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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２２年９月７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第２回定例会付託請願第２

号 望湖台センターハウスの継続運営

に関する請願について（経済常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市児童館条例の制定

について

日程第７ 議案第３号 名寄市児童クラブ条例の

制定について

日程第８ 議案第４号 名寄市予防接種健康被害

調査委員会条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 市道路線の認定について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて

日程第12 議案第８号 平成２２年度名寄市一般

会計補正予算

日程第13 議案第９号 平成２２年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算

日程第14 議案第１０号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１１号 平成２２年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第16 議案第１２号 平成２２年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第17 議案第１３号 平成２２年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第18 議案第１４号 平成２２年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第19 議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第20 報告第１号 平成２１年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第２回定例会付託請願第２

号 望湖台センターハウスの継続運営

に関する請願について（経済常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市児童館条例の制定

について

日程第７ 議案第３号 名寄市児童クラブ条例の

制定について

日程第８ 議案第４号 名寄市予防接種健康被害

調査委員会条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 市道路線の認定について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて
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日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて

日程第12 議案第８号 平成２２年度名寄市一般

会計補正予算

日程第13 議案第９号 平成２２年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算

日程第14 議案第１０号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１１号 平成２２年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第16 議案第１２号 平成２２年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第17 議案第１３号 平成２２年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第18 議案第１４号 平成２２年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第19 議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第20 報告第１号 平成２１年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１番 上 松 直 美 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

２年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 植 松 正 一 議員

１２番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月３０日まで

の２４日間といた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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月３

０日までの２４日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第２回定例会付託請願第２号 望湖台センター

ハウスの継続運営に関する請願についてを議題と

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。

経済常任委員会、木戸口真委員長。

皆さん、〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

おはようございます。議長より御指名をいただき

ましたので、平成２２年第２回定例会におきまし

て当委員会に付託されました請願第２号 望湖台

センターハウスの継続運営に関する請願について、

委員会における審査の経過と結果について御報告

を申し上げます。

この請願は、名寄市老人クラブ連合会風連支部

支部長、菅野正雄氏ほか３４名から提出されたも

のであり、その趣旨は住民の憩いの場である望湖

台センターハウスの継続運営のお願いであります。

委員会は、６月１５日、６月３０日、７月１２

日、７月２０日の４回にわたり開催し、経済部長

を初め担当職員の出席と、さらに請願者代表の菅

野正雄氏に参考人として出席を求め、審査を行っ

たところであります。

初めに、望湖台センターハウスの状況報告が経

済部長、担当職員からあり、名寄市では市長を本

部長として名寄市行政改革実施本部を５月２７日

に設置した。このことは、一昨年以来の継続検討

事項であり、今９月をめどに方向づけをすること

で作業を進めている。経営状況については、平成

２１年度事業報告書により当期２２４４７２ ２

１９１で、前期１り１し１１４３０２ １１３１

を引いて１７２１０６１の当期末未処分２２があ

ったが、市からの指定っ理委託っ理っ ８５０２

１を含めたものであり、厳しい経営状況にあると

の説明を受けました。また、参考人として出席い

ただいた請願者代表の名寄市老人クラブ連合会風

連支部の支部長、菅野正雄氏は、風連地区には９

老人クラブがあり、会員数は５３０名で、それぞ

れの単位クラブで例会が行われている。特に望湖

台センターハウスの近くの複数のクラブでは例会

場所として２用しているし、ほかのクラブも２用

に心がけてもらうよう進めている。私たちは、よ

いものをやってほしいということでなく、何とか

最少の修理をしている中で何とか継続していただ

きたいとお願いをしているとの思いを訴えられま

した。

望湖台の状況に対する委員からの主な質疑は、

１点目に指定っ理者である（株）ふうれん望湖台

振興公社の現況と意向はどうなのか、職員の労働

体制については問題ないのかに対しましては、望

湖台振興公社はとりあえず２２年度までの指定っ

理者であるので、そこまでは頑張ろうと思う。株

主との意見交換では、存続、廃止でも理事者の決

定に従うとの意見が出ている。職員の勤務は常勤
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で３人で、そのうち２人が当直的な仕事を担って

いる。労働基準法の問題もあり、それをクリアす

るには社員体制でも四、五名という状況をつくら

なければならないと考えている。３名さらにふや

すと７００２１から８００２１ぐらいかかり、今

の２用、使用っでは収支が全く合わなくなってし

まう。望湖台振興公社の経営の中では、特に人件

費をいかに削るかということで何とか収支を合わ

せているのが現状であるとの説明を受けた。

２点目には、望湖台センターハウスを継続した

らどのような対応が必要か、廃止すると今後の対

応はに対しましては、今後も望湖台センターハウ

スを継続するには全ス改修を考えた場合１ス ０

００２１以上かかると思われる。指定っ理者が来

年３月で終了するので、存続の場合８月半ばから

公募に向けた事務手続を進めなければならない。

また、２基のボイラーのうち１基は業者からのリ

ースでの対応で、もう一基は老朽化している状況

にある。ボイラー１基の入れかえは４００２１ぐ

らいかかり、配っは別となる。さらに、望湖台の

バス２用は現在老人クラブの方々を１軒１軒迎え

に行っているが、改善が必要である。望湖台セン

ターハウス廃止の場合でも自然公園は整備し、存

続する。キャンプ場、コテージ、バンガローは、

夏場にっ理人を置く等の形をとって今後も運営し

ていくとの説明を受けた。

３点目に、存続は現状では厳しいが、しかし２

用者、請願者の憩いの場としての役割もある。一、

二年の期間で存続できないのかに対しましては、

存続の場合当ス存続なのか、ずっと存続なのかで

あり、現状では老朽化している故障に対応しなが

らの営業という状況になる。非常に現実難しい判

断と考える。当ス存続は一つの大きな選択枠とは

思うが、その場合期限を明確にしなければならな

いと思う。明確にしないで当スとはならないと思

うとの説明を受けました。

委員からの意見では、改修に多額の費用が必要、

今の指定っ理者が終わる来年３月で廃止するほう

がいろんなスでよいと考える。請願者の思いはわ

かるが、いつまでも存続することができるのか明

確でない。傷が広がる前に一定の区切りをつける

べきだなどの廃止論と、望湖台振興公社２１年度

決算の経営努力が見え始めている。存続への地域

の願いは大変強い。老人クラブを中心とした地域

住民が望湖台を２用する努力をしている。最小限

の改修で高齢者の憩いの場を残してほしいなどの

存続論が出された。

以上の議論経過から、存続には経費がかかるな

ど厳しいスがあるが、住民の憩いの場、老人クラ

ブのコミュニティーの場として使用され、住民の

公衆衛生と保養の場であり、風連地区の福祉施設

でもあることから、平成２２年第２回定例会付託

請願第２号 望湖台センターハウスの継続運営に

関する請願は、全会一致で趣旨採択すべきと決定

したものであります。

以上、当委員会の審査の経過と結果の報告とい

たします。どうかよろしくお願いいたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

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）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第２回定例会付託請願第２

号は委員長報告のとおり決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１０分

再開 午前１０時１０分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。
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皆さん、おはようござい〇市長（加藤剛士君）

ます。本日、平成２２年第３回定例会の開会にあ

たり、これまでの主な行政事項について、その概

要を御報告申し上げます。

まず初めに、７月２９日の大雨災害の状況につ

いて申し上げます。

最初に、この場をお借りし、被害にあわれた皆

様にお見舞い申し上げます。

今回の大雨は、旭川地方気象台発表の速報値に

よると、１時間最大で２ ５ミリメートよ、１日

では１１７ミリメートよになり、これまでの７月

１１月当たり平均１水１の９ ６ミリメートよを

上回る１が１日で１り、多くの被害が発生しまし

た。

名寄の旭１丘地区と風連の緑町地区の住民に避

難勧告を発令し、４８世帯９７人の方に４１所の

避難所に避難していただきました。家屋の浸水被

害については、床上浸水家屋５件、床下浸水家屋

４１件になりました。

災害災災費と災害対災費、合わせて ０００２

１の補正予算を専決処分しており、不足額は今定

例会に追加補正し、引き続き応急災災工事などを

進めてまいります。

今回のゲリラ豪雨的な大雨については、気象の

予測も難しく、初めて避難勧告を発令して、地域

住民の避難誘導を行いましたが、これまでの天塩

川等の決壊を想定した訓練とは異なり、多くの課

題も出てきました。

道路が冠水した状況での避難誘導、地域町内会

との連絡調整など、課題を検証して、地域を含め

た初動体制及び連携の充実と避難支援体制の向上

に努めてまいります。

次に、企業会計を除いた平成２１年度の各会計

決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形差収支で４ス ２０７２８千１の黒

字となり、字年度に１り１すべき一般字字 ３８

４２９千１を差し引いた実質収支は、４ス８２２

２９千１となりました。この額から、名寄市基金

条例に基づき字政調整基金へ１ス１、減債基金へ

２ス１をそれぞれ積み立て、残り１ス８２２２９

千１を平成２２年度へ１り１しました。

特別会計では、国保の保険事業特定で１ス ０

３９２３千１、介護の保険事業特定で ３２３２

１、それぞれ黒字となり、他の特別会計について

は、一般会計１入金で調整を行い、収支はゼロと

なっています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２１年度末の基金残高は、

３４ス ３８４２７千１で、前年度末に３べて、

１２０２９千１の１加となりました。

満期一括債の１上償還の字字として、減債基金

の３ス１をはのめ、合計で４ス ７６９２８千１

を取り崩しましたが、字政調整基金、減債基金、

東病院振興基金などに、合計で４ス ８９０２７

千１を積み立てたことから、基金全体では、前年

度３ ６パーセントの度１となりました。

主な基金の残高は、字政調整基金８ス ８６７

２５千１、減債基金２ス ５４２２７千１、公万

施設整備基金１ス ８６７２５千１、東病院振興

基金２ス９７７２７千１、合基特例基金１２ス

１６０２１となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金２ス ０５６２１千１、介護金付費準備基

金１ス ７５９２４千１となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な字政運営に努めてまいります。

次に、名寄市自治基本条例について申し上げま

す。

まちづくりの基本よーよとなる名寄市自治基本

条例の施行に伴い、市民との情報万有、市政の透

明化を図るため、庁議、部・次長会議、市長決裁

等の政災決定に係る事項などに加え、４月以１の

教育委員会及び農業委員会会議の概要等を市ホー

ムページで公表しました。

また、市民参画の手法であるパブリック・コメ
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ントの制度化に向け、本定例会に条例（案）を提

案させていただきました。

次に、総合案内窓口について申し上げます。

公約に掲げました「民間会社名寄市」的発想と、

市民が主役の観点のもとに、６月２８日から７月

３０日までの１１月間、名寄庁舎において総合案

内窓口の試行を実施しました。

臨時職員１人と名寄庁舎に勤務する市民部・総

務部のっ理職員が交代で業務にあたり、 ３３６

人の市民に御２用いただきました。

今後、さらに試行を１り返し、検証を加えなが

ら、本格実施に向けて、課題を整理してまいりま

す。

次に、町内会長と行政との懇談会について申し

上げます。

６月２８日、グランドホテよ藤花において、名

寄市町内会連合会主催による行政との懇談会が開

催されました。

今年度の市の主な事業について説明を行うとと

もに、地域の要望などについて意見交換を行い、

情報と認識の万有を図ってきました。

今後もこのような機会を通のて、地域との連携

を強化してまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、６月２０日に開催された

「第３１回ふうれん白樺まつり」に、東京都杉並

区から松沼副区長をはのめ代表団６人と東京高１

寺阿波おどり一行３２人、さらには、ふるさと会

旭川風連会一行１５人の皆様に参加をいただくと

ともに、施設見学や「しらかばハイツ」への慰問

などを通のて、広く市民との友好を深めたところ

です。また、８月２８日、２９日に開催された

「第５４回東京高１寺阿波おどり大会」には、本

市から代表団と市民合わせて２５人が参加して、

友好自治体との交流を深めてきました。

「都会っ子体験交流事業」については、杉並区

２５人、名寄市３０人の児童が参加し、７月２８

日からの名寄会場、８月５日からの杉並会場にお

いて、それぞれ３泊４日の日程で実施され、お互

いのまちの生活や環境の違いを学び、交流と友情

を深めました。

山形県鶴岡市藤島との交流については、渋谷友

の会会長をはのめ訪問団９名が、８月１日に開催

された「てっしフェスティバよ」に合わせて来名

され、表敬訪問、交流を通の友好を深めたところ

です。また、少年少女相互交流では、野球少年団

の児童と引率合わせて２０人が、８月８日から４

日間の日程で藤島を訪問し、親善試合や交流会な

どを通のて、お互いのまちに対する理解と友情の

絆を深めました。

ふるさと会交流については、創立２５周年を迎

えた東京なよろ会から、恒例のゴよフツアーに合

わせて、６月２５日から４日間の日程で４６人が

来名され、「創立２５周年記念事業」が開催され

ました。新設した名寄市立天文台「きたすばる」

に因み、東京大学数物連携宇宙研究機構特任教授

唐牛宏先生の「宇宙に満ちるダークエネよギーの

謎」の講演をはのめ、市民との交流会などが行わ

れ、ふるさととの交流を深めていただきました。

次に、定住自立圏構想について申し上げます。

５月２８日に開催された上川北部地区広域市町

村圏振興協議会の総会において、定住自立圏構想

の推進と協議参加１３市町村の確認をいただきま

した。

６月には１１市町村の担当者で、複眼型中心市

の四２十市と周辺町村の黒潮町へ先進地調査を行

い、定住自立圏構想のノウハウを学んできたとこ

ろです。

今後は、中心市と周辺市町村との連携を深め、

１２月での中心市宣言を目指して協議を進めてま

いります。

次に、パスポート窓口の開設状況について申し

上げます。

７月１日から、市民課に開設された窓口で、パ

スポート事務が始まりました。

本事務は、道内で初めてとなる委託方差により、
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本市が下川町から事務を受託したことによって、

名寄市民と下川町民のパスポート手続きが可能と

なり、２便性の向上が図られたところです。

７月及び８月の２１月間の実績は、申請・訂正

が９８件で、内訳は、名寄市民の申請８６件・訂

正１件、下川町民の申請１０件・訂正１件となっ

ています。

次に、病院事業について申し上げます。

本年４月から６月までの第１四半期における一

般科の患者取扱い状況は、入院患者数が延べ２２

６５９人で、前年実績と３６すると８２６人の

減、率にして ４パーセントの減少となっていま

す。

また、ま来の患者数は５２ １１０人で、前年

よりも ６０７人の減、率にして ０パーセント 

の減少となっています。

医業収２については、一般科と精神科を合わせ

た入院収２は１１ス ６５４２２千１で、前年実

績と３６すると ２６１２７千１の１、率にして

８パーセントの１加となっています。

また、一般科と精神科を合わせたま来収２は４

ス １８９２８千１で、前年実績と３べて ９７ 

１２２千１の１、率にして ４パーセントの１加

となっています。

この結果、入院収２とま来収２の合計額は１６

ス８４４２１となり、前年実績に３べて ２３２

２９千１の１、率にして ４パーセントの１加と

なっています。

入院・ま来患者数とも前年３で減少しています

が、ＤＰＣ導入による診療単価の１及び診療報酬

改定により、収２は１加となっています。

今後も収２の確保に努めるとともに費用の節減

を図り、病院改革プランに基づく経営の健全化に

向け、より一層努力してまいります。

次に、高齢者の福祉施災について申し上げます。

高齢者の安全と安心の確保を目的に、６月下旬

から交付を開始した救急医療情報キット、通称

「「の「プセよ」は、７月末現在で約 １００個

を町内会に配付しており、現在、町内会ネットワ

ークなどの組織を通のて、対象者へ交付されてい

ます。

なお、本事業は、名寄市災害時要援護者支援計

画の基礎データともなることから、申請忘れを防

ぐため、民生委員などの協力を得ながら充実を図

ってまいります。

介護基盤緊急整備等特別対災事業の導入につい

ては、市内民間事業者から、２９人定員の小規模

１アハウスと１８人定員の認知症高齢者グよープ

ホームの設置計画が提出されました。

本事業は、介護保険事業計画に影響するため、

諮問機関である名寄市保健医療福祉推進協議会の

意見を踏まえて、施設入所待機者の解消に必要な

施設として平成２３年度事業で取り組むこととし、

先般、道に対し計画書を提出しました。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

平成２２年度の国民健康保険税については、基

礎課税分が４７２１から５０２１に、後期高齢者

支援金分が１２２１から１３２１に、それぞれ限

度額を改正し賦課しました。

当初賦課の状況では、本年度から応能応２割合

にかかわらず、７割・５割・２割の軽減を行うこ

とが可能となりました。

軽減の内訳は、７割軽減が ６１１世帯、５割

軽減が３２２世帯、２割軽減が６４７世帯となり、

国保加入世帯の５６パーセントにあたる ５８０

世帯が軽減の対象となっています。

今後とも、市民が安心・信頼できる医療保険制

度を確立するために、事業の１滑な運営に努めて

まいります。

次に、廃棄物対災について申し上げます。

７月４日に開催された「ふれあい広場」、８月

２９日に開催された「産業まつり」において、段

ボーよコンポスト、バイオディーゼよ燃っの宣伝

普及活動を行い、ごみの分別、減１化をアピーよ

しました。

また、学校、団体への分別、減１化についての
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説明会、講習会の開催やリサイクよセンター、埋

立処分場の施設見学会も引き続き行っています。

市内各事業所、個店での指導も含め、更なる適

正処理の啓発に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１月から６月までの上半期における火災及び救

急・救助出動状況については、火災件数は７件で

前年３５件の１、負傷者１人の発生となっていま

す。火災種別では、建物火災は４件、その他火災

が３件となっています。

救急件数は５２２件で、前年３１１件の１とな

っており、事故種別では急病３３１件、一般負傷

６４件、転院搬送６９件、交通事故３４件、その

他２４件となっています。

救助件数は１３件で、前年３６件の１となって

おり、交通事故によるもの８件、その他５件とな

っています。

救急現場における救「効果の向上を図るため、

バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）によ

る応急手当の普及に向け、４月から７月末までに、

１０事業所１４８人に普通救「講習を実施しまし

た。

予防行政については、４月から７月末までに一

般住般 ２５１世帯と高齢者住般６１４世帯の防

火訪問を実施し、住般用火災警報器の設置促進と

火気取扱いの指導など、住般防火対災の推進に努

めています。

消防体制については、災害地点の確定及び出動

指令の迅速化、効率的な部隊運用を目的に、本年

度、通信指令台の更新を行い、出動体制の充実を

図ってまいります。

次に、生活安全対災について申し上げます。

「名寄市公万施設の暴力団排除に関する条例」

の制定に伴い、６月２３日に、本市と名寄警察署

の間で「名寄市公万施設の暴力団等排除に関する

協定」を締結しました。さらに、暴力団排除ステ

ッ「ーを作製し、市内４３の公万施設に表示を行

いました。今後、名寄警察署との緊密な連携のも

とに、暴力団員に公万施設を使用させないことを

徹底し、市民生活の安全安心の確保に努めてまい

ります。

また、「名寄市犯罪のない安全で安心な地域づ

くり条例」の制定に伴い、新たに「安全安心地域

づくり推進協議会」を設置しました。

安全で安心して生活し、滞在することができる

地域社会を目指し取組を進めてまいります。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月３１日現在における発注状況については、

建設・委託事業合わせて８０件、事業費で９ス

７３３２１、発注率は７４パーセントとなってい

ます。

今後も引き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住般の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸の全ス改善工事を７月に着手し、本年１１月の

完成を予定しています。北斗団地は、鉄筋コンク

リート造２階建て１棟１２戸の建設工事を９月に

着手し、平成２３年１０月の完成を予定していま

す。また、平成２３年度現地建替及び改善工事に

伴う実施設計は、８月に着手し、本年１２月の完

了を予定しています。

「名寄市公営住般長寿「化計画」については、

９月から作業部会による作業を進め、本年１２月

の完了を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した金水を確保するための配水っ網整備工

事については、市道南１１丁目東通ほか２路線が

完了し、現在は国道２３９号線ほか１路線の整備

を進めています。

また、老朽っ更新工事については、風連２５線

ほか２路線が完了し、現在は、徳田しらかば通ほ

か２路線の整備を進めています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修工事については、名寄下
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水終末処理場の消化タンク設備の更新を行ってい

ます。

個別排水処理施設整備事業については、名寄地

区３基の合基浄化槽が供用開始され、現在は、名

寄地区で３基、風連地区で６基の整備を進めてい

ます。今後、両地区合わせて４基の工事発注を予

定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

本年３月に発注した、地域活力基盤創造交付金

の１１事業及び地域活性化・きめ細かな臨時交付

金事業については、北１丁目通及び南１１丁目東

通改良舗装工事が完成し、西６条通改良舗装工事

は、本年９月末の完了を予定しています。

社会資本整備総合交付金事業については、１９

線道路改良工事ほか３件を発注しています。

また、北斗・新北斗公営住般建替事業における

道路工事、北海道からの受託工事である徳田しら

かば１号通改良舗装工事については、順調に進捗

し、本年１１月の完成を予定しています。

次に、防塵対災事業について申し上げます。

未舗装道路のアスファよト乳剤による防塵処理

補修工事については、名寄地区・風連地区合わせ

て１３３路線、延長約２ ９キロメートよを施工

しました。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農作物全般の生育状況は、６月からの好天によ

り順調に推移していましたが、７月の気候は平年

と３べて平均気とが ３度高かったものの、１水

１は３１３パーセント、日照時間では７８パーセ

ントとなり、非常に湿度の高い状況が８月以１も

続き、１雨の影響が懸念されるところです。

現在の生育状況は、水稲については、高とによ

り登熟が進み平年より５日生育が早く、概ね良好

に推移していますが、高と多湿の気候の影響でい

もち病の発生が例年より多く、防除の徹底を指導

してきたところです。

畑作物については、豆類では８日、馬鈴しょで

は５日それぞれ平年より早く生育し、てん菜では

平年並みとなっていますが、いずれも湿害の影響

が見られるほ場が多い状況となっています。

秋まき小麦については、７月２１日から収穫が

始まり、平年より３日遅れの８月３日に終了して

います。現在は規格内に調製されていますが、１

雨の影響を受け、収１は１０アーよ当たり２００

キログラム程度と収１・品質ともに平年を大幅に

下回る状況となっています。

露地のアスパラガスについては、５月２４日か

ら３０日の低と・１霜により一部で凍害が見られ、

万選受入は５４９トンで５８０トンの計画に対し

９５パーセント、前年対３で９４パーセントにと

どまりました。

また、去る７月２９日に発生した大雨による農

作物の被害状況については、河川の氾濫などによ

り水田・畑の冠水、法スの崩壊などが発生し、１

２３戸、２７９ヘクターよが被害を受けました。

特に、馬鈴しょ、てん菜、南瓜などの畑作物の被

害が大きく、今後の回災に期待をするところです

が、収穫の状況を把握し、対応災を検討してまい

りたいと考えています。

次に、「産業まつり」について申し上げます。

地場産品の良さと農業・農村への理解を深め、

地産地消の推進と消費拡大を図ることを目的に

「第３２回なよろ産業まつり」を８月２９日、な

よろ健康の森を会場に開催し、「もち米作付日本

一・生産１日本一」を市内まにアピーよしました。

御協力いただきました実行委員をはのめ、関係

の皆様に感謝とお礼を申し上げます。

次に、「戸別所得補償制度モデよ対災事業」に

ついて申し上げます。

本年度から新たな制度として始まりました「戸

別所得補償制度モデよ対災事業」の加入状況は、

全体で７０３戸、このうち転作部分の水田２活用

自金力向上事業で７０２戸、米戸別所得補償モデ

よ事業で４１４戸となっています。

交付額については、水田２活用自金力向上事業

で６ス ９００２１、米戸別所得補償モデよ事業
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で４ス８００２１、激変緩和措置調整枠で３ス６

００２１、合わせて１３ス ３００２１を見０ん

でおり、本年１２月の交付を予定しています。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

農業経営の安定向上と地域農業の発展を目的に、

平成１８年度に着手した「名寄地区道営地域水田

農業支援緊急整備事業」については、受２ス積１

３９ヘクターよ、受２戸数４７戸、総事業費約４

ス１をもって事業が完了し、７月２９日に竣工差

が行われました。

平成１７年度に着手した「風連地区地域水田農

業支援緊急整備事業」及び「東豊地区農地集積加

速化基盤整備事業」については、昨年度、事業を

完了し、平成１８年度に着手した「瑞生地区農地

集積加速化基盤整備事業」については、本年度、

事業完了を予定しています。３地区合わせて、受

２ス積 ２５８ヘクターよ、受２戸数３１３戸、

総事業費は４４ス５千２１となり、７月２０日に

「風連地区道営基盤整備事業」の竣工差が行われ

ました。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」の瑞生地

区、万和地区及び名寄東地区については、引き続

き、区画整理・暗渠排水・用排水路などの整備を

実施してまいります。

また、「道営基幹水２施設ストックマネジメン

ト事業」の弥生地区については、頭首工ゲート・

揚水機場などの改修を実施しています。

次に、有害鳥獣対災について申し上げます。

本年度は、熊の出没回数が多く、８月３０日現

在の出没情報は１０件となっています。

なよろ健康の森の「森と水辺のゾーン」付近で

は、２件の目撃情報があり、足跡・フンが確認さ

れたため、「箱わな」を２週間設置しましたが捕

獲には至りませんでした。なお、引き続き看板を

設置し注意を促しているところです。

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関によるっ内の景気動向が発表され、

ＤＩ値でみる業況では、次期の見通しに不安を持

っている企業が多い結果となっています。さらに、

市の設備資金融資制度の２用状況からみると、今

年度８月末までの２用実績は１３件、投資事業費

１ス ３８６２１で、前年１期に３べて大きく伸

びていますが、車両の購入、入れ替えによる１加

が要因であり、経営環境の厳しさに耐えている状

況が続いています。

次に、労働について申し上げます。

来春の新規高卒予定者の求人が厳しい状況を踏

まえ、「高校生のための企業見学会」が公万職業

安定所、上川総合振興局、上川教育局と地元自治

体との連携により、っ内４市において開催されま

した。７月１４日の本市の見学会には高校生２８

人が参加し、清峰園、西條名寄店での体験を通の、

就職への意欲を高めていました。

また、８月２５日には、企業１３社が参加した

企業説明会が名寄市民会館において開催されまし

た。市内をはのめ近隣高等学校から７１人が参加

し、各企業の運営方針、求められる人材などにつ

いて学ぶ良い機会となりました。今後も就職活動

の支援に努めてまいります。

次に、観光について申し上げます。

夏の人気スポット「ひまわり畑」については、

本年、市内搾油企業と生産者との契約栽培もあり、

緑肥・観賞用合わせて作付ス積５５ヘクターよ、

３６０２本のひまわりとなりました。市内はもと

より道まからも観賞に訪れ、全市的なひまわりの

作付けに感動の声が聞かれました。

これらは、民間企業とＭＯＡ・栽培農家の皆様

との相互による努力の賜物と考えています。

また、ひまわりによる新たな事業展開、観光振

興、地域振興を目的に、「ひまわりのまちなよろ

実行委員会」が設立され、映画「星守る犬」の支

援も行っています。

「星守る犬」のロ１については、すでに８月上

旬から下旬にかけ第１弾の撮影を終えたところで

す。観光協会、商工団体、振興公社などの支援、

さらには、市内各企業・団体の後押しを受け、炊
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き出しやエキストラなど多くの皆様に応援をいた

だきました。

映画ロ１地として、またとない地元ＰＲの機会

でもあり、今後も、名寄からの情報発信として、

関係の皆様としっかり対応してまいります。

次にイベント関係について申し上げます。

「ふうれん白樺まつり」は、６月１９日、２０

日、地域交流センター、望湖台自然公園で開催さ

れ、阿波おどり、フラダンス、バンド演奏のほか、

杉並区高１寺阿波おどりの皆様にも参加をいただ

き、まつり気分を大いに盛り上げていただきまし

た。

名寄の夏を彩る「てっしフェスティバよ」は、

８月１日、天塩川曙橋下流河川敷で開催されまし

た。多くの観客が風連御っ太鼓の勇壮な演奏、Ｙ

ＯＳＡＫＯＩチームの演舞、ライブコンサート、

花火など多彩なイベントを満喫しました。

第３２回を数える「風連ふるさとまつり・風舞

あんどん」は、１５団体１６基が参加し、８月１

３日夜、ＪＲ風連駅前通り特設会場などを練り歩

き、多くの市民が夏の風物詩を楽しみました。

次に、ふうれん望湖台センターハウスについて

申し上げます。

行字政改革推進本部公万施設検討部会の廃止検

討の報告を受け、昨年１１月から地区老人クラブ

など１０「所、２０９人の出席をいただいて懇談

会を実施しました。市内全体でも賛否両論の意見

となっており、大変厳しい判断を求められること

になりますが、９月末までに一定の方向性を示し

たいと考えています。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

本年度で完了する風連地区の市街地再開発事業

については、総合支援施設の建設に向け、災道北

なよろ農業協１組合事務所の除却が完了し、建物

基礎工事に着手しています。平成２３年３月の工

事竣工に向けて順調に工事が進んでおり、１施設

に整備される風連国民健康保険診療所、保健セン

ターともに、５月初旬からの供用予定で準備を進

めています。

次に、名寄地区について申し上げます。

ＪＲ北海道からの用地取得については、市の土

地、補償物件調査に基づき資産評価を進め、その

評価額にＪＲの１意を得ている状況となっていま

す。今後、上部監督官庁の許可を得て、契約を締

結してまいります。また、（仮称）複合交通セン

ターに、「経済センター」、「市民会館の貸し会

議室」機能を基設することは、駅横地区の賑わい

創出と活性化に大きな効果が期待できることから、

事業化を進めてまいりたいと考えています。

次に、社会教育について申し上げます。

高齢者を対象として３１年目を迎える名寄ピヤ

シリ大学は、男性４人、女性１２人の新入生１６

人と２２人の大学院生を、また３９年目を迎える

風連瑞生大学は、男性４人、女性８人の新入生１

２人と１２人の大学院生を迎え、それぞれ４月２

７日に入学差を行いました。現在は、新入生、在

学生揃って、意欲を燃やして学習活動に取り組ん

でいます。

市民講座では、「食べなきゃ、危険！―食卓は

ミネラよ不足―」の講演会を７月９日、ＮＰＯ法

人「食品と暮らしの安全基金」から講師を招いて

開催し、現代の食生活の問題点などについて学習

しました。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月から５月にかけての「子どもの読書週間」

において、本館では「こども図書館まつり」、風

連分館では「春のおはなし会」を開催し、多くの

子どもや保護者に参加いただきました。

７月には、「名寄市小中学校図書室と市立図書

館担当者会議」を開催し、学校図書室と市立図書

館が連携して、児童、生徒が効率的かつ有効に図

書を活用できるよう、取組を進めていくことを確

認しました。

夏の子ども行事として、本館では「夏のおたの

しみ会」や「夏の工作」を、風連分館では「夏の

おはなし会」を開催し、多くの子どもが参加しま
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した。

８月には、小学校高学年を対象に「１日司書体

験」を開催し、定員１２人に対しキャンセよ待ち

が出るほど多くの応募がありました。

今後も、子どもが本に親しめるよう、読書活動

推進に努めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

なよろ市立天文台は、４月１７日のオープン以

来、８月１６日で４１月を経過しましたが、市内

は勿論、道内まからの来館者に大変好評を得てお

り、８月２８日午後には、来館者数１２人を超え

たところであります。

プラネタリウム館では、約 ０００人の方にデ

ジタよ映像を楽しんでいただいており、４月から

毎月実施している天文台主催の観望会では、約

０００人の方に天文現象を楽しんでいただいたと

ころです。

今後も、市内はもとより全国からたくさんの人

に来ていただけるよう、一層の充実を図ってまい

りたいと考えています。

また、北海道大学が設置します口ま ６メート

よの望遠鏡については、１２月からの研究観測に

向けて準備が進んでいます。

次に、学校教育について申し上げます。

４月２０日には、全国学力学習状況調査が抽出

校方差で実施されました。抽出校に選ばれなかっ

た学校についても、北海道教育委員会が実施した

学力学習状況調査を全校が受験しました。

さらに、校内研究の充実に向けて名寄小・名寄

東小・豊西小学校に指導主事訪問を、また、８月

末には、義務教育指導監が校内授業研などにあわ

せ１１校の学校訪問を行いました。

特別支援教育では、特別支援員を５月に名寄西

小学校、６月に名寄東小学校に配置するとともに、

８月には名寄西小学校に病弱学級を新たに開設し、

エレベータを設置しました。

名寄市特別支援連携協議会においては、名寄版

「すくらむ」リーフレットの作成や幼・小・中・

高の連携を図るための相互参観について検討を加

えました。

また、日進中学校については、地域の方々の要

望もあり、平成２３年３月末をもって休校とする

手続きを、８月末に北海道教育庁上川教育局に行

ったところです。

自然エネよギーを通のて、環境を考える教材の

活用を目的とする太陽光発電設備設置事業につい

ては、名寄小学校の北側校舎屋上への設置工事が

８月上旬に終了しました。

名寄東小学校体育館改修工事については、現在、

基礎及び土間工事が終了し、１階及び２階部分の

工事を進めています。

災風連高校の校舎の改修工事については、グラ

ンド整備、駐車場新設などのま構工事がほぼ完了

し、現在校舎内部の改修工事を進めています。

次に、家庭教育について申し上げます。

家庭教育支援講座として「親子関係サポート教

室」、「親子ふれあい体操」、「お母さんのため

のヨガ教室」を継続的に実施し、家庭教育を行う

上で必要な知識・技術の向上や親子での参加、親

１士のコミュニ１ーションを図る講座を進めてい

ます。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第５８回憲法記念ロードレースを、５月９日、

なよろ健康の森陸上競技場を発着地として開催し

ました。本年は３４４人のエントリーがあり、遠

くは東京なよろ会の方にも参加いただき、参加者

はそれぞれの種別で力走しました。

第３８回名寄～下川間往災駅伝競走は、６月６

日に行い、フよコースに２２チーム、ハーフコー

スには昨年の２倍を超える４０チームが参加し、

全道各地から集まった選手が健脚を競いました。

上川北部５市町村で設立した上川北部広域スポ

ーツクラブ主催の「未来のトップアスリート発掘

体力測定会選考会」が６月と８月に、名寄市立大

学を会場に開催されました。本市からの参加者１

０人を含む、小学４年生から中学１年生までの３
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６人が、未来のオリンピック選手を目指して、能

力の限界に挑戦しました。

２年目を迎えるアスリートとの交流事業は、７

月２４日、プロバス１ットボーよチーム「レラ「

ムイ北海道」を招いて実施しました。参加した児

童・生徒１４５人は、国内トップ選手から実技指

導を受け、技術や練習方法を学び、スポーツへの

意欲を高めていました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

２２回目を迎える野ま体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ２０１０」は、７月２７日から３泊４日

の日程で行われ、小学４年生から中学１年生まで

の２９人が参加しました。前週に、会場に予定し

ていたなよろ健康の森で熊出没情報があり、安全

確保のため市民文化センターでキャンプを行うな

ど一部変更はありましたが、テントによる生活、

飯ごう炊飯や屋までの食事、小枝クラフトづくり、

ピヤシリ山登山など、野まならではの貴重な体験

をすることができ、集団生活を通のてたくましく

成長し、友情を育み、たくさんの思い出をつくる

ことができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、７月２７日に名寄警察署

とともに北海道青少年健全育成条例に基づく立入

調査を実施しました。

市内コンビニエンスストアーなど２５店舗の調

査を行い、１店舗に「成人向け図書類の陳列の区

分」を図るよう指導を行い、２店舗に銃刀法改正

に伴う有害刃物類の取扱いについて、理解と協力

を求めたところです。

次に、学童保育について申し上げます。

災中央保育所を学童保育施設として再活用する

ため、耐震補強工事と内部改修工事を実施してい

ましたが、耐震補強工事は８月１１日に、内部改

修工事は８月２４日にそれぞれ完了しました。

今後は、９月中に民間の学童保育所と運営委託

契約を交わし、１０月１日開設を目途に準備を進

めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

優れた芸術に触れる芸術文化鑑賞バスツアーは、

本年も６回の開催を予定しており、５月の第１回

から８月の第４回までの各ツアーには、定員を超

える多くの方々の応募をいただきました。今後も、

札幌交響楽団演奏会などの鑑賞ツアーを実施する

予定です。

盆踊り大会については、本年度から「市民盆踊

り大会」に名称を改め、８月１４日と当初予定し

た１５日を雨天のため１６日に順延しての開催と

なりましたが、２日間で、子ども盆踊りに約４５

０人、仮装盆踊りには、個人の部に２７人、団体

の部に９組の参加をいただき、延べ ５００人の

人出で賑わいました。実施に御尽力いただきまし

た実行委員をはのめ、御協力いただきました皆様

に感謝申し上げます。

次に、北国博物館について申し上げます。

本年度は「北国の魅力ある隠れた自然発見」、

「昭和のなつかしい生活体験」をテーマに、地域

理解を深める展示会を開催しています。

５月のゴーよデンウイーク企画では、７日間で

延べ ０５７人の入館者があり、市立大学の学生

ボランティアの応援を受けて、木製遊具やリサイ

クよ遊具、木工作を楽しんでいただきました。

７月２４日から８月２２日まで開催した第２２

回特別展「名寄ＳＬメモリアよ展」は、ＳＬが姿

を消して３５年になることから、名寄で活躍した

ＳＬの歴史を振り返る資っや収蔵品、写真、模型、

Ｎゲージジオラマなど１２０点Ｎりを展示し、

２３０人の市民に観覧いただきました。また、８

月３日にはキマロキ保存会が主催する「ミニＳＬ

パーク」が開催され、実際に石炭を燃やし蒸気で

動く ４分の１ス１ーよのＤ５１の試動などを、

３２０人の親子らが楽しみました。

昨年文部科学省より名勝指定を受けた九度山に

ついては、指定文化字への理解を深めていただく

ために、説明看板を設置しました。
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以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

若干休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時５８分

再開 午前１１時０５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第５ 議案第１号 名寄市パブリック・コ

メント手続条例の制定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市パブ〇市長（加藤剛士君）

リック・コメント手続条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

本条例は、本年４月に施行された名寄市自治基

本条例に定める市民参加制度の一つとして、パブ

リックコメント手続を具体的に制度化しようとす

るものであります。

パブリックコメント手続とは、政災等の意思決

定前に政災等の案を公表し、広く市民の皆様より

意見等の提出を求め、いただいた意見等を考慮し

た上で最終的に政災等を決定をし、あわせて意見

等に対する本市の考え方を公表する一連の手続を

いいます。本市では、これまでも重要な計画や方

針についてはパブリックコメントに類した手法を

用いて広く意見をお聞きをしてまいりましたが、

本条例の制定により政災決定過程における市民参

加、情報万有が図られ、より一層市民の皆様と連

携、協力したまちづくりの推進が図られると考え

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いいたし

ます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市児童館条例の制定についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

館条例の制定について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、名寄市女性児童センター条例に基づく

女性センターとしての業務について他の社会教育

施設等でも１様の事業が実施をされており、本セ

ンターが行っている職業を持つ女性の福祉の１進

に関する事業は一定の使「を果たせたものとして、

昨年の２用者説明会や名寄市女性児童センター運

営委員会で承諾を得て、平成２２年度をもって廃

止をし、今後は児童センター業務のみとなること、

また現在名寄市風連児童会館で一体的に行ってい

る児童会館業務と児童クラブ業務について合基特

例区が設置期間満了により解散することに伴い、

児童クラブ業務を分離してっ理運営することとな

ることから、現行の名寄市女性児童センター条例

及び名寄市児童会館条例を廃止し、新たに内容を

１のくする２本の条例を統合した名寄市児童館条

例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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よって、議案第２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第７ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市児童クラブ条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

クラブ条例の制定について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、合基特例区が設置期間満了により解散

することに伴い、風連児童クラブ設置及び運営に

関する規則が１効することから、現行の名寄市児

童クラブ条例を廃止し、新たに当該条例及び規則

を統合した名寄市児童クラブ条例を制定しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第３号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第８ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市予防接種健康被害調査委員会条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市予防〇市長（加藤剛士君）

接種健康被害調査委員会条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

北海道が行った支庁制度改革により、本年４月

１日から北海道の総合出先機関の名称が変更され

ましたが、本件はこのことに伴い本条例で規定す

る名寄市予防接種健康被害調査委員会委員の所属

名称の変更が生のたため、本条例の一部を改正し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 市道路線の認定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 市道路線の〇市長（加藤剛士君）

認定について、提案の理由を申し上げます。

まず、整理番号５０６３、路線名、西８条仲通

は、これまで普通字産としてっ理しておりました

が、現状は隣接住民の生活道路として２用されて

おり、市道としての要件を満たすことから、本年

５月１２日付で公衆用道路に変更し、総延長５

０メートよとして市道認定をしようとするもので

あります。

次に、整理番号９４７１、路線名、風連跨線橋
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線は、市道としての要件を満たすことから、総延

長９ ０メートよとして市道認定しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認を求めることについて、提案の理由

を申し上げます。

下川町の旅券交付申請及び交付に関する事務の

受託につきましては、本年第１回臨時会において

議決をいただきましたが、下川町におきましても

当該業務を名寄市へ委託することについて本年６

月１６日開催の定例町議会で議決されました。本

件は、当該業務を受託、または委託することにつ

いて両市町の議会において議決を得たことに伴い、

両市町間で締結する当該業務にかかわる規約の施

行日を当該業務の開始日である本年７月１日とす

ることについて地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、本年７月１日付で専決処分をしたの

で、１条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認を求めることについて、提案の理由

を申し上げます。

本件は、平成２２年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ ０

００２１を追加し、予算総額を１９４ス １０２

２ ０００１にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。９款

消防費の災害対災事業費５００２１及び１１款災
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害災災費の公万土木施設災害災災事業費 ５００

２１の追加は、本年７月２９日に発生した大雨被

害の災害対災及び災害災災にかかわる経費として

それぞれ追加をするものであります。

歳入につきましては、前年度１１金で収支の調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき本

年７月３０日付で専決処分をしたので、１条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 平成２２年〇市長（加藤剛士君）

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、各課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

それぞれ５ス２０７２ ０００１を追加し、予算

総額を１９９ス ３１０２ ０００１にしようと 

するものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして公万施設整備基金積立金１ス

０００２１の追加は、農産物処理加工施設など

の建設と既存公万施設の改修などに備えて基金に

積み立てしようするものであります。

４款衛生費におきまして市立病院基金積立金１

ス ０００２１、病院事業会計１出金 ０００２ 

１、合計で１ス ０００２１の追加は、過円対災

事業債を充当し、地域医療の担い手である医師、

看護師等の人材確保を図ろうとするものでありま

す。

７款商工費におきまして（仮称）複合交通セン

ター調査委託っ ５６２２１の追加は、駅横に建

設を予定している（仮称）複合交通センターの地

質調査と基本、詳細設計を実施しようとするもの

であります。

１０款教育費におきまして大学振興基金積立金

１ス１の追加は、大学図書館の建設を見据え、基

金に積み立てしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定字字の調整のほか、収支不足を１１

金及び地方交付税で調整をいたしました。

１７款字産収入におきまして市有地１却収入

２４９２ ０００１の追加は、日本マイ２ー株差

会社から寄附を受けた市内大橋の土地及び建物を

ＪＡ道北なよろへ１却した ５００２１と豊栄川

の拡幅に伴う徳田ふれあい公園敷地の一部を北海

道へ１却する７４９２ ０００１であります。

２１款諸収入におきまして備荒資金組合超過納

付金支消金１ス ０００２１の減額は、普通交付

税の１額により当初予定していた取り崩しを取り

やめ、将来の公万施設建設などの字字として留保

しようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、地域医療確保
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対災事業ほか２件を追加及び変更しようとするも

のであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第８号の１４ページから１５ページをお開き

ください。４款衛生費、５項１目上水道費で飲っ

水施設水持っ理事業費１５１２ ０００１の追加

は、西風連地区飲っ水供金施設の修繕っなどと長

年借り入れしておりました土地を購入しようとす

るものであります。

１６ページから１７ページをお開きください。

６款農林業費、１項２目農業振興費で有害鳥獣駆

除対災事業補助金２００２ ０００１の追加は、

エゾシ「など有害鳥獣を駆除するため道補助金を

２分の１充当し、名寄市有害鳥獣農業被害防止対

災協議会に補助しようとするものであります。

７款１項１目商工業振興費で中心市街地近代化

事業補助金５００２１の追加は、風連地区市街地

に建設を予定している調剤薬局に対し補助しよう

とするものであります。

１８から１９ページをお開きください。１のく

商工費の１項３目スキー場費で備品購入費 ７８

０２１の追加は、平成９年に購入しました圧雪車

の老朽化が著しいことから、過円対災事業債を充

当し、新たに圧雪車を購入しようとするものであ

ります。

８款土木費、２項３目道路除雪費で備品購入費

５３２２１の追加につきましては、デジタよタコ

グラフを購入して除雪車に設置しようとするもの

で、これによりまして除雪車の走行距離が確認で

き、国の社会資本整備総合交付金が受けられるこ

とになる予定であります。

２２から２３ページをお開きください。１０款

教育費、５項５目研究所費で地域福祉計画災定事

業費６０２１の追加は、道北地域研究所と連携を

して地域福祉計画の災定に取り組もうとするもの

であります。

１のく教育費の６項２目青少年育成費で名寄市

学童保育所施設改善事業補助金３５８２ ０００

１の追加は、学童保育所を運営しているどろんこ

はうすの施設整備等に対して事業費の４分の３相

当額を補助しようとするものであります。

１１款災害災災費で災害対応工事 ０００２１

の追加は、７月２９日の大雨災害に伴う災害災災

関連の工事で専決処分で実施をしました ０００

２１では不足することになり、新たに ０００２

１を追加しようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７ページにお戻りください。１１款

地方交付税で普通交付税３ス ２２０２ ０００ 

１の追加は、収支不足を調整するもので、今回の

予算化によりまして留保分は１ス７５６２ ００

０１となっています。

１６款道支出金で地域づくり総合交付金８０２

１及び１００２１の追加は、（仮称）複合交通セ

ンター設計に伴う合基特例債の充当分の残り５％

相当分で８０２１、有害鳥獣駆除対災事業補助金

の北海道補助分が１００２１となっております。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

７款商工費の負担金〇１９番（熊谷吉正議員）

補助及び交付金、駅横複合交通センターの整備事

業で、特に代表者会議の中では副市長から若干口

頭で説明ありましたけれども、 ５６２２１の数
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字は交付金の性格上基本設計と実施設計０みの数

字だというふうに聞いておりましたけれども、当

ス基本設計を想定をされているという説明のよう

な気がしましたけれども、その辺についてちょっ

とこの数字の意味合いについて、来年度着工を想

定をされているわけですから、もう少し細かく説

明をお願いをしたいと思います。

それから、１様にこの駅前の関係で、にぎわい

をつくるということがかなり重点的に私どもも執

行者の皆さんも市民の皆さんも駅横で民間の西條

さんも含めたにぎわいをどうつくっていくかとい

うことが最重点課題であったわけでありますが、

いわゆる基本設計をやりながら市民の意向もしっ

かり把握をしてということですが、議員協議会の

何回かの説明の中ではかなり経済センター（商工

会議所）あるいは観光協会、そしてにわかに今の

市民会館の会議室の取り組みなども含めて中心施

設のバスターミナよに付加をして、全体的に公万

の部分について埋めるというけれども、これはか

なり作業進捗として進行しているわけで、いわゆ

るそれがそのとおりにぎわいに貢献をするかどう

かというところについての検証は、議会の中では

一定の議員協議会等で説明があって、あるいは新

聞にも出ていますけれども、本当に市民の皆さん

が寄っていただくようなものになるかという検証

というのはあるスでは十分市民のコンセンサスが

まだまだ得られていないのではないかというふう

に考えておりまして、特にパブリックコメント条

例の提案をされている過程からしても、いわゆる

行政で進んでいる作業と市民の感覚からすると若

干タイムラグのあるかなという。そして、時間的

にも来年度着工想定なわけですからそう多い時間

があるわけではない。非常に名寄の駅横のメーン

施設としてしっかりしたものをやっぱりつくって、

やってよかったということがだれにも思われなけ

ればならないわけでありまして、そういう部分で

はちょっと瑕疵が残っているような気がいたしま

して、改めてここの部分についてお尋ねを申し上

げたいと思います。

それと、１１款の災害災災の関係で新たに ０

００２１、手数っだとかいろいろ足りない部分が

出てきているということで、これは専決でやった

補正との兼ね合いでは全くこれからの作業が残っ

ていると、あるいは現場の業者さんとの関係なん

かもあるのでしょうけれども、これからすること

なのか、もう既に入ってしまっているのか。ちょ

っと専決を取り組む時間として時間差があったの

かもしれませんけれども、ちょっとその辺につい

てお聞かせをいただきたい。新たに工事がここで

発生をするということではないというふうに理解

をしているのですけれども、どうでしょう。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

災害災災の関係で、〇総務部長（佐々木雅之君）

当初の３０日にやった専決処分の関係につきまし

ては、過去の経験というか、大風の影響があった

ときのものを参考にしまして、若干大きな形でつ

くったのですけれども、今回 ０００２１追加す

る部分については、その後判明しました災災工事

の関係で４「所程度の部分が新たにこれから発注

しなければならないものが出てきましたので、そ

ういう部分の応急災災費の追加分だということで

御理解いただきたいと思っています。当初の段階

では、被害状況が３０日以１災害終わってから確

認作業をやりまして、それで判明した工事のこれ

から追加で発注する分のものであります。それか

ら、一部災害対災費の関係につきましては、今後、

今検討しているのは風連地区に土のうを備蓄して

おくためのものも現実的にはなかった。そういう

中で水害に、水につきましたので、その辺のこれ

から９月、１０月に備える土のう等の資材、防災

資機材の購入も想定しての今回補正予算になって

おりますので、専決処分と使い分けさせていただ

いておりますので、御理解賜りたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

複合交通センターの〇経済部長（茂木保均君）

整備事業の関係で御質問をいただきました。６月



－21－

平成２２年９月７日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

の段階で用地の取得、あるいは補償費について補

正予算を御理解をいただきまして、事業について

進めているわけでございますが、この２３年度の

着工に向けて今後必要となる地質調査の委託、あ

るいは設計委託っというものを今回補正させてい

ただくということで、 ５６２２１計上させてい

ただいてございます。このうち用地の地質の関係

で２５２２１、それから複合交通センターの設計

ということで基本設計あるいは詳細設計を含めて

３１０２１ということでございます。

それから、さきの議員協議会等で駅横の整備計

画について御説明を申し上げたところでございま

すけれども、その中でにぎわいというようなこと

がかねてからの大きな課題ということで、いろん

な形で御意見をいただいておりました。前回ある

いは昨日等も経済常任委員会等でも御説明させて

いただきましたけれども、基本的にバスターミナ

よというところの部分にどういう付加をするかと

いうことで、市民会館の会議室、これらの部分、

あるいは会議所の経済センターの部分を入れると

いうことによりまして、かなりのにぎわいという

ものがつくれるというようなことで、我々も過去

の実績といいますか、そういったものにらみなが

ら考えておりますし、さらにはこれからの部分と

いうことがありますから、市民の皆さんがさらに

２用できやすいような内容というものについては、

これからその基本設計の中でさらに内容を詰めて

いきたいというふうに考えてございます。

市民のこれらの一連の施設に対する理解という

か、そういった御理解の場スという部分がまだ少

ないのではという御意見もいただいておりますけ

れども、これらについては基本設計が一定程度で

きた段階でパブリックコメントを含めて、あるい

は町内会のまち懇だとかそういった機会もござい

ますので、そういったところにそのときの内容を

明らかにして、御意見を伺う機会をつくっていき

たいというふうに考えてございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

災害のほうはわかり〇１９番（熊谷吉正議員）

ました。ありがとうございます。

そのにぎわいには皆さんがこだわりを持ってい

るところなのですが、商工会議所は今３条の南５

丁目にあって、駐車場なんか若干手狭ではありま

すけれども、そこに出入りする人、あるいは商業

者のいろんな展示会だとか、いろいろ会議だとか、

それぞれ一定の役割を今現在あそこで果たしてい

るわけです。それをすぽんと駅前に持ってくるこ

と。それだけでは十分ではないから、市民会館の

会議室みたいなものをおおよそ１のようなス積で

その施設機能を移すということだけで用足りるの

かなという疑問がこのごろ市民の皆さんからも聞

かされていまして、駅前もにぎわいを、今まで全

く空白地でございましたから、そこに一定の動き

を見せるということは当然なのですけれども、駅

前、３・６、病院、文化センター、よく言われて

おりますけれども、それにしても３・６、３・５、

３・６だけではないですね、３・５も含めて一定

の流れをただ駅前に持ってくるというだけで、そ

れはトータよ的には商業者や、あるいはまちの人

の動きなども含めたものにすとんと落ちるのかと

いうのが非常に率直に聞かれるわけです。基本設

計やるときには、当然一定の仕様書を出して業者

さんに、コンサよさんに委託をするのでしょうけ

れども、経済センターイコーよ商工会議所に金を

つぎ０むわけにはいきませんから、経済センター

でない他のやっぱり市民的なにぎわいをつくると

いうような市民要望が出てきたときに、全くそれ

を置きかえるという状況の今の作業の進捗ではな

くて、市民の意見がどの辺に反映をされていくの

かというのはごく限定的な、今の流れでいくと限

られた使用の方法とか、どういうふうにして活用

するとか、その程度の話ではないのかなというふ

うに思いまして、基本設計の中でかなり市民の声

が届きにくい限定的な対応になっていくのではな

いかと思いますし、あるいはもう既に会議所さん

の字産も含めて整理をした上で全部駅前にと、そ
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れはどれだけ会議所さんで持つかということも大

変関心事になるわけでございまして、どうも市民

を置き去りにした、この間相当時間はあったはず

です、駅横の問題では。西條さんの問題は、もう

民間に１ってしまっていますから、一定の案が出

て、それをどうだこうだという話では手を加える

わけには当然、雑草の問題いろいろ厳しい指摘も

出ておりましたけれども。公万として最大限ここ

であと意見反映できるかというのは、公万の問題

についての市民意見の反映、それがすとんと落ち

ないと本当に駅前に人が集まるかどうかという、

会議所だけがぽんと移ったと、会議室が幾つかで

きたということで用足りるのかどうかというのが

非常に疑問を呈されているのではないかと思いま

すので、改めて市民の意見をどう取り０もうとし

ていく、どこまで反映されていくのかというのは、

根本的な今行政が作業しているベースを置きかえ

てでも市民の意見ニーズが高まったらそういう対

応もしようとしているのか改めて、ＪＲの字産を

取得しているわけですし、考え方聞いておきたい。

特に基本設計、実施設計、基本設計も詳細設計も

というものですから一体のものですよね。こうい

うことは恐らく一部を１１明許で、実施設計はま

た後という話では多分ないと思いますので、どの

ぐらいのス１ジューよで、そしてどのぐらいの市

民の皆さんの声を反映をさせようとしているのか。

もともと民間施設も公万も含めてにぎわいという

ことで、と浴施設の話があったときには皆さんや

っぱりかなり関心を持って、あれは地元のおふろ

屋さんの都合で、あるいは民間１士の話がうまく

いかなかったということでないことになっていま

すけれども、まだまだいろんな声が、私も今まで

の流れについては一定程度尊重しますけれども、

声がかなり出てくるような気がいたしまして、市

がやられていることと全く違うような案が提案さ

れたときにはどうしていこうとされているのか改

めてお聞きをしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の部分が整備さ〇経済部長（茂木保均君）

れることによって３・５、３・６、あるいは町中

の全体的なにぎわいの部分というようなことがき

ちっとできるのかという、そんなことも御質問の

中にあったと思いますが、ここについては基本的

にはまずは駅横をきちっとやはり整備をさせてい

ただきたいと。このことによって３・５、３・６

の皆さんについてもかなり一つの刺激になるだろ

うというふうにも考えております。それから、公

万の部分と民間の部分がございますから、公万の

部分については経済的な施設といいますか、そう

いった部分については株差会社西條のほうに人の

にぎわいという部分の施設をやっぱりつくってい

ただくというようなことで、私どもも西條さんか

ら出てくる部分とあわせていろんな提案もさせて

いただいております。ただ、これは主導的な部分

は株差会社西條が持っているわけでございまして、

その部分については西條さんにゆだねる部分とい

うことになりますけれども、あとその３・５、３

・６の部分についても、この都市再生整備計画の

中ではいわゆるハードだけでなくてソフト事業も

計画をいたしておりますから、ここら辺の部分に

ついては今の中小企業振興条例の中で組み０んで、

まちの中のいろんな商店街の模様がえだとかそう

いったものにもきちっと反映できるような、そん

な内容にしていきたいなというふうに考えてござ

います。

それから、やはり市民の意見というところがも

う少し入れる方法がないかということだろうと思

いますが、市民会館の部分は運営委員会というの

がございます。また、会議所の中にも会議所のい

ろんな部会とかそういった部分もございますから、

いかにそのにぎわいをつくるためにというところ

でそれぞれ会議所のいろんな部会の中、あるいは

市民会館の中の運営委員会なり、２用者の部分、

そういった意見もいろいろお伺いしながらという

ふうにも当然考えておりますし、基本設計の中で

は当然先ほど申し上げましたように基本設計が上
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がるまでにはきちっとした形のもので市民にこう

いった計画をお見せをして御意見を伺うという場

は当然のように設ける予定をしてございますので、

御理解をいただきたいと思っております。

（何事か呼ぶ者あり）

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ス１ジューよ……ち〇経済部長（茂木保均君）

ょっとお待ちください……。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時４５分

再開 午前１１時４５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

茂木経済部長。

駅横の関係について〇経済部長（茂木保均君）

は、これ都市再生整備計画ということで進めてお

りますので、従来も事業実施前にアン１ート調査

というのも実施しておりますので、これらの中で

市民の意見もお伺いしているということで御理解

をいただきたいと思います。

それから、委託っの関係で今回設計費を見させ

ていただいておりますけれども、ス１ジューよ的

にいいますと多少、多少というか、かなりタイト

な状況があります。委託っについては、１１明許

といいますか、そういったものができないという

ようなことで国のほうからも指導を受けておりま

して、時間的にはかなり短縮してタイトに進めて

いかなければならぬというようなことを考えてお

ります。もし、これは基本設計については年度内

というふうに考えてございますけれども、詳細設

計については状況判断の中でどうしてもできない

というような時間的な部分を含めて厳しい状況に

なれば、年度を１えての部分も腹づもりとしては

考えなければならないかなというふうに考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

部長、申しわけない〇１９番（熊谷吉正議員）

のだけれども、今の答弁聞いていてちょっと矛盾

感のるのだけれども、いわゆる市民の意見を取り

０むために、あと半年足らずしか年度内ないわけ

で、交付金の性格上は年度内、１１明許的な手続

はできないということを言いつつも、基本設計年

度内にやって、とりあえずそして時間なかったら

また年度を１えてということになると、それは単

費でまた金をつぎ０まなければならぬということ

にイコーよになるわけで、事務手続のことについ

てはＮり私もとやかく言いませんけれども、市民

の意見がどういう場で、アン１ートもとられてい

るから、ただ１「月ぐらいこういう考えでいます

よと、意見ないですかという程度のようにしか聞

こえないので、ちょっとこれから進捗をしていく

上でいろいろそごが出てくると私心配をするので、

あえて聞いているわけで、ちゃんと多くの市民に

集まっていただいて説明をする、あるいはいろい

ろ提言を受けるというようなことについてもやら

ないと、せっかくできたものが一部の団体が使う

だけで、もちろんバスターミナよがメーンという

ことはあるのでしょうけれども、誤解を受けかね

ないわけでございまして、商工会議所のために経

済センターつくるわけではないのですよね、少な

くても。そこはかなり市民的に誤解もあって、い

けないのではないかと思って、本当ににぎわいを

他の施設に置きかえてでもという声が出たときに、

いやいや、もうそんなことは全然考えていません

と、市民会館の会議室と経済センター、その限定

したコンクリートした中でいろいろなほかに意見

があるのならという程度の聞き方のような気がし

まして、どうもこの間一定の時間があったにもか

かわらずそういう対応、対災、民間とのいろんな

対応があったから大変この間担当でも苦悩をされ

たのでしょうけれども、残された期間本当に非常

に少ないと思うのです。そういう意味ではもっと

慎重に、かつ急がなければならないということな

ものですから、改めてその市民対応について聞い

ておきたいと思いますし、少なくても商工会議所

さんもまちの重要な位置を占めるわけなのだけれ
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ども、さあ入ってくださいと、一定の金はいただ

きますけれどもということでは納得がいかないの

かもしれませんので、もう少しそこは説明責任を

尽くしていただきたいと思います。各議員も恐ら

くたくさんこの関係については言いたいことはあ

るのでしょうけれども、恐らく一般質問やら決算

委員会も控えているということで抑えているので

しょうけれども、再度お聞きをしたいと思います。

それと、もう３回目なので、さっきの災害の関

係、建設水道部長になると思うのですけれども、

徳田、風連あるいは農村部の災害が報告をされて、

いろいろ課題は残ったけれども、市の職員も寝な

いで市民のために頑張ったということなのですが、

下水道の終末処理場の工事を滞水池工事も終わっ

て使っておられますよね。それで、今回の雨ぐら

いの程度では十分市内の下水ののみ０みだとか終

末処理場の処理の状況などについて、１１７ミリ

の雨は来たけれども、まあまあ十分だったと、そ

ういうことで受けとめて、特に情報も何もないで

すから多分スムーズに処理がされたのではないか

と思うのですけれども、のみ０みなんかについて

は、ちょっと結果だけ教えていただきたい。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民の意見、これに〇経済部長（茂木保均君）

ついては私どもも十分重要なことだというふうに

認識しております。委員の提言にもございますし、

当初からパブリックコメントをお願いするという

ようなことを考えておりますので、２月の後半あ

るいは３月の初めぐらいになりましたら、一定の

方向性を描いた部分について市民の皆さんの御意

見を聞く場というものは当然のように持っていき

たいと。それから、先ほど申し上げましたように

市民会館の２用者の皆さんだとか、あるいは会議

所の部分も幅広い方がおりますので、当然そこら

辺の部分の御意見もきちっとお伺いして、市民の

皆さんが御２用できやすいような、そんな施設と

いうようなことで考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の１雨災害〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

につきましては、下水道も実は大きな影響を受け

ております。滞水池のお話がありましたが、滞水

池の池水能力はおおむね ０００トン程度という

ことで、実は全体的な雨１をさばくための施設と

いう位置づけではありません。初期の合流改善の

水質を一定程度改善をするために施設ということ

で、合流施設のいわゆる汚れた初期水を一時的に

そこにためて、後ほど処理をしていくというよう

な機能を第一義的に考えておりまして、今回のよ

うな１００ミリを超える雨を十分のみ０めるとい

ったような状況にはなっておりません。したがい

まして、今回の１雨災害におきましてもやはり南

地区含めて一部下水ののみ０みが悪くなるとか、

一時的に下水が流れないとか、そういう苦情も何

件かいただいております。下水道の一つの設計時

における施設の基準でもある意味１００ミリを想

定をするような施設基準には実はなっておりませ

んで、名寄市もある意味今回のゲリラ豪雨に対し

ては弱いスが出たなという気はしております。こ

れは私どもだけの問題ではなくて、全国的にいわ

ゆる内水はんらんにおける下水道の影響というの

が極めて顕著に出ております。先般ＮＨＫの放送

か何かでもありましたけれども、都市がはんらん

をするというような話もありまして、今後名寄市

にあってもいわゆるゲリラ豪雨、集中的な雨に対

する下水道のありようを含めてやはり一部検討が

必要になってくるだろうというようないわゆる課

題を今回の災害で与えられたなというふうに考え

ておりまして、一定程度下水道の施設整備は終わ

ったというふうなお話をこの間させていただいて

おりますけれども、やはり何らかの形で雨水をき

ちっと排除できるような仕組みをもう一度課題と

して与えられましたので、検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点お伺いをしたいと〇５番（川村幸栄議員）
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いうふうに思っています。

公万施設整備基金積立金、それと大学振興基金

積立金についてなのですけれども、今御説明があ

りました大学振興のところでは図書館の建設に向

けて、そして公万施設のところでは産物の池蔵の

施設をというふうな計画がされていると御説明が

あったのですけれども、それぞれ１ス ０００２

１、１ス１というこの金額の積立金を設定する経

緯について御説明をいただければというふうに思

います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存ののと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、自民党政権下で２０年、２１年の２「年間

にわたって３回にわたる臨時交付金がありました。

その段階で、過去小泉内閣の骨太方針で交付税の

総額を切り０んでくるというふうな状況もありま

して、公万施設の大規模改修とか、水持補修関係

でもお金のかかるものについてはなかなかできな

い状況になりました。２０、２１については一定

程度できたと思っていますけれども、今後の対応

ではと畜場を含めた食肉加工場の関係があるとか、

それから学校関係でありましても老朽化したこと

によって油漏れが起きたとかというようなことも

ありましたので、いま一度２２年以１の対応も含

めて、交付税の総額が今回４ス ０００２１ほど

ふえましたので、その辺の対災も含めて将来に備

えて公万施設整備基金に、金額的にいうともっと

もっと多いほうが一番いいのでしょうけれども、

全体的な字政状況の中で２２年度については今回

の交付税を補正予算の字字として使った段階で１

ス ０００２１ほど積んで、今年度、来年度以１

の部分も含めて対応してまいりたいと思っていま

す。

大学の関係につきましては、学生数に対する１

人当たりの算入額がここ数年毎年のように落ちて

きていまして、それがことしに限っては２％から

４％、大学の部分で ２％ぐらい、短大の関係で

いうと ４％ぐらい伸びたということもありまし

た。今大学で懸案として考えているのは、大学図

書館も含めた２次の大学施設の整備をどうするか

ということでありましたので、今までの慣例でい

いますと交付税は一たん決めると３年よーよとい

うことがありましたので、今後も今の民主党政権

であると １で１の交付税の総額の１額もありま

して、その影響の中で多分大学費の関係について

も一定の配慮があったかなというふうに思ってい

ますので、ことしも含めて３年程度続くことを想

定して年間１ス１、３「年間で３ス１程度大学の

施設整備のための基金ということで積み立てをし

たいなと、このように考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（川村幸栄議員）

今臨時交付金等々多くなってきたという御説明が

ありまして、行字政改革の中であらゆる部分が締

めつけ、市民にとっては締めつけられているとい

う感覚があります。健全字政に向けての取り組み

理解しているところですし、また大学のそういう

設備を充実させていく、また公万施設の整備も十

分必要と私も理解するのですけれども、先ほど来

議論がありましたまちづくりの部分も含めてやっ

ぱり市民の皆さんに理解してもらえる情報提供と

いいますか、説明が必要ではないか。締めつけら

れている上に、この基金だけがこんなに大きな基

金を積み立てていっていいのかという、中身を聞

かないとどうしてもそんなふうな感覚になってし

まうという部分で、市民の皆さんに理解していた

だく説明を徹底していただく、そのことをお願い

して終わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、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。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１３ 議案第９号 平成２２年度名寄市

国民健康保険特別会計補正予算を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 平成２２年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市国民健康保険特別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、前年度１１金を中心に補正しよ

うとするものでありまして、歳入歳出それぞれ１

ス １０７２１を追加し、予算総額を３４ス８９

０２１にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款保険金

付費では、医療費の１加に伴い療養諸費、高額療

養費などに合計で ９７５２ ０００１を追加し 

ようとするものであります。

１１款諸支出金では、主に平成２１年度保険金

付費及び特定健診事業費等の確定に伴う精算還付

金として ０５２２ ０００１を追加しようとす 

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、出産育児一時金補助金５８２１を追加

しようとするものであります。

９款１１金では、前年度１１金１ス ０３９２

０００１を予算化しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 平成２２年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別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、保険事業特定におきまして歳入

歳出それぞれ １４０２ ０００１を追加し、予 

算総額を１９ス ３７７２ ０００１に、サービ 

ス事業特定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

１９０２１を追加し、予算総額を２ス ８４９ 

２ ０００１にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業特定の歳出から申し

上げます。２款保険金付費では、過年度分の１加

により高額医療合算介護サービス等費を １６０
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２１追加をし、居般介護サービス金付費を７００

２１、介護予防サービス計画金付費を４８０２１

それぞれ減額をし、款内で調整を図ろうとするも

のであります。

また、３款地域支援事業費では、職員の休職に

伴う臨時職員の伴金を９２２ ０００１、６款諸

支出金では前年度の介護金付費負担金の精算等に

伴う返還金を ０４８２ ０００１それぞれ追加 

しようとするものであります。

次に、保険事業特定の歳入につきましては、地

域支援事業費の１加に伴い、４款国庫支出金、６

款道支出金、８款１入金をそれぞれ負担割合に応

のて追加しようとするもので、また９款１１金で

は前年度１１金を予算化しようとするものであり

ます。

次に、サービス事業特定・名寄について申し上

げます。特別養護老人ホーム清峰園の入所者が緊

急時に避難できるよう、非常口の拡張工事を行お

うとするものでありまして、工事費の １９０２

１につきまして一般会計１入金で調整をしようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 平成２２年度名寄市個別排水処理施設整

備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

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、浄化槽設置工事の事業１１加な

どによるものであり、歳入歳出それぞれ６３９２

１を追加し、予算総額を ５４９２ ０００１に 

しようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では、当初予算で浄化槽設置工事

の台数を１０基と見０んでおりましたが、１６基

の工事が見０まれることから６３３２１を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受２者分担金を２９２１、５款

市債では６１０２１をそれぞれ追加しようとする

ものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の１加に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。
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議案第１１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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 平成２２年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市簡易水道事業特別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、智恵文地区で発生した漏水事故

にかかわる対災経費などを中心とする補正であり

まして、歳入歳出それぞれ２５５２ ０００１を

追加して、予算総額を ５２５２ ０００１にし 

ようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

簡易水道事業費では、智恵文地区の漏水事故に係

る修繕及び緊急漏水調査費とっ路台帳修正業務を

合わせて２５５２ ０００１を追加しようとする

ものであります。

次に、歳入については、一般会計１入金で収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成２２年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、後期高齢者医療被保険者に対し

て過年度分の保険っ還付が生のたため、歳入歳出

それぞれ２２ ０００１を追加し、予算総額を３

ス３７４２ ０００１にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成２２年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業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、市立病院分で過円地域自立促進

計画における医療スタッフ確保対災事業として、

一般会計からの負担金を１額し、投資として看護

師等の確保対災を強化をするため修学資金貸付金

を１額しようとするものであります。また、東病

院分では必要とする各種医療機器を購入しようと

するものであります。

補正の内容について収２的支出から申し上げま

す。２款病院事業費用におきまして医業費用の東

病院指定っ理っで５００２１を、医業ま費用の東

病院一時借入金２息で１０２１をそれぞれ追加を

し、総額を７９ス ８９５２１にしようとするも

のであります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして一般会計負担金で ００

０２１を追加し、総額を９ス ９３２２ ０００ 

１にしようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして備品購入費で ２５０２

１を、修学資金貸付金で ０００２１をそれぞれ

追加をし、総額を１１ス ３０８２ ０００１に 

しようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度１２特定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２１年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 平成２１年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第１７号 平

成２１年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

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。

議案第１５号から議案第〇市長（加藤剛士君）

１７号までの平成２１年度における各会計決算、

病院事業会計決算及び水道事業会計決算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

議案第１５号は平成２２年５月３１日、議案第

１６号及び第１７号は平成２２年３月３１日をも

ってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いましたの

で、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により決算の認定をお

願いするものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）
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ただいま議題となっております議案第１５号ま

２件については、本会議質疑を省略し、全議員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号ま２件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２１年度名寄市風連特例区会計決算の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 平成２１年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市風連特例区会計決算について報告を申し

上げます。

合基特例区では、合基特例区規約で定められて

おります事業を執行しておりますが、本件は本年

８月２６日開会の合基特例区協議会におきまして

平成２１年度名寄市風連特例区会計決算の認定を

了したことから、市町村の合基の特例に関する法

律第５条の２７第６項の規定により決算の報告を

するものであります。

決算の詳細につきましては、お手元の決算書に

記載のとおりでありますが、歳出の主なものとい

たしましては、ＮＰＯまちづくり観光支援及びイ

ベント活性化事業で８５８２１、区域育英基金事

業で７７１２ ０００１、地域施設っ理事業で 

１０７２ １５２１などとなっております。

風連特例区は、本年が最終年度でありますが、

特例区期間満了後の風連地区の振興を図るため、

地域住民と一体となって課題や方災の検討を進め

るとともに、市に継続される事業につきましては

１滑に移っできるよう協議を進めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、平成２２年７月９日午

前８時４０分ごろ、名寄市西１条南１丁目、名寄

市役所名寄庁舎西側駐車場におきまして総務部所

っの公用車が駐車場に後退し始めたときに後方を

通過しようとした相手方車両に接触をし、破１さ

せたものであります。過１割合は本市が４０％で

あり、相手方車両の修理代として本市が９２ ４

７０１を負担をすることで示談が成立し、和解し

たところであります。

２件目の事故は、本年７月１４日午後３時２５

分ごろ、札幌市白石区川北２２７２番地９にある

駐車場におきまして総務部所っの公用車が駐車中

の相手方車両に接触をし、破１させたものであり

ます。過１割合は本市が１００％であり、相手方

車両の修理代として本市が１７２ １２５１を負

担することで示談が成立をし、和解したところで

ございます。

以上、２件を地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分をしたので、１条第２項の規定

により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

この件についてなの〇２１番（谷内 司議員）

ですけれども、交通事故というのは、毎回この報

告来たときに私はいろいろ意見を申し上げている

のですけれども、車社会ですから交通事故はない

ということは言い切れませんけれども、１件目に

ついてはやはり過１割合が相手にもあって、こっ

ちも悪くて、これは避けて通れないのかなと、そ

ういうこともあったのだろうと思うのですが、あ

ってはならないことだと思いますけれども、毎回

申し上げていますように１００対ゼロという交通

事故というのは、こちらのほうはちゃんとそれに

対して対処できれば防げることだと思うのです。

相手方の車なり、物件はとまっているのですから、

それにもかかわらず、この図を見たときに真っす

ぐ入らなければならないものを真っすぐ入り切れ

ない、相手にぶつけるなんて、こんなの免許ある

資格なんかないようなものですよね。こんな人た

ちを札幌まで車でやって、よくここまで事故起こ

さないでもったなと思います。ですから、できる

ものだったらそういうものに対しては、これから

はそういうところに行くのは車でなくて、どっち

かというと汽車なり、バスなりで行くようなこと

を考えたらいいのではないですか。それから、い

つも申し上げていますように、こういう人たちに

は前から言っていますように自動車学校に行って

もう一回勉強させれって何回も言っているでしょ

う。なぜそれをしないのかと。この市役所の駐車

場のときもとまっていた車に入っていって、後ろ

からどついたとかとそんなの何回もありますよね。

これは、どうしても市の職員であって、やはり市

民の目標となってやらなければならない人たちが

このようなことを起こすということは大変おかし

なことであると思うので、そんなこと考えられま

せんか。

それと、こういうことをしたことに対して毎回

申し上げていますように当然懲罰が発生したと思

いますが、だからこれからももしこういう報告が

あるならば、その人たちにこのような懲罰をしま

したということをあえて市長などの趣旨説明の中

に入れてほしいと思いますが、その辺どうでしょ

うか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内議員には毎度〇総務部長（佐々木雅之君）

交通事故の関係でおしかりを受けていまして、私

が感のている以上に職員も十分その辺については

感のておりまして、１の職員が１のような事故は

起こしておらないということにつきましては、６

月の議会でもお話をさせてもらったとおりであり

ます。民間会社の実態も調べさせていただきまし

て、職員に自己負担をさせて自動車学校のほうに

通わせて講習を受けると、そういう方法もあるよ

ということで谷内議員から何回も言われています

けれども、１つは運転手さんとして採用されてい

ない事務系職員で、いわゆるうっかりミス、ぽか

ミスという形であろうと思うのですけれども、こ

の関係につきましては今回８月３０日と３１日、

市役所の車両係長を講師にしまして、新採用にな

ってから３年未満の今回の１００対ゼロの職員も

含めて運転技術講習会をさせていただきました。

２２名の職員を対象にして行いました。これから

この種の事故を起こした場合、過去には交通安全

に対する意識がちょっと足りなかったのかなとい

うことも含めて交通安全運動に積極的に参加をさ

せたりということしていましたけれども、谷内議

員おっしゃるとおり運転技術が本当にもしかする

と未熟なのかもしれません。この関係につきまし

ては、本人の負担をさせることによって逆にプレ

ッシャーがかかったりして、名寄、風連はそれぞ

れ分庁舎方差をとっていますので、それの往来も

普通の市役所よりは多いのかなと思っていまして、

その辺含めまして今回の運転技術講習会を毎年毎

年実施していきたいと思っていますし、例年やっ
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ています１月、２月ごろには名寄警察署の交通課

長の協力を得まして改めて交通安全意識をしっか

り訓練、訓練というか、研修をさせていきたいと

思っておりますので、この辺については御理解賜

りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

総務部長に反論する〇２１番（谷内 司議員）

わけでないのですけれども、前のときにもこのよ

うな形の中でこういう講習をしていく、そしてこ

ういう形の中でやっていきたいということを言っ

ているのですけれども、当然そういうことを起こ

した人たちにそういうような懲罰の中でいろんな

ことの講習なりなんなり今までやっていると思う

のですが、それに対して、今も言ったのだけれど

も、そういうことやっても効き目ないと思うので

す。これはあくまでも、自動車学校行ったときに

実技と技能があるのです。講習受けたら技能だっ

て法令だってそういうのわかるのですが、運転手

は技術なのです。やっぱりハンドよを持ってそう

いうものをやることによってそれがわかるのであ

って、何ぼ法令がこうだから、何がこうだからと

いろんなものに対して講習を受けても、これは運

転は上手になると思えませんから、やはり今まで

も合基してからこんな１００対ゼロという交通事

故というのですか、何回もこの専決処分したの聞

いていますけれども、そういう人たちに対してそ

ういうことをやって、ただ運転手として雇用した

わけでないからというのだったら車動せないほう

がいいです。ですから、そうだったら、先ほど言

ったようにそういうところ行くのだったら、まし

て地方行って迷惑かけるのですから、そういう人

は車なり、バスを２用されて、車は動らないよう

な形をとるとか、そういうこと何かの方災をしな

ければならないのとやはり実技の運転未熟さを勉

強するためのことをやったらいいと思います。そ

の辺どうですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと私の答弁〇総務部長（佐々木雅之君）

が舌足らずだったかもしれません。車両係長にや

ったのは運転実技講習です。先ほど運転技術講習

と説明させてもらったのですけれども、横に動っ

て、公万施設の駐車場を使いまして、実際にライ

ンを引いてある駐車スペースのところにバックで

とめさせたり、そういうことを実際にやって、し

っかり運転技術があるかないかの確認はこの２２

名についてはさせていただきました。

１り返しになりますけれども、処分の関係につ

きましては今回も９月１日に該当者には厳重注意

と監督する部長、課長クラスについては口頭注意

ということで、処分規定にのっとった形で処分は

させてもらいました。これは、市長室におかれま

して市長のきのきからその処分辞令をいただくも

のですから、職員はかなりひしひしと実感をして

いるかと思います。先ほども言いましたけれども、

１回起こした職員が反災して起こすようであると

その職員の運転技術についてはやはり谷内議員の

おっしゃるとおり問題があるのかと思いますけれ

ども、現実的には何らかの事情でうっかり、ぽっ

かりがあったかもしれません。１の人間が犯して

いないということも含めて、一定程度処分なり、

研修が機能しているかなというふうに思っていま

すので、いましばらく職員のほうには叱咤激励と

いうか、交通安全意識の考え方についてはしっか

り伝えていきたいと思っておりますので、御理解

を賜りたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第２号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、９月８日から９月１６日ま

での９日間を休会といたしたいと思いますが、御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、９月８日から９月１６日までの９日間

を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時２８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 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 日根野 正 敏

平成２２年９月７日（火曜日）第３回９月定例会・第１号


