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令 和 元 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和元年９月２７日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市廃校体育施設の設

置及び管理に関する条例の制定につい

て（総務文教常任委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 平成３０年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２２号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２６号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成３０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成３０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３２号 名寄市パートタイム会

計年度任用職員の報酬、手当及び費用

弁償に関する条例の制定について

議案第３３号 名寄市フルタイム会計

年度任用職員の給与に関する条例の制

定について

議案第３４号 地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について

日程第５ 議案第３５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 プラごみ対策とごみ

を出さないシステムの確立を求める意

見書

意見書案第２号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

日程第７ 報告第７号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 名寄振興公社のあり方に関する特別委

員会の設置について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 議員の派遣について

日程第11 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市廃校体育施設の設
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置及び管理に関する条例の制定につい

て（総務文教常任委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 平成３０年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２２号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２６号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成３０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成３０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３２号 名寄市パートタイム会

計年度任用職員の報酬、手当及び費用

弁償に関する条例の制定について

議案第３３号 名寄市フルタイム会計

年度任用職員の給与に関する条例の制

定について

議案第３４号 地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について

日程第５ 議案第３５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 プラごみ対策とごみ

を出さないシステムの確立を求める意

見書

意見書案第２号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

日程第７ 報告第７号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 名寄振興公社のあり方に関する特別委

員会の設置について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 議員の派遣について

日程第11 委員の派遣について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員
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１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

１７番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 議案第１号

名寄市廃校体育施設の設置及び管理に関する条

例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇総務文教常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名がありましたので、第３回定例会で総務文

教常任委員会に付託されました議案第１号 名寄

市廃校体育施設の設置及び管理に関する条例の制

定についての審査の経過並びに結果について御報

告申し上げます。

委員会は、９月１０日、１７日、１８日の３回

開催し、慎重に審査を進めました。

条例制定の趣旨は、市民の文化及びスポーツ活

動の普及振興を図るため、廃校となった屋内運動

場のうち旧風連日進小学校と旧東風連小学校を市

民のスポーツ及びレクリエーション活動の場とし

て確保することを目的とするものであります。

第１回では、名寄市内学校開放施設の利用状況

と名寄市立学校施設開放利用条例の資料説明を受

け、質疑を行いました。主な質疑では、名寄中学

校と名寄東中学校が改築及び統廃合になった場合

の整合性についてに対し、両中学校とも今後いつ

まで利用できるかという問題はあるが、もし統廃

合や建てかえがあるならその時点で検討する。こ

の条例を制定するということは、今後もこのよう

な施設が出てくるだろうと想定している。現況で

は、両中学校の学校開放における利用人数と団体

数はふえているし、この２施設も使いたいという

ことで条例を提案している。また、第６条２項で

未成年が利用するとき保護者、またはこれにかわ

る責任者が必ず付き添うことを求めている。大学

生と成人未満の社会人にも適用されるのかに対し、

この条例の想定は少年団であり、指導者や保護者

の同伴により秩序を守っていただくことを想定し

て２項をつくっている。第６条で廃校体育施設を

利用できるのは、名寄市内に居住する５人以上の

グループとしているが、自治基本条例の名寄市民

についての定義との整合性に対し、自治基本条例

の考え方は名寄に通勤、通学されている方も含め

る広義な判断と理解しているのですが、今後の課

題と考えるなどの答弁がありました。

第２回では、前回の審議を踏まえ、補足説明と

して、名寄地区の学校施設開放事業利用団体の状

況の説明の後、第２項中、保護者、またはこれに

かわる責任者が必ず付き添わなければならないの

質問に対し、公の施設である廃校体育施設は、住

民の福祉の向上を目的に設置されており、住民で

ある市民が利用することを想定している。設置し

た施設で市民全体の平等性を維持するために自治

基本条例の定義とは差があると考える。大学生は、

住民票がなくても市内に住んでいる方は対象とし

ている。２項の利用促進という観点ではなく、施

設管理、使用者の管理という観点で、大学生であ

っても未成年の利用であれば一定程度の責任を負

える人材が適当と説明を受けました。その後、市

内に居住する住民でなければだめなのか、また大

学の１８歳、１９歳が健康づくりのために自由に

使用できるようにするのが教育都市宣言している

名寄市の対応ではないか、２項の保護者、または

これにかわる責任者とは誰なのかに対し、保護者、

またはこれにかわる責任者とは、大学を想定すれ

ばグループ代表の成人している人、大学の門戸を
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閉じることではなく、利用していただける方向で

検討をする。ただ、廃校体育館は管理する方がい

ないので、ある程度成人者がいることが望ましい

と答弁がありました。しかし、委員からは、大学

生や１８歳、１９歳でも楽しく気軽に利用できる

環境を整える意味から、第６条の１項と２項には

原則を加えるべきとする意見と居住する市民の平

等性、安全性や不測の事態を想定しながら条例を

つくるのが行政の役割で、原案のとおりでよいと

の意見に分かれたため、原則を入れることへの法

制担当の意見を確認することで閉会をいたしまし

た。

第３回では、原則を入れることへの法制担当か

らの回答で、原則を入れている条例はほかにもあ

るが、この条例を制定する理由は名寄市立学校施

設開放利用条例における学校施設が廃校で減少し

ている中で、使えなくなった方たちや地域住民に

廃校になったが、使用可能な体育施設を使用して

いただくのが出発点である。新規の政策として設

置したものではなく、名寄市立学校施設開放利用

条例の延長的なものとして同様の規定にした経緯

があると説明がなされました。その後、河合教育

部長から今後規定と運用で配慮して、この条例が

市民が利用しやすいものとなるよう対応するとの

発言を受け、質疑を終結し、採決の結果、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたし

ました。

以上をもちまして令和元年第３回定例会付託議

案第１号 名寄市廃校体育施設の設置及び管理に

関する条例の制定についての審査の経過と結果の

御報告をいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時０９分

再開 午後 １時０９分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第３ 議案第２１号 平成３０年度名寄市

一般会計決算の認定について、議案第２２号 平

成３０年度名寄市国民健康保険特別会計決算の認

定について、議案第２３号 平成３０年度名寄市

介護保険特別会計決算の認定について、議案第２

４号 平成３０年度名寄市下水道事業特別会計決

算の認定について、議案第２５号 平成３０年度

名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計決算の

認定について、議案第２６号 平成３０年度名寄

市食肉センター事業特別会計決算の認定について、

議案第２７号 平成３０年度名寄市後期高齢者医

療特別会計決算の認定について、議案第２８号

平成３０年度名寄市立大学特別会計決算の認定に

ついて、議案第２９号 平成３０年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第３０号 平

成３０年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

て、以上１０件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、佐久間誠委員長。

〇決算審査特別委員長（佐久間 誠議員） 議長

より御指名をいただきましたので、今定例会で決

算審査特別委員会に付託されました議案第２１号

平成３０年度名寄市一般会計決算の認定につい

て、議案第２２号から議案第２８号までの各特別

会計決算の認定について、議案第２９号 平成３

０年度名寄市病院事業会計決算の認定について及

び議案第３０号 平成３０年度名寄市水道事業会

計決算の認定について、委員会の審議経過と結果
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の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月２日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私佐久間誠

が、副委員長には塩田昌彦委員が選任されました。

第２回の委員会は、９月２４日に開会し、審査

日程を９月２４日から２７日までの４日間と決め、

実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑並びに委員による質疑を行い、慎重

に審査を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細な御

報告は省略させていただき、審査の結果のみを御

報告申し上げますので、御了解をお願い申し上げ

ます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の６特別会計、病院事業会計、

水道事業会計はいずれも全会一致で原案のとおり

認定すべきものと決定しました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会開催中は、委員並びに理事者各位

におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽く

していただきましたことにお礼を申し上げます。

また、日程どおり決算審査特別委員会を終えるこ

とができましたことに重ねてお礼を申し上げまし

て、本委員会の報告とします。ありがとうござい

ました。

〇議長（東 千春議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２１号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第２１号 平成３０年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第２１号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第２２号 平成３０年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第２２号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

次に、議案第２３号 平成３０年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定についてから議案第３０

号 平成３０年度名寄市水道事業会計決算の認定

についてまでの８件について委員長報告のとおり

認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号から議案第３０号までの

８件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第３２

号 名寄市パートタイム会計年度任用職員の報酬、

手当及び費用弁償に関する条例の制定について、

議案第３３号 名寄市フルタイム会計年度任用職

員の給与に関する条例の制定について、議案第３

４号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について、以上３件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 名寄市パ

ートタイム会計年度任用職員の報酬、手当及び費
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用弁償に関する条例の制定について、議案第３３

号 名寄市フルタイム会計年度任用職員の給与に

関する条例の制定について、議案第３４号 地方

公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

平成２９年に地方公務員法及び地方自治法の一

部が改正をされ、新たに会計年度任用職員制度が

創設をされました。改正法につきましては令和２

年４月に施行されることから、本市においても関

係条例の整備及び既存条例の一部を改正するもの

でございます。

議案第３２号 名寄市パートタイム会計年度任

用職員の報酬、手当及び費用弁償に関する条例の

制定は、平成２９年改正後の地方公務員法第２２

条の２第１項第１号で定める会計年度任用職員に

ついてその報酬、手当及び通勤費用に係る費用弁

償等について定めるものでございます。

議案第３３号 名寄市フルタイム会計年度任用

職員の給与に関する条例の制定は、同条第１項第

２号で定める会計年度任用職員の給料、手当等に

ついて定めるものでございます。

議案第３４号 地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例は、会計年度任用職員制度の創設に

伴い、関係条例１０本について会計年度任用職員

に適用される制度に関する規定の整備、国の法改

正に伴う引用条項ずれの修正、文言整理などを行

うものでございます。

なお、議案第３２号 名寄市パートタイム会計

年度任用職員の報酬、手当及び費用弁償に関する

条例第３条第１項及び議案第３４号 地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例第７条において

改正をいたします名寄市統計調査条例第９条第３

項で規定をする条例は、新たに制定をする条例の

ため引用条例番号が空欄となっておりますが、議

決いただけました後に条例番号を議会に通知をさ

せていただくこととしております。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第３２

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １点確認をさせてい

ただきたいと思います。

まず、フルタイム会計年度任用職員の給与に関

する条例の中の給料表であります。この中で、行

政職給料表を使用するというふうになっているの

ですが、市の職員の給与に関する条例の中では行

政職、また医療職、医療看護職、教育職等々給料

表があるのですが、そこで今現在臨時で働いてい

る皆さん方、あらゆる場面で働いていらっしゃる

のですが、それが行政職給料表のみを使うとなっ

ているところについて御説明をいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今川村議員のほうか

らフルタイム会計年度任用職員ということで御質

問ございましたけれども、パートタイム会計年度

任用職員の関係につきましても同じように行政職

の１表を使って、これは会計年度任用職員をどう

いった給料表に位置づけるかということで行政職

の１表を使っているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 端的にお答えいただ

いたのですけれども、ちょっとわかりづらいのか

なというふうに思うのですが、もう一度わかりや

すくお答えいただけないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 例えば一般的な事務

職員もいますし、病院のほうで働く方、あるいは

図書館で働く方、嘱託の方、臨時の方もいらっし

ゃいますけれども、全て行政職の１表の中で取り



－188－

令和元年９月２７日（金曜日）第３回９月定例会・第５号

扱うということで、行政職１表の中でどういうふ

うに位置づけをするかということで、職種なりに

よって変えながら、その給料表を使うということ

でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回のこの会計年度

任用職員制度、国の制度として新しく公務員の中

で取り入れられた制度であって、非常に新しい制

度でありますからわかりにくいということが多い

ですし、一般質問でも取り上げさせていただきま

したけれども、現在働いている皆さん方は非常に

不安を持って働いていらっしゃいます。どういっ

た中身になるのかということです。ですから、今

の給料表一つとってみてもわかりづらいというこ

とがあるかというふうに思いますので、今臨時で

働いている皆さん方がこの会計年度任用職員に移

行した後どんなふうになっていくのか、本当に丁

寧な説明が必要かなというふうに思っていますの

で、そこに最善の努力をしていただくことを強く

求めて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２号外２件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第３５

号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５号 令和元年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

にそれぞれ ３５５万円を追加し、予算総額を２

０９億 ０２７万 ０００円にしようとするもの

でございます。

補正の理由を歳出から申し上げます。６款農林

業費におきまして林業振興一般行政経費３００万

円の追加は、現在往来が不可能となっている林道

武徳日進線の路盤修繕工事を実施しようとするも

のでございます。

７款商工費におきまして名寄振興公社経営改善

事業費 ０５５万円の追加は、施設の運営上緊急

的に必要な資金として、名寄振興公社緊急運営資

金貸付金 ０５５万円を補正しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。２０款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金 ３５５万円

を追加をし、収支の調整を図ろうとするものでご

ざいます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 先ほど御提案のあり

ました７款商工費、１項商工費の貸付金、名寄振

興公社経営改善事業費、名寄振興公社緊急運営資

金貸付金について何点か質問させていただきます。

今回緊急運用資金ということでの御提案であり

ますけれども、この補正に至るまでに別の方策の
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検討がなされたのかどうかについてお伺いしたい

と思います。前回からの継続的なものを頭の中に

残して今回の補正予算の審議に当たらせていただ

いておりますので、緊急ということであることに

は違いないのだろうというふうには認識しており

ますが、緊急の度合いについて、具体的なものに

ついて十分知らされていない部分もあろうかと思

います。緊急ということでのその状況について詳

しくお知らせいただきたいと思います。

それから、３点目になりますが、貸付金という

ことであります。貸し付けるということであれば、

当然償還返済の部分の計画、どの時期からどれぐ

らいの割合でというものが示されてしかるべきか

なというふうに思います。規則等の話も以前は出

ていたところでありますが、その議論も途中で終

わっている経緯もございますので、貸し付けると

いうことに当たっての詳細についてお知らせいた

だきたいと思います。

それから、この間の議論について、市民も本当

に心配をしながら見守っていただいているところ

が大きい中で、市民説明も十分果たすということ

を御答弁の中で何度かいただいているわけではあ

りますけれども、やはり名寄市の自治基本条例に

照らし合わせましたときに、自治基本条例第７条、

情報共有、第５項のところに「市は、まちづくり

に関する情報を積極的かつ速やかに市民に提供し、

及びわかりやすく説明する責務を負う」、自治基

本条例のこの項目は大変重要であると思っており

ます。この点についてもお考えを伺いたいと思い

ます。

以上、４点についてお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今４点について

御質問いただきました。まず、緊急的というとこ

ろでございますが、今回の貸付金に当たるものが

本来公社に入るべき指定管理料の相当額でござい

まして、これについては公社の意思によらぬ資金

調達に伴うものでありますこと、それから供託さ

れている指定管理料に関しましては現在係争中で

あることと、そしてこの公社において現在資金不

足が懸念されているというところで緊急性がある

と考えているところでございます。

また、別な方策を考えたかどうかというところ

でございますが、このたびの財政支援に当たりま

しては、補助金ですとか損失補償なども含めて検

討したところでございますが、今回今申し上げた

緊急性というところもありまして、また先ほど係

争中ということを申し上げましたけれども、係争

中であるというところで、これについて仮に勝訴

した場合におきましては、この供託されているお

金は公社が得るというところでありまして、その

場合には速やかに償還がされるということも総合

的に勘案しまして貸し付けということを提案させ

ていただきました。

続きまして、償還等につきましてですが、今回

この貸付制度につきましては、公社に対する緊急

運営資金貸付規則として９月２５日に決定をした

ものでございます。これにつきまして償還期間に

おいては、公社の経営状況及び供託された指定管

理料に係る裁判の行方など、そういったものを総

合的に勘案いたしまして、償還期間を１０年とし

ているところでございます。この償還につきまし

ては、さきに特別委員会でお示しした振興公社さ

んの収支計画は一旦取り下げさせていただきまし

たけれども、今後精査していく中で、その利益を

もとに償還をしていくところでございますが、こ

の１０年間の中でその利益の中から可能な範囲で

の償還をしていく計画をもとに、その規則におき

ましてはまず公社のほうから借り入れ申請書とい

うものが出されるわけですけれども、この中に償

還計画書が必要な書類として提出されることにな

ってございます。ですので、その償還計画に基づ

いて償還されるものでございます。

それから最後、情報提供というところでござい

ますけれども、まずこの問題につきまして、さき

に提案させていただいたものにつきまして特別委
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員会等で審議していただきましたけれども、今後

につきましては新たに特別委員会も設置されると

いうところでございますので、その中で議論をし

ていただき、私どもも可能な限り情報提供させて

いただきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたけれども、１０年で償還計画が立てら

れているということでありましたが、具体的な数

字については１０年間の中のどこからスタートし

て、どれぐらいの率でという、そういうところに

ついてのお話はなかったかと思っています。きょ

うの午前中まで３０年度の決算審査を行っており

まして、ずっと財政については厳しいものがある

という話も出ている中で、そして名寄市の公共施

設等緊急性を要する老朽化施設が多くなってきて

いるその財政についての議論をしてきたそのすぐ

後での今回の補正予算の提案でありますので、や

はりそこはもう少し具体的なものを示していただ

きたいというふうに思っているのが市民感情も含

めてであります。すぐにこの年度中に償還が始ま

るということは厳しいのかもしれませんが、１０

年間のどこからスタートをして、本当に１０年間

でしっかり償還が整うのかどうか。その見通しに

ついては、さきに示していただきました年次別の

収支計画書ですとか健全経営の計画書等も一度取

り下げになっている中では、やはり判断基準がい

ま一つ私たちにしてみれば整っていない状況での

補正予算の提案をいただいているというその思い

が強いものでありますから、そこについてはもう

一度御答弁をいただきたいというふうに思います。

あわせて市民説明については、確かに特別委員

会もこの後予定されている部分も大きいかと思い

ますけれども、それだけでは市民への説明を十分

に果たしているというふうには思えないのであり

ます。速やかにという言葉が自治基本条例の中に

しっかりと文言として入っておりますので、この

点についてはやはり早急な対応を求めたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） まず、償還につ

いて御説明申し上げます。

１０年というところですが、もしこの議案が可

決していただけましたら、速やかに貸し付けの手

続といいましょうか、まず公社さんのほうから申

請書を提出していただく手順になると思います。

その後決定をしまして貸し付けをすることになり

ますので、明けて１０月の初旬、早い時期になる

とすればそこからカウントして１年、２年として、

今のところそういう考えでおりますので、まず１

年目というのは来年の９月といって１０年間の償

還と。償還計画のその償還の仕方というのは、こ

の規則の中で率を定めているのではございません。

それは、公社さんのほうで収支計画に基づいてそ

の年度、年度で償還できる額をこれから申請して

いただくところの償還計画書の中で提出していた

だくことになるところではございますが、この中

ではさきの一旦取り下げはしましたけれども、収

支計画というもの、あれをブラッシュアップする

ことになってくると思いますけれども、あの中で

毎年度の利益の中からできる返済をしていってい

ただくということになると考えております。

この貸し付けにつきましては、先ほども一部申

し上げましたが、裁判の結果、勝訴すればそのお

金については公社が得るものでございます。です

ので、裁判の期間ですとか結果について予断を持

って返済計画を立てるということはなかなか難し

いと考えるところでございますので、この利益か

ら返済していく中で勝訴した際の繰上償還につい

ても規則の中で想定しているところでございます。

市民説明につきましては、先ほど申し上げまし

たとおり、特別委員会の中で私どもとしては説明

をさせていただこうと考えているところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 特別委員会の場でと
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いうことでありますけれども、それは市としての

対応の場とは少し意味合いが違うのではないかと

思っております。当然それぞれの担っている役割

の中で市民に対して説明をしていくということは

責任は担っていると思いますが、そことはまた違

う部分での市の責務というのはあろうかと思いま

すので、改めて理事者から御答弁をお願いしたい

と思います。

それから、償還についてでありますが、申請が

上がって、手続が整えばそこから１年目がスター

トするということでありました。本当に１年目か

ら順調に改善計画のとおりに数字が積み重ねられ

ていくのかどうかについて不安があるので、私た

ちは発言が多くなってきているわけであります。

改めて確認させていただきますが、この債務は確

定しているという認識の中でよろしいのでしょう

か。これは、もう一度確認させていただきたいと

いうふうに思っています。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３９分

再開 午後 １時４０分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうから前段の市

民説明についてお答えしたいと思いますが、これ

から私どもまちづくり懇談会も控えておりますし、

その中で十分ひとつ時間をとりながら説明させて

いただくこともありますし、またこれからのこと

でありますけれども、きょうの段階で少し固まり

つつあるような情報もありますから、それも含め

てできるだけ早いうちに市民の皆さんへの説明の

機会を設けさせていただきたいと思いますが、１

０月に入りますと中旬ぐらいにはもう既にまちづ

くり懇談会もございます。ちょっと資料のつくり

込みもありますけれども、必ずどこかのチャンネ

ルでは市民の皆さんに今こういう状況なのだよと

いうことで説明はさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 債務の確定というと

ころの御質問がありました。１つは、公社が今回

の資金調達の関係で負うリスクというのでしょう

か、そこのところについては今まさに係争中、裁

判に入ったというところでありますので、この結

果をもって額が確定してくるということであると

思いますが、その最大の額については今さまざま

な機会でお知らせしているように今回の貸付金の

額が最大の金額になるということであります。ま

た、市と公社の間での貸付金の債務等については、

市と公社が契約をした段階で債務が確定するとい

うふうになるということで御理解いただければと

思います。

また、今回の貸付金については、先ほど室長の

ほうから申請行為というふうに話をさせていただ

きましたけれども、当然償還計画等については市

としてもしっかりと内容を確認した上で貸し付け

の決定を行っていくことでありますので、あわせ

て御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今山崎議員のほうか

らありましたけれども、やはり貸し付けに至る経

緯がはっきり明確に示されていないなというふう

に思います。１つは、自助努力、ここのところが

どうだったのか。市からの貸し付けでなければど

うしてもだめだったのかどうかです。それからま

た、株主の中には地元金融機関も入っているわけ

ですが、そういったところの方々との相談等はど

うしたのか、そういった部分でもちょっと疑問が

残るところであります。

あと、北海道、道の対応についてどのようにな

っているのか。例えばこの ０５５万円のうち、

道の分でいいますと ４７４万 ０００円が含ま

れているわけですけれども、この部分については

どのように道のほうからお話があったのかどうか、

これについてお知らせをいただきたいと思います。

それからあと、貸し付けの部分での今取り決め
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の話が出ていましたけれども、償還に１０年をと

いうお話でした。指定管理をお願いしている期間

でいいますと、どの場所についても令和３年から

４年までというふうになっているのですけれども、

これ以降もずっと償還をしてもらうというふうな

ことでいうと、なかなか市民理解としては難しい

ということであります。

そして、今回１度だけで済むのかというのも非

常に不安です。予算単年度の中での今年度中にそ

れを終わらせるのか、また来年度も、再来年度も

というような市民の皆さん方からの不安が非常に

多く寄せられているところであります。ですから、

そういった中で財政調整基金を取り崩して使って

いくということでありますけれども、やはり財政

収支に大きな影響を及ぼすのではないかという不

安が広がっているわけです。ここの部分について

お答えをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ３点御質問をい

ただきました。まず、自助努力というところにつ

きまして、これは先に提出をさせていただきまし

た経営改善計画の中にも書かせていただいており

ますが、まず公社の自助努力として金融機関から

の貸し付けを受けて、当面の資金の悪化を回避し

たというところもございますが、今回におきまし

ては供託ということで、本来公社に入るべき指定

管理料が入ってこないというところに関しての資

金繰りの悪化というところで、緊急的に市が貸し

付けるという提案をさせていただいたところでご

ざいます。

道との対応につきましては、北海道とは緊密に

連携をしながら、打ち合わせも進めているところ

でございます。北海道としては、道立サンピラー

パークの指定管理を公社さんに委託しているとこ

ろでございますけれども、今回この貸し付けにつ

きましては、まず道に対して既に債権譲渡通知と

いうところを受けまして多大な御迷惑をかけてい

るところでございます。その意味で公社の５１％

の株主である市としては、大株主の責任を果たす

ということが必要であると考えておりまして、こ

れから本格的なシーズンを迎えるカーリング場を

備えており、本市の冬季スポーツ拠点化の中核施

設である道立サンピラーパークの運営をとめない

ためには、市が責任を持って公社が置かれている

現在の状況を回避しなければならないというとこ

ろから、供託されている道と市の指定管理料相当

額である今回の貸し付けについて市として貸し付

ける御提案をさせていただいたところでございま

す。

また、この償還１０年について１度で済むのか

といったところについての御質問ですが、今回先

ほど申し上げたとおりの考え方で１０年間の償還

期間としているところでございます。１度で済む

かというところについては、今回改善計画につい

て最大株主である市としても十分に精査をしなが

ら計画を立てさせていただきまして、今回この貸

し付けをまずすることで資金繰りの苦しいところ

を回避することにしておりますが、この後につき

ましては、これは特別委員会でもお話をさせてい

ただいておりますが、まだ不明金ですとかそうい

ったところの部分がございますので、それについ

ては今後特別委員会等でも協議をさせていただき

たいと思っているところでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４９分

再開 午後 １時４９分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 振興公社として株主

である金融機関等とも相談したかというような御

質問だったというふうに思いますが、答弁が漏れ

ていて申しわけございませんでした。

ここについては、先ほど室長のほうから公社の

自助努力の中で資金調達をしたという話をさせて
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いただきましたけれども、まさにこの相手となる

金融機関が株主の方という、そういった団体でも

ありまして、そういった機関とも相談させていた

だいた上で、自助努力の中での資金調達に結びつ

いて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（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 当面については自助

努力もしながらきたけれども、ここに資金ショー

トが目の前に迫ったというような御説明だったか

なというふうに今お聞きしたのですけれども、し

かし北海道の対応について市の責任をもって道の

分も責任を担うというようなお話でした、今。道

の指定管理料を負担するまで名寄市が負担できる

状況にあるのかというのが非常に今のお話聞いて

疑問をさらに深くなったところであります。当面

については自助努力もしたけれども、これ以上は

できないという状況がやはり私たち議会の中でも

示されていませんし、市民の皆さん方にももうこ

れ以上自助努力は難しいのだといったところが見

えてこない。何か市のほうで思いやって、出して

あげているのでないかというふうに思わざるを得

ない。今の道の分も負担するということをお聞き

すると、そんなふうに思ってしまいます。その点

について再度お答えをいただきたいと思います。

それから、貸し付けですけれども、この取り決

めの中身、償還の中身についても何か曖昧ではな

いでしょうか。個人的な貸し借りのところを例に

出しては申しわけないのですけれども、やはりき

ちっとした書面を出し、計画を出し、その上で貸

し借りが決まっていく。今回この予算が決まった

ら、計画書も出してもらうというようなことで、

すんなり貸すことになってしまうのか。非常に疑

問であります。その点についてお答えをいただき

たいのと、あと先ほども言ったように１０年間と

いうところに管理運営が令和３年、４年までとな

っているところに対してのお考えをお聞きしてい

ませんので、再度お願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ３点御質問をいただ

きました。１つ、道の分も含めてなぜ市が負担を

するのかということであります。ここは先ほど室

長も申し上げましたけれども、今回公社の大株主

が市であるということが１つと、もう一つは市の

施策として冬季スポーツ拠点を初め道立サンピラ

ーパークについても重要な施設であるという位置

づけがあるというのがございます。それと、もう

一つについては、今回については貴重な市の財源、

厳しい中での予算措置ではありますけれども、貸

付金という形で提案をさせていただいたというこ

とでありまして、期間はかかるかもしれませんけ

れども、基本的には貸付金でありますので、後年

時の中でこれについては団体としての利益の中か

らお返しをしていただくと、そういう考えのもと

に立っているということで、決してここに公社の

今後の努力を求めないということではありません

ので、そこについてはぜひ御理解をいただければ

というふうに思います。

それと、償還の中身についてということであり

ます。これは、さきの特別委員会でも向こう令和

６年度までの損益計算書もつけてお示しをさせて

いただきました。一部誤っていた部分もあって、

そこは改めておわびを申し上げたいと思います。

ただ、基本的には公社からの経営改善計画があっ

て、それに対する市の評価、さらには考え方があ

りましたので、ここについては今後も基本的に大

きく変わるものではないのだろうと思いますけれ

ども、さらに数字等についてはブラッシュアップ

をさせていただきたいと思いますし、今人材のと

ころについても市としてもできる努力をさせてい

ただいておりますので、そういった機関からも助

言をいただきながら、さらにブラッシュアップを

させていただきたいなというふうに思っています。

いずれにしても、そこに一度下げましたけれど

も、基本的な改善計画の方向等については検討さ

せていただいておりますので、それのデータをも
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とに向こう１０年以内の中でこの償還ができるも

のというふうに考えておりますし、具体的には先

ほど申し上げたように改善計画を添付した申請を

もって、それを私どものほうでしっかりと内容を

確認した上で貸付実行に移していきたいと思いま

すので、そういう手順があるということでぜひ御

理解をいただければと思います。

それと最後に、指定管理のところで向こう１０

年間の中で指定管理期間が切れるということも当

然ありますので、そこの危惧だというふうに思い

ますけれども、公社が指定管理として受けている

施設については、一般公募ではないという施設な

のです。特定のノウハウ、技術がなければ運営が

できない施設ということでありまして、ここにつ

いては今後も変わらないというふうに思っていま

す。さらに先には違う団体が出てくれば別ですけ

れども、当面についてはここはやはり公社でなけ

れば担うことができない施設というふうには考え

ておりますので、そこも含めて今回の貸し付けと

いう措置に至っているところでありますし、そう

いう施設でありますので、向こう１０年間の中で

は引き続きぜひ再建をして、施設を担っていって

いただきたいと、そこの思いも込めて１０年間に

ついてということで期間を設けたということでぜ

ひ御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ５１％の株主、一番

の株主という名寄市であるのは承知していますし、

またこれから冬に向けて大きな取り組みをしてい

く重要な施設というのも理解して、その中で市民

の皆さんもそこは十分に理解をしている中で、こ

の多額の資金を貸し付けるといったところに不安

が不信感もあわせて広がっているわけです。そん

な中で、今おっしゃったように株主だから、冬の

そういう冬季スポーツ拠点化事業を進めるために

北海道のこの分を一緒に名寄市が負担すると、貸

し付けるといったことに理解できるでしょうか、

市民の皆さん、御説明して。非常に私は理解に苦

しみます。

今係争中ということもありますから、この供託

した部分がいつ返ってくるかどうかもわからない

というようなことでありますし、そしてこの供託

が今回さっきもお話ししたように１度で済むのか

どうか。来年度も、またその次もどうなるのだろ

うという不安もあるわけです。これから特別委員

会が設置される予定でありますけれども、そこで

は第三セクターにおいては財政的リスクを存在す

る第三セクターにおいて速やかに抜本的改革を含

め経営健全化を検討することが強く求められると

いうことで、総務省の指針にも出されているとこ

ろであります。その抜本的改革のところは、地方

公共団体が主導することが必要だと、こんなふう

に書かれているわけですが、この点についてはこ

れから設置されようとする特別委員会の中で議論

をしていくことが必要だというふうには思います

けれども、今問われているのはこの ０５５万円

の貸し付けです。この貸し付けるということに理

解がなかなか進まない状況では、次の特別委員会

での議論も進んでいかないのではないかというふ

うに考えるのですが、再度この貸し付けに対する

お考え、また道の負担をするお考えを改めて聞き

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたと

ころに加えて、当該の振興公社が運営している施

設については、もとより市民の皆さん御利用され

るところもありますので、そのサービスをとめる

ことができないという部分も含めて今回の貸し付

けをして、資金ショートを乗り越えていきたいと

いう思いがあるということでぜひ御理解をいただ

ければと思います。

それと、２点目の次年度以降もこの供託をしな

ければいけないのではないかという、そういう心

配がないのかということでありますが、これにつ

いては今回の資金調達、私どもの認識とするとち

ょっと不当な資金調達というふうに認識していま
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すけれども、これに伴うものということでありま

すので、それは既に今回の ０５５万円の中にあ

るということでありますので、次年度以降につい

て供託するということはないというふうに考えて

ございます。

最後に、三セクの抜本的な改革に係る市の姿勢

というか、かかわり方ということだと思います。

これについては、本来であれば公社の黒字がもっ

と早い段階であれば、あるいは国の指導をしっか

りと遵守をすればもっと早い段階での対応が必要

だったのかもしれませんけれども、公社からの報

告が黒字だったということもありまして、手続的

には少し遅くなった感については否めないのかも

しれませんけれども、これを機に改めて第三セク

ターに対するかかわり方については内部でもしっ

かりと検討しながら、厳しさを持ちながら対応し

てまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解

をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今回貸付金として

０５５万円提案されましたけれども、今定例会初

日に、ちょっと話戻りますけれども、付託されて、

特別委員会を設置して同様の額の貸付金、そして

経営改善補助金ということで提案されたのが９月

１８日議案の撤回があったということでの今回

０５５万円の再提案だったというふうに理解して

いますけれども、今その内容等についてはさきの

議員のやりとりの中で一定程度理解するものであ

りますけれども、改めてのいろんな経緯の中で議

案の撤回になったという経過もありまして、収支

計画等にやっぱり影響を及ぼす事態に陥ったとい

うことでの撤回だったというふうに思います。当

然 ０５５万円に前回は付随して提案された部分

でありますので、これは全く関係ないということ

には私はならないと思いますので、ちょっと確認

しますけれども、今後の見通しとしていつ精査さ

れた収支計画、経営改善計画も含めていつの段階

で明確になって、改めて議会に対して提案がされ

るのか。そして、経営改善計画ですけれども、そ

れも含めてどういうような内容を精査して、改め

ての提案がされるのか。というのも議案の撤回に

よって設置されていた特別委員会も今はない状態

になっています。その特別委員会の議論の中でも

明確になっていない部分が多々あります。また、

方向性が明確に示されていない部分というのが非

常に多いまま特別委員会が解散してしまったと。

結果的に議案の撤回によって解散してしまったと

いう状況でありますので、そういった部分も含め

ての経営改善計画、精査して改めて出てくるのか

どうか、そのあたりの見通しと少しスケジュール

感というのを明確に示していただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今山田議員から

スケジュール感というところでの御質問がござい

ました。まず、さきの特別委員会で提出させてい

ただきました経営改善計画あるいは収支計画につ

いては、先ほど臼田部長からの答弁もありました

とおり、一部修正等もございまして御迷惑をかけ

たところでございます。

現在先ほどの貸し付けについての償還の計画を

立てるに当たりましても、公社のほうでまず収支

計画についても精査をしているところでございま

す。また、改善計画につきましては、総務省から

の通知に基づきますと、昨年２月２０日付の総務

省の通知で第三セクター等の経営健全化方針の策

定についてという通知がございまして、これに基

づきますとことしの３月３１日までに実は提出し

なければいけないということがございましたが、

これにつきましてはこの健全化方針を出さなけれ

ばいけない地方公共団体というものがその第三セ

クターが債務超過法人であるですとか、実質的に

債務超過である法人ですとか、そういったものが

対象になるというところでございました。この通

知があったときには、先ほど申し上げましたが、

当初の公社の報告におきまして黒字であったとい
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うところもあって、このときにはしかも債務超過

になっていなかったので、この段階での提出はし

ておりませんでしたが、改めての……

（何事か呼ぶ者あり）

〇産業振興室長（田畑次郎君） そのために改善

計画を改めて精査しなければいけないと思ってお

りますけれども、これについては時期的にいつま

でというのはまだ公社とも精査しておりませんけ

れども、できるだけ速やかに提出したいと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今後の見込みというこ

とでありますけれども、 ０５５万円、今回の貸

し付けのほうからお話しさせていただきますが、

さまざまな公社いろんな資金調達も努力しており

ましたけれども、本来入るべき指定管理料が入ら

ないということで、このままでは９月末、今月末

で資金が枯渇するというのが目前に迫っていると

いうことにあります。

お金の流れ的な話ですけれども、 ０５５万円

貸し付けて、資金はそこで一通りあるのですが、

シミュレーション上は前回の経営改善計画でお示

ししたところもありますけれども、ことしで資金

がなくなるだろうという見込みは立てていますの

で、追ってことしの４定の中では経営改善計画と

ともに今後の資金どれぐらい必要なのかも改めて

精査させていただいて、提出させていいただくこ

とになろうかと思います。たしか前回の中では

０５５万円のほかにプラス ０００万円というこ

とでありましたけれども、そのプラス ０００万

円のほかに今回の調査の中で不明金の部分も出て

きておりますし、よくよく考えますとここの部分

も恐らく資金のところではかなり厳しくなります

ので、これについてはどういう形の補正の手法が

妥当なのか、今回補助金ですとか貸付金ですとか、

場合によりましては公社が借り入れる、そしてそ

の借り入れたものに損失補償を市がする、いろん

な手法はあるかと思います。いろんな形でどうい

う方法がいいのかよく検討させていただいた上で、

また議会のほうと御相談させていただければと思

っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ４定までにはという

ことでありましたけれども、さっき私が経営改善

計画を精査してどういう形で出してくるのかとい

うことは、今回特別委員会を９月の頭から９月１

８日まで設置して、さまざまな議論がありました。

そういったものも含めて改めてそこを市としても、

当然振興公社としてもしっかり受けとめた中で、

改めてのそれも含めた中での改善計画をこれはし

っかりと出していただきたいのです。そういう部

分ではやっぱり明確になっていない部分が多々あ

りますので、そういった部分もしっかりと明確に

した中で、結果的にはこういう形になりましたけ

れども、これをきっかけに収支計画も今後かかっ

ていくものを全て改めて精査して、きちんとした

形で、いつまでにということであれば４定という

ことで期限ありましたけれども、そこら辺の考え

方についてお伺いをしているわけであって、そこ

らあたりの考え方少し明確に御答弁をお願いした

いと思います。

あと、そういった部分では……一回それお答え

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 済みません、言葉足ら

ずで申しわけございません。

特別委員会で議論していただいたことについて

は、これは決して無駄にしてはいけないと思って

おりますので、その点は十分次の計画の中に織り

込み、また再度再精査させていただく時間を与え

られたというふうに認識しておりますので、十分

そこについては庁内、そして公社のほうにもこれ

でいいのかと、本当はここが一番大事なことだと

思っております。これだけ市民の皆さん心配して

いる振興公社、これでいいのかと、ここが一番大

事なことだと思っておりますので、改めていろん
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な方法あるかと思います。私ども公社と指定管理

の基本協定結んでおりますので、それにのっとり

ましてきちんとした形で対応していただく。改め

て信頼回復というのはどういうものなのか、これ

は公社のほうに十分考えていただくことも踏まえ

て計画をつくらせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ある意味そういった

お言葉を改めて確認したかった部分もありますの

で、そこのところはよろしくお願いしたいと思い

ますし、先ほど特別委員会どうこうと、まだ設置

されていませんけれども、これは議会の立場とし

て主体的にそこにはしっかりとかかわっていこう

と。ここは昨日の東議長が議会を代表して記者会

見もされていますので、そういう意思のもとに今

後、まずは第４回定例会に提案される予定という

ことで今ありましたので、ある意味私たちは主体

的にそこにかかわる中で、その議論をするための

下地づくりを継続して進めてまいりたいというふ

うに思いますので、そのことを改めて申し上げて、

終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） これまでの各議員と

のやりとりの中で多少重複する部分もあると思う

のですが、今市民が一番心配しているのは、今回

例えば ０５５万円をつぎ込んで、緊急避難的に

公社を救済すると。しかし、それで終わるのかと

いうことなのです。幾らつぎ込んだら安定した体

制を取り戻せるのかと、ここが一番ポイントであ

りまして、ここの考え方をきちんとやっぱり整理

していかなければいかぬと思うのです。先ほど橋

本副市長御答弁あったようにとりあえずこの ０

５５万円をつぎ込めば、１２月末まではこれは大

丈夫なのかなというふうにちょっと考えるのです

けれども、そこら辺が安定的に、例えば供託金部

分はもう裁判上の供託ということで、これは積み

上げられていると。その部分を例えば指定管理料、

これを貸し付ける、その部分の分を。そうすると、

これだけで経営は本来でいったら安定するのでな

いかなという率直な気持ちもあるのですが、しか

し先般経営改善計画、特別委員会の中で示された

もの、これ見たらそんなものではないなと。いろ

いろあるなと。先ほどお話あったように不明金の

整理、あるいは恒常的な赤字部分だとか、それか

ら緊急的な潤滑油的な緊急なものも含めてちょっ

とあるものですから、そこら辺が一番心配してい

るということです。

それと、２つ目は、先ほど来の御答弁で規則に

ついて、貸付規則、これについて今整備をされて

いるということなので、この議案が例えば通過し

たらそういったものも見られるようになるのかな

と思うのですが、指定管理団体というのは何も振

興公社だけでなく、ほかにもいろんな団体あるわ

けです。そこの団体が仮に、こんなことあっても

らったら困るのですけれども、例えばまた同じよ

うな状態があったときに、その別な団体にも貸し

付けられるような公平、公正性を担保した規則に

なっているのかどうなのか、そのことについてこ

れは２点目にお伺いしたいというふうに思ってお

ります。

それと、第三セクターへのいわゆる国の方向性、

これは先ほど川村議員も触れられておりましたけ

れども、かなり厳しいものになっているというこ

ともありまして、それと私心配しているのは、財

政援助制限法第３条にこれは抵触するのではない

かというふうにちょっと考えているのです。ただ、

いわゆる特別の事情というものもこれは加味され

ているのかなと思うのですが、かなり第三セクタ

ーに対する貸し付けは全国的な第三セクターの経

営不振、累積赤字、恒常的なそうした債務の超過

みたいなものから総務省がこれは通達を出されて

いるものでありますから、これはこの先まだまだ

財政出動が必要だということで考えるのであれば、

どこかでやっぱりこれは決断をして、新たな形を

模索するという方策も市のほうとしてはとらなけ

ればいかぬのではないかというふうに思いますか
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ら、このあたりの考え方について御質問したいと

思います。

それと、貸し付けでありますから当然、先ほど

１０年という償還期限おっしゃられておりました

けれども、金利だとかの設定というのは、これは

どういうふうになっているのでしょうか。ここら

辺についてちょっとお聞きしたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私のほうからは、

まずちょっと順不同になるかもしれませんけれど

も、金利のところから説明させていただきますと、

今回先ほど申し上げました緊急運営資金貸付規則

の中では、先ほどと御説明が重複しますけれども、

本来公社に入るべき指定管理料相当額でありまし

て、また公社の意思によらぬ資金調達に伴うもの

であること、また供託されている指定管理料に関

しては現在係争中であり、勝訴した場合には公社

が得るものであることなどを総合的に勘案し、無

利子、ゼロ％としているところでございます。

あと、この規則そのものがほかの団体、指定管

理団体が同じようなことがあったときにその公平

性はどうかというところでございますが、今回こ

の規則につきましては名寄振興公社緊急運営資金

貸付規則という名称のものでございまして、その

趣旨におきましてもピヤシリスキー場など名寄市

の公共施設の管理運営を所管する出資法人である

株式会社名寄振興公社の経営の安定と事業の円滑

な運営を図るために緊急な運営資金を必要とする

ためというところになっておりますので、今回の

貸付規則につきましては名寄振興公社に対しての

ものとなってございます。

供託をされたものがこの貸し付けがあれば本来

であれば安定するはずのものがさきに提出した改

善計画や収支計画の中ではそうではない部分があ

るのではないかというところでございますけれど

も、これについては決算を再精査させていただい

たところ、累積の赤字と、それから年間 ０００

万円程度の赤字になるという構造的なこともござ

いましたので、計画の中では採算部門であると考

えられていたなよろ温泉サンピラーの部分につい

ても指定管理料を入れることでの安定をさせてい

ただくような計画を出させていただいたところで

ございました。ですので、今回の貸し付けの後に、

先ほど副市長からも御説明ありましたが、まだ不

足する部分がありますので、これについては今後

計画を出させていただく中で協議させていただき

たいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ３点目にありました

今回の予算措置、これを実行すると法人に対する

政府の財政援助の制限に関する法律、これに触れ

るのではないかという御質問だったというふうに

思います。これは、佐久間議員も以前ごらんにな

っているかと思いますけれども、第三セクター等

の経営健全化の維持等に関する通達が出されてお

りまして、これは積極的に発動せいということで

はありませんけれども、行政側からの三セクに対

する支援策の中に長期あるいは短期の貸付金とい

う方法があるということで明示がされております

ので、法には触れないものだという認識をしてご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 金利については、経

営安定するまで取れないということだとか、規則

についてはこれは限定するものであると、振興公

社に限定する規則であるというような御説明だと

か、そのあたりはお答えはわかりましたけれども、

最後の国の指針と、それから市が出せるべき限度

額というのが幾ら緊急避難的、突発的といえども、

通常は株式５１％、この持ち株の範囲内、つまり

名寄市であれば９５０万円とかそのあたりだと思

うのです、三セクのところでいうと。市民のさま

ざまな生活が脅かされるようなことになっては、

これは到底だめだと思うのです。だから、今回は

貸付金というくくりですから、返してもらえるこ
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とを前提に考えるならば、これは緊急避難として

やむなしかなというふうに私も思うのですけれど

も、かなり苦悩されていると思いますから、この

あたりしっかり調整したり、それから市民の皆様

の説明責任も含めて、きちんとこれは説明をして

いただきたいというふうに思いますし、市もこれ

は苦悩しているだろうと思いますが、私どももこ

の間特別委員会の中で真剣に議論して、名寄市の

将来や、あるいは振興公社の将来あるべき姿、そ

のことをどういうふうに再構築していけばいいの

かということで、大変難しいことで、議論も大変

苦悩するものでありましたから、ここは余りにも

底の見えない泥沼のような形で突っ込んでいくよ

うなことがあってはならないと私は思います。だ

から、その歯どめ策、そのことを周りの方とも重

複しますからもう一度御答弁いただきまして、私

の質問については閉じたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の貸し付け ０５

５万円についてですけれども、私も財政を預かる

立場として非常に市民の皆さんに心苦しく思って

おります。当然市民の皆さんからいただいた税金

を入れての支援となりますので、ただ貸し付けと

いうことでございますから、これは最終的には何

らかの形で公社のほうから返還していただくと、

これは大前提としてこれはゆるがせはできないと

思っております。係争案件ということですから、

そこの問題発覚したときにはあってはならないこ

とという表現させていただきましたが、本来債権

譲渡できないというふうに協定で書いてあるもの

がされているということでありますから、この部

分も含めて係争ということになっております。最

終的には必ず何らかの形で公社のほうからこの貸

付金については返済していただくと。そのために

もしっかりした経営改善計画と今後の収支見込み

もつくっていただくと、そういう形でまた公社の

ほうとさまざまな形で協議させていただきたいと

思います。

そして、もう一つ、次から次へとお金をつぎ込

むことになる、これは本当に避けなければならな

いことだと思っています。先ほどお答えしました

けれども、ことしの４定の中でまた再精査させて

いただきたいと思いますが、当然経営改善計画も

つくりますので、翌年度以降これは最終的には予

算の審議していただくことになって、その中で指

定管理という形になりますけれども、あわせて提

出させていただくことになりますし、節目節目で

公社の経営どうなのだと。それについては今回の

議会でもいろいろ御議論いただきましたが、必ず

今の経営状態どうなのだと、これは我々としても

しっかり監視の目を光らせて、もしそれでなかな

かうまくいかないような兆しがあれば、これはお

っしゃるとおりいろんな手法考えられるかもしれ

ません。これは、道のほうの指定管理も受けてお

りますので、私のほうで一概に今ここで言うこと

はできませんけれども、当然市民の皆さんの税金

を際限なくつぎ込むという話にはなりませんので、

そこはしっかり監視といいますか、さまざまなデ

ータも読み取りながら、そして今状況どうなのだ

と、さらに密に連絡とり合いながら、不測の事態

にならないように進めてまいりたいと思っており

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ７款商工費 ０５５万

円、名寄振興公社経営改善事業費についてお尋ね

をしたいと思います。

先ほど来から質問ございましたけれども、今副

市長からも貸付金ということで、将来的に税金を

投入しますけれども、返済されるというような前

提でのお話がございました。さきに修正して出さ

れた決算報告書、振興公社の平成３０年度第４７

期の決算状況、株主資本合計でマイナス ２１７

万 ０８５円とかなり債務超過をしている状況の

会社であるといったところに、あえて貸付金でリ

スクを負って市が直接貸し付けるといった判断に

至った考え、これについて御確認をしたいという
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ふうに思います。将来的に先ほど貸し付け内容の

部分では１０年ほどの償還を考えているといった

期間のお話もありましたけれども、１０年間その

債務を市として背負っていくというリスク、途中

で償還ができなくなった際に債権を放棄しなけれ

ばいけないといった事態が出てきたとき、その際

にもまた議会の債権放棄に関する議決、議会に預

けられるといった状況がある中では、補正予算の

部分についても議会として慎重にならなければい

けないといった考えは当然皆さん持っていると思

いますので、そちらについての考え方もう一度お

聞かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回は、緊急措置と

いうことでの貸付金ということでの提案をさせて

いただいたというのが１つありまして、緊急に対

応しなければいけないというのが１つあるのと、

それともう一つは先ほどからの答弁の中にもある

ように決して市が肩がわりをするということでは

なくて、最終的には公社の責任としてしっかりこ

の金額については返済をいただき、市民の皆さん

に御迷惑をかけないという前提もあって、そうい

った意味も含めて、市としてのリスクはあるのか

もしれませんけれども、市としてある意味ゼロ金

利、金利は無利子ですので、そこのところについ

ては支援という意味もあるのかもしれませんけれ

ども、そういった意味も込めて今回は市からの直

接の貸付金として提案をさせていただいていると

いうことであります。

また、このリスクについては、先ほどからの答

弁にあるようにしっかりと三セクについて厳しい

視点を持って対応していきたいと思いますし、今

回の貸し付けの大前提となります償還計画、ある

いは今後先ほど４定までというお話もさせていた

だきましたけれども、その中の改善計画もさらに

精査をさせて説明をさせていただきたいと思いま

すので、ぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） さきに撤回されました

議案第３１号 令和元年度名寄市一般会計補正予

算（第４号）、こちらにつきまして合計金額で１

億 ０５５万円、経営改善補助金と貸付金 ００

０万円と ０５５万円、それぞれ金額ありますけ

れども、これ一度撤回されて、今回貸付金という

部分だけ再度補正予算として上程されてきている

わけですけれども、先ほどもちょっと申し上げま

したとおり、将来的に債権を市が担っていかなけ

ればいけない、裁判の係争中の部分のリスクも含

めて償還が滞るといった部分のリスクについては、

ここは拭えない部分だというふうに思っておりま

すけれども、今回の上程なぜそちらの貸付金を選

択されたのか、そこについてもう一度、補助金で

はなくて貸付金を選択されたのかお伺いをいたし

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の ０５５万円

貸付金については、最初の室長の説明からもあっ

たように本来指定管理料として入るべきお金とい

うこともありましたので、入るべきお金というこ

とで、ここは緊急を要するということもありまし

たので、市として貸付金という形で対応させてい

ただいたということであります。

また、前回提案をしました ０００万円につい

て、これはもう資料を既に出させていただいてい

ますけれども、この間の累積として ０００万円

ほどの赤字があるということでありますので、こ

こらの対応については４定までに改めて公社とも

しっかりと指導するところは指導させていただき、

協議するところは協議させていただいて、それら

の対応については改めて４定の中で御審議をいた

だければ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思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほど来から４定の中

でまた再度補正予算の提案というようなお話が出

てきておりますけれども、率直にお伺いしますけ
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れども、今年度この ０５５万円含めて幾ら程度

名寄振興公社に補正予算も含めてお金をこの後つ

ぎ込もうとしているのかというところ、どれぐら

いを想定しているのかというところをお尋ねをし

たいというふうに思います。

あわせて先ほど来からお話ししているとおり、

リスクをはらんだ貸付金を選択したというところ

でございますけれども、補助金ではなく償還して

いく部分での貸付金ということで、無利子で償還

をしていくといったところ、やっぱり貸し付けに

関しては市が貸し付ける方法ではなく、先ほど来

からありますけれども、民間金融機関を利用して、

市が損失補償をした中での貸し付けという方法も

選択肢としてあったのではないかというふうに考

えておりますけれども、最後にそちらの検討の経

過ももしあればお知らせをいただければというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 民間から公社が資金

を調達して、市は恐らく損失補償の議決をいただ

いて資金調達をするという方法も確かにあるのだ

というふうに思っておりますが、ここはいずれに

してもリスクのところでいくと、方法は違っても

同じなのだというふうに思っています。ただ、今

回緊急であるということで、いずれにしても公社

が金融機関と調整をしなければ融資に結びつかな

いというところがありますので、一つ時間的な猶

予からいくと、そこのところはできるだけ速やか

に運ぶとすると市の直接的な貸し付けがいいだろ

うというのが１点ありました。

それと、公社の実態については、既に収支の修

正あるいは差しかえをもって報告させていただい

ておりますけれども、非常に厳しい経営状況にあ

るということでありまして、これは先ほど支援と

いう言葉もちょっと使わせていただきましたけれ

ども、民間から資金を調達すると当然金利がかか

るわけでありますので、ここについては市の支援

として金利分については市のほうで負担というか、

金利を軽減できるような方策を考えさせていただ

いたということでぜひ御理解をいただければと思

います。

〇議長（東 千春議員） 高野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ただいまの答弁で

ございますけれども、民間から借り入れというこ

とで今お話があったのですけれども、そのことの

話し合いというのですか、そのことを前提に議論

したことはなかったのかということが１点と、私

たち特別委員会を設置いたしまして議論をしてき

たわけです。市民の方からたくさんのお手紙もた

くさんのお電話もたくさんの苦情、相談もいただ

いたところです。本当に市民がこのことに関して

名寄市の一大事であるというふうに受けとめてい

ますし、私たちも真剣に特別委員会で議論をして

きました。その結果撤回ということで、本当に残

念です。またいろいろと考えているところもあり

ますけれども、皆さんがこのことに関して本当に

心配をしている。今このことで本当に問題が解決

されるのか。経済部産業振興室の方が本当に一生

懸命書類をつくって、議会に提示していただいて

いますけれども、公社の姿が見えない。そのこと

も懸念されているところでございます。先ほどか

らの議論の中で、係争中の件に当たっては勝訴す

るということでございますけれども、市民はそう

いうふうには見ていない。そのことをどういうふ

うに考えているかお聞きしたいと思います。

そしてまた、先ほど副市長がこれでいいのか、

公社ということで、しっかり頑張っていただくと

いうことです。本当に公社の姿が見えない。そし

て、今回緊急的に ０５５万円貸付金として提案

されていますけれども、しっかりと皆さんで議論

をしていただいたのか。そして、このこと以外に

指定管理者、一般公募でない指定管理者制度とい

うところで問題があるのではないかというふうに

も考えております。この点についてお聞きいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） まず、市民の皆さん

が大変心配をされていると。議員のもとにも多く

の声が寄せられていることについては、私どもも

真摯に受けとめたいというふうに思いますし、私

どもも直接、市長名で入っている投書もあります

し、私どももいろんなところに出るときにはいろ

んな声をいただいておりますので、ここは真摯に

受けとめたいと思いますし、必要なところは公社

にもしっかりと伝えながらいきたいと思います。

また、公社のほうも当然そういった厳しい声をい

ただいているということについては、私どもも認

識しているということでぜひ御理解をいただけれ

ばというふうに思います。

公社の姿が見えないということであります。こ

こについては、公社は公社の中で職員レベル、あ

るいは取締役のレベル、あるいは株主を集めての

説明も含めて取り組んでいるところはありますけ

れども、ある意味でいうと係争中のところもあっ

て、十分情報が発信し切れていない部分もあるか

もしれませんので、ここについては私ども市のほ

うからも三セクに対して改めて、さきにも指導は

しておりますけれども、改めてきょうの御意見を

受けて指導をさせていただきたいと思いますので、

ぜひ御理解をいただければと思います。御理解を

いただければと思いますが、よろしかったでしょ

うか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇経済部長（臼田 進君） 大変申しわけありま

せん。民間からの借り入れということでありまし

た。これについては、先ほども申し上げましたが、

公社が独自に借り入れるところについては、先ほ

どもお話ししたように株主の理解もいただきなが

ら、株主である金融機関の理解もいただきながら、

自助努力の中で最大限の借り入れを行ったという

ことについては、これは事実としてあるというこ

とで御理解をいただければと思います。さらに、

今回の市としての ０５５万円の提案について、

これについても民間のほうから借り入れられない

かという御質問だったというふうに思いますが、

これは先ほどの倉澤議員のところでもお答えをさ

せていただきましたけれども、緊急的な対応があ

るということと、さらにはかなり大きな金額、し

かも公社の意に沿わないところの ０５５万円と

いうことがありましたので、ここは市としての一

定の支援という意味も含めて市から直接貸し付け

をさせていただきたいという提案であるというこ

とで御理解をいただければと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇経済部長（臼田 進君） 済みません。ちょっ

と一遍に覚え切きれなかったので、申しわけござ

いません。

指定管理のところです。これが一般公募によら

ないところに一つ問題点があるのではないかとい

う御指摘なのだというふうに思います。ある意味

でいうと、指定管理の市内における課題なのだろ

うというふうに思っています。ただ、名寄市が行

っている指定管理については、これは決して公社

が受けている施設だけではありませんけれども、

やはり市内企業の育成、あるいは市内での資金の

循環も含めて、市内に事務所のある事業所等とい

うことで一定のキャップを設けさせていただいて

いるのがあります。その中で申し上げますと、公

社が請け負っている施設については、やはり特定

の技術であったり、知識であったり、それが必要

となる施設でありますので、市内においてはそれ

にかわる団体がないということで今も公社に公募

によらない方法での指定管理のお願いをしている

ということでありますので、御理解をいただけれ

ばと思います。今後ともそれは指定管理のあり方

も含めて、課題として受けとめさせていただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） やはり指定管理は、

先ほどから皆様おっしゃっているように非常に問

題であるというふうに思いますし、都会の状況と

また地方における人口減少、企業が少ない中での
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指定管理が本当に難しくて、このような結果にな

ったのかなというふうにも思いますけれども、今

回債務が確定していない中での今回の貸し出しで

す。また、改善計画も特別委員会で途中になって

いるところでございますけれども、このことにつ

いて補助金として前の委員会には出ていたわけで

すけれども、このことに関して今後どのような対

応をとられていくのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の経過というか、

見通しという御質問だったのだというふうに思い

ます。ここは、先ほど橋本副市長のほうからもお

話ありましたけれども、今回については貸付金と

いうことでありますけれども、前回提案した ０

００万円、あるいは不明のところもありますので、

これらについてはできるだけ早期に明らかにしつ

つ、４定に向けて改めて精査をして御相談あるい

は御提案をさせていただきたいと思いますので、

ぜひ御理解をいただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） これから公社に対して

どれぐらいの資金が必要なのかというのは、やっ

ぱり大きな問題だと思っておりますが、これは中

身を十分分析させていただきまして、先ほども答

弁させていただきましたけれども、それぞれこれ

は公金を使うべき、あるいはこれは公社のほうで

借り入れをすべき、それともこれは完全に不法行

為なので、自分たちで決着をつけてくださいとい

うものもあるかと思います。それぞれの状況に応

じた形で資金の支援、あるいは自分たちで何とか

しなければならないところ、そういうところも分

析も踏まえて４定の中でまた御議論させていただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） まさに株式会社名

寄振興公社でございますので、やはり株式会社と

して自分の責任で経営をしていってほしいという

ところでございます。４定の中で議論をさせてい

ただくということでございますけれども、市のか

かわりのある出資している振興公社ということで

もありますけれども、本来であればやはり振興公

社が自分が株式会社としてひとり立ちし、そして

借り入れ、利子も払いながら企業努力をしていく、

そのことが一番求められるというふうに思います。

今回の件は、本当に想像もしない状況でございま

すけれども、やはりこのことに対して市としてき

ちんと対応していただきたいと思いますし、私た

ち議会もきちんと対応したいというふうに思いま

す。今回振興公社は、非常に道内外、また全国か

ら注目を集めているところでございます。このこ

とを株式会社としてしっかり努力していただくと

いうことをもう一度確認したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 本当に大変な問題引き

起こしたということでありますので、先ほども申

し上げましたけれども、公社の責務必ずあるはず

ですし、私ども市もきちんとそこは指導なりなん

なりをしていかなければならない問題だと思って

おります。何といっても市の重要な施設を担って

いるところでありますし、言いかえると長い間蓄

積されたノウハウもあったということですけれど

も、よくよく考えてみますと指定管理そのものの

根幹にかかわる問題もこの中で浮き彫りになった

かもしれません。さまざまな角度から検証し、再

度４定の中でしっかりとした計画、しっかりとし

た資金のあり方詰めながらまた御説明させていた

だきたいと思いますし、市民に対しての説明も、

１０月からになるかと思いますけれども、その中

でしっかりさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤靖議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、今までの

いろんな議論がありました。今回の ０５５万円、

ここにいる１８人の議員それぞれこれがなかった

らさらに資金ショートを起こすという事態は理解

をしているものであります。それ以上でもないけ

れども、ただそれが本当に振興公社のためになる
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のかというと、あるいは振興公社がこれから大丈

夫かというと、先ほどの副市長の答弁ではないで

すけれども、一回撤回をされた経営改善計画、来

年度から ０００万円ずつ赤字が出るのだという

計画で出ていたもの、そこに ０５５万円投入す

るということへの不安というのはやはりあると。

本当に回収がちゃんとできるのか。きょうまさに

議決をされた後これから契約していくときに、ち

ゃんと成り立つのかという意味も含めて皆さんに

不安があると。何回も言いますけれども、 ０５

５万円の必要性はみんな認識していると思うけれ

ども、これは多くの人が振興公社を守るための

０５５万円ではなくて、なよろ温泉サンピラー、

日の出湯さんもなくなって、市内唯一の一般浴場

になった名寄振興公社の経営を潰してはならない

と、運営をとめてはならないという意味も含め、

あるいは冬季スポーツの拠点化を含めてあの施設

をそのまんま潰してはならないという思いを含め

て持っているからなかなか踏み切らないことであ

りますけれども、そういう意味では先ほど副市長

が公社とのやりとりの中でこれでいいのか、これ

でいいのかというようにきちっと問答をしていく

というお話をしました。その背景にあるのは、場

合によっては市直営でもいいという決断をされる

時期があるのか、あくまでも振興公社を守るため

の議論を深めていこうとしているのか、そこにつ

いて改めてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） これでいいのかという

発言させていただきましたけれども、この議会の

場で ０５５万円、本来入るべき指定管理料が入

らないという事態でこれだけの大きな議論を巻き

起こしているというこの状況そのものをもう一度

振興公社の皆さんにも考えていただきたいという

ことも入っております。市のほうの最初のこの問

題発覚のときには、やはり事業の運営をとめては

いけないということが大前提でありますし、この

０５５万円については、これは振興公社を守る

というためのものでは私個人的には思っておりま

せん。これをもとに当然振興公社の経営が改善さ

れていって、今まで蓄積されたノウハウも生かし

ながら、しっかりと名寄市の事業を請け負ってい

ただく、道の事業を請け負っていただく、これは

もう一番いいことでありますし、それについては

市のほうも一定の支援をする。ただし、これで甘

えるような公社であってはいけないというのはも

う当然でありますし、それはこれでいいのかの中

に入っているというふうに思っていただいて結構

だと思います。当然先ほどの佐久間議員のやりと

りの中でもありましたけれども、節目節目できち

んと見ながら、今後どうなっていくのか、これは

そのたびごとに注視しながら、状況もお話ししな

がら進めていかなければならない問題だと思って

おります。ただ、現状では、先ほどの公募、非公

募、民間との指定管理のやりとりもございました。

あの施設そのもの、事業そのものをしっかりと運

営できる人材そのもの、あるいは企業も含めてな

かなかないのも実際でありますから、非常に難し

いかじ取りが迫られるとは思いますけれども、改

めてこの ０５５万円の貸し付けの意味をしっか

り公社と、そして我々市も受けとめさせていただ

いて、今後どういうふうになっていくのか、これ

は十分責務を果たしながら進めてまいりたいと思

いますし、場合によりましては公社はここの事業

はやっぱり不得手だったらどうなのだろうねとい

う話もそのやりとりの中ではしなければならない

場面もあるかと思います。全て今後の事業の進み

方によりますけれども、きょうのこの議論をしっ

かり公社にも、恐らく聞いていると思いますけれ

ども、しっかり聞いていただいて、本当に大変な

事態なのだと改めて認識していただいて、そして

前向きにやれるところからすぐにでもやっていた

だくのが一番だと思っております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） そのためにも公社が

そのまま経営を継続する意味なら、先ほどの山田
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議員とのやりとりもありましたけれども、やはり

経営改善計画を４定までではなくて、一日も早く

議会側に提示をして、４定で初日に提案されて、

また最終日まで決めるというと、議会の日程を含

めてまたせっぱ詰まった中で議論をしていくとい

うことには私はなるべくしたくないと。せっかく

これから議論の中で特別委員会をつくるのなら、

その中でじっくり振興公社でやっていけるのかと

いう議論を特別委員会の中でもしていけるような

環境を整えると。そういう意味では、４定ではな

くて、経営改善計画を一日でも早くつくり上げて

出すと。既に ０５５万円きょう議決したら、こ

の後契約でまたお話があるでしょうから、当然な

がらそれも償還計画も含めて早急につくっていく

ということでありますので、その辺については確

約をいただきたいと。４定で頭でいいということ

ではなくて、一日でも早く出すということで確約

をいただきたいと思いますけれども、いかがです

か。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうで確約という

ことでありますけれども、一日でも早くというこ

とですので、一日でも早く出させていただきたい

と思います。ただ、公社のほう、今のやりとりの

中で公社のほうの状況についても私いろいろ伺っ

ておりますけれども、特別委員会の中でもたしか

あったと思いますが、現場の職員がまだ足りない

ですとか、さまざまな今問題も出てきております。

こちらについては、並行しながら手当てしている

ところでありますけれども、その行方も見守りな

がらでありますが、経営改善計画、そして今後ど

ういうふうになっていくのかについては、できる

だけ早く、それこそ佐藤議員の言うとおり一日で

も早く出せるように頑張ってまいりたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） これより採決を行いま

す。

議案第３５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 意見書案第

１号 プラごみ対策とごみを出さないシステムの

確立を求める意見書、意見書案第２号 林業・木

材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書、以上２件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外１件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第７号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。
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〇議長（東 千春議員） 日程第８ 名寄振興公

社のあり方に関する特別委員会の設置についてを

議題といたします。

お諮りいたします。名寄市の第三セクターであ

る名寄振興公社の経営形態、施設整備、あり方に

ついて一定の方向性を見出すことを目的に、名寄

振興公社のあり方に関する特別委員会を設置した

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、名寄振興公社のあり方に関する特別委

員会を設置することに決定いたしました。

ただいまの決定に基づき名寄振興公社のあり方

に関する特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第１項の規定により、倉澤宏議員、

山崎真由美議員、佐久間誠議員、三浦勝秀議員、

今村芳彦議員、塩田昌彦議員、東川孝義議員、山

田典幸議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ３時０３分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

正副委員長の互選が行われましたので、その結

果を報告いたします。

名寄振興公社のあり方に関する特別委員会委員

長に東川孝義議員、副委員長に佐久間誠議員、以

上であります。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議員の派

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議員の派遣が決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 委員の派

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和元年第３回定例会を閉

会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ３時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠
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署名議員 黒 井 徹


