成２４年度に後半の５年

間を計画期間とする見直しを行ったところであり
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ます。現在取り組んでいるものも含めておおむね

達成できたものは、施設整備では駐車場整備を含

めた精神科病棟の改築、外来機能の再編強化、院

内保育所の整備など、経営改善では看護基準７対

１の導入、ヘリポート設置を含めた救命救急セン

ターの取得、これは２７年度の予定です。患者サ

ービスの向上では第三者評価による病院機能評価

の受審、認定などが挙げられます。医療職給料表

の導入については、直近の定例会に提案できるよ

う現在職員組合と協議を進めております。また、

接遇改善、医師、看護師等の人材確保、患者満足

度の向上などについては従来から取り組んでおり

ますが、今後も引き続き充実強化をしてまいりま

す。

次に、課題として残っているもの、地方公営企

業法の全部適用、経営企画室の設置、部門別原価

計算システムの導入などが挙げられます。議員が

御指摘のように、平成２５年度決算は３億 １０

０万円余りの赤字を計上し、累積欠損金はおよそ

２７億円となっております。現在決算の分析を行

っておりますので、今後収益増加と費用削減の具

体策などを示し、経営改善につなげてまいりたい

と考えております。

大項目５点目、市民の声にかかわって、小項目

１、向冬の雪害と除排雪対策から今冬の除排雪事

業の総括について申し上げます。まず、平成２５

年度の１１月１日から３月３１日までの降雪、積

雪状況を報告いたします。降雪量６３７センチメ

ートルで、昨年度と比べまして１４７センチメー

トル少ない状況であり、最大積雪深は１２１セン

チメートルで昨年度より３０センチメートル少な

い状況となりました。平成２５年度は、年の暮れ

から年始にかけて降雪が多くなり、３月中旬にも

降雪がありましたが、シーズンを通して平年並み

の降雪、積雪となってございます。除雪の出動で

ございますが、名寄地区は市街地、郊外地含めて

６９回であり、風連地区は市街地、郊外含めて９

７回の除雪出動となりました。排雪につきまして

は、幹線道路は１２月９日から開始をしており、

生活道路は１月８日から開始をし、２月２０日に

終了をしたところであります。排雪ダンプ助成事

業につきましては、平成２５年度の排雪ダンプ助

成利用件数は ７０７件で、 ３１１台の実績が

ありました。ここ３年間の平均による利用件数が

９００件、ダンプ台数が約 ３００台の利用が

あり、年々利用者が増加傾向であり、市民の皆様

に本制度が浸透をしていると推測をされます。

昨冬の除排雪対策の総括を踏まえた向冬の除排

雪対策では、除雪幅員の確保を主体とした積み上

げ除雪と雪堆積場の確保を新たに進めてまいりま

した。現在この成果を分析、研究中でありますが、

除雪幅員はおおむね確保することができ、積み上

げ除雪については予定した路線を実施をすること

ができました。また、雪堆積場の確保も限られた

財源の中で整備をすることができました。向冬の

除排雪対策は、厳しい財政状況の中、冬道の安全

確保を重点としながら、積み上げ除雪を実施をす

る路線数を増加させつつ、融雪期には残雪形態を

点検し、雪山を崩す対応も取り入れます。雪堆積

場の継続的確保と増設も積極的に進めることと市

民の皆様からの御意見も参考とさせていただき、

さらに研究を重ねてまいりたいと考えております。

次に、横断歩道上とその周辺の除排雪対策につ

いてでございます。押しボタン式の信号機のある

横断歩道は、直営により除雪をしております。今

冬から現地を定期的に確認をして安全性をより向

上させるよう研究、分析を進めていきたいと考え

ております。

次に、小項目２、市章について申し上げます。

御案内のとおり、名寄市章は平成１８年合併時に

公募により選ばれたものであり、名寄市旗にもデ

ザインをされており、各種式典、イベントなどさ

まざまな場面で市民の皆様の目にとまり、市民の

皆様に広く認知をされ、親しまれているものと認

識をしております。この市章は、名寄市例規類集

に記載があるように平成１８年に告示をされ、権
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利は市に帰属をいたしますので、市や教育委員会

など実施機関以外の団体、個人が無断で使用する

ことはできませんが、営利目的以外で当該告示に

規定をされている表示色や形状などの基本事項を

守っていただければ、事前の申請が必要となりま

すが、使用いただけますので、希望される方は市

総務課までお問い合わせいただきたいと思います。

これまでも町内会の弔旗や周年事業の記念品、は

っぴなどで御使用をいただいておりますが、周知

が不足をしておりましたので、改めて市のホーム

ページ等でお知らせをしたいと考えております。

また、御提案いただいたピンバッジやペナントな

どの作成について今後他市の状況や市民ニーズを

調査をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目２、

名寄市の行財政運営に関しての小項目１、学校給

食事業等からについてお答えいたします。

１点目の学校給食費の公会計化についてであり

ますが、学校給食法第１１条の規定により、学校

給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並

びに学校給食の運営に要する経費は学校の設置者、

いわゆる市の負担となっており、食材に係る経費

は保護者負担と決められております。名寄市では、

学校給食費を私会計で運営しており、保護者から

給食費を徴収し、給食に必要な食材の購入に充て

ております。私会計の体制ですが、全小中学校の

ＰＴＡ会長、学校長、給食業務担当教諭で組織さ

れており、年１回の総会、年２回から３回の理事

会、年４回の会計監査を実施しており、学校給食

事業等の円滑かつ効率的な運営を図っております。

御質問のとおり、給食費の取り扱いを公会計にす

ることで明確かつ透明性を高めることになります。

また、会計の一本化で給食センター職員の事務負

担の軽減や学校現場での給食業務の軽減にもつな

がります。しかし、業務の効率化は図られると思

いますが、１億 ０００万円を超す給食費を徴収

するための事務処理上の費用や給食費滞納分の徴

収のあり方など課題も出てまいります。このよう

に公会計への移行についてはさまざまな課題もあ

ることから、今後調査研究し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。

次に、２点目の学校給食の役割と拡大施策等に

ついてでありますが、学校給食は児童生徒の心身

の健全な発達に資するものであり、食に関する正

しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を

果たしております。名寄市の学校給食は、昭和２

２年に名寄小学校で開始されてから今に至ってお

ります。この間平成６年から会食型、宅配型、平

成９年からデイサービス事業に対し高齢者給食を

提供してまいりましたが、平成１９年の名寄市、

風連町の学校給食センター統合により、児童生徒

に提供する食数の関係で中止となっております。

長年にわたり町内会には給食の試食という形で提

供しており、現在１３町内会で試食をしていただ

き、大変喜ばれております。しかし、保健所から

は衛生管理を含め、教育現場のような定期的な場

所に提供するのが学校給食であり、不定期かつ不

特定の場所への提供は望ましくないとの見解が示

されております。ただし、町内会に給食の試食と

して提供していることにつきましては名寄市の給

食における特色であるため許されていますが、こ

れ以上の拡大はしないよう指導を受けております。

また、提供食数がふえることで通常の給食業務や

配送業務に支障が出ることから、児童生徒に安全、

安心な給食提供ができなくなるため、御質問があ

りました６５歳以上の高齢者を対象とした給食は

現在の状況では提供できないと判断いたしますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問を行ってまいりま

す。あらかじめ順不同となることもあるかと思い
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ますが、御承知おき願います。

最初に、加藤市長の市政執行についてお尋ねを

してまいりたいというふうに考えております。所

信表明にある１期目については、１０年、２０年

先を見据えて市民の将来の希望、記述しているも

のですから、ちょっと読みづらくて申しわけあり

ませんが、市民の将来の希望や郷土の誇り、そし

て幸せの成果として結実しつつあるということで

した。２期目は、１期４年の実績を踏まえて公平、

公正の原則に基づいて「自然の恵みが人と地域を

育み市民みんなで創る心豊かな北のまち・名寄」

を目指すとのことでした。１期目の基礎づくり、

２期目の床面仕上げ、そして３期目以降となるで

あろう棟上げ、魂入れと。今後とも市民の負託に

応えた加藤市政を担っていただきたいと。午前中

は、一国の宰相と比較するお話もございましたが、

私はこの限りでとどめて、加藤市政の盤石の市政

担当をお願いをしていきたいと願うばかりでござ

います。

続きまして、自治体消滅についてお聞きをして

まいります。日本創成会議が基礎データで用いて

いる社人研の、人口問題研究所の人口推計という

のは、いろんなところで基礎資料として使われて、

かなり精度の高い資料だろう、一級の資料だろう

というふうに考えています。これをもとに創成会

議が独自の分析で行い、全国の市区町村を対象に

２０代から３０代の若年女性の減少率について今

回試算をしたわけです。この中で答弁にもありま

したけれども、人口移動が収束しない場合という

条件のもとでお話をされていましたけれども、名

寄は確かに大学がございますし、病院、女性の職

場があると。ただ、大学についても卒業したら新

たに新１年生が入ってくると。確かに人口移動が

収束をしないというような感じは受けますけれど

も、ただ大学生、女子大学生あるいは男子大学生

が卒後の定住、定着率、これを図っていかなけれ

ば、人口移動は収束しないという条件のもとでと

ころてん式に卒業しては入ってくると。ただ、い

つまでたっても４年間ないしは今のところまだ２

年間という在学期間を素通りしていくという形で、

現状としては卒業後名寄市のまちに定着をして結

婚をし、出産をし、子育てにかかわっていくとい

うケースはそんなにないのだろうというふうに考

えますけれども、改めて名寄市の減少率に歯どめ

をかけていると想定される学生の卒後対策を初め

２０代、３０代の若い女性が今後さらに人口増に

つながる対策としてはどういった展望をお持ちな

のかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人口の流出に歯どめをか

ける。とりわけ女性における学卒者ということが

中心になるのでしょうか。流出に歯どめをかける

ための有効な施策はということでお尋ねがありま

した。先ほどの答弁でもお話ししたとおり、２５

年度の市立大学の学卒者の名寄市の就職の人数が

７名ということであります。決して器が全くない

わけではないというふうに思っていまして、これ

はいろんなさまざまな要素があるものというふう

に思っておりますけれども、やはり今特に専門性

の高い職種において人の奪い合いというか、そう

したことも起きているのが現実でありまして、ど

ちらかというと総体的にそのことで都会に人口が

引っ張られている現状もあるのかなというふうに

思っています。名寄市に、この地域にしっかりと

根差し、定着をしていただくための、今具体的に

こうということは言えませんが、さまざまな施策

を病院も大学も、あるいはその他の関係機関も今

知恵を絞ってそれぞれ施策を何とか打ち出してい

こうというふうに考えているところでありまして、

そのこともしっかりと学卒者が地域に、この地域

がよくて、この地域に住んで、働いてというよう

ないい循環をさらに生んでいけるような努力は必

要だろうというふうに考えいます。一方で、さら

に働く場所をつくっていくということも重要なこ

となのだろうというふうに思っています。この地

域は、幸いにして安心、安全の基幹となる病院も
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あるし、子育て支援も含めたそうした体制も充実

をしていると。あるいは、地震も少ないと。そう

した環境も踏まえた、さらには１次産業を中心と

した名寄市の基幹となる産業や、あるいは今ある

大きな本社を首都圏に構える出先の機関のつなが

りや、そうしたことの波及から新たな企業の誘致、

立地、そうしたことも模索をしていく必要があろ

うかなというふうに思っています。いずれにして

も、この辺は総合的な施策が求められていくのか

なというふうに思っていまして、それぞれの分野

においてしっかりと人が定着できるように、若い

方たちがさらにこの地域で働きやすい、働いてい

ける環境をつくっていけるように努力してまいり

たいと。大変抽象的な答弁になりましたが、とい

うことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 実は、特定の雑誌の名

前を出すのははばかられるのですけれども、前段

で申し上げたので、あえてもう一回ここ出させて

いただくのですが、「中央公論」は昨年の１２月

号、ことしの５月号、そしてつい先日７月号が出

ました。そこで一番新しい７月号では、「すべて

の町は救えない」というタイトルなのです。それ

はどういうタイトルかというと、次世代の宰相の

呼び声が高い小泉進次郎さんが増田寛也さんと対

談をしていく。その中で自立的に自前で施策を立

てていかない町村というのは、やっぱり上手の手

からも漏れてしまうと。ですから、自助努力を求

められている自治体において、そうした努力が必

ずしも国や道、道というふうな表現ではなかった

のですが、国に対して求められても全てのまちを

救えることはならないのだというようなコメント

が出ておりました。ですから、これを契機に今回

極めて警鐘を鳴らす資料等がかなり詳細にわたっ

て出ていますから、ぜひともこれを参考に今から、

いつやるのだ、今やるのだというようなコマーシ

ャルもありますけれども、そうしたものを既に取

りかかっていかなければ、やがてやっぱり後手に

回ってしまったと。たまたま人口移動が収束しな

いという仮定のもとで３ ５％というのはありま

すけれども、その前提条件というのが崩れたとき

に、崩れるというのは大学がどうなるのだとか、

病院がどうなるのだと。例えば病院がどうなるの

だというのは、患者が減っていけば病院規模も縮

小せざるを得ないという局面が出てくる。大学の

進学のニーズも変わってくれば、今の学部構成で

果たして将来的にまで学生の支持を得られる学科

なのかどうなのかということも考えていくと、答

弁の中でも楽観という言葉がありましたけれども、

決して楽観はできないということですから、いつ

やる、今やるということで早急に取りかかってい

ただきたいなと思うのですけれども、ここで創成

会議で出していた資料があるので、ちょっと見て

いるのですけれども、すぐそばに大都市を持って

いる東神楽町、これの減少率が１ ２％、隣接の

東川町が２ ８％、すぐ近接のまちから、大都市

の旭川から人口流入を促進するのだろうと思いま

すが、そのための施策というのはすごい。保育、

医療、住宅建設、それぞれの場面でそういった助

成制度を充実させているというふうにおっしゃっ

ていました。また、一番新しい道内の市で北広島

市というのがあります。ここは、今年度から一戸

建て、マンション購入した市民には５０万円とい

うような、そういう定住対策、かなり大胆な施策

を打ち出しているのだなというふうに思います。

少しずつ若い世代を呼び込んで、こういった結果

を分析した上でさらなる手当てをしていきたいと

上野正三市長は語っているというようなコメント

が出ています。名寄は意外と新しいものに対して

はかなり及び腰なところもあるし、横並びで隣同

士をうかがうという視線の果てにかなり後手に回

ってしまうという傾向がなきにしもあらずですか

ら、ぜひとも若年層の定住、定着化に向けた具体

的な施策を早急に拙速にならず取り組んでいただ

きたいというふうに考えております。

ちょっと答弁で聞いていて気がついたのですが、
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有効な手だてとしてはいろんなインフラ整備が散

逸しないように、コンパクトシティーという言葉

が私以前の代表質問者の中では出てきましたが、

少なくても少子化、高齢化対策については答弁の

中でコンパクトシティーという極めて効率、効果

的な財政投下、そして散逸しない財政の運用につ

いてもう少し言及があってもいいなというふうに

考えていたのですが、この点についてはいかがで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） ちょっと暫時休憩いた

します。

休憩 午後 ４時２０分

再開 午後 ４時２２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） コンパクトシティーを具

体的にどう具現化していくかということの御質問

だったと思いますが、コンパクトシティーといい

ながら、一方で名寄地区においてはどちらかとい

うと南のほうに住宅地も延びてきているような状

況の中で、なかなか本当にコンパクトシティーに

なっているのかというところの疑問はあろうかと

思います。一方で、しかしそれぞれ分散している

公共施設をこれまでもよろーな施設もそうでした

けれども、それも集約をしていくだとか、公共施

設、今まで点在してきたものをスクラップをして

より具体的に集約をしていくということは今取り

進めているところであろうというふうに思います。

今後は、それら学校施設も含めたそうした公共施

設を拠点としながら、そのエリア、エリアでのコ

ンパクト化というのでしょうか、そうしたことを

進めていくということになっていくかというふう

に思いますが、これも具体的な図面を描いている

わけではありませんで、今後これは今年度公共施

設の維持管理についての管理計画をつくれよとい

う総務省からの通達もあると。このことも含めて

具体的な名寄市全体の公共施設の配置をどうして

いくのか、管理をどうしていくのかということを

検討を始めようということを庁内でも検討してお

りまして、そのこととあわせてまた次の計画にそ

うしたことを具体的にまた市民の皆さんとも一緒

になって、今の現状でより効果的なコンパクトシ

ティーとはどうあるべきかということを検討して

いきたいというふうに思っております。済みませ

ん。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ちょっと私の質問が悪

かったのかもしれません。前段で東神楽町、東川

町、そして北広島市という例題を挙げながら申し

上げたつもりだったのですが、なかなか関連が理

解していただけなかったのだなと思います。ただ、

こういった施策を展開する上で、財政捻出の上で

コンパクトシティーというお話も出てくるかなと

いうふうに考えた上で、今コンパクトシティーに

ついてはどうなのですかと。名寄市の財政をいろ

んな広範囲に分散するのではなくて、コンパクト

シティーで市街に集中化をすることで財政運用を

軽減をして、浮いたそれをこういった人口流入の

施策に回したらどうだろうという意味合いで、コ

ンパクトシティーというのが出てくるかなと思っ

てお伺いをしたのですが、ちょっと違ったお答え

でしたが、それはそれでお聞きをしておきましょ

うか。わかりました。

もう一点、出生率についてお話がありました。

名寄市の出生率、出生率というのは２つぐらいご

ざいますよね。合計特殊出生率というのと単なる

出生率と。出生率というのは ０００人当たりの

出生率を出したものでしょうけれども、名寄市の

出生率は合併以前の平成１７年で ５０、風連が

４７、翌１８年が ５１、平成１９年以降２３

年度まで ５９を維持していました。確かに国や

道の出生率から見れば高い数値であるものの、２

０歳から３０歳までの女性人口は平成２２年の

４７２人から本年４月の ０５９人まで、単純な

差し引き計算なのですが、４１３人減っていると
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いうような数字も出てきます。こうした数字を引

用するまでもなくて、創成会議が指摘する傾向と

いうのは少しずつですけれども、微々たる数字で

はあるのですけれども、進行しているなという感

じがいたします。あと、創成会議で出している年

少人口、これ零歳から１４歳、あるいは生産年齢

人口というのがありますけれども、これが１５歳

から６４歳、この年少人口、生産年齢人口にまた

がる２０歳までの年齢の中で、出生から２０歳ま

で単純に２０年かかると。ですから、今から考え

ても２０年かかると。今出産していただいてもこ

れから成人まで２０年かかると。こういう期間を

要する、長期的な時間を必要とする、ロングタイ

ムスパンですから、経済施策や施策もそういった

観点に立って打ち出していけというようなことを

申し上げていきたいのですけれども、いずれやっ

ていかなければならないのだろうと思うのですけ

れども、こうした人口減に対する創成会議が打ち

出している、実はもうちょっとかなりどきっとす

るようなタイトルなのです。消滅というよりは壊

死するというふうな表現も使っているのです。壊

死するというのは腐って死ぬというふうな表現な

のですけれども、壊死する自治体の仲間入りをし

ないがためにもやはりここはひとつ対策を立てて

いかなければならないだろうというふうに思いま

す。

また、答弁の中で現在の高齢化率２ ４６％、

４月現在でおっしゃっていましたけれども、２０

４０年には前期、後期の高齢者を合わせた割合が

創成会議の資料で累計をすると５ ９％、２人に

１人が６５歳以上の長寿者となっているというふ

うになっています。答弁にもありましたけれども、

２０２５年、平成３７年をピークにこの御長寿の

方も減少して、名寄の経済を支えていくであろう

年金経済も縮小経済の一途をたどって、先ほどお

っしゃっていたような就労環境、例えば今多店舗

展開で高齢者の冷蔵庫がわりになっているコンビ

ニもやはり売り上げが立たないということになっ

てくれば、流通用語でいうスクラップ・アンド・

ビルドというのがどんどん進んでいくだろう。当

然要介護施設や医療施設、入所者は減っていくだ

ろうというふうになっていくと、保健医療関係の

環境もかなりシビアなものになっていくという感

じがいたします。ですから、最近私どもの近所の

中でも名寄の冬期間の除雪作業に疲れ果てて、札

幌圏、こちらのほうへどんどん流出していると。

高齢者の流出も微々たるものかもしれませんが、

かなり進行しているだろうというふうに考えます

けれども、先ほど今申し上げたように、いずれ老

人経済でもっている、老人経済で成り立っていか

ざるを得ない名寄市の年金経済といいますか、こ

ういった老人対策についても十分計画を立ててい

かなければならないだろうというふうに考えます。

あと、定住自立圏についてお聞きをいたしたい

のですが、１３市区町村のうち名寄を除く１２市

区町村全てが５０％を超えるというような数字に

なっていました。答弁では、リーダーシップを発

揮して士別市と役割分担、機能分担をして効果的、

効率的な運営を図っていきたいというような、ち

ょっと最後まで聞き取れなかったのですが、御答

弁があったかと思いますが、ただ具体的に複眼型

の中心市として、警告が出たばかりでなかなか打

つ手が見えないというのはやむを得ないのかもし

れませんけれども、今後この定住自立圏の中で、

参加型の１３市区町村で形成される定住自立圏域

の中でどのような場というのを持っていくという

か、お考えなのか、もしお考えがあればお聞かせ

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） 先ほどから人口減少

の関係についてさまざまな貴重な御意見もいただ

きました。例示されました旭川近郊の町村である

とか札幌近辺の都市につきましては、衛星都市と

しての機能が求められているのでありまして、そ

の部分と名寄市が定住自立圏で士別市との複眼型

の中では一定程度担うべき役割は若干違う。ただ、
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名寄は市立大学の影響も含めまして３ ５という

ことの２０代、３０代の女性の減少率が少なくな

っておりますけれども、結果的には１次産業であ

る農業をこの地域でどうしていくかと。そういう

面でいうと、加藤市政の中では農業関係の地域の

協力員という形でさまざまな仕掛けも含めて、農

村集落への崩壊を少しでも食いとめて新規就農者

の施策についてもこの間取り組んできたというふ

うに考えています。

一方では、やはり中心市という形で士別と名寄

と、士別は農業の人口のすごく多いまちで、名寄

は比較的公務員とか教員とか、自衛隊も含めて若

い人方を比較的多く見受けるまちでもあります。

そこら辺を踏まえますと、今までのような形で人

口減少を抑えられるかということにつきましては、

ちょっと特殊な状況があるのかなというふうに思

っていまして、あそこの創成会議で出た話でいき

ますと、押しなべて２０代、３０代の女性のほと

んどが、ほとんどというか、大半が大都市部のほ

うに流れてしまって、地方に女性がいなくなって

子供が誕生しないと。そのサイクルが繰り返しで

行われるということに対して、従来型のまちづく

りでいうとなかなか企業誘致もままならない状況

の中では非常に重たいものを持っている。一方で、

加藤市政につきましては、大学のほかに病院を含

めた住みやすい環境づくりと民間も含めて福祉施

設の整備についてもこの間取り組んできておりま

す。そういう面で見ると、近隣の町村から来るの

は若い人はなかなか来づらいかもしれないのです

けれども、ついの住みかは旭川、札幌ではなくて

名寄というのが場合によってはこの周辺から来る

のかもしれません。そこを声高に言うと、定住自

立圏の中で合併をしないでそれぞれがまちとして

機能する形を考えていく中で、そこをなかなか声

高に言えないものなのかなと。でも、実際は名寄

市が持っている病院、福祉施設のことも含めて、

そこに人が集まってくることによって、さらにそ

の施設で働く人方の職場をどのように獲得してい

くか。そこには、福祉分野におきましては賃金水

準の低さということもありますので、名寄市とし

てやることにつきましては、単独の支援も含めて

大学を卒業した人たちが働ける場所として、名寄

市が少しでも単独の施策を打てるかどうか、この

辺も考えていかなければならないファクターかな

というふうに思っています。人口減少を抑えるに

つきましては特効薬はありませんので、ほかのま

ちと同じように若い女性がいなくなって子供が減

っていきまして人口減少するということはどこも

共通の課題でありますので、そういう面では名寄

市においては若干特徴的な部分がまだ残っている

と思っておりますので、この辺については他市の

状況を見ながら、昔のような高度経済成長期には

ならないと思うのですけれども、緩やかに人口減

少、下山をしていきながら、その中でもきらりと

光るまちはどうあるべきかということも含めて、

しっかり進めてまいりたいなというふうに考えて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。きらり

と光るまちづくりにぜひなるよう、早急に協議の

場を開いていただきたいと思います。

次に、学校給食についてお伺いをいたします。

事前に学校給食センターからいただいた資料を拝

見すると、会計区分を見ますと道内１５０カ所の

共同調理センターのうち、私会計が６２、公会計

が８５、特別会計が２となっていました。傾向と

しては私会計と公会計の両建てで運営されている

のだなというのがよくわかるのですけれども、計

算上では公会計及び特別会計で運営されている事

例が２１プラス２ということで私会計を上回って

いるという単純な算式なのですけれども、こうい

う認識でよろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たとおり、平成２５年度の道内の共同調理場、セ

ンターの状況につきましては示されたとおりの数
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字で私のほうも認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） そうしますと、今道内

で会計処理を行っているのは公会計への移行が傾

向として見られるというお答えでしたけれども、

教育長にちょっとお伺いをしたいのですけれども、

名寄市の学校給食の集金方法は、御答弁にもあり

ましたけれども、口座振替となってはいても各学

校現場で学校長が責任の口座に保護者口座から引

き落としているということなのですけれども、こ

れは法令上の拘束や担保を受けない。私会計で年

間１億 ８００万円、こういうお金が各学校の現

場任せの状態ということについてはどのようにお

考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 学校給食会のほうで行

っておりますので、学校給食会の判断であります

から、私としてはコメント的にはここで答える立

場にはないです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

ただ、各学校における給食費の徴収方法と法令

遵守といいましょうか、法的な安定というような

見解から見ると、必ずしもいかがなものなのかな

と。名寄市の例規集を見ていると、たしか会計と

出納が携わることのできる規定なり規則があった

ように思うのですけれども、学校長というのはこ

の口座を開設をして預金を管理できる立場にある

のかどうか、再度確認をいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時４１分

再開 午後 ４時４２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員から質問あり

ましたけれども、先ほど教育長から申しましたと

おり給食会の関係でありますので、うちのほうか

らこの場の答弁は差し控えたいと思いますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、視点を変えて再度お聞きをしたいの

ですが、人口減少問題と絡めてちょっとお聞きし

たいのですけれども、先ほど衛星都市の東川町、

東神楽町で給食費の無料化というのをやっている

のだというようなことを申し上げたのですが、こ

れもまだ私会計、公会計で分かれている名寄市に

とってはなかなか難解な問題かなとは思いますけ

れども、２０代、３０代の若年者の子育て支援、

あるいは少子化対策の一つとして給食費の無料化、

あるいは今児童手当か何か支給されていると思う

のですけれども、こういったものから保護者の了

解を得ながら徴収をして立てかえていくような形

で、余り名寄市の負担にならない形で給食費の無

料化というような形で実施することが果たして可

能かどうかという可能性の問題についてお聞きし

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） 地方の行財政運営の

中で、受益者負担の関係と社会保障政策として何

をどうするかについて、今回の消費税増税の関係

につきましては現行の厳しい地方財政の中で国と

都道府県と市町村とどういう役割分担をして行財

政運営をしていくか。一方では、社会保障の分野

をどのように充実させていくか、片一方では日本

の国全体が人口減少の中で経済力も失っていくこ

とに対する危機意識もありまして、国挙げて人口

減少社会から脱却をして経済の活性化も含めてい

るという、そういう大きい流れで動いていく中で、

現実に今来ている消費増税の関係に伴います社会

保障の充実の関係については、まだ初年度という

ことも含めて十分な額については来ていないとい

うふうに思っていまして、その中で今大石議員が

おっしゃっていましたように、例えば若い世代に

対して住宅の新築助成をするであるとか、さまざ
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まな形の支援策があろうかと思うのですけれども、

そこはそれぞれの自治体の財政力の関係も含めて

対応をどのようにするかということでの政策判断

をされているかと思います。議員も御存じのとお

り、名寄市は平成１８年に厳しい財政状況からの

脱却を目指して旧風連町、旧名寄市が合併をして、

今１０年たつと合併算定がえの影響が出てくる状

況の中にあります。午前中の熊谷議員のところで

もお答えしましたけれども、それの脱却、財政的

な課題の克服をしながら、少子高齢化の中の人口

減少に対する施策をどのように打っていこうか、

ここも同時進行で進めなければならない部分だと

いうふうに思っています。そういう面では、趣旨

については十分理解できるのですけれども、今の

財政状況の中ではしっかりとして病院の経営をこ

の間進めてきた内容について拡充をしていくであ

るとか、福祉施設の運営維持の関係についての努

力をしていくとか、そういうことも含めながら重

点的にお金を配分しておりますので、新たに１億

円を超えるような給食費の公費負担については非

常に厳しい状況ではないかなというふうに考えて

おりますので、新たな財源の確保も含めてないと、

現行の今やっております中期財政計画の中ではの

み込みは非常に難しい状況でないのかなという判

断をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、最後にお聞きをしたいのですが、給

食費、名寄の給食センターあるいは学校給食会の

取り組みで未納が非常に低いと。収納率が９ ５

５％とかなり高率で収納されているのですけれど

も、ただ９ ５５ではあるけれども、欠損はある

と、そういうふうに理解をするのですけれども、

このお話を聞いているところでは当該年度分は学

校で徴収活動をやる。繰り越し分、翌年度にまた

がる場合はセンターで督促、回収を行っていると

いうことなのですけれども、最終的に徴収不能に

なった場合はどうされているのかお知らせいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長、反問し

てもよろしいですから、どうぞ聞いてください。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほども申し上げま

したけれども、給食会の関係で、この場で申し上

げてよろしいのか、ちょっと私も判断に、申し上

げるべきではないかなというふうに思っているの

ですが、センター職員が集めていますけれども、

給食会の事務局という立場でセンターのほうでや

っているということでありますので、あくまでも

給食会ということでの認識をしているところであ

ります。よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、ちょっと学校給食会との絡みもあっ

て、なかなか御答弁が難しいということですので、

少しパブリックコメントにテーマを移してお聞き

をしてまいります。募集の周知方法については、

これまでの反省点を踏まえて資料の閲覧場所を従

来の３カ所から１０カ所に拡大し、概要版や新聞、

ラジオを活用して周知を図ってきたというふうに

おっしゃっていますけれども、それでもなおかつ

この低調な原因あるいは要因というのはどの辺に

あるというふうに分析されているのかお知らせい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今議員が言われたよ

うに、パブリックコメント２３年度から実施して

ございますけれども、なかなか多くの市民の方か

ら御意見を寄せていただけないという状況にある

と。私どもも十分認識しているところでございま

す。原因というところにつくと、私どももなかな

か行き着かないところはあるのですけれども、た

だこの間の意見の出てくる状況を見ますと、市民

の関心の高い計画等についてはやはり意見が出て

きます。例えばさきに実施をした市民ホールの関

係ですとか、総合計画なんかは出てきましたし、

食育の計画のときにも出てきましたし、やはり市
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民の意識の高いものについては出てきやすいと。

ただ、条例の一部改正とかという市民の皆さんが

日ごろから関心を持っていないってちょっと言葉

悪いですけれども、身近に感じないものについて

はなかなか意見が出てきていないというのが現状

なのかなというふうに思っておりますので、ここ

については特効薬はないというふうに思っており

ますけれども、市民の皆さんに例えば広報を通じ

ながら、あるいはラジオを通じながら、こういう

パブリックコメントをやっているのですよという

周知がやはり一番必要なのかなというふうに考え

ておりますので、今現在はそういう周知方法の工

夫の中で市民の皆さんに関心を持っていただいて、

意見が一人でも多く出てくるような形で取り組ん

でいるということで御理解をいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 市民の声を公募すると

いうことで、周知方法に問題があるのではないか

というお話なのですけれども、手法について検討

されたことはあるのですか。例えばパブリックコ

メントにかわる市民の声を集約するという方法で

お考えになった経緯はあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） パブリックコメント

につきましては、自治基本条例を推進する上で市

民参加を促す一つの方法ということで捉えてござ

いますので、パブリックコメントについては計画

等の最終素案を市民の皆さんに広く周知をして、

多くの方から御意見をいただく機会を保障する機

会ということで捉えてございます。それ以外の方

法については、これまでも実施してございますけ

れども、先ほどの答弁の中でもありましたけれど

も、例えば説明会をする、公聴会をするですとか、

アンケートを実施をするですとか、計画の策定段

階に応じた方法でこの間も市民の参加あるいは意

見を集約する努力についてはしてきているという

ふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 広く多くの市民から声

を拾いたいという、現実としてパブリックコメン

トはそうはなっていないということですから、パ

ブリックコメントはパブリックコメントで実施を

しながら、なおかつ同じテーマの中で普通に働い

て、普通に育てて、普通に学校に通って、普通に

会社に通って、そういう方々、大きな声を出さな

い市民の皆さんにお集まりをいただいて、皆さん

の担当者のほうから今回パブリックコメントに出

ている内容について御説明をいただきながらお声

をいただくというのは、かなり現実味のある話だ

と私は思うのですが、いかがですか、市民検討会

みたいな形で開催していくというのは。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどもちょっと申

し上げましたけれども、例えば計画でいくとつく

る段階でいろんな手法があるかというふうに思っ

ております。その中には、今議員が言われました

ように意見を聞く機会を設けてきたりもしている

というふうに思っています。それをパブリックコ

メントの中に入れるか入れないかについては、他

の市の状況なんかも踏まえて少し内部で調査研究

させていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、日進地区の再整備についてお伺いを

していきます。検討委員会の基本構想案が出てい

るようなのですけれども、これが全然見えてこな

いと。当初の予定では、昨年末にまとめてという

お話だったかなと思うのですけれども、ようやく

取りまとめたということでございました。今後市

民の声を反映していきたいというお話でしたが、

この検討委員会でまとめた基本構想案、具体的に

形になるまでの簡単な工程についてお知らせいた

だけますか。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議
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時間を延長いたします。

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） 私のほうから日

進地区の再整備基本構想の策定についてお答え申

し上げたいと思います。

基本構想の策定については、昨年の春の段階か

らこの業務について民間業者に委託をいたしまし

て始めておりますけれども、その段階で８月に庁

内の検討委員会を組織をいたしまして、そこに業

者も入っていただいて、意見を聞いていただきな

がら、その後４回にわたって庁内検討委員会を開

催をしております。その成果としてまとめていた

だいた中身を基本構想案として策定といいますか、

まとめていただいたと。そこを私どもでさらに肉

づけをしてきたということで、最終的には当初の

予定よりもおくれまして３月いっぱいで構想の案

ができました。今後この構想案を各市内の団体あ

るいは町内会等を通して市民の意見を聞くといっ

た場を設けながら、最終的には８月いっぱいをめ

どに意見集約をして、９月には議会のほうに報告

させていただきたい、そんな流れで考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

先般議員協議会で名寄振興公社の２５年度の事

業報告が行われていました。その中でピヤシリス

キー場の事業活動内容でリフトの輸送人員及び輸

送収入とも前年比で１１１％の実績を残したとい

う報告がありました。ちょっと気になって財団法

人日本生産性本部というのがあるのですけれども、

これで２０１３年のレジャー白書を見ていました

ら、スキーが何と上位にランクされていました。

スキーが少しずつですけれども、復権しているの

です。復権しているのは、団塊の世代という方々

が職場や仕事から離れて開始あるいは再開した余

暇活動でスキーを選んでいるというふうになって

います。私もピヤシリスキー場を利用させていた

だいて、６０歳で定年退職を迎えられた方が初期

投資をしておニューのスキーやウエアを着てゲレ

ンデを滑っているをの何回かお見受けしたケース

がありました。ですから、振興公社が昨年レディ

ースデーやシニアデーと、こういった新たな企画

で取り組んだ昨シーズンの取り組みは決して間違

ってはいないのだなというふうに私自身はデータ

からうかがうことができました。ただ、こうした

スキー人口ももう少し大胆な試みをやっていかな

ければ、触媒を通していかないとなかなかスキー

人口の拡大、ピヤシリスキー場の利用拡大にはつ

ながっていかないだろうというふうに考えます。

確かにスキーこどもの日など継続事業でやっては

いらっしゃるのですけれども、設置者である名寄

市がもっと効果が期待できる新機軸の経営政策を

打ち出して、少し及び腰の振興公社を指導してい

ただいてもいいのではないかというふうに考えて

います。ただ、ちょっと残念だなと思ったのは、

昨年までシーズン初めに広報に挟み込まれるスキ

ー場のイベントカレンダーに印刷されていたリフ

トの無料券が割引券に変わっていたと。これは、

もう市民の皆さんがすぐ気がついておられて、無

料券から割引券に変わりましたねというようなお

声が上がっておりました。ぜひとも逆行すること

のないよう、１枚当たりしか利用できないという

ことですから、そこは出し惜しみをしないで割引

ではなくて無料券の復活に向けた取り組みを検討

していただきたいというふうに考えます。

ちょっと順番を入り繰りさせていただきますが、

名寄市の市章についてお伺いをします。なかなか

周知が不足して利用を図るところまで至っていな

かったというお話でしたが、たまたま今回この市

章について取り上げましたのは、これまで仕事や

定年退職で長年にわたってお勤めしていた職場を

離れたり、事情で中途退職したと。就職活動して

いるという方々がそれまで使っていた名刺あるい

はフラワーホールでしょうか、スーツやブレザー

の中、あいているフラワーホールのところについ
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ている企業や団体のバッジを外したときに、とて

つもなくうら寂しい思いがしたというようなお声

があったのです。名寄市の市職員を退職された方

が述懐をされていました。名寄市の職員は名刺で

仕事をする。退職をして名刺から肩書が外れたと

きに、それまでは気づかなかったという自分の立

場というのを思い知ったというようなお話をされ

ていました。この方たちが言うのは、仕事を離れ、

職場を離れ、帰属する組織から離れたときに、自

分は何者であるかという証明がないというのです。

運転免許があるだろうと言われればそれまでなの

でしょうけれども、その方たちが言うには、名寄

市のロゴマークが入って、名寄市民、そしてそう

いうあらかじめ印刷されている名刺の台紙に個人

で名前を入れる、そういう名刺があってもいいね

というようなお話です。また、名寄市の市章、バ

ッジ、こう見るとスーツを着ているのはお二方で、

市章ついている方、ついていない方という方がい

らっしゃいますけれども、名寄市の市職員のみが

名寄市を代表する市章、バッジではなしに、色を

変えてでももしバッジをつけることを許されるの

であれば、ぜひともスーツやブレザーのフラワー

ホール等につけさせていただきたいということな

のです。先ほど申し上げた名寄市のロゴマーク、

あるいは名寄市民とあらかじめ印刷した名刺を台

紙として市民の利用を図るということは可能かど

うか、ちょっと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） バッジをつけるかどうか

ということですね。先ほどからも御説明しました

が、申請しないとだめだということになっていま

す。理由は、これ平成２１年に内規で定めたわけ

ですけれども、名寄市章の使用に関する取り扱い

要領を定めて、実施機関以外の団体等が使用する

場合及び基本職以外の使用する場合の規定を整備

したということであります。市章は、市職員の職

員バッジということ、当然名寄市の市章だけれど

も、市職員ということを証明するバッジですから、

やはり悪意を持って利用されるというケースを想

定しなければならないと思います。そのために市

民の皆さんに御迷惑がかかることを想定すること

から、申請行為なしで自由に使用していただくこ

とは難しいということであります。第二の人生が

終わってもさまざまな形で地域に貢献することも

できますし、例えば民生委員さんでも民生委員の

バッジありますから、そういうことで地域に貢献

していただくことも含めて、さまざまな第二の人

生を選んでいただいて、地域にぜひ貢献をしてい

ただければありがたいなというふうに思うところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。なかな

か使うまでには大変だと。名刺の点はいかがです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名刺も同様であります。

名刺もやはり悪用される危険性があるということ

で、これも申請行為なしで自由に使っていただく

ことは難しいと。ただし、営利目的でないという

ことがきちっと証明されれば使用していただくこ

とは可能だということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それでは、市立病院に

ついてお聞きをしてまいります。

それでは最初に、全部で２３項目ある運営実施

計画の筆頭にある組織強化の地方公営企業法の全

部適用についてお伺いをします。現在名寄市立病

院の経営形態は地方公営企業法の一部適用ですけ

れども、計画では全部適用の具体的な検討を進め

るというふうに短い文章で書いているのですけれ

ども、経営形態にはほかに地方独立行政法人だと

か、東病院のような公設民営型の指定管理、いろ

いろ三、四種類パターンがあろうかなと思います

が、ここで全部適用を選択しているというのはど

のような、簡単な理由で結構なのですけれども、

お知らせください。
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〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 計画

の中で２７年度までに、これは実施をするという

ことではなくて細かな部分も含めて検討するとい

うことでございます。今のところかなり細かく分

けた検討というのはまだ現実のところはできてお

りませんで、１つは全部適用のメリットとして、

一般的に専任の病院事業管理者を配置をいたしま

して、職員の人事ですとか採用、あるいは契約な

どは管理者の専権事項となりますので、スピード

感を持って事業の実施だとか意思決定が図れると

いうようなメリットがございます。ただ、名寄市

におきましては前市長時代から市の理事者と病院

の当局が必要な都度、その都度速やかに協議をし

て採用ですとか施設整備等をやっておりますので、

今の一部適用がそれほど不都合ということでもな

いというのも事実でございます。また、本格的に

実施するとなりますと、条例、規則等の相当の改

正がありまして、作業量がある市では２年前から

専任職員を配置して２年準備をするというか、そ

ういうような部分もありますので、それらを含め

ましてさらに検討を重ねて、実施ができるかどう

かも含めて対応してまいりたいと。ただ、道内的

には稚内、留萌、旭川、最近では砂川、札幌、小

樽、室蘭、函館と少しずつふえてきているのも事

実ですので、それらも含めて対応を検討してまい

りたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、ことし４月に消費税が８％、明年の

１５年１０月には１０％の消費税がそれぞれ引き

上げられる予定となっていますが、消費税は病院

も例外ではなくて、医療品や医療機器、こういっ

たものにも課税されるのですけれども、ただこれ

を課税された分を非課税扱いの診療報酬に転嫁で

きないということがございまして、消費税分は病

院側の損税となって経営に重くのしかかっていく

のだろうというふうに考えるのですけれども、計

画期間内に導入が計画されているハイブリッドの

手術室だとか、高度医療機器の整備と。こういっ

た医療機器の整備の中で消費税の８％、１０％と

いうのはかなり重くのしかかっていくだろうとい

うふうに考えるのですけれども、ちなみにことし

４月の８％に引き上げられて、引き上げられた消

費税分の損税というのか、数字としてもしお持ち

で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） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 議員

御指摘の件は、自治体病院協議会あるいは病院協

会等でも診療報酬改定のときに、特に今回は８％

になるということで、診療報酬に乗せられないか

という要望を厚生労働省や財務省等に行っている

ところでございます。参考までにことしの改定で

は、全体では １％の増だったのですけれども、

消費税対応分が ３６％含まれておりますので、

実際にはマイナス ２６という改定になっている

ところでございます。当院のいわゆる３％増の影

響を考えますと、２５年度の決算で約２億 ００

０万円消費税を払っておりまして、この年は昨年

は新館の改築という大変大きな事業がありました。

通常分で判断をいたしますと１億円から１億二、

三千万円ぐらい消費税を支出しておりまして、そ

れは単純に２６年度からは３％ふえるとなると

０００万円から ２００万円程度の持ち出しがこ

れからふえてくるのかなと。来年１０月にはもし

かしたら１０％になるかもしれませんので、その

ときに向けて自治体病院協議会等で本体に入れら

れるように要望しているところですので、それら

を見守っていきたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ありがとうございます。

それでは最後に、医療職給料表の導入について

ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。

今定例会で名寄市職員の給与に関する条例の一部

改正案が可決されています。明年１月１日から、

元旦から施行されるということなのですけれども、
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今回の行政職の給与表の改定をよく見ますと、４

級にこれまで１０５号までしかなかった号俸が新

たに１０６号から１２１号まで、計１６号俸が追

加されて、そういう給料額が明示されていました。

平成１８年の合併時に導入された地域給の職員間

の給与格差の解消が図られたということではござ

いますけれども、計画では直近の定例会で医療職

給与表の条例案を提示したいというお話でござい

ましたけれども、行政職給与表と医療職給与表の

大きな違いについて簡単で結構ですので、お示し

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 医療

職給料表には、一般的に１表を医師とか歯科医師

に使っておりまして、２表を医療技術職、３表を

保健師、看護師、助産師等に使っておりまして、

今現在交渉しているのは主に看護職について医療

職給料表の導入の協議を進めているところでござ

います。一般的にいいまして、行政職のほうが初

任給の格付といいますか、つくりが最初比較的医

療職に比べまして低くなっておりまして、行政職

のほうが後半に、要は経験によって上がるという

こともあるのか、一般的には行政職のほうが最初

低くて後半が上がるということになっております。

逆に医療職のほうは、比較的初任給が高く格付さ

れますというか、そういうようなつくりになって

おりまして、後半は行政職に比べて少し伸びが鈍

くなるといいますか、低くなるようなつくりにな

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

いつだったか、佐々木副市長がならしてとんと

んだというようなお話をされていましたが、若年

者には手厚く、熟練者には少し薄くなっていくと

いう理解でよろしいのかと思いますが、最後に除

雪について２点ちょっとお伺いをします。答弁に

あった名寄地区の除雪出動回数、名寄市内が６９

回、風連地区が９７回というのは例年に比べて多

かったのか、少なかったのか、いかがですか。

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） 昨年も雪は多か

ったのですが、ことしのほうが若干回数としては

多くて、１月から３月に降雪があったということ

で多くなっています。除雪に関しては、基本的に

降雪１０センチをめどにということでありますの

で、必ずしも積雪量と除雪の回数というのは一致

をしないということで、今回については昨年より

も少し回数は多くなっています。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時１３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 上 松 直 美

署名議員 高 橋 伸 典
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