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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年９月１７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 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

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

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

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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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

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、

４番 竹 中 憲 之 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

減災、防災対策の強化を外２件を、高橋伸典議

員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して

まいりたいと思います。

まず初めに、７月２９、３０日に被害に遭われ

ました皆様には心よりお見舞い申し上げます。ま

た、職員、消防団員、消防職員、そして警察、自

衛隊、建設業者、災害協力業者の皆様、朝３時、

４時まで作業され、次の日の朝、被災者の後片づ

けというお仕事をされ、大変に御苦労されたこと

を敬意を表したいと思います。

大きい項目の１番目、減災、防災対策の強化を

について御質問をいたします。７月中旬、活発な

梅雨前線の影響により西日本各地で集中豪雨が発

生し、土砂災害や家屋浸水の被害をもたらしまし

た。こうした集中豪雨は、８月には北海道、東北

地方で猛威を振るい、各地で被害を与えました。

最近の集中豪雨の特徴として、局地的に短時間、

８０ミリを超える猛烈な雨が観測されるほか、平

年の２倍を超える総雨量が降っております。死者、

重軽傷者、行方不明が相次いでいます。近年集中

豪雨災害では、短時間で局地的に大雨が降るゲリ

ラ豪雨やアスファルトやコンクリートのため吸収

されない大雨、雨水が鉄砲水やはんらんを引き起

こしております。名寄でも７月２９、３０の大雨

は、旭川地方気象台の速報値では１時間最大２５

ミリ、１日では１１７ミリになり、過去７月の１

カ月の平均総雨量９ ５ミリを上回る量が１日で

降りました。名寄の旭ケ丘地区３０世帯６５名、

また風連の緑町地区１８世帯３２名の方が避難所

に避難されましたし、家屋の浸水被害は床上浸水

５件、床下浸水４１件に及ぶ被害をもたらしまし

た。被害を受けた被災者の支援策や災害の復旧を

国が支援する激甚災害指定の見直しも検討されて

おりますが、８月２０日に政府が決定した激甚災

害指定ではこの６月１１から７月１９日までの間

の被害を受けた全国各地でしか適用はなりません。

今回の豪雨は、山間部など狭い範囲で被害が集中

し、そのために被害額の合計で指定を行う現行の

制度の基準では対象にならなかった道路や河川の

堤防など被害がありました。また、被災者生活再

建支援制度では災害救助法の住宅の応急処理や災

害復旧住宅融資も今回の災害、名寄では該当され

ない状況にあります。今回の被災者の中には、年

金生活者で固定資産税が免除されておられる方も

おります。災害被災者は、地域、近隣の人が救い

の手を差し伸べるのか、行政として支援が必要と

考えますが、本市義援金、または税金の免除等の

被災者の自立した生活再建を支援するために本市

としての支援制度の考え方の理事者の御見解をお

尋ねいたします。

本年４月に総務省消防庁より地方自治体の危機

管理に関する調査結果が発表されました。いずれ

も初めての現状の調査であり、緊急時における避

難マニュアル等の作成が進んではいない現状が報

告されております。国民保護法に基づく基本指針

では、市町村の避難実施要領のパターンを複数作

成することが規定されております。緊急有事の際、

迅速に避難実施要領を作成することが必要で、そ

のために避難実施要領パターンをあらかじめ市と

して作成するのが重要であると言われております。
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国民の保護に関する基本指針の中には、市町村は

関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が

作成したマニュアルを参考に複数の避難実施要領

のパターンをあらかじめ作成しておく、また高齢

者、障害者、乳幼児、そしてみずから避難するこ

とが困難な者の避難方法、季節別に、また観光客

や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞発生状況も配

慮するとありますが、今回の集中豪雨災害では短

時間での局地的な大雨が降るゲリラ豪雨で、今ま

でと違った教訓を得たと感じました。今回も１０

時３０分に避難の連絡が来たと言われ、ふだんは

もう寝ていたと言っておりました。本市の水害発

生時避難実施要領のパターンの避難勧告にかかわ

る具体的な発令基準の策定状況や対策の強化の理

事者の御見解をお願いいたします。

自然災害で高齢者や障害者が逃げおくれないよ

うに市町村が情報伝達の方法などを事前に定める

避難支援全体計画を策定し、個別計画の中には要

援護者ごとに避難支援者との関連づけ等を明らか

にした具体的な避難計画で、災害時には自治会、

町内会、民生委員が避難支援を行い活用するとさ

れております。今回の水害発生で避難支援全体計

画の内容、方針や変更を余儀なくされたと思いま

すが、災害時要援護者の避難支援対策への個別計

画の取り組みについての理事者の御見解をお願い

いたします。

名寄も今回の大雨は１時間最大２ ５ミリ、１

日１１７ミリという過去最大の集中豪雨の災害で、

短期間で局地的に大雨が降るゲリラ豪雨のため、

小規模の河川が木や草に覆われているため水の流

れが悪く、はんらんを起こしました。吸収されな

い大雨、雨水が鉄砲水やはんらんを引き起こして

おりました。名寄は、このような集中豪雨が来る

予想や国の規制で下水処理場に水をためるピット

をつくったと思いますが、今回下水処理場で満杯

となり、個人住宅も水洗トイレが使えない状況に

なりました。本市の下水処理場の処理能力は何ミ

リまでの能力なのか。また、今後下水処理関係の

改善対策の考えと災害が起きたときの河川改善対

策の管理のあり方について理事者の御見解をお願

いいたします。

次に、災害対策本部が今回名寄地区、風連地区

の広範囲であり、名寄地区及び風連地区の洪水被

害が出たため、名寄庁舎災害本部と風連地区災害

対策本部の連携や災害対策本部から現地災害対策

本部の連携が有効だったのか大変に疑問に感じま

す。短時間で局地的に大雨が降るゲリラ豪雨のた

め、名寄では経験できなかった出来事かもしれま

せんが、しかしいついかなるときに起こり得るの

が災害であります。災害対策本部と各部署の連携、

名寄地区、風連地区との連携、災害対策本部と被

災現場との連携、被災現場責任者と被災救助隊と

の連携に対する改善と対策に対する理事者の御見

解をお願いいたします。

名寄は、本当に災害の少ない地域であり、災害

に対する危機管理がおくれている地域であると思

います。今回の水害では、地域によっては災害広

報、避難勧告、避難命令の告知がおくれたところ

もあります。市町村防災行政無線は、災害時にお

ける発信規制が行われることがないことから、自

治体や住民及び防災関係の機関の相互での災害情

報伝達の手段として防災無線は有効に使われてお

ります。名寄市の防災対策無線に対する導入に対

する理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目２番目の観光振興についてお

尋ねいたします。観光は、社会基盤の変革により

平和の象徴であるピースフルインダストリー、す

なわち平和産業と言われております。それは、地

球にとって大きな経済の波及効果をもたらすだけ

でなく、地域を訪れた人々と交流を通じて地域の

活性化にも大きな役割を果たすものであります。

各自治体も各方面との連携を強化しながら、おも

てなしの準備を進めることとそれぞれの真心の対

応と努力することによって来名者としてあらわれ

ております。貴重な財産に磨きがかかり、まちの

輝きが増すことにより、交流人口の増加という貴
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重な効果が期待をされております。本年名寄で行

われておりますイベント関係の参加状況と観光施

設の利用状況をお知らせいただきたいというふう

に思います。

加藤新市長が名寄の３６０万本のひまわり畑、

すばる天文台、道の駅、道立公園サンピラー、ピ

ヤシリスキー場、カーリング場のトップセールス

マンとして名寄観光資源や物産を国内外に積極的

に売り込む、地域の活性化を図りますと言われて

おります。しかし、名寄はひまわり畑のまちと言

われておりますが、ある観光客が名寄の駅に立ち

寄った際、ひまわり畑はどこにあるのですかと聞

かれ、地図もなく、地図を探しに行ったという出

来事がありました。お金を払い委託した観光協会

の役割は、イベント事業が主な仕事なのでしょう

か。名寄市の観光課が推し進めるものなのでしょ

うか。観光協会との役割分担、内容と経過並びに

委託内容とイベント等の状況をお知らせいただき

たいというふうに思います。

先日も智恵文の方が名寄は観光やこんなすばら

しいひまわりに対してＰＲがなされていないと怒

っておりました。行政の３名の職員が宣伝を進め

るのか、観光協会が宣伝を進めるのか、明確にさ

れているような状況にはなかなか思えません。観

光課は観光部、歴史的遺産は教育部、姉妹都市は

総務部になっております。問い合わせの窓口を整

理することはもちろん合理性があると思いますが、

担当に関する情報は担当課だけに求めるわけには

いかないのであります。当然ながらその交流の趣

旨に沿った部分については明確な答えがその場で

返ってくるわけですが、所管を超えた問題には直

接把握しておりませんとのことになります。所管

でなければ意識も弱く、掌握もしにくくなるのは

当然と思います。交流ということを考えた場合、

何もその目的は１つに絞られたわけではないと思

います。例えば観光を一面にあるとしても、実は

教育であったり、文化振興であったり、経済活動

の提携であったり、環境保護の問題でもあったり

するわけです。窓口での市民サービスにもつなが

る問題であります。情報提供はワンストップでと

いうことで今名寄庁舎も進めておりますけれども、

早急にこの観光行政も改善を図るべきだというふ

うに考えております。交流促進のための包括する

部署を明確に設けるべきだというふうに考えてお

ります。職員の方々にとっても仕事のしやすい、

姉妹都市の方々にとっても対応しやすい国際、国

内交流とともに１つの部署に置き、一番望ましい

形はこの観光振興を進める加藤市長のもとで観光

部署を直属に設けてはいかがでしょうか。理事者

の御見解をお願いいたします。

観光交流を促進する上で必要なことの一つとし

て、情報を集中的に強化し、発信することが挙げ

られると思います。そこから体験する人をふやす

ことが重要と思っております。きょうも日程的に

は行けなかったけれども、次の機会に名寄のあの

展望台に行ってみよう、そういう気持ちを高めさ

せるきっかけを与えることができるのか、こうし

た一つ一つの新規旅行者やリピーターを広げてい

くことにつながるというふうに思っております。

名寄の３６０万のひまわり畑、すばる天文台、道

の駅、道立公園サンピラー、ピヤシリスキー場、

カーリング場、また西田敏行さんの「星守る犬」

のロケ地の家とまだまだすばらしい観光地があり

ます。しかし、名寄駅の横の複合交通センターが

名寄観光のスタート地点と言っても過言ではない

というふうに私は思っております。複合交通セン

ターとひまわり畑、天文台、「星守る犬」のロケ

地、ピヤシリスキー場と道の駅を結びつける交流

人口の増加につながるというふうに私は思います

が、本市として交流人口の増加への取り組みにつ

いて理事者の御見解をお願いいたします。

最後に、子宮頸がんワクチンの公費助成につい

てお尋ねをいたします。前回の第２回定例会で詳

しい御説明はさせていただきましたので、今回は

ワクチンの公費助成の部分だけでお話をさせてい

ただきます。ワクチンは、３回接種が必要なため、
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１回に１１万 ０００１費用がかかります。日本

産婦人科学会などは公的支援を訴え、全国で公費

助成の動きが広がっております。北海道保健福祉

部によると、道内１７９市町村中、平成２３年度

よりワクチンの助成を開始するのは６２市町村、

３５％にも上っております。また、これから検討

を進めるという市町村が６５市町村に上っており

ます。実に７割の市町村がこの公費助成に前向き

に検討を進めております。しかし、まだ名寄市は

決まっておりません。高橋はるみ北海道知事は、

来年度から道費助成を表明し、厚生労働省も来年

予算に１１５０億１を盛り込まれ、国、都道府県、

市町村が負担し合って助成する仕組みを打ち出さ

れました。本市の子宮頸がん予防ワクチン接種の

公費助成について理事者の御見解をお願いいたし

ます。

以上、壇上の質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま高橋議員から大きな項目で４つの質

問をいただきました。１つ目につきましては、小

項目４を除く部分を私のほうから、小項目４につ

きましては建設水道部長から、２つ目は経済部長

から、３つ目は健康福祉部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、１項目めの減災、防災対策の強化から小

項目１の被災者への支援制度について答弁をいた

します。国の災害被災者支援法に基づく災害によ

る被災者に対する支援制度がありますが、今回の

災害の被害状況では適用は受けられないというふ

うに考えております。名寄市におきましては、災

害被災者を支援する名寄市災害弔慰金の支給等に

関する条例においては、災害で死亡した場合につ

いては最大５００万１、災害で傷害を負った場合

については最大で２５０万１の弔慰金や資金の貸

し付けがありますが、同様に今回の災害について

は適用にならないというふうに考えております。

今回の大雨において床上浸水をしました住宅に

つきましては、翌日職員が市長の指示によりまし

てぬれた畳を住宅から出したり、家財等の運び出

し等を手伝いし、被災者の支援を行いました。ま

た、床上浸水の高齢者の方につきましては、保健

師が電話連絡をしたり、訪問をし、心のケアを行

ったり、浸水によって行き場所がなくなった方に

つきましては公営住宅における入居についてや介

護の必要がある方に対しましては施設等の入所に

ついての支援を行っております。

税金における免除等につきましては、市民税、

資産税で制度は持っています。一部の床上浸水し

た方につきましては、税務課の調査班が調査した

罹災証明に基づき、納期が到来していない固定資

産税の一部が減免の対象になる見込みで、現在手

続を行っている最中であります。また、国の２２

年所得税の雑損控除が適用認定されますと、翌年

２３年度の市民税が軽減される場合がありますの

で、税務署にお問い合わせをいただきたいという

ふうに考えております。

次に、避難実施要領について答弁いたします。

市の避難救出計画の中で、災害の危機がある場合

に必要と認められる地域の居住者を避難勧告や指

示を行うとなっておりますが、実際のところ今日

までこれらの勧告等は出していなく、今回の災害

が初めての避難勧告となりました。名寄市の洪水

ハザードマップによりますと、天塩川等の監視ポ

イントの水位とその上流の状況等を判断して避難

勧告を出すことになっております。今回のゲリラ

豪雨の教訓から、浸水する危険地区についてどの

ように危険回避できるかを改めて地域と協議を重

ね、市からの連絡方法、町内会における連絡、避

難経路等を決める中で、市の避難勧告等について

は現地対策本部を設置することにより現場の危機

度を適切に判断し、さらに気象情報を勘案して早

目に避難勧告等を行っていく考えであります。

次に、避難支援全体計画について答弁いたしま

す。高齢者の方や障害者の方が無事避難すること

ができるための避難支援全体計画における個々の
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要援護者のデータについては集１中であります。

今回被災した町内会につきましては、今後の事態

に対処するため、町内会に当該情報を確認し、事

前に災害要援護者の情報を提供していただき、被

災したときは速やかにこの情報をもとに救出や避

難を最優先に支援していくことで考えております。

しかし、市内の広範囲に同時に災害が起きたとき

は、市などが準備できる避難を支援する車両にも

限界があり、地域においてこれらの対象者の避難

支援を行っていただけるよう、地域においても互

いに助け合う自主防災の意識を持っていただくこ

とも大切であるというふうに考えております。

次に、小項目５点目の災害対策関係の連携対策

について答弁いたします。７月２９日の大雨の体

制につきましては、災害対策本部と各部署の連携

につきましては、かつて経験していない局地的な

災害で、かつ気象状況が午後９時を境に急変をい

たしました。このため天塩川等の増水により決壊

した大規模災害の既存の初動マニュアルではなく、

必要な人員を急遽招集し、臨機応変に対応いたし

ました。災害対策本部に準じる会議は、４時に招

集をいたしまして対策を練っておりました。局地

的な災害に対する体制については、職員に事前に

周知していなかったために一部職員では混乱があ

ったものと考えています。しかし、勤務終了時に

は庁内放送やメールを使いまして、職員には非常

招集の連絡の可能性があるということも含めて事

前の連絡はしておりました。

名寄地区と風連地区との連携につきましては、

分庁舎方式を採用しているために副市長と風連地

区振興課長を中心とした風連庁舎体制を組織する

ことにはなっております。風連地区においては、

長年浸水被害がなかったこと、名寄の徳田しらか

ば地区で５月以降繰り返し浸水被害があったこと、

さらに今回は同時多発的な災害であったため現地

パトロールや現地対応に人手をとられました。な

おかつ建設水道部、経済部も含めて兼ねている職

員の数が多く、風連庁舎の体制が十分だったかど

うか検証が必要と考えておりまして、現在検証を

行いました。

災害対策本部の被災現場との連携及び被災現場

責任者と救助派遣隊との連携に対するものは、災

害現場の状況が悪化したことが確認されたときか

ら被災現場に各副市長が赴き、現地指揮をとり、

救助や避難を行いました。報道関係からの電話も

随分たくさんありまして、対策本部の電話状況の

関係についてはつながりにくいということもあり

ましたが、携帯電話を多用する中で適切な対応を

してまいったと考えております。

今後につきましては、局地的なゲリラ豪雨に対

処するため、気象情報を収集するときから両庁舎

の体制を含め次の経過に至っていく体制を見直し、

また被災をしている現場で指揮をとる者の配置を

し、適切に対処していくことで考えております。

次に、市町村防災行政無線の導入について答弁

いたします。同報系防災行政無線は、住民に同報

を行う放送屋外スピーカーを設置し、大規模災害

発生時の避難勧告、避難命令などの告知を行うも

のであります。名寄は、洪水ハザードマップによ

りますと消防のサイレン吹鳴装置を使って行うこ

とにしております。既に同報系の防災無線を設置

している自治体からの情報によりますと、設置場

所周辺世帯への騒音被害が著しいことや特に寒冷

地の名寄市内の家屋は気密性が高いため、大雨や

強い風が吹いているときには屋外スピーカーの声

が聞きにくいという情報もありまして、名寄市も

同様に考えております。また、設備に要する市民

負担も億単位で新たにかかることから、公共放送、

例えばＮＨＫの旭川の局からのテロップであると

か、ローカルＦＭのＡｉｒてっし、農村ファック

ス、広報、町内会の連絡網等を活用して災害時の

情報を提供していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目、減災、防災対策の強化についての４番
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目、下水処理関係と河川管理についてお答えをし

ます。

名寄地区の下水道は、昭和５５年３月の供用開

始時に運用された合流式とその後に施工された分

流式の２通りの下水管路が設けられています。合

流式は、まちの中心部において処理区域２０３ヘ

クタールの汚水と雨水が同じ管路で処理場までつ

ながっています。分流式は、まちの中心部以外の

下水道処理区６３２ヘクタールで、雨水管と汚水

管が別々に布設され、一部区域を除き汚水が処理

場まで導水されています。処理場の雨水処理能力

は、合流区域における時間３４ミリの降雨量に対

応できるように設計され、現在５台の雨水ポンプ

を設置しております。合流改善事業として平成２

１年５月より運用を開始した滞水池は、滞水容量

が １００立方メートルあり、合流管において降

雨時の汚濁負荷が著しい初期用水を滞留させ、放

流汚濁負荷量を低減させることで河川環境の保全

を図るための施設となっています。この滞水池は、

合流区域に降る雨水 ５ミリメートル相当を滞留

させるものとし、今回の降雨時においては１１５

分ほどで満杯となりました。それ以後の流入水は

直接河川に放流できる雨水として、一部分流区域

の雨水とともに排水ポンプにより河川に放流され

ました。今回その量は１５万 ４８０立方メート

ルとなっています。今回の豪雨では総雨量が１０

０ミリを超過、このことで分流式の汚水管に本来

流すことを想定していない雨水やその浸透水が浸

入し、通常の下水の流れを疎外したことから、一

時的に一部地域で水洗トイレが使用できない事態

が生じました。今回汚水管に流入した雨水は、お

およそ１万立方メートル以上と想定され、雨水管

に比べて細い汚水管が大きな影響を受けてしまい

ました。こうした事態は、ゲリラ豪雨が相次ぐ全

国の下水道施設で問題となり、新たな課題となっ

てもいます。雨水流入の原因として考えられるの

は、分流区域にある１ ６００個ほどのコンクリ

ート製のマンホールのふたや公共汚水桝の穴や継

ぎ手、接続部分からと考えられ、今後調査を実施

しながら、流入防止の対策を図っていきたいと考

えております。

次に、河川の管理についてであります。今回の

ような集中豪雨に限らず、小河川を区域に持って

いる町内会からは、毎年のように河川管理の要望

をいただいている状況にございます。現在の普通

河川の管理は、町内会から要望があった河川の状

況を見ながら、市の単独事業として毎年わずかず

つではありますが、計画的に樹木伐採や床ざらい

を行ってきております。昨年度と本年度につきま

しては、臨時的な国の施策である臨時雇用創出推

進事業のメニューで進めているところでもありま

す。今後においても市民の安全で安心して暮らせ

る生活環境整備に努力したいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

以上、私のお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目、観光の振興について、初めにイベント

関係の参加状況と施設の利用者数についてお答え

いたします。

ことしもなよろアスパラまつりを初めとしたさ

まざまなイベントが行われました。主要なイベン

トの参加状況につきましては、なよろアスパラま

つり ０００人、前年 ５００人、対前年比９４ 

％、風連しらかば％り ０００人、前年 ０００ 

人、対前年比１００％、てっしライ人人人 ００

０人、前年 ５００人、対前年比８ ２％、風連 

ふるさとまつり ２００人、前年 ０００人、対 

前年比７ ３％、なよろ産業まつり ８００人、 

前年 ０００人、対前年比６０％などとなってお

ります。

次に、主要観光施設の利用者数につきましては、

４月から８月末までの実績で、なよろ健康の森４

万 ４３８人、前年４万 ３１８人、対前年比８ 

８％、ト８テ文化の森 １７９人、前年 ５３  

１人、対前年比９ ９％、１１カントリー１１部
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１万２３５人、前年１万５７３人、対前年比９

８％、サンピラー交流８７万 ０６６人、前年７

万 ４０９人、対前年比９ ６％、ひまわり畑関 

係、更正、東雲、サンピラーパーク合わせてでご

ざいますが、１万 ７４４人、前年１万 ４５３ 

人、対前年比１０７％、望人台自然公園 １４２

人、前年 ５０１人、対前年比１１ ２％となっ 

ております。また、ことし４月にオープンしまし

た市立天文台につきましては、１万６５人が利用

しております。市の玄関窓口であります道の駅な

よろにつきましては２２万 ２８０人、前年が２

１万 ０６０人、対前年比１０ ３％となってお 

ります。

イベントの参加人数や施設の利用者数が前年度

を下回っている状況もありますが、これらは交流

人口の大きな柱でございまして、財産であると考

えておりますので、各施設において持ち味を生か

しながら、連携をとって回遊できるような仕組み

を研究してまいりたいと考えてございます。

次に、観光協会への委託内容とイベントの状況

についてお答えをいたします。ＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会は、平成１３年１０月に法人

格を取得、実質的には平成１４年度から事業を開

始しております。法人設立の際には市と観光協会、

商工会議所の３者による事業活動支援に関する基

本合意を取り交わし、連携強化を図りながら観光

振興に寄与していくものとしております。基本合

意の内容につきましては、１つには事業活動に対

する事業経費等の支援協力、２つには組織経営に

対する財政支援、３つには今後の観光振興事業の

推進となっております。人は商工会議所、財政支

援は市で対応することで合意をしてきており、観

光まちづくりの名のとおり、市民が１しめる事業

取り組みを行うこととしてこれまできております。

事業内容につきましては、大きくまちづくりの

イベントの開催として、アスパラまつり、てっし

・名寄まつり、雪質日本一フェスティバルがあり

ます。人観光事業としてひまわり畑の支援、同様

にホー８ページでシバザクラ、コスモス、サルビ

アなどの情報を発信しており、また智恵文沼など

観光施設管理、看板の維持などでございます。観

光ＰＲ事業として、ホー８ページによる観光物産

広報、市内ホテルの宿泊ネット予１、駅前歓迎広

告塔の運営、観光パンフの発行、プロモーション

参加、観光客入り込み調査、観光ボランティア活

動、イベント協力などとなっております。さらに

は、旭川観光誘致宣伝協議会と連携した国内外観

光客誘致事業の推進があり、広域観光では道の駅

連携事業、グリーン・ツーリズ８参加、道北観光

連盟事務局として事業推進を担っているところで

あり、物産につきましても物産振興協会の事務局

としてなよろ畑自慢１１部事業の推進や物産展参

加など、物産を通して観光のＰＲにも努めている

ところであります。

次に、観光行政と観光協会の関係、連携につい

てお答えをいたします。基本合意に基づきまして

観光まちづくり協会に対し、市と商工会議所との

支援体制は基本的には整っておりますが、近年は

職員の人事等においても大変厳しい状況にあると

受けとめてございます。ひまわりでまちづくりを

していくこだわりにつきましても、平成１９年に

智恵文ひまわり畑を一部縮小せざるを得なかった

状況がございまして、事業の見直しを迫られまし

た。そのような中、観光と物産を兼ねたひまわり

が地域の方々により再度支援をいただいてきてお

ります。幸いにも映画のロケ地としても選定され、

ひまわりを媒体にして新たな事業展開が始まり、

観光産業、地域産業の進展に大きく寄与しようと

しております。ことし７月には観光、商工業、農

業など関係各団体、機関から成るひまわりのまち

なよろ実行委員会が設立されました。映画だけで

なくて、地域おこしに軸足を置くなどとしており

ます。これらも行政と協会を含め連携して進めて

いかなければならないものであり、観光について

も行政、協会、双方でしっかり連携をとって推進

していくと考えております。
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職員体制につきましては、双方とも現状満足し

ておりませんけれども、それぞれの事業内容を精

査する時期に来ているのではないかと考えており

ますので、このことにつきましても観光まちづく

り協会と協議を持たせていただきたいと考えてお

りますし、行政内における観光部局の設置につき

ましても今後十分内部協議を進めてまいります。

次に、交流人口の取り組みについてお答えいた

します。今議会においても議論をいただいており

ます複合交通センターの整備計画につきましては、

既に御案内のとおり、ＪＲや都市間バス、地域生

活路線バスの交通結節点であります。その内容に

不可欠なバスターミナルに観光案内、市民の利便

性を持った施設を併設し、市民はもとより観光利

用者へのサービスを提供する施設として整備しよ

うと考えているものでございます。複合交通セン

ターにつきましては、通常のバスセンター機能に

加え、バス利用者１日１ ２００人の方々を含め、

ＪＲを利用されて来られた方、一般市民の方々に

対してもこの場所においての案内と情報の受発信

は名寄の窓口としても果たす役割は大変大きいと

確信いたしてございます。例えば天文台、道立公

園などへの案内のほか、ビジネス客への宿泊、飲

食店情報など、立ち寄られた方々が必要とする情

報の提供機能を発揮していただくことを期待して

いるところであります。交流人口の拡大につきま

しては、交通結節点としての役割、さらには情報

受発信の拠点としてのインフォメーション機能が

加われば利便性は格段に増加してくるものと考え

ております。人を寄せる施設とともに、そこで案

内する人的要員、人も大きなかかわりが出てまい

りますので、行政、観光協会、関係団体、機関一

体となってかかわりを持った中で事業を推進して

いかなければならないと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３の子宮頸がん予防ワクチンの接種の

公費助成について申し上げます。

６月の第２回定例会におきましても議員から質

問があり、国、北海道、道内市町村の動向を見な

がら、情報の収集を行い、十分な議論が必要との

答弁をさせていただきました。議員御承知のとお

り、子宮頸がんの国内での発りは１１万 ０００

人、そのうち１ ５００人が死亡しており、特に

２０歳、３０歳代の若い女性にふえてきておりま

す。その原因は、ほとんどが性交渉によるヒトパ

ピローマウイルスの感染によるものと言われてい

ます。そのため性交渉を経験する前の１０歳代前

半に感染り予防のためのワクチンを接種すること

で７割以上の子宮頸がんを予防することが可能と

言われ、その効果が世界的にも期待されています。

日本では昨年１２月にワクチンが発売され、接種

ができるようになりましたが、予防効果を得るた

めには３回の接種が必要で、その費用は１人当た

り１５万１前後と高額なものとなっており、全額

自己負担という形ではなかなかしづらい状況にあ

ります。このことから、ワクチンの接種率を高め、

積極的に子宮頸がんを予防していくことを目的に、

全国的にも公費助成に取り組んできている自治体

がふえてきております。道内におきましても、北

海道の８月末現在の調査によりますと２２市町村

が一部、または全額助成を既にスタートし、さら

に今年度実施予定が１３市町村と各自治体による

助成の拡大が図られてきています。本来予防のた

めのワクチン接種につきましては、国の制度に基

づき実施していくことが望ましく、各自治体にお

ける助成により地域格差が生じないよう各団体か

ら国への要望も出されてきております。現在国に

おいては、厚生労働省の来年度予算概算要求で子

宮頸がん予防対策強化事業を新たに設け、市町村

が実施する事業に対し３分の１相当を助成するた

め１５０億１を盛り込まれ、国、都道府県、市町

村で負担し合う仕組みを想定、対象者など細部に

つきましては今後詰めていくこととなっておりま

す。また、北海道においても市町村の動向を踏ま
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え、できる限り支援をしたいとの高橋知事のコメ

ントが報道されております。道内の状況を見ます

と、札幌市など大きな自治体の動きは見られず、

小規模自治体が実施に向け取り組んでいる状況に

あります。これらを踏まえ、当市においても国、

北海道、道内市町村の動向を見ながら、次年度に

向け検討してまいりたいと考えておりますが、ワ

クチン接種しても１００％がんを予防できるわけ

ではございません。既に発りしているがんの進行

をおくらせることもできませんので、あわせてが

んやがんになる前の病変を早期に見つけるため定

期的な検査にも力を入れ、ワクチン接種と上手に

組み合わせた対応を検討してまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきまし〇１５番（高橋伸典議員）

て、再度質問と要望をしたいというふうに思いま

す。

まず、災害の部分から再質問をさせていただき

ます。今回今までにない初めての出来事で、皆さ

んもどう動いていいのかわからないという状況が

把握できます。私も今回夜中の１時まで消防団と

して土のう積みや何かを手伝わせていただいて、

次の日の朝に市役所に来たら、私は３時、４時ま

でやったよだとか、本当に御苦労されて、次の日

被災者の住宅に行くと若い職員が家具、また畳を

その家から搬出しているところを見て、本当にや

っぱり支援策というか、しっかりやっていただい

たなという部分は感じております。その中で、先

ほど佐々木総務部長言われていました固定資産税

の減免ができるのではないかという部分と、あと

国の支援の来年度の市民税の減免ができる雑損控

除、この部分というのはある程度その被災者の方

々どういう部分でなったら税務署に行って対応で

きるのかということが知らされているのか、それ

とも市のほうである程度情報を提供できるのかど

うかちょっと教えていただきたいというふうに思

います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

固定資産税の関係〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、先ほども答弁しましたように税

務課の職員が床上浸水した世帯、５世帯のところ

に既に災害終わって一日二日しまして写真も撮っ

てきまして、被害状況を確認して、現在手続中で

す。いずれの税金も払っていただくことになって

いる税金を災害の被害者になったということでそ

の税金を減免しようとする制度でありますので、

給付金的なものではないということの御理解をお

願いしたいと思います。

それから、市のほうでも市民税の減免の分持っ

ているのですけれども、今回の床上浸水して、例

えば土石流が流れてきて、１階全部が持っていか

れたと、そういうような大災害のときには対象に

なると思われますけれども、床上浸水程度の部分

でありますと通常の市民税の減免というのは難し

いという判断をしています。それで、２２年度の

所得税の申告のときに税務署のほうで雑損控除を

受ける、例えば泥棒に入られたとか人災になった

とかそういう災害と同じように、そういう被害が

あって損害が出たときには税務署のほうに損害額

の認定をしていただいて、雑損控除という制度が

あります。それを行いますと、翌年度の市民税も

税務署の所得データを使って課税をするものです

から、そのときには若干税務署のほうが認められ

ると市民税のほうにも税額がわずかかもしれませ

んけれども、軽減される可能性があるというお話

をさせていただきました。それで、具体的な話の

関係につきましては、一義的には税務署、それか

らもし税務署行きづらければ名寄市役所の税務課

のほうに問い合わせしていただければ、ただ今回

のものは本当に床上浸水ですので、なかなかそち

らのほうの支援策も対応的にはちょっと厳しいの

かなと。払った税金の金額の大きさによっても変

わってくるというふうに思いますので、できるだ

け関係する税務署、もしくはうちの税務課のほう
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に問い合わせしていただければありがたいと思い

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

しっかりと被災者に〇１５番（高橋伸典議員）

支援の策を行っていただき、きっと雑損控除や何

かはその被災者は知らないと思います。私行った

ところも床上浸水で、冷蔵庫、テレビ、洗濯機類

はもう水に浮いてだめになっておりましたし、し

っかりと受けられる状況ではないかな、しっかり

その被災者の中の人たちに広報というか、教えて

あげていただきたいというふうに思っております。

時間もありませんので、現地対策本部の件でち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。現地対

策本部、私も旭ケ丘のほうに行かせていただいて、

これをやりに行くといって行ったのですけれども、

なかなか現場が広範囲なものですから、そこに行

くまでの時間と行ったときにそこの責任者がいな

いものですから、どう動いていいのかわからなく

なってしまった人が何人もおられたのです。先ほ

ど現地対策本部を置くということですから、これ

からの水害のときにはしっかり現地対策本部を置

いて、まず行ったときにそこに行って何をすれば

いいのかというのがわかる状況にしていただきた

いというふうに思います。

そして次、要援護者の件ですけれども、これは

本当に町内会と連携をとってやっていかなければ

いけないというふうに私も思っています。名寄市

の職員ほとんどの方が現場出てという中で対応す

るのが大変だったというふうに私も思いますし、

この要援護者は行政で対応できない場合はしっか

りと町内会の方にお願いできる体制をとっていた

だきたいというふうに思っています。

もう一点なのですけれども、建設部長にちょっ

とお尋ねします。この下水処理場はこの容量が精

いっぱいだということはわかりますので、あとは

もう公共汚水桝の改善や何かをお願いするととも

に、私この水害が終わって土曜日の日に２件市民

から呼ばれて、こういうふうな状況だったという

ふうに言われました。それは、１つは１８線の排

水のところで、２９日の夜中に自分の家のところ

の排水がもう満杯になりそうだ。市役所に電話し

た。今もう旭ケ丘とこちらのほうで目いっぱいで

すから、隣近所の人にお願いしてくださいという

対応だったというのです、市役所が。私そこの現

場を見せていただいたら、上流からずっと水が流

れるところは９００から１メーターのコン管が入

っていたのですけれども、最後の開発行為をした

店屋のところが４５０のヒュー８管しか入ってい

なくて、９００、１メーターの水が行くところに

４００の管がいってものみ切れる状況ではないの

です。これ開発行為というのはやっぱり開発局な

のか、名寄市にきっと開発行為は来ると思うので

すけれども、そういう管理の状況というのはどう

なのかちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

まずもって、〇建設水道部長（野間井照之君）

最初の対応についておわびを申し上げたいという

ふうに思います。

徳田地区は、今回の豪雨にということではなく

て、徳田地区全体が改良区の排水がございまして、

その使わなくなった排水と今指摘された開発行為

との排水が入り乱れまして非常に複雑化しており

まして、我々今部内でも徳田地区の排水を調査し

なければならないという域に来ているところでご

ざいます。今回の部分は、昔の国の国営排水とい

うのか、大きな排水が開発行為によって多分縮め

られた区域だというふうに思っています。この件

に関しては、ちょっと現地を調査させていただき

まして、対応できればすぐでも対応させていただ

きますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんの〇１５番（高橋伸典議員）

で、災害のほうはちょっと最後に１点だけ、風連

の緑町の部分の今回の床上浸水の部分で、２７線



－46－

の名寄市の農業試験場、あそこは真狩川の水が流

れていて、あそこにきっと川の水が満水になった

という状況になったと思います。そして、２７線

の道路の部分を機械でかいて水を流した状況があ

ります。その前に風連の長根川ももう満水状態で、

あそこの緑丘の北側はもう床下浸水までいってい

たのです。その合流地点の部分というのはまだ救

われていたのですけれども、この２７線の道路を

決壊したことによって両方の水が来てしまって床

上になったというふうに私は思いました、あの地

形を見ると。この道路の決壊したことがどういう

理由で、また正しかったのかちょっとお聞かせい

ただきたいというふうに思っています。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

状況的には私〇建設水道部長（野間井照之君）

もそのときは名寄のほうで対応していましたので、

現地そのものは余り見ていないのですけれども、

情報の収集をお知らせを申し上げたいというふう

に思います。

真狩川のはんらんと市街地の浸水状況について

経過を少し報告をさせていただきます。７月２９

日午後から我々建設水道部は市内排水機場及び通

常の降水時に浸水する危険があるところに名寄、

風連あるいは智恵文、中名寄の郊外地区に班割り

を行いまして、午後１時からパトロールを開始し

たところであります。風連の真狩川もパトロール

のエリアになっていまして、夕方には築堤の三、

四カ所で越流を確認しました。その際には土のう

により止水作業を行いましたけれども、降雨と越

流の影響により、この時点でもう民家のほうにポ

ンプを入れる状態になっておりました。今議員が

言われる反対側の河川のほうも多分にもうこうい

う状況だったというふうに思います。その後７時

から８時にかけて一たん降雨がおさまりまして、

河川の越流もおさまったことから、排水作業及び

土のうの設置作業を中止いたしました。しかし、

９時から９時過ぎにかけて再び降雨が始まりまし

て、川の巡視に参りましたけれども、そのときは

既に越流が始まっておりまして、土のうでの対応

も考えましたが、１４００メートルから５００メ

ートルにわたって広範囲に越流しているというこ

とでその作業を断念しまして、市街地の被害が想

定される箇所への防災対策へ作業を進めたわけで

ございます。９時過ぎになって、２７線道路も低

いほうから徐々に浸水が始まりまして、全体に越

流をしてしまいました。真狩川から道道下川風連

線までのエリアにはやや中央部と宗谷線沿いに２

本の排水路がありまして、市街地を走る排水路、

無名川のほうに抜けるようになっております。１

０時過ぎには、真狩川北２７線道路までほぼ全域

が浸水しました。２７線道路から北側の緑町は、

やや中央部を走る排水路のあふれによりまして道

道下川風連線を水が走り、東大通や低い地へ浸水

をしておりました。このときに今議員が言われた

とおり東大通のほうで向こうの排水とかち合って

浸水したというふうに思っています。このとき宗

谷線沿いの排水路のほうも既に満水でありまして、

家屋も浸水している状況でございます。２２時３

０分ごろに２７線南側も１戸が既に床上浸水して

おりまして、もう２戸も宅地も床下浸水状況にな

りまして、あわせて宗谷線の２７線踏切も浸水し

始めました。こういうこともあわせて被害拡大防

止と早目に無名川に水を引き込むために開削作業

を行ったところであります。

状況的には非常に残念なことでありますけれど

も、既に一定の被害が出ていることや雨もその後

強まったということもありませんでしたので、２

７線道路を開削したということで被害を拡大した

という認識は私どもはいたしておりません。ただ、

このような大きな被害は私どもとしても初めての

経験でありまして、対応に不十分なことが多くあ

ったというふうに思っております。その時点では

できる限りのことをしたつもりでありますけれど

も、市民サイドから見れば、特に被害が大きかっ

た方からすればもどかしさがあったかもしれませ

ん。その点では大変申しわけなく思っております

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号
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し、この経験を生かしまして災害時には状況判断、

段取りを含め十分な対応で取り組む努力をしたい

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

以上であります。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

済みません、時間過〇１５番（高橋伸典議員）

ぎました。本当に市民の安全のためにこの防災し

っかりとよろしくお願いします。

最後に一言だけ、子宮頸がんのワクチンの件で、

市長もお子様おられます。しっかりとこの子宮頸

がん進めて、道も国も始めております。ぜひ名寄

もお願いを申し上げたいというふうに思いまして、

市長、一言何かあればお話ししていただきたいと

思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しのとおり国も動〇市長（加藤剛士君）

き出しているということで、道の状況も見きわめ

て、来年度以降前向きに検討させていただきます。

よろしくお願いいたします。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の観光行政について外３件を、佐藤靖議

員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問を申し上

げます。

１点目は、名寄市の観光行政についてでありま

す。この件につきましては、さきの高橋議員の質

問と一部重複いたしますが、御理解を賜りたいと

思います。市は、平成１３年１０月１１日、名寄

市地域の観光振興発展に寄与してきた名寄観光協

会がＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会として

新たに法人格を取得し、さらなる発展を目指す道

を歩み出したことに伴い、翌１４年３月２９日に

名寄市、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会、

名寄商工会議所の３者でＮＰＯ法人なよろ観光ま

ちづくり協会事業活動に関する合意書を交わし、

事業活動に対する協力、組織運営に対する財政負

担、今後の観光振興事業の推進の３点について合

意しました。この合意に伴い、名寄市の観光振興

全般で観光ＰＲ事業、各調査報告、アンケート調

査、観光客からの問い合わせ、ポスター、パンフ

レットの送付、インターネットによる情報発信、

観光ホスピタリティー育成事業、駅前広告塔管理

運営業務など８事業が協会移管となったことで、

市役所機構の中から観光の文字が消え、現在は経

済部産業振興室産業振興課内で観光行政にかかわ

る業務が取り組まれております。しかし、市長が

所信表明に挙げた経済における地域間競争が激化

する中で、トップセールスマンとして名寄の観光

資源や物産を国内外に積極的に売り込み、地域の

活性化を図る、執行方針に盛り込んだ豊かな観光

資源を最大限活用できるよう観光協会、道北観光

連盟とも連携し、交流人口の拡大推進と情報発信

に努めるという意味を含め、改めて観光行政のあ

り方についての見解をお伺いします。

また、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会な

どと交わした３点の合意の検証、特に移管した８

事業の検証についてもお伺いするとともに、合意

書取り交わしから間もなく１０年を迎えるに当た

り見直しも必要と考えますが、見解をお示しいた

だきたいと思います。

私は、名寄観光協会がＮＰＯを取得して観光振

興に尽力しようとする意欲が示され、市として事

業活動移管の合意書を交わしたことは当時として

は当然であり、行政では得られない民間の発想を

生かす意味でも決して否定をするものではありま

せんが、時代の変遷の中で限られた人員にもかか

わらず各種イベント業務をこなすことに苦慮して

いる状況、せっかく確保した人材の退職などもあ

り、なよろ観光まちづくり協会が大きな節目のと

きを迎えているように思えてなりません。加えて

サンピラーパーク、きたすばるなどの新たな観光

資源も生まれ、来年には名寄市でクランクインし

た映画「星守る犬」の公開となり、観光客が名寄
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の地を訪れる機会がふえることも期待されます。

行政となよろ観光まちづくり協会がこれまでも、

そしてこれからもしっかりと連携していくことと

は思いますが、観光行政に対する市長の思いをよ

り具現化するためにもＪＲ名寄駅横への移転を機

会に行政組織内にも観光のセクションをしっかり

と位置づけることが必要と思いますが、御見解を

お伺いします。

次に、名寄の冬を１しく暮らす条例についてお

伺いします。名寄の冬を１しく暮らす条例は、旧

名寄市時代の平成元年、北国ならではのユニーク

な条例として制定され、多雪寒冷と闘うという重

苦しいイメージを払拭し、雪と寒さを活用し、１

しみに変えるという先人が築いてきた発想をまち

づくりに生かすという理念に基づいて、風連町と

の合併により誕生した新名寄市でも引き継がれた

条例となりましたが、改めてこの条例の意義につ

いてお伺いします。

また、当時としては全国でも類を見ないやわら

かな前文で始まり、市の責務、市民の役割を明記

した内容となっていますが、特に市の責務につい

ての意義もお知らせをいただきたい。この市の責

務については、条文では市はこの条例の目的を達

成するため庁内組織を設置し、次の項目について

取り組みますとし、１つに冬の快適な生活空間の

確保に努めます。２つ目以降は、冬に強い住宅の

普及に努めます。北国の冬を１しく暖かく、過ご

す衣生活の普及に努めます。冬の環境を生かした

豊かで１しい食文化の普及に努めます。スキー、

カーリングなどの冬のスポーツ及びレクリエーシ

ョン、それにかかわるイベントの振興を図ります。

名寄らしい冬の生活文化の創造に努めます。雪や

寒さを生かした産業の振興を図りますを掲げ、市

は前項の実施に当たり高齢者や障害者などに配慮

するとともに、市民が自主的に実施する雪と寒さ

対策について適切な支援と調整を行いますと定め

られています。しかし、この条例が制定されたの

は平成１８年９月１５日でありますが、条例に基

づく名寄市利雪・親雪庁内検討委員会が設置され

たのは昨年１２月３日、実に１３年３カ月市の責

務に定められた庁内組織をつくっていなかったこ

とになります。この委員会の経緯を含め、取り組

み状況についてお伺いします。

私は、１半年間雪や寒さに覆われている名寄市

にあって、冬が本当に１しく暮らせるまちになれ

ば住みやすく、全市民が名寄に住んでよかったと

言えるまちになると感じていますし、市民の皆さ

んと行政が一体となって冬を１しく過ごすことに

取り組むためにもこの条例推進がより必要と感じ

ますが、市長の見解をお伺いします。

３点目は、名寄市立総合病院についてでありま

す。この７月、名寄市立病院医誌第１８巻第１号

が発刊されました。その中で各科の現況と展望が

掲載されていますが、同病院の将来が懸念される

内容も多く見られます。例えば循環器内科では、

昨年度は月に１度不整脈外来の応援もあったが、

今年度からこれがなくなりました。消化器内科で

もこれから消化器内科はどうなるのかがわからな

いが、とりあえず与えられた職務を全うできるよ

うに心がけて仕事をしていく。整形外科では、幸

い２２年度も３名体制を維持できることが決まっ

ていますが、それ以降については１紙の状態です

という状況を初め、小児科のコンビニ受診増加と

スタッフ負担増大への懸念、病棟の新人職員がす

ぐやめてしまう環境には何かあるとする問題提起、

修理や部品交換の調達が難しくなっている放射線

科の懸念などがあり、市立病院の将来を心配され

る記載が目立ちますが、現場を中心としたこれら

の懸念、問題提起に対して市長はどう対応されよ

うとしているのかお伺いします。

また、今定例会初日の補正予算で看護師確保対

策として ０００万１の策加が行われましたが、

具体的にどのような対策を講じられようとしてい

るのかお知らせをいただきたいと思います。特に

看護師確保対策に関連し、「ＨＡＮＤＳ―ＯＮ」

臨時増刊号でナースに選ばれる病院が掲載され、
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公立病院では市立旭川病院、市立豊中病院が紹介

されておりますが、このうち市立旭川病院は隣接

公立病院であり、名寄市立病院でも看護師確保に

生かせる取り組みがあると考えられますが、検討

した経緯があるかどうかもお伺いします。

最後に、名寄市都市再生整備計画名寄地区につ

いてお伺いします。７日の定例会初日に議決した

一般会計補正予算に（仮称）複合交通センター整

備事業費として地質調査、基本設計費など ５６

２万１が計上されておりますので、一事不再議に

当たらない範囲内で質問を行いますので、御理解

を賜りたいと思います。まず、（仮称）複合交通

センターに設置される経済センター機能について

であります。これまで市側の説明によりますと、

現商工会８の老朽化、駅前のにぎわい創造の観点

から当初のバスターミナル、レンタサイクル、観

光インフォメーションに加え、大ホールを抜く市

民会８機能を有する複合センターを建設する計画

になっております。経済センター機能の設置を否

定するものではありませんが、中心市街地、商店

街の活性化の見地を含め、改めて経済センター併

設の意義についてお伺いします。

さらに、商店街区におけるにぎわい創出の定義

と同定義に基づく経済センター機能設置を決断す

るに至った経緯についてお知らせをいただきたい

と思います。

さらに、都市整備計画の計画区域の整備方針の

中で、まち歩きが１しくなるような魅力ある空間

形成として市街地中心部の回遊性を高めるとあり

ますが、商工会８が移転となれば跡地の活用、さ

らには５丁目における金融機関の移転構想もある

中にあって魅力ある空間形成をどう築くのか、同

計画の今後のスケジュールをお示しいただくこと

を求め、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま佐藤靖議員から大きな項目で４点にわた

り質問をいただきました。大項目１点目と４点目

は私から、２点目は総務部長、３点目は病院事務

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

大項目１点目、名寄市の観光行政について、初

めに観光行政のあり方についてお答えをいたしま

す。名寄市の観光振興につきましては、議員の御

案内のとおり、平成１４年からＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会と行政が連携して推進してき

ております。本市におきましては、恵まれた自然、

人々の暮らしとともに形成された景観、気風など、

この地において安心して快適に滞在ができるステ

ージが特徴であると認識しております。各種イベ

ント、大会を開催して交流人口の拡大を図ること

も観光振興の一つであると考えております。また、

１次産業が地場産業の足腰であります。農林業の

振興、食、物づくりを連携させた事業起こしや２

次、３次の観光関連事業に結びついています。観

光は、ここに住む者が生き生きとして生活してい

る、そこが原点であると考えております。名寄大

学やスキー場、カーリング場、天文台、道立公園

など、名寄の財産を生かしたまちづくりが大切で

あると考えております。それにはＰＲや情報発信

も含めて、観光まちづくり協会など関係団体、機

関との連携、官民一体となった取り組みが一層大

切であると認識しているところであり、そのクッ

ションの役割を私たちが担っていると考えており

ます。

次に、ＮＰＯ法人なよろ観光協会への事業移管

の検証についてお答えをいたします。観光まちづ

くり協会事業活動支援に関する基本合意につきま

しては、観光協会として法人格を取得し、さらな

る発展を目指して事業活動をしていただくことを

みんなで協力、支援していこうとしたものでござ

います。市民に１しんでいただけるイベントを開

催しようと努力してきており、てっし・名寄まつ

り、雪質日本一フェスティバルなど多くの方々が

実行委員に参加し、市民みんなでイベントをつく

り上げていると理解しております。市といたしま
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しても、予算の３分の１は収益事業を行うことと

して指導してきておりますので、イベントのほか

にも各種まちづくり団体の事務局など多くのこと

を引き受けている状況にもあります。これらの検

証も必要であると認識しておりますので、今後ま

ちづくり協会とも協議を進めてまいります。

次に、移管１０年目を節目に見直しの必要性に

ついて申し上げます。観光自体のあり方、観光行

政のあり方も変わってきていると感じております。

観光地としては、これまでは風光明媚な景観、温

泉地、リゾートの遊園地などが考えられておりま

したが、近年ではその地域で輝いていることが観

光の大きなポイントとなっております。そのこと

は、風や人や気候であったり、施設であったり、

体験であったり、そこで働く人であったりします。

観光まちづくり協会においては、既に理事会にお

いて駅横事業についての参画意思表明があります

ので、これまでの事業検証とともにしっかり連携

をとって事業を推進してまいりたいと考えており

ます。行政機構につきましては、これからは縦割

りから横の連携を強めていく状況が多くなってく

ると認識しております。農商工連携、１次産業か

ら２次、３次産業までかかわる事業連携が出てま

いります。観光も観光産業と言われる業種も聞こ

えてきてございます。今回の駅横での事業展開と

あわせて、観光団体の事業のあり方についての議

論もございますが、諸団体とのかかわり方につい

ても協議させていただきたいと考えております。

行政による観光のセクションの位置づけにつきま

しては、観光協会や関連のそれぞれの団体とのコ

ーディネート役が求められていると強く認識して

おりまして、関係者の意見を十分聞きながら、庁

内においても議論を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目の４点目、名寄市都市再生整備計

画名寄地区について申し上げます。初めに、１点

目、経済センター機能設置の経緯についてお答え

をいたします。名寄地区都市再生整備計画は、本

年度から平成２６年度までの期間で駅前地区、３

・６地区、文化ホールを整備することで人の動線

を再整備し、中心市街地の活性化を目指すことを

目標とし、（仮称）複合交通センター、文化ホー

ルの建設、３・６地区再開発事業、コミュニティ

ーバスの試験運行、大通、名寄せ広場などのポケ

ットパーク整備、商店街の環境整備、非耐震化施

設の除却などを盛り込んだ事業計画でございまし

て、この３月に国土交通省の認可を得てきたとこ

ろでございます。

御質問の経済センター機能設置の経緯といたし

ましては、本地区はこれまで特段の施設整備がな

いことと人がとどまる魅力もなく、通過するだけ

の地区であり、駅前という魅力的な地区にもかか

わらず閑散とした地域となっておりました。何ら

かの対策が長年必要であるとされてきておりまし

た。今回計画する施設につきましては、公共交通

機関の利用者や観光客へのインフォメーション機

能、レンタサイクルによる移動手段の補完で、市

民などの利便性の向上と老朽化した市民会８の貸

し会議室の機能を移転し、駅前地区に人を集中さ

せようとするものであります。構想では、バス利

用者だけで年間１２０万人、貸し会議室では２万

０００人の利用を見込んでいるところでありま

す。さらに、この複合施設に経済センター機能を

併設し、より多くの利用機会をふやすことでこの

街区に人が集まり、にぎわいを持たせようと考え

ております。経済センターには名寄市商工会議所

が入居する予定となっておりますが、具体的な条

件につきましては現在双方で協議している状況で

ございます。適切な時期にその内容を報告させて

いただく予定としていることに御理解をいただき

たいと思います。

この経済センターにつきましては、これまで商

工会議所において建設支援の要請は受けておりま

したが、市中心部に公共施設を建設する予定がな

かったことから具体的な協議を行っておりません

でしたが、このたび駅前地区にこの複合施設を建
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設するに当たり、建設が可能かどうか事務的に協

議を進めてきたところであります。その結果、８

月１０日になりますけれども、建設に対する協力

費の負担の提示がございまして、市としても商工

業振興対策として有効であると判断をしてきたと

ころでございます。商工会議所では、市が創出し

ようとしている人の集中のほか、会議所としての

通常利用とは別にイベント開発などにより ００

０人の集客を予定していることから、駅前地区の

さらなる活性化に貢献できると判断しているとこ

ろでもあります。商店街区におけるにぎわい創出

の定義の御質問がございましたけれども、市とし

ましてはこれらの利用者や民間施設の利用者の集

中をもってにぎわいと考えているところでござい

ます。

次に、３・６地区を含む中心商店街地区の魅力

ある空間形成についてのお尋ねでございます。都

市再生整備計画では駅周辺、３・６地区、文化ホ

ールの間の点の整備と点を結ぶソフト事業により

中心商業地を整備する計画としております。計画

策定時点では、３・６地区物件所有者のビル再整

備計画が新中活計画にあったことから、市街地再

開発事業の導入やファサードやポケットパークの

整備により中心街のイメージを高めようとして各

事業の位置づけをしているところでございますが、

現時点において地区内の地権者の独自の事業展開

や会議所の移転計画により、中心商業地区の事業

展開の見直しも必要な状況となっております。計

画では魅力ある空間整備と表現させていただいて

おりますが、事業の手法、期間、財源などの条件

から実施可能な事業は非常に限定的なものになる

と判断しておりますが、まち歩きが１しくなるよ

うな魅力ある場として、市街地中心部の回遊性を

高めるための市街地整備事業についても適切に対

応してまいりたいと考えており、中心商業地区に

おける事業展開につきましては商業関係団体や権

利保有者とも再協議を進める方向性を策定してま

いりたいと考えております。

次に、取り組みのスケジュールについてお答え

をいたします。現時点での複合交通センター整備

計画に関しては、１０月に複合交通センター建設

に関して市民意見をお伺いする準備を進めてござ

います。並行して基本設計作業等を進め、平成２

３年度の建設着手、平成２４年度中の供用を目指

してまいりたいと考えているところであります。

一方、３・６地区を含む中心商業地区に関する取

り組みにつきましては、全事業が平成２６年度ま

での５年間で取り組む事業となっておりまして、

短い期間での展開となりますので、１事業ごとの

完結を待って事業化を進めると期間内での事業完

了は厳しい状況となりますから、中心市街地活性

化計画として予定されていた２８事業の中での取

り組みを再点検させていただき、権利者との再協

議について関係する部門ごとに関係団体と協議し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

うからは、大きな項目３番目の名寄市立総合病院

についての御質問にお答えさせていただきます。

最初に、名寄市立総合病院医誌に記載されてい

る各科の課題解決策についてでございますが、公

立病院の１７割が赤字という状況の中、当院を含

め全国の自治体病院では改革プランを作成し、平

成２１年度から平成２３年度までの３カ年で収支

改善を図るための努力をしているところでありま

す。しかしながら、この改革プランはあくまで医

療の質の向上と効率性の向上、その双方の実現を

目指すものでなければならないというふうに考え

ております。議員から御指摘のありました病院医

誌に寄せられております診療体制や看護師確保、

コンビニ受診の増加に伴う医療スタッフへの負担

増、さらには医療機器の修理や部品調達問題など

各現場から出されております意見、提言は、職員

が医療の質の低下を懸念してのことであると受け

とめております。今回寄せられた意見、提言には
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特に診療体制について危惧する記述が多く見受け

られます。地方センター病院の指定を受けて１２

年が経過し、地元はもとよりこの圏域の地域医療

を担ってきております。現在当院には４９名の固

定医がおりますが、地方センター病院といえども

今後もこの人数が確保されるという保証がないの

が現実であります。全国的に医師不足が言われて

いる中で、新たに医師を確保する努力は続けてお

りますが、一方では現在の医師の数が減ることの

ないよう常に大学医局、関係機関と接触を図り、

情報収集に努めているところであります。今回職

員からこのような病院の将来を懸念する意見が出

てくること自体職員が危機意識を持って日常の業

務に取り組んでいることのあかしでもあり、大変

心強く受けとめております。今後は、各現場から

出される意見や提言については真摯に受けとめて、

院内において協議、検討を行うとともに、それぞ

れ正確な情報を返していきたいと考えております

ので、御理解をくださるようお願いいたします。

次に、看護師確保対策の具体的取り組みに関し

ての質問であります。今定例会において議決をい

ただきました補正予算につきましては、名寄市過

疎地域自立促進計画事業の中で地域医療確保対策

事業として計画し、ソフト分の基金積み立て分と

して１億 ０００万１を概算事業費として見込み、

今年度から毎年 ０００万１を看護師確保対策と

して活用するものであります。本年度としては、

具体的には看護師確保修学資金の貸与であり、こ

とし１０月分から貸与すべき策加募集を始めたと

ころでございます。次年度以降は、実効性の伴う

看護師確保事業を検討しなければならないものと

考えております。新たな看護師募集方法として、

８月下旬に名寄駅、西條デパート、名寄自衛隊な

ど多くの人が集まる商業施設及び公共施設２５カ

所に看護師、助産師、准看護師及び臨時パート看

護師募集のポスターを掲示させていただいたとこ

ろであります。その後ポスターを見ての問い合わ

せがあり、面接により１名の看護師を採用したと

ころであります。

最後に、「ＨＡＮＤＳ―ＯＮ」に記載されてい

る市立旭川病院の看護師確保対策についてであり

ますが、ほぼ当院でも同じような取り組みでの研

修を行っております。ただ、その中で違っている

ところは、３カ月目の新人研修の内容でありまし

て、メンタル面のケアのため精神科医によるメン

タルヘルス研修が実施されていることであります。

精神的な悩みは、新人看護師だけではなくベテラ

ン看護師も同じように抱えておりますので、今後

は研修を企画し、あわせて相談できるシステ８づ

くりをつくっていきたいと考えております。今後

も各病院での取り組み状況等、情報を収集するな

どしてさまざまな方法で看護師確保対策を講じて

まいります。

以上、答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の２つ目の名寄の冬を１しく暮

らす条例について答弁いたします。

まず最初に、条例の意義についてお答えします。

日本でも類を見ないユニークな条例として制定さ

れました名寄市の冬を１しく暮らす条例は、北国

に暮らす名寄市民の生活文化の向上に大きな意味

をもたらしたと考えております。市民と行政の冬

に対する役割や責務を明確にし、生活の視点を北

の暮らしに当てるなど市民の意識改革に大きな役

割を果たしてきました。本条例の理念を新名寄市

においても継承し、より快適で１しく暮らせるま

ちづくりを進めるためにこの条例を制定したもの

であります。現在では除排雪はもとよりスキー、

カーリング等のスポーツ活動を初め、スノーラン

タンなど町内会や学校、市民が連携、協力して行

うようになり、冬を１しむ暮らしづくりに取り組

んでいるものと考えております。

次に、市の責務の意義についてお答えします。

本条例は、名寄市の冬期間における気候からどの

ように過ごしやすい生活環境とまちづくりを進め
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ていくのかなどを前文でうたい、市の責務や市民

の役割について定めております。条文の中で市の

責務や市民の役割等を明記することにより市の施

策に反映させるための共通認識が図られ、市民と

の協働で推進するといった一体感を創出すること

を考慮したものであります。市の責務につきまし

ては、冬の快適な生活空間の確保に努めます。冬

に強い住宅の普及に努めます。冬の環境を生かし

た豊かで１しい食文化に努めます。冬のスポーツ、

イベント等の振興を図りますなど冬に快適な市民

生活を送るため、雪や寒さを活用したまちづくり

を行うためと考えております。

次に、名寄市利雪・親雪庁内検討委員会の取り

組み状況について答弁いたします。平成元年、名

寄市利雪・親雪推進市民委員会が発足をし、名寄

の冬を１しく暮らす条例が制定されました。市民

と行政が共通の目的に向かいながら市の責務と市

民の役割を明確にする中で、市民の創造的な他の

模範となる活動に対して市長がこれを推奨し、名

寄市ホワイトマスターの称を贈ることとし、この

精神を合併後の新名寄市に引き継がれ、市民と行

政の冬に対する責務や名寄市利雪・親雪推進市民

委員会の任務を明確にしたところであります。名

寄市利雪・親雪推進市民委員会からは、市民の代

表としてこれまでも市民への意識啓発や利雪・親

雪推進活動など多くの御協力をいただいており、

名寄市への提言といった形で御意見をいただき、

行政の参考にしてきたところであります。

これまで市民と行政が連携、協力しながら取り

組んできた利雪・親雪のまちづくりについては、

快適な生活空間の推進として効率的な除排雪の推

進、融雪溝であるとか融雪槽、融雪施設設置資金

貸し付け、排雪ダンプ助成事業、除雪ボランティ

ア、冬期利用に配慮した公園整備等があり、冬に

強い住宅の普及促進については高断熱住宅利子補

給制度、外断熱の小学校、北方型公営住宅の建設、

防寒バス待合所の整備、サンピラー８の建設、民

間住宅建設事業者等による高気密住宅の普及促進

がなされてきました。また、冬に強い生活文化の

推進として、北国文化フォーラ８や料理講習会等

の実演、冬のスポーツレクリエーションイベント

振興としてピヤシリシャンツェの整備、ピヤシリ

スキー場整備、屋内カーリング場の整備、歩くス

キーの普及促進、雪質日本一フェスティバル国際

雪像彫刻大会、北の天文字焼、スノーランタンの

集いなどの開催や自然現象を生かす試みとしてサ

ンピラー観測小屋の設置、多目的雪上車ワンダー

ピヤシリの導入、スノーモービルランドの創設、

雪や寒さを生かした産業施策として雪氷変換機の

導入、冷熱エネルギーを利用する農業倉庫等の施

設などの建設を行ったところであります。平成１

８年９月の条例制定後、名寄市利雪・親雪推進市

民委員会を名寄、風連、智恵文地区など幅広い地

域から委嘱をさせていただき事業を推進していく

中で、風連地区で行っている利雪克雪事業等の克

雪部分を考慮し、補助事業として進め、新委員の

２年間に分けた検証を実施したこともあり、冬カ

レンダーの作成やホワイトマスターの推奨、スノ

ーランタンの集いといったイベントを中心に市民

への啓発活動を推進して進めていたため庁内組織

を設置することなく、部次長会議等で検討をいた

したところでございます。この点につきましては、

事情があったにせよ適切な事務処理ではなかった

と考えております。

昨年１２月に市民委員会からの利雪・親雪に関

し市への御提言をいただきました。部次長会議で

協議を行い、関係部署の職員で庁内検討委員会を

設置することにいたしました。現状につきまして

は、理念の推進はもとより産業、物流、観光、教

育と各分野の将来展望を踏まえた今後の方針を定

め、市の責務を見据えて推進できるよう取り組む

と同時に、多くの市民の皆様に改めて今まで取り

組んできました利雪・親雪の事業を名寄市のホー

８ページを活用して周知を行ったところでありま

すので、御理解を賜りたいと思います。

次に、市民との協働での条例の推進についてお
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答えをします。名寄市においてこれまで取り組ん

できた利雪・親雪事業を推進し、北北海道の中核

都市として大きく発展できるよう推進したいと考

えています。また、半年近く雪や寒さとのつき合

いを自然の恵みと受けとめて、雪を利用し、雪に

親しみながら、だれもが快適で１しく暮らせるま

ちづくりを市民とともに推進できるように努めて

まいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問していきたいと思います

けれども、まず観光行政、特に観光協会とのかか

わりについてでありますけれども、今の茂木部長

の説明を聞いているとまちづくり協会との協議で

すとか庁内での協議だとかいろいろあるのですけ

れども、それは年度内に行うということなのか、

その時期です、来年度中に行うということなのか。

既に７日に補正予算も決めましたので、来年度か

ら事業着手ということになると再来年度には観光

インフォメーションセンターもオープンというこ

とになりますので、それに向けていつこういう協

議をしていくのかというのを改めてお伺いしてお

きたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光協会につきまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、駅前の複合交通施設の中にも入ってくると

いうお話をいただいておりますので、この協議に

つきましては特にまだ具体的に決めているわけで

はございませんけれども、ことしから、この間補

正予算で設計の予算もつけさせていただきました

からいろいろと協議を進めていかなければならな

い部分が出てまいりますので、今年度中のしかる

べき時期から協議を進めてまいりたいと思ってお

ります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今年度中のしかるべき〇２番（佐藤 靖議員）

時期というのは非常にあいまいな言い方でありま

すけれども、ただ私はこの協議をきちんとしてお

かないと、ものをつくるとき、インフォメーショ

ンセンターつくるとき、あるいは観光協会の業務

をやっていただくときに、この協議が前提でない

とものが変わるかもしれないでしょう。それが今

年度のしかるべき時期にスタートをして間に合う

のですかと、ある意味で。早急にそこは観光協会、

これは今までのやっているとおりのことをきちっ

と観光協会に委託するということでもそれはよろ

しいのです、別に。そこの道筋をしっかりつけて、

複合交通センターの中のインフォメーションの関

係を含めて協議をしていかないと、つくってから

あれだこれだという話ではなくて、そのことに対

する認識もやっぱりちゃんと持たなければいけな

いと思うのですけれども、その辺についてはどう

いうふうにお考えになっていますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

言われるとおりでご〇経済部長（茂木保均君）

ざいますから、ちょっとあいまいな表現になって

申しわけありませんでしたけれども、これについ

ては今年度中の早くという部分もありますから、

時期的に具体的にいつという部分はあれですけれ

ども、１１月ぐらいから進めてまいりたいなと思

っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、観光〇２番（佐藤 靖議員）

行政、特に観光というのはこれからも名寄市でも

交流人口の拡大を含めて十分期待されることであ

りますので、早急な検討及び結果を期待をしてお

きたいと思います。

それと、観光にかかわって１つ、ことし大々的

に「星守る犬」のロケーションが名寄で行われま

した。健康の森、サンピラーパーク内にも小屋が

できていると。あの小屋というのは、ある意味で

は半永久的に置ける小屋ではありません。建築基

準法の関係、あるいは都市公園法の関係、いろん

な関係があると思うのですけれども、私はせっか

く来年公開になる映画ですので、あの家をどうに
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か残す取り組みをしていったほうがいいのではな

いかと。これは、配給会社との協議もあるでしょ

うし、ある意味では保管をしていかなければいけ

ないというものもありますけれども、せっかく公

開になって来年ひまわりを見に来たときにどこで

したのかわからないと。富良野のような、ああい

うふうに石の家みたいにがちっとしたものではな

いのかもしれないですし、富良野のように製作者

が地元にいるということでもないですけれども、

その取り組みをぜひ新たな観光資源としてしてい

ったほうがいいと思いますけれども、その点、市

長、副市長、どちらかお考えをお示しをいただき

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

（何事か呼ぶ者あり）

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

発言の機会をいただいて〇市長（加藤剛士君）

ありがとうございます。家を残す残さないのお話、

議員御指摘のとおり基礎が使い捨てとかというこ

とも含めてしっかりと、１０年、２０年人が住め

るようなところではないということは承知してい

ます。しかしながら、今お話しのとおり来年度公

開ということも含めて、１年ないし２年ぐらいは

様子を見て残していこうでないかというような話

をひまわりのまち実行委員会の中でも話をさせて

いただいています。その後、様子を見ながら、も

しその映画がロングランで人気を博すだとか、そ

うしたことでの拠点として残す価値がさらに出て

くるということであれば、その後また検討してい

こうということで考えていきたいというふうに考

えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、いろ〇２番（佐藤 靖議員）

んな障害とは言いませんけれども、課題があると

思いますけれども、ぜひクリアしていただいて、

残していただければというふうに思います。

次に、名寄の冬を１しく暮らす条例の関係は、

取り組み状況はもう既にインターネットで公開も

されておりますし、それはわかるのですけれども、

私がなぜこの質問をするかというと、ことしは自

治基本条例がスタートした、今年度４月からスタ

ートした。その中でも市の責務、市民の責務、そ

れぞれ責務をうたって、これが名寄の憲法である

ということで議会も議決をして、施行となりまし

た。ところが、一番の気になったのは市の責務と

いうふうにうたっている、市は必ず市民に対して

は条例を守りなさい、条例と言っているけれども、

一番は市が守っていなかったのでないですかと。

その市の責務の中で庁内検討委員会をちゃんとつ

くって、これらのことを協議して、それは部次長

会議ではやった、それは事実関係はいいのですけ

れども、条例でうたっていることをしてこなかっ

たということへの反省をきちっとやっぱり明確に

すべきだろうというふうに思いますし、意外に条

例ではそうでもないですけれども、規則ですとか

要綱ですとかインターネットで公開している名寄

市の条例集、あの中で載っているけれども、実態

が伴っていないというの非常に多い。それは、担

当者の注意不足というか、警戒不足だと私は思っ

ているのです。その象徴がある意味ではこの名寄

の冬を１しく暮らす条例ということでありますけ

れども、これはこの庁内検討委員会の委員長は中

尾副市長ということになっておりますので、ある

意味ではこの条例、あるいは規則、要綱、これに

対する職員の皆さんの注意喚起や何かも含めて副

市長はどういうふうにお考えになっているのか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘のとおり、ただ〇副市長（中尾裕二君）

いまの冬を１しく暮らす条例の今後の進め方につ

いての検討につきましては、スピード感がないと

いうのは御指摘のとおりでございまして、率直に

おわびを申し上げたいと思います。

この冬を１しく暮らす条例そのものは、かつて

冬は厳しくて大変だということをむしろ逆手にと

って１しく冬を暮らそうではないかという、いわ

ば名寄っ子の心意気も含めた精神で、市民の手に
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よる起草で前文も設けられてということで始まっ

たものでありまして、当時率直に申し上げまして

この地域も世代も含めて若々しい地域柄であった

ということが現在一定の年数を経て１熟期に入っ

たと申しますか、なかなか冬が１しいというふう

な感覚でなくて、やはり厳しさもまた一年一年身

にしみてくるという、こういう時代背景が今ある

のではないかと、このように考えております。こ

れまでさまざまな取り組みをしましたけれども、

やはりこの冬を１しく暮らす条例の原点に返って、

市民の皆さんが中心になって事業の組み立てをし

て、場合によっては市民だけでなくて市民以外の

例えば今杉並だとかそういうところとも交流をし

ておりまして、スノーランタン％りとかそういう

のにも参加をしていただいておりますので、そう

いう方とも１しく冬を暮らせるような、そうした

計画をぜひ庁内だけでなくて市民の方も巻き込ん

だ形で再構築していきたいと、こんなふうに考え

ておりますし、御指摘の部分は恐らく条例、規則、

要綱については別の面もトータルで考えて御指摘

があったというふうに受けとめさせていただいて

おりますので、その点につきましてもしっかりと

御指摘のないように対応してまいりたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この冬を１しく暮らす〇２番（佐藤 靖議員）

条例というのは、原則は親雪というか、雪に親し

むというのが原則。風連と合併をして、風連の特

例区事業の中では克雪という言葉がまだ事業の中

に残っております。ある意味では特例区間が終わ

るときは本当に新しい名寄市として親雪という言

葉が共通の理念になるという認識を持っておりま

すので、ぜひここは協働でまちづくりをしていく

意味も込めて御検討をいただきたいと思います。

市立病院の関係については、大体理解をしまし

たし、具体的には決算委員会でまた院長出席して

いただけるというふうに思いますので、そこでや

りたいというふうに思いますけれども、いずれに

してもこれは病院の医療へのドクター、医長ある

いは科長の注意力が高いという意味もありますけ

れども、この一つ二つの歯車が狂ったときに私は

病院経営というのが急速に赤字に転落していく可

能性があるだけに、注意深くやっぱり今回の医誌

というのは見ていかなければいけないというふう

に思いますし、看護師確保では最近では去年留萌

の市立病院が準備金１００万１というのがありま

したけれども、ことしからは松阪市立病院が１０

０万１、これも１００万１でありますけれども、

人事評価制度を導入して仕事に成果を上げた看護

師に１００万１という、これは最低ライン、新人

の最低でも１０万１、部長クラスで１００万１と

いうことで、病院収入の１％、１ ９２３万１を

かけてそこにやるというのですけれども、看護師

確保にそういう要するにマネーゲー８という言葉

は余り適していないかもしれないですけれども、

そういうふうになっていく傾向がやっぱり給料を

上げるですとか待遇を改善する、上げるですとか、

そういうところに看護師確保の目があるのではな

くて、うちの病院はもっと違うところに看護師の

確保の目があるのだということを含めてもっと旭

川市立病院ですとか、挙げさせていただいた大阪

の病院ですとか、市立豊中病院ですとか、そうい

うところ検証していただいて、ぜひ看護師確保、

これも医師と同様重要なセクションになると思い

ますので、お願いをしておきたいというふうに思

います。

最後に、名寄都市再生整備計画の関係ですけれ

ども、複合交通センターに商工会８機能というか、

経済センター機能というのはわかりましたけれど

も、私はやはり部長これは市民への説明が本当に

不足していると思っているのです。いつの間にか、

初めはつくったときにはインフォメーションセン

ターです、レンタサイクルです、バスターミナル

ですということを言ったのがあるときから商工会

８が入った。もう一つ、風連の交流センターを見

ると株式会社ふうれんが中に入っている。商工会
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はもうほぼ閉鎖状態で、職員そっち行っている。

そうしたら、風連の地域交流センターも名寄の経

済センターもだれのために建てたのよという理論

がある意味では変な見方が出るのではないかと。

そこにきちっとした市民説明が不足しているとい

うふうに感じますけれども、その点についてはど

ういうふうにお考えになるか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

このことに関しまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、当初の段階ではこういった計画はなく、後

にこういった計画が具体的になってきたという部

分では今議員が言われた部分というのはある意味

当然かなというふうにも思っております。そうい

ったいろんな御意見にこたえるということも含め

て、このＪＲの名寄駅横の整備に関する市民意見

をとるということで１０月の広報に実はこういっ

た形で市民意見を募集するという計画を今立てて

おります。１０月の広報にはこのことについて御

案内をし、さらにはいろんな意見を聞く。そのこ

とを最終的には設計の中にも反映をさせていくと

いう、こういう考え方をしておりますので、御理

解をいただきたいなと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、もう一つ、に〇２番（佐藤 靖議員）

ぎわいの創出というのは、特に都市再生整備事業

の中ではやっぱり重大な一つの柱というふうに思

いますけれども、今やっているのは本当にそのに

ぎわいという言葉に当たるのでしょうか。私は、

商店街のにぎわいというのは、これは中心街のに

ぎわいを含めてそこの核として複合交通センター、

仮称ですけれども、できるというふうに認識をし

ていましたけれども、あそこに集めた人をどうや

って市内に流すかという、そこの構想は全く見え

ない。さきの経済委員会聞いていてもこれからで

すという話をしています。それは、にぎやかにす

るということはいいです。にぎやかにするという

ことならわかるのです、駅前を、駅横を。にぎわ

いという言葉を使ったら、にぎわいというのは商

店街に人が流れて初めてそのにぎわいをつくる。

ところが、今の商店街は先ほど言ったように６丁

目を含めて商工会８がそっちに移ったらまた空き

地になります。今度銀行関係が移転したら、また

そこも駐車場になります。あと、今は空き店舗で

なくて空き地に変わってきています。名寄が５丁

目で買ったあの北洋銀行跡地、あそこもそのまん

まになっている。空き家でなくて、空き店舗でな

くて、空き地に変わってきている商店街の中で、

どうやってあそこに人を集めてにぎわいをつくる

のか。私は本末転倒だと思っているのです。まず、

どうやって流すのかを考えてものをつくるのが主

であって、ものをつくってから、さあこれから考

えましょう、あそこに人を集めるだけ集めましょ

うというのは、私はちょっと考え方が違うという

ふうに思いますけれども、その辺についてはどう

いう見解をお持ちでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

にぎわい、あるいはに〇副市長（中尾裕二君）

ぎわいづくりということからすると、議員のお話

のとおりだと思っております。もともと中心市街

地、５丁目、６丁目の商店も含めて再開発をする

という計画が中心市街地活性化計画でありまして、

それに基づいて策定をされたのが２８の事業とい

うふうに承知をしております。これは、あくまで

も民間サイドが実施をする活性化事業ということ

でございましたが、事実は現在の状況からすると

着手が困難ということで、公共でできる部分は何

かと。にぎわいづくりをお手伝いできる、あるい

は誘導できる策は何かということで議会とも相談

をさせていただいて今進めておりますのが駅横の

開発、それと市民会８ホールの改築と、この計画

でございます。駅横につきましては、全体計画は

行政でとても財政的に持ち切れないということも

含めて、結果としては株式会社西條に民間活力を

生かして開発をしていただくというさばきにして

おりますけれども、３・６につきましてはやはり

商業地でありまして、基本的には商業者の皆さん
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が自発的に開発していただかないと行政が幾ら資

本投下をしてもということにはなりませんので、

ここの部分につきましては場合によっては行政の

公共施設の整備ということもまた起爆剤といいま

すか、誘導措置として必要だということも認識を

しておりますので、ここの部分についてはぜひ後

期の総合計画の中で市民の皆さんにも御議論をい

ただいて、どういう施設が要るのか、どういう配

置が必要なのかも含めてぜひ検討していただきた

い、こういうふうに考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、市民会８の本８〇２番（佐藤 靖議員）

の部分でありますけれども、さきの経済委員会で

も７月に市民会８の運営委員会で説明をしました

と、理解を得ましたという言い方でありますけれ

ども、ではこの市民会８の運営委員会という構成、

例えば利用団体、今大正琴とかいろいろ入ってい

ますよね。そういう利用団体の皆さんにはしっか

り話をして、その決定はされたのかどうなのか。

この７月の市民運営委員会で了解を得たというの

は、それはどういうふうに認識をされているのか、

これはお答えをいただきたいというふうに思いま

す。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会８の本８部分の〇副市長（中尾裕二君）

移転につきましては、ぜひ町中の設置が望ましい

ということの市民要望もかねてからいただいてお

りましたので、これについてはぜひ駅横のにぎわ

いづくりを一層誘導するという意味も含めて、あ

ちらのほうに移したいということでお話をさせて

いただいております。一方、市民会８の本８の中

で事務をとっていただいている団体が幾つかござ

います。これらにつきましては、御指摘のとおり

まだ移転先、あるいはそのまま移っていただくか

どうかも含めて相談申し上げておりません。ここ

の部分につきましては、早急に各団体と相談をさ

せていただいて、意向も十分酌みながら、今後の

活動の場を確保したいと、このように考えており

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、市民会８と〇２番（佐藤 靖議員）

いうのは、これは過去の名寄市の経緯からも含め

て労働会８が焼けた、喪失した後ということで、

今の市民会８の管理も産業振興課の労政係がして

おります。常に労政ということで市民会８は機能

している。その役割は一定終えたという認識で理

事者側はいらっしゃるということでよろしいので

しょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会８そのものの現〇副市長（中尾裕二君）

在の機能につきましては、市民の皆さんに広く御

利用いただく貸し８として機能させていただいて

いると。あわせまして隣に市民会８のホールがご

ざいますので、こちらのほうの管理もあわせて対

応させていただいているというふうに認識をして

おります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、吉原市民部長に〇２番（佐藤 靖議員）

お伺いしますけれども、市民会８本８には今市民

相談室と消費者センターということで、今消費者

庁もできて、あるいは今の悪質商法や何かを含め、

過重債務を含め、市民相談に訪れる人、あるいは

消費者センターに訪れる人というのも多いですけ

れども、今後この市民相談及び消費者センターと

いうことに対して部内で検討されているという状

況かどうか、対応についてお伺いをしておきたい

と思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま市民会８の〇市民部長（吉原保則君）

管理棟の解体というか、移転に当たりましての消

費者センターなり、市民相談室の移転先の関係に

ついてのお尋ねかと思いますけれども、議員お話

しのとおり、今日的な状況を踏まえる中ではいず

れも相談件数も増加しておりますし、またその相

談内容につきましても多様化、複雑化している傾
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向にございます。したがいまして、担当課はもと

より消費者団体との一層の連携の強化が必要と認

識しているところでございます。移転先につきま

しては、現段階におきましては具体的な案は持ち

合わせておりませんけれども、今後市民の方々の

利用のしやすい場所、そして担当課なり、消費者

団体との連携を一層とりやすい適切な場所の確保

につきまして今後検討を進めてまいりたい、この

ように考えているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、この〇２番（佐藤 靖議員）

名寄市都市再生整備計画にかかわっては、１０月

に駅横というか、その部分のお話は市民の方々に

意見を伺うというけれども、私は名寄市全体の都

市再生整備についてはやはりもっともっと市民の

皆さんとコンセンサスをとらないと、例えば駅横

に集まった人たちを市内に流すシステ８、これも

今のような例えば市と商工会議所、あるいは西條

さん入るかどうかわからないですけれども、そこ

で協議をするのではなくて、やっぱり商店街連合

会、あるいは市民の代表の方、そういう方と本当

に真剣に協議していかないと、つくりましたと、

駅横に完成しました、２４年度オープンしました。

人は集まりました、まちの中一人もいませんとい

う状況が心配されるがゆえに、この１年、２年と

いうのは私は商店街というのは非常に動く時期に

なっていくと。既にこの１年でさえ空き店舗だけ

でなくて空き地になっているという状況を見ると

きに、早い段階で、１０月は１０月でいいのかも

しれないですけれども、もっと大きなグローバル

なものをやっぱり協議していく必要性があると思

いますけれども、その点について市長あるいは副

市長にお伺いして、私の質問を終わりたいと思い

ます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

まちづくりということ〇副市長（中尾裕二君）

は、御指摘のとおり全体的なプランを持って、あ

るいは大きな議論を巻き起こして進めていくべき

ものということは私もそのとおりだと認識をして

おります。ただ、今回の計画は、残念ながら名寄

市の持っている財政力では全部を自賄いでできる

ということにはなっておりませんので、ぜひその

国の事業も絡めた政策展開ということでの初めて

日の目を見るという事業でもありますし、また市

民会８本８あるいは市民会８のホールについては

老朽化が著しくて、速やかに建てかえをする必要

があると。また、ここの部分は市民のニーズが極

めて高い施設でありますので、ぜひそうしたこと

も含めて現在取り組んでいるということで御理解

をいただければと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３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。

ごみ最終処分場について外２件を、谷内司議員。

議長のお許しをいた〇２１番（谷内 司議員）

だきましたので、この場からの質問をさせていた

だきたいと思います。

１点目に、ごみ最終処分場についてお伺いいた

します。私たちの生活をしている中では、毎日多

くのごみが出ます。ごみは、捨てればごみ、分別、

リサイクルすれば資源であります。分別をするこ

とで減量化にもなると思うところでもあります。

分別をして、最後に残るのがごみ埋め立て場に行

きます。そこで、お伺いいたします。内淵にある

最終処分場にはカラスが多くすんでいます。昨年

よりも多いと思われますが、カラスを減らすため

の対策はどのようになっているかお伺いいたしま

す。

また、農作物の被害は、昨年は１１３０万１の

補償金を払っておりますが、そのことから今年の

農作物に被害はあるのかお知らせいただきたいと
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思います。

２点目に、公営住宅についてお伺いいたします。

公営住宅には多くの人が入居していますが、９１

名の方が未収金があり、中には保証人のない人も

いるとお聞きしていますが、保証人はお金だけの

保証なのか、また入居から出るまでの間の保証な

のか、その保証人の役割についてお知らせくださ

い。

次に、保証人の調査結果についてお伺いいたし

ます。保証人のいない入所者があることから、今

年７月に保証人の調査を行っていますが、その調

査の結果をお知らせください。

次に、風連町にあります瑞生団地の建てかえ計

画についてお伺いいたします。瑞生団地は３０年

以上たち、古くなっていますが、風連町時代、下

水道事業計画のときに西町公営住宅と瑞生団地は

古いので、建てかえと同時に下水道を入れるとの

説明をされていることから、西町公住の建設が終

わりましたけれども、瑞生団地の建てかえ計画は

いつごろかお知らせいただきたいと思います。

３点目に、大雨による農作物の被害対策につい

てお伺いいたします。７月２９日の大雨で道路、

家、農地などの被害は大変大きいところでありま

すが、道路や家はお金を出せばもとに戻りますが、

農作物はもとには戻りません。特に畑作農家の被

害は大きく、バレイショ、てん菜、カボチャ、タ

マネギなどの被害が大きいところから、対応策が

あればお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わらせていただき

ます。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内司議員から大き〇市民部長（吉原保則君）

な項目で３点にわたり御質問がございました。１

項目めにつきましては私から、２項目めについて

は建設水道部長、３項目めにつきましては経済部

長よりの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、大きな項目１、ごみ最終処分場につ

いて、まずカラス対策についてお答え申し上げま

す。昨年度の隣接耕作地のカラス被害を踏まえ、

被害を最小限に抑えるために地権者と協議を行い、

今年度は爆音機９台を設置したところでございま

す。爆音機の設置、管理につきましては市職員が

行い、必要に応じてカラスの飛来の観察等もあわ

せて行ってきたところでございます。また、昨年

度より内淵処分場内に箱わな２基を設置し、カラ

スの捕獲を行ってきたところでございます。週１

０羽程度の捕獲ということでございまして、急激

にカラスが減ったというような状況にはなってご

ざいません。また、計画的な覆土、処分場周辺の

飛散ごみの清掃等も随時行っているところでござ

いますが、カラス被害をなくすためには処分場に

生ごみを入れないことが最大の対策と考えている

ところでございます。市民に対しましては、ごみ

の分別の徹底をお願いするとともに、分別しない

で出された家庭に対しましては個別の指導、ある

いは注意喚起の張り紙をして分別の協力をお願い

しているところでございます。また、小中学校や

団体のごみ処理施設の見学会や各種会合、イベン

ト等、さまざまな機会を通じて市民のごみに対す

る意識の啓発に努めてまいりたいと考えておりま

すし、加えまして処分場受け入れ窓口における分

別点検、指導を定期的に実施してまいりたい、こ

のように考えているところでございます。

次に、農作物の被害についてでございますが、

さきにお答えいたしましたとおり、本年は地先の

地権者との協議を踏まえ爆音機を設置いたしたと

ころでございます。６月１１日に設置し、以降管

理、観察を行い、８月２３日以降はカラス被害が

出ないと予想されることから撤去したところでご

ざいます。７月１４日に当該耕作地に作付されま

したカボチャの欠株数の調査を行ったところでご

ざいます。作付２万 ２５０株に対しまして欠株

数は８２株、欠株率は ３５％となっているとこ

ろでございます。このことは、昨年の欠株率１

４６％と比較すると大きな差となっており、爆音
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機の一定の効果があらわれたものと考えていると

ころでございます。

爆音機の設置のみならず、処分場における生ご

み排除の徹底、言いかえれば分別指導の徹底でご

ざいます。あるいは、箱わなの設置なり、覆土の

実施など、カラスを寄せつけない処分場を目指し、

取り組みを進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目２点目、公営住宅についてお答えをいた

します。

初めに、保証人の役割についてであります。市

営住宅の入居にかかわる契１については、原則と

して民法、借地借家法が適用されている私法上の

賃貸借関係とみなすことができるため、名寄市営

住宅管理条例第１１条に基づき連帯保証人の連署

する入居請書を提出する義務を課しておりますが、

生活保護の扶助を受ける者で家賃の納付が担保さ

れる者のうち、身寄りがなく自活できないなどや

むを得ない者に限り必要としておりません。した

がって、民法上の賃貸借契１における連帯保証人

の役割と何ら変わるところはございません。

また、責任について申し上げますと、入居者が

市営住宅に入居期間中における諸問題、特に住宅

使用料を滞納した際は、その入居者に対し納入督

促をする責務、さらに入居者にかわって滞納家賃

を納入しなければならない責務があるとともに、

住宅明け渡し請求の対象となった際には当然連帯

保証人に対しても明け渡し督促依頼を行い、住宅

修繕費や滞納延滞金等の損害賠償金につきまして

も入居者と同様の責務を負うことになります。ま

た、滞納家賃を残したまま退去し、その後におい

ても家賃の納入が見られない場合も同様に連帯保

証人に対し家賃の納付を要請するなどの措置をと

っていき、いずれの場合も最終的には司法の場に

て支払い督促を申し立てていく考えであります。

いずれにしましても、現入居者、入居希望者、一

般市民との公平感からも滞納者同様に連帯保証人

の責務を具体的に明記したガイドラインを今年度

策定したことにより、連帯保証人に対し早い段階

から滞納者への督促依頼をするなどの協力を求め、

少しでも滞納の高額化、長期化しないように今ま

で以上に適正に対応を行っていきたいと考えてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

次に、保証人の調査結果についてであります。

連帯保証人は、入居時において提出する書類の中

でも名寄市営住宅管理条例第１１条に基づき連帯

保証人の連署する入居請書がありますが、入居後

において再調査することは特に定められていなか

ったため今までは確認をしていなかったことによ

り、本人の保証人としての責務を果たせるのか否

かの実態がわからない状態だったことから、こと

しの収入申告時にあわせて連帯保証人同意書を送

付し、連帯保証人に対し今後も保証人としての責

務を引き受ける旨の再確認を行ったところであり

ます。調査の結果８１５戸に調査票を配付し、回

収については現在６１２戸が回収されており、回

収率として１７５％となっておりますが、未提出

者１３３戸につきましては今後も訪問、電話等に

て提出を求めていきたいと考えております。連帯

保証人については、回収された６１２戸のうち継

続者が４８２戸、変更が１３０戸となっており、

変更の主な理由としては保証人が既に亡くなって

いたり、収入減に伴い連帯保証人としての資格を

有していない状況にあるものであり、その場合に

は新たに連帯保証人を立てて請書の提出を求めて

いるところであります。なお、入居者の高齢化に

伴い、新たに連帯保証人を立てることが困難なケ

ースもあり、滞納等のない入居者に対しては聞き

取り等により生活実態を考慮しながら、対応をし

てまいりたいと考えております。

また、滞納者９１戸のうち現在入居している６

７戸の連帯保証人の内訳については回収が２７戸
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であり、そのうち継続者が２１戸、変更が６戸と

なり、変更となった連帯保証人については民法上

変更以前の債務も引き継ぐとされていることから、

今後も適切な対応をしてまいりたいと考えており

ます。

連帯保証人の確認については、今後も定期的に

実施することによって滞納家賃が発生した場合に

速やかに連帯保証人に対し督促依頼の協力を求め

ることが可能となり、訴訟提起に至るまでの連帯

保証人としての責務を明確化して対応していきた

いと考えておりますので、御理解をいただきたい

というふうに思います。

次に、瑞生団地の建てかえ計画についてであり

ます。瑞生団地は、昭和５０年から５４年にかけ

て１００戸が建設され、既に築後３１年から３５

年が経過しており、老朽化や生活に一番密接なト

イレの水洗化未整備団地であることから、できる

限り早期に事業着手が必要であることは認識をさ

せていただいているところであります。また、現

入居者においても西町団地の整備終了後に引き続

き瑞生団地の整備に入るものと考えていたことは

想定できますが、現実的には風連地区の住宅事情

や現時点における政策空き家が１５戸と少ないこ

と、既に着手している北斗、新北斗の整備とあわ

せて３団地を同時に整備することになるなどを考

慮すると、現段階においては今日的な財政状況の

中で非常に困難であると判断しているところであ

ります。今後は、上級官庁からも北斗、新北斗の

事業期間が長過ぎるので、一年でも短縮し、早期

に事業を完了するようにとの指導も受けています

から、事業期間の見直し及び政策空き家の少ない

瑞生団地の整備手法も含め、平成２４年度に見直

しを行う名寄市住宅マスタープランの中において

明確に位置づけをした上で瑞生団地が早期に事業

着手できるようにしたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

以上、お答えをさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目、大雨による農作物の被害対策、畑作物

の被害が大きいが、今後の対策はについてお答え

をいたします。

行政報告におきましても報告させていただきま

したが、７月２９日の大雨はこれまでの７月１カ

月当たりの平均降水量の９ ６ミリを上回る１１

７ミリが１日で降り、河川のはんらんなどの影響

も加わり、水田、畑の冠水、のり面の崩壊など総

体で２７９ヘクタールの農作物の被害を受けまし

た。市といたしましては、今般の被害の発生に伴

い、名寄市営農技術対策協議会を開催し、状況等

について関係機関、団体等による現地調査や情報

交換を行ってきております。その中で、農業改良

普及センター名寄支所、道北なよろ農業協同組合、

上川北農業共済組合との協議においては、地区的

には智恵文地区を中心に畑作物の影響が大きく、

カボチャ、バレイショ、てん菜、タマネギなどの

影響が大きく、減収額につきましては収穫後にＪ

Ａや共済組合の調査を待って判断することになり

ますけれども、質、量ともに平年を大きく下回る

状況で、支援対策につきましては今後北海道並び

にＪＡ系統などの対応状況を見きわめながら、資

金対策を含めて総合的に判断し、来年度の営農に

支障のないような支援策を検討していきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁いただきました〇２１番（谷内 司議員）

ので、再質問をさせていただきたいと思いますけ

れども、まず最初に最終処分場についてなのです

けれども、先ほどの報告によりますとわなをかけ

て、週１０羽程度といいますと年間四、五百羽は

とれるのかなと思いますけれども、最近、先日な

のですけれども、最終処分場行ってきましたけれ

ども、カラスが相当います。昨年私が見たよりも

まだまだふえています。そんな中で、なぜカラス

があんなにいるのかなと本当に不思議なのですけ
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れども、多分先ほど答弁にありましたように食べ

物があるからだと思うのですが、その中であそこ

にごみをあけていくと、その後人ルだとかユンボ

でごみを押しますよね。そうすると、私が行って

いたとき人ルドーザーで押していたのですけれど

も、人ルドーザーが動くと人ルドーザーの前が見

えないぐらい人ルドーザーの車にカラスが寄って

くるのです。そして、行った後みんなしてその出

てきたえさを食べているのです。すごい状況なの

です。あれは何とかしなければならないなと。た

またま今回のとき農作物、この後でも再度質問し

ますけれども、被害がないという調査なのですけ

れども、多分大なり小なりあるだろうと思うので

すが、その中において私今回このごみ処理につい

ての一般質問３回目になるのですけれども、３回

とも同じようなこと、全然進歩していません。３

年前のときの予算書を見たときにも、その予算書

の中の計画についても同じことやっています。爆

音機でわな、これ以外何の進歩もない。それであ

って農作物の被害が出た。あそこに臭いにおいが

する。カラスがいつまでもいる。わなを使ってと

る。そのイタチごっこでやっているような状態な

のですが、それを何とかしなければならないと思

うのですが、そのカラスを減らすために、今言っ

ている爆音機では減らないのです。１年間に４０

０か５００とって、それでカラスがいなくなるか

というといなくならないのですが、カラスをどの

ようにして減らそうとしているのか。食べ物をな

くすというのはわかるのですが、その辺をきちっ

とした明快な御答弁をお願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまカラスの絶〇市民部長（吉原保則君）

滅というか、そういう部分で再質問がございまし

た。最初の質問でもお答えいたしましたが、埋め

立てごみの中にそういった家庭ごみ、家庭ごみと

いうか、いわゆる厨房のごみなどがまざらないよ

うにするのが最大の防御策というか、対策だとい

うふうに考えております。それで、分別の徹底に

当たりましては、委託先の収集員と私ども担当が

毎日当日の収集状況、結果について打ち合わせを

行っておりますし、日々寄せられる市民からの苦

情だとか要望を協議するとともに、収集に当たり

ましては分別されない、指定曜日以外の排出、あ

るいは収集しないごみの排出等で収集しなかった

件についての報告などを受け、収集時に排出者と

面談できた場合には収集員からの説明なり、指導

をしておりますし、またこれらに加えまして不当

なごみといいますか、そういった不適切な排出を

する方など、あるいはマンションにも特に多いと

いう部分も踏まえまして、管理人さんの御理解な

どいただき、職員と面談、さらにことしについて

は、特定するマンションにつきましては会えない

方については文書等を配付するなりの協力をお願

いしているところでございます。

いずれにしても、繰り返しになるかもしれませ

んけれども、生ごみを埋め立てごみにまぜないと

いうか、混入させない、排出させないことが最大

の防御策、対策であると考えていますので、少し

粘り強いというか、時間かかりますけれども、市

民の皆さんの御理解を得るような対策というか、

そういった形の対応を今後も進めていきたいと考

えていますので、ぜひ御理解を賜りたいと。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にあそこに生ご〇２１番（谷内 司議員）

みを入れない、そして本来ですとごみ処理につい

てはその日に持っていったものはその日に埋め立

てをしなさいというのが法律で決まっていると思

うのですが、それが量が少ないから毎日毎日土を

かぶせるということになると大変な経費がかかる

から、それはそれなりの処置でいいのかと思うの

ですが、やっぱりその辺からしていかなければな

らないから分別を徹底してやる、これしかないと

私思いますので、その辺よろしくお願いしたいと

思います。

次に、処分場にプラスチック類のごみなのです

けれども、あれがすごく、道道ですか、あそこか
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ら処分場のほうに入っていくところの道路行きま

すともういっぱいごみが散らばっているのです。

先ほど答弁の中で清掃していますと言っていまし

たけれども、すごくごみがあるのです、いっぱい。

風が吹くと飛び回っています。あんな状態の中で

ごみの最終処分場ってちょっとうまくないような

気がするので、その辺もしっかりと対応していか

なければならないなと思うのですが、市長の行政

報告の中にありますけれども、この中に小学校等

への説明会等や埋め立て処分場、リサイクルセン

ターの見学会をしたと、施設見学をしたと書いて

あるのですけれども、今回のときの行政報告にあ

ったのですけれども、前日小学校４年生の子供に

会いました。私たちが毎日、毎年ですか、家庭を

回ってごみを収集をして、それを売って、資金源

にしてスポーツや何かに使っているのだよと。そ

うやって集めているのにもかかわらず、あのごみ

処理場に行くとアルミ缶、スチール缶、段ボール

いっぱい投げてある。なぜあそこに投げてあるの

ですか、そんなことを聞かれた。本当にあの姿を

見せたときに子供たちにある意味では悪影響です。

子供たちは一生懸命そういうものを集めて、自分

たちの部活なり何かに使うお金をそこで売って確

保しようと頑張ってやっている。ああやってごみ

の分別を一生懸命やっているのにもかかわらず、

そこを見学させたときに、あんな状態を見せたと

きに私自身はあれはちょっと悪影響になると思う

のですが、あの見学会やめたほうがいいと思うの

ですが、どうですか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま小学生のご〇市民部長（吉原保則君）

み施設の見学等についての御質問かと思います。

御案内のとおり小学校の４年生の社会科の中では、

ごみはどこへ行くのというような単元で、７時間

にわたってごみの処理に係るさまざまな問題だと

かリサイクル、あるいはごみ出しのマナー等、ご

みを減らすことも含めて学ぶ授業がございまして、

その中の７時間のうちの１つの時間をそれぞれの

学校では炭化センターなり、あるいはリサイクル

センター、そして最終処分場等の見学に充ててい

るところでございます。今お話ありましたように

処分場に本来なら資源ごみであるべきアルミ缶が

混入しているというか、あって、お子さんが疑問

を抱かれたということでございますけれども、ひ

とつそのことはある意味反面教師にしていただき

たいなと思っていますし、こういった授業を通じ

て小さなうちからごみの排出のマナーを学ぶこと

は非常に有意義なことと考えております。また、

そのアルミの混入に関しましても先ほどの食品、

台所系のごみと同じくきちんと市民の皆さんに分

別の徹底の指導をしてまいりたいと考えています

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に缶などはしっ〇２１番（谷内 司議員）

かりと分別すればああいうことにならないのです

けれども、やはりあのような姿を子供たちに見せ

るということは、子供たちが一生懸命各家庭まで

リヤカーを引いたりして、家庭の人から缶だとか

段ボールだとか瓶だとかと出してもらって、それ

を資金源として部活に使っているあの姿見たとき、

私自身もそういう案内が来たときにはそれをとっ

ておいて出してあげるのですけれども、そのよう

に子供たち一生懸命頑張って、缶はこういう分別

するのだとやっているにもかかわらず最終処分場

にあるということ自体がやはりおかしなことなの

です、子供にしたら。そしたら、子供たちにした

ら、こんな缶なんか要らなくなれば処分場に投げ

ればいいのだ、瓶が出れば投げればいいのだと、

こんなことを認識してしまうから、やっぱり子供

たちにああいう姿を見せたらうまくないなという

のが私の意見なのですけれども、そのことも考え

て、これからその見学会についてもやるかやらぬ

か考えていただきたいと思います。

それで、ごみのことについては最後になるので

すけれども、今後このごみの最終処分場を含めた

中で、しっかりとした分別をしてリサイクルをし
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ていかなければいけない。そして、低減も図らな

ければいけない。そのことを踏まえて、今後処分

場のあり方についての計画等がありましたらお知

らせいただきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

処分場の今後のあり〇市民部長（吉原保則君）

方についてお尋ねがありました。最終処分場に搬

入されるごみの量につきましては、ごみの有料化

なり、炭化センターの稼働、それから市民の皆さ

んの分別への理解、協力により年々減少の傾向に

ございます。埋め立ての残存期間も内淵であと７

年程度、風連処分場であと１０年程度使用できる

ものと考えているところでございます。

平成１９年に策定いたしました名寄市の一般廃

棄物処理基本計画では、１９年から以降２８年度

までの１０年間の計画を策定したところでござい

ます。来年、平成２３年度が中間年に当たること

ですので、２４年以降の計画につきまして見直し

をしてまいりたいと考えているところでございま

すし、一方定住自立圏構想の中でも広域的なごみ

処理事業の推進が検討課題と想定されているとこ

ろでございますので、今後近隣市町村と処分場の

運営なり、ごみの分別、収集、運搬、費用負担等

についての研究、協議なども行い、今後のごみ処

理のありようについて検討してまいりたいと考え

ていますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にごみは大変で〇２１番（谷内 司議員）

ありますので、毎日出てきますので、それに対し

てやはりその辺ないようにしっかりとした対応を

していただきたいと思います。

次に、公営住宅についてお聞きしますけれども、

保証人の役割についてはやはりそうだろうという

ことで予測しておりましたので、それについては

理解できますので、割愛をさせていただきたいと

思いますけれども、調査結果なのですけれども、

７月に調査をしていたのをそれは私も知っていま

して、たまたま私のところにも保証人やってくれ

と来た人がいましたから、それでわかったのです

けれども、その中でなぜこういうことを申し上げ

るかといいますと、未収金があって、その人が今

現在でも、ことしに入っても強制執行しましたよ

ね。あんな人が言って、それなりの金額はある。

それだけの未収金があるのにもかかわらず、なお

かつその人に対しての保証人をお願いしてもやる

人がいるのかなと。多分そういう人たちはなかな

か、未収金これからのものだったらいいのですけ

れども、以前のものがあるとそれに対して保証人

というのはなかなかいないと思うのです。だから、

ここでこれだけの人数の人が提出されていない人

がいるのかなと思うのですが、それに対して何十

万１も未収金があるのにもかかわらず、それを引

き受けして保証人としてなってくれた人がいるの

かいないのかをお願いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

正直申し上げ〇建設水道部長（野間井照之君）

ましてそこまで詳細な調査はまだ上がっていませ

んけれども、多分今議員が言われるように未収金

がある方、多い方には特に保証人が改めてつくと

いうようなことは多分にしてないと思っています

けれども、その辺をもう一度訪問したり、電話等

で確認をさせていただいて、できるだけ多く保証

人をつけていただくような形、どうしても保証人

が、最終的にはもう今やっているような手法の手

段しか出てきませんけれども、基本的には当事者

同士の話し合いで未収金をなくしていきたいとい

う考え方を持っていますから、できるだけ保証人

をつけていただくよう努力をさせていただきたい

というふうに思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、ただ私今聞いたのは、以前からの未収

金がある人９１人いるのでしょう。そして、その

うちの６７人の人が今現在入所しているとありま

すよね。ということは、１２４人の方は、９１人

から６７人ですから２４人が入所していないのだ
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と思うのですが、その中で２７人の人が回収があ

ったよと、保証人がありますと。そのうちに２１

人がそのまま継続で、６人の人が変更になってい

るという答弁いただいたのです。ですから、今現

在未収金がある人、その人の保証人になった人が

それも含めた中で、以前の未収金も含めてなお保

証人をやっていただけるのか、その辺の確認をし

てその人を保証人と認めたのか、その辺を聞いて

いるのですけれども、よろしくお願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答〇建設水道部長（野間井照之君）

えの中で申し上げましたが、連帯保証人の同意書

を一緒に未収の方にも送付させていただいていま

して、そこで連帯保証人に対して今後も保証人と

して債務を引き受ける旨の確認はしておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。それ〇２１番（谷内 司議員）

は、まず以前の未収金も含めて理解した上で保証

人やっていただけるということで私理解していい

のだと思うのですけれども、先ほどあったように

未収金、こんなこと言ったらおかしいのですけれ

ども、前にあったのですけれども、保証人の人が

入居したのだけれども、お金の面についてはそれ

はあるけれども、たまたまその人たちが身内がい

ない方で亡くなった人がいるのです。それの後始

末、何でおれがしなければいけないのだと、何で

おれが保証人だけれども、家財から何から始末し

なければいけないのだと。お金の場合は仕方ない

から払わなければいかぬとわかるけれどもと、そ

う言っていた人がいたのです。だから、本当に保

証人というのは大変なのですけれども、まして未

収金のある人はその人の保証をするとなると当然

今現在で未収金があって、なおかつ今回保証人に

なったのだったら、今まで持っている未収金をそ

こで払ってもらえるのかなと思うのですが、そん

な中でこれ未収金対策大変なのですけれども、そ

の辺しっかりやって、まだ全部集まっていないと

いうことですので、やっていただきたいし、前回

も新聞に出ていましたように今回この見直しをし

て、このような制度をして、保証人とも早く連絡

をとってやっていきたいと、こんなこと出ていま

したので、そのことを踏まえてしっかりとした公

営住宅に入居する人の未収金並びにその生活もろ

もろについてもやっていただきたいと思います。

それから、公営住宅についてなのですけれども、

名寄市にもマーガレットだとかいろいろな住宅あ

りますけれども、公営住宅に入居している人に家

賃をもらっていますよね。当然家賃もらっている。

未収金のない人ですが、払っていると思います。

それに対して、ことしの春だったのですけれども、

壁が雨垂れで入ってきて押し入れに物を入れてお

けないのだと。何ぼ市役所の人にお願いしても直

してくれないのだと、そんな人もいました。風連

にもいますけれども。そういう家賃をもらってい

る以上は、そういう報告があったときには即それ

に対応して直さなければならない義務があると私

は思うのです。普通マンションあたりですと大家

さんがそうやってすぐ直しますけれども、その辺

はなかなかそれは直っていないのが現状なのです

が、その辺はどうですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には入〇建設水道部長（野間井照之君）

居時に入居の心構えというか、入居の例えば今言

ったように湿気だとか雨垂れ、雨垂れはまた別な

ものなのですけれども、湿気だとかあった場合の

湿気が出ないような形の入居の方法等をパンフレ

ット等でお知らせをしまして入居していただいて

います。例えばそういう住んでいる方のほうに瑕

疵がある場合には自分でやっていただきますけれ

ども、今言った雨垂れだとか、どうしても建物の

ほうに瑕疵がある場合には当然市のほうで修繕を

しまして入居していただくというふうになってい

ます。ただ、これもお話し合いの中でどうしても

これは市でないかともめる場合もございますから、

それは相談に応じながら入居いただいているとい
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うことでありますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそれは市の責〇２１番（谷内 司議員）

任問題がいろいろあると思うのですけれども、た

またまこの間も風連のほうにあったのは、何かベ

ランダのところが腐っているから、人間上がった

ら落ちたら困るのでと何回言っても直してくれな

いのだと、そういう話ありました。それで、行っ

て見てみたら本当にひどかったのですけれども、

それから私自身役所のほうに言ったら、すぐ見て

対処しますと言ってから３日目に直りました。そ

んなぐあいになっているのですけれども、そした

ら言われたのです。あなた議員やっているから、

言ったらやってくれたのだろうと、私は何ぼ言っ

てやってくれなかったのだと、こんな返事が返っ

てくるのです。そうではないのです。やはり住民

の人が言ったら、それに対して見て直すものはす

ぐ、私が行くのではなくて、そういう人たちの意

見を受けてやらなければいけない。前にも名寄の

ほうに呼ばれて行ってみたときに、当然壁から雨

垂れですか、雪解け水が入ったか何かで、壁側の

人だったのですけれども、押し入れがぬれていた。

あれは間違いなくそういう雪などの水が入ってぬ

れたと思うのだけれども、それだっていまだにま

だ直っていません。だから、そういうことでお金

はかかるかもしれませんけれども、家賃をもらっ

ている以上、大家さんとして直す義務があると思

いますので、その辺の対応をしっかりやっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

次に、瑞生団地の建てかえなのですけれども、

私自身もこの建てかえというか、下水道工事のと

きに、町内の中で下水道を水洗トイレにするとき

にその説明会あって、西町公営住宅でありました。

私もそれに参加しまして、それに対して私は自分

自身の負担金は幾らになるのですかとかそういう

話も含めて聞いてきたのですが、そのときの説明

会で、下水道終わって１０年以上たつのですが、

ときに西町と瑞生団地の住宅は古いので、今は水

道を引いてでもすぐ壊さなければならないと。そ

の後すぐ西町から建てかえ工事をしていくので、

建てかえ工事とあわせて下水道も入れていきたい

というような説明をされていました。それで、道

路にはちゃんと管が入っていて、桝も入っていま

す。そこまで下水道は進んでいるのに、西町公営

住宅はもう工事が終わったにもかかわらず、まだ

瑞生団地の中の瑞生の字も出てこないで、この計

画書を見ても２３年度、２４年度の計画にも瑞生

団地の建てかえ工事というものが出てきません。

これではやはり住民に対してその説明をしたのが

うそになるように思うのですが、その辺に対して

どのようにお考えかをお聞きしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

旧風連町時代〇建設水道部長（野間井照之君）

の平成６年度に風連町の公共賃貸住宅再生マスタ

ープランを策定しておりました。この計画は、策

定後１０年間の計画として特に風舞団地及び西町

団地を再生団地として位置づけて、北海道や国の

承認を得て事業に着手いたしたということであり

ます。西町団地は、整備自体も当初計画よりか３

年ほどおくれの平成１５年から着手して、平成２

０年までに２０棟の４０戸が完成したところであ

ります。西町団地の整備につきましては、旧風連

町から新名寄市に引き継がれましたが、瑞生団地

については平成１９年度に策定した名寄市住宅マ

スタープランの中に具体的な整備計画の記載はご

ざいませんでした。北斗、新北斗団地を中心とし

た整備計画を立てることになりましたけれども、

明確に位置づけをされていない事業については現

在の住宅交付金の対象とならないということで、

先ほどお答えを申し上げました平成２４年度の計

画の見直しの段階で瑞生団地の計画を北海道など

と協議をさせていただいて、計画の中に加えてい

きたいというふうに考えております。よろしく御

理解をいただきたいというふうに思います。
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谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

その計画の説明はわ〇２１番（谷内 司議員）

かるのですけれども、やはりそのときに下水道、

今現在もまだ水洗になっていないのです。西町の

ほうは終わりましてなっているけれども、瑞生団

地につきましては。この間そこにいた年寄りの方

なのですけれども、おれ生きているうちに新しい

家で水洗トイレ使えるようになるのだよななんて

そんな話をしていました。そして、その方が亡く

なりました。その人の娘さんが来て、娘さんに言

われました。うちのお父さん、ここの住宅新しく

なって水洗トイレが使えるのだよなと１しみにし

ていたのに、それもかなわなくて死んでしまった

のだ。本当に寂しい言葉です。そういう説明を事

前にしていて、それを１９年度のマスタープラン

の中に計画に入っていなかったからといったって、

やはりそういうものは合併と同時に、１８年に合

併したときに引き継ぎをしていれば、どういう状

況で住宅の計画があったのか、西町公住が終わっ

たら瑞生団地にいくよという、そういう計画があ

ったものだったら、当然引き継ぎして、１９年度

の計画があったのならそこでなぜ瑞生団地の計画

は出てこなかったのか。それは、計画がなかった

から入れなかった、それないからできなかったで

なくて、役所としてそれは当然やらなければなら

ぬことをやっていなかったと私思うのですが、ど

うですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

新しいマスタ〇建設水道部長（野間井照之君）

ープラン１９年度に策定した段階では、多分その

瑞生団地あるいは西町団地の残りの部分も当然計

画の中で組み込まれるべきだというふうに思いま

すけれども、事業の選考の中で、ちょっと私も担

当していませんでしたから憶測になりますけれど

も、名寄のほうの北斗、新北斗のほうの計画が先

だったのではないかというふうに考えています。

したがって、その段階では瑞生団地の計画を組み

入れることができなかったのではないかというふ

うに思っています。今の段階ではそれぐらいしか

わかっていませんけれども、ただ、今議員が言わ

れるように既存の公営住宅を水洗化するというふ

うになれば、国の交付金メニューとしては住環境

改善事業として取り組むということになるのだそ

うです。しかし、これにもそれなりの条件がつき

まして、もう既に住宅としての耐用年数がないと

いうこと、３０年たっていますから、ないことか

ら本格的な耐力度調査を行って、１０年以上もつ

ということになればそういう事業が採択されると

いうふうなことでありますから、そしてそれに例

えばお金がついたとして水洗化を１００戸したと

しても、また１０年間新しく建てかえができなく

なってしまうということを含めると、今２４年に

再生マスタープランを見直していただくときにど

んな計画になるか、今の北斗、新北斗の計画を１

０年持っているものを７年に縮めて瑞生を計画に

入れるか、そっちのほうが市民の住環境としては

早くできるのではないかというふうに考えていま

す。御理解いただきたいというふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

その中身については〇２１番（谷内 司議員）

ちょっと理解できないところもあるのです。わか

らないと言ったほうがいいのかな、あるのですけ

れども、やはり下水道ですともう１０年以上たっ

ていたときにそのようなことが旧風連町の中で計

画にあったのですから、それを考慮していくと当

然それは計画出てこなければならぬと思うのです。

それが合併があったから、ちょっとその辺がわか

らなかったのですけれども、それで引き継ぎがど

うなのか、引き継ぎがなされていなかったのか、

その辺わかりませんけれども、やはりそのときに

そういう計画があって、西町が終わったら瑞生団

地という形の中で市民にまで説明してしまった以

上は、市民の人はもうそろそろやってくれるか、

先ほど言いましたように待っていたのです。それ

を待っていたけれども、待ち切れなくて亡くなっ

てしまった人もいるという形なのですけれども、
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それを今になってどうのと言っても仕方ないこと

なのですけれども、やはり２４年度なら２４年度

の計画の中で立てていくのなら、早急にそれを対

応していただきたいと思います。その中で、先ほ

どの答弁にありましたように政策空き家が１５軒

しかないからだめだとか、そんなの理由になりま

せん。もっともっとあそこはそのときによって政

策空き家って空き家がいっぱいあったのです。で

も、なかなかその計画が見えてこないということ

で、風連、住宅難なものですから、そしたら建て

かえするまででいいから入れてくれという形で単

身の人、ひとり者の人ですね、そんな人たちを建

てかえまでという形の中で、１束の中で入れてあ

ります。ですから、今政策空き家って空き家がな

いのです。本当に住宅がないのです。ですから、

教員住宅の古くなっているところあるのですが、

あの教員住宅の古いところでもそこを住まいとし

て貸してもらいたいという人もいっぱいいるので

す。それだけどうしてなのかわかりませんけれど

も、風連の住宅がないという形になっているので

すから、その辺をしっかりと考慮して、２４年度

の計画の中で明記されて、早急に対応するように

お願いしたいと思います。

次に、最後になりますけれども、水害で大変被

害が、７月２９日にあった被害なのですけれども、

水田農家の人にしてみればそれほどでなかったと

思うのです。今回の災害は、やはり畑作の農家の

人がひどい打撃だと思います。また、ことしはこ

んな異常高温によって高温障害も起きたことによ

り、やはり大変野菜類についてはだめなのありま

すし、キャベツ、１菜にしたら巻かない、玉にな

らない、売り物にならないという人いっぱいいま

すけれども、それはともかくとして、水害によっ

てなった面積は相当あるし、特に智恵文地区の人

にしましたら川のはんらんなんかがあったことに

よって、先ほどこれからの収穫状況を見ながらと

いう形の中で調整した中でしていきたいというこ

ともありましたし、この行政報告の中にもそれら

に対応していきたいという言葉はあるのですが、

やはりその収穫作業もわかるのですが、ビートに

したら前回水についたときはそうでもなかったよ

うに思います。今現在行ってみますと真っ黒です。

あのビートは売り物にならぬと思います。それぐ

らいひどいと。ジャガイモも腐っています。ニン

ジンなんか知っていますか。みんな土の中で溶け

てしまっているのです。この間のテレビを見てい

たら、ニンジンの値段が７倍なのです、今。それ

ぐらいニンジンはすごくやられてしまった。それ

で、前回、前日ですか、日本甜菜製糖（株）のほ

うにちょっと用事があって行ってきたのですけれ

ども、日甜の工場はいつもなら２月の中過ぎから

３月ぐらいまで製糖事業があるのにもかかわらず、

ことしは１２月いっぱいもつかなと、そんなこと

を言っています。それぐらいの被害がひどいので

す。そして、私は水田ですけれども、畑の人はそ

ればっかりでなくて、ジャガイモもつくっている、

ビートもつくっている、カボチャもつくっている、

そういう人が多いのですが、カボチャだってあの

水が出たときみんなカボチャ浮いていましたよね、

水に。あれだって売り物にならない状態なのです。

ですから、それに対してやはり来年度の営農も大

変だと思いますし、ことし自体もこんなことにな

ってきますと生活にも大変な支障を来すと思うの

です。ですから、多分先ほどの茂木部長の答弁に

よりますと農協と話して利子補給ぐらいしよう、

何かをしようというぐらいの支援対策だと思うの

ですが、それ以上のものを私は求めたいと思いま

すが、どうですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

去年も冷湿害という〇経済部長（茂木保均君）

ようなことで特に畑地帯影響を受けているのです

が、いろいろ現地を調査をしたり、お話をお伺い

すると、今谷内議員が言われたように昨年どころ

の比ではないというようなお話を伺っております

し、特に根物なんかについては、ビートについて

は糖度の問題、あるいはでん原バレイショについ
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てはライマン価の問題ありますから、こういった

ものが単に反収だけでなくていわゆるでん粉なり、

砂糖の含有量、こういったものがもう本当に厳し

い状況になっているというようなお伺いをしてお

ります。したがいまして、資金対策というのが基

本になろうかなというふうに思いますけれども、

ほかの対策も含めて十分検討して、どんな対策が

必要なのか、そんなことも含めて農協を含めて協

議をさせていただきたいと思っておりますので、

御理解いただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそうだと思う〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、部長の言うのわかるのですけれ

ども、先ほど言ったようにバレイショは剣淵の合

理化澱粉工場、半分でしょうと言っていました。

タマネギも小さくて、青果連に行って聞いたら全

然ありませんと。大根は水がついたことによって

中に黒いしんができて売り物になりません。それ

で、みんな出荷しないで投げた人もいっぱいいま

す。本当に畑作の人は大変です。私自身も同じ農

業をやっていて、私自身は水稲だから、水稲だけ

が農業ではありませんから、畑も酪農も含めて農

業ですけれども、その基幹産業の農業がそこまで

打撃を受けているのですから、それ相応の対応は

必要だと思うのです。ですから、先ほど言ったよ

うに多分農協通して貸し付けをして、行政と ５

％でもって１％の利子補給して、それで貸し付け

しようとかとそんなような対応ではだめですから、

やはりそれなりのもので、来年農家の人がちゃん

とできるようにそれなりの対応をし、種子も来年

も買わなければならない、種子も全額買ってやる

よと、それぐらい出してやるぐらいの気持ちを持

った対応をしていただきたいと思いますが、それ

に対して、大変申しわけないのですけれども、私

今回３問の質問をさせていただきました。それに

対して市長の考えがあれば教えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。それで、終わ

りたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

最後の農業被害の御質問〇市長（加藤剛士君）

ということでよろしいのですよね。

（「ごみと住宅も」と呼ぶ者あり）

まず、ごみの処分の問題〇市長（加藤剛士君）

でありますけれども、先ほどから議員がおっしゃ

られているとおり、埋め立てごみの分別がやっぱ

りしっかりとなされていないということが大きな

要因の一つだという御指摘のとおりだというふう

に思います。今部長からもお話ありましたけれど

も、市民の中でもこうした審議会等もあるという

ふうに聞いています。分別を促進させるためにど

のような対策があるのか、抜き打ちですとか、あ

るいは埋め立ての袋自体の値段を上げていくだと

か、いろいろなアイデアはあるのかもしれません。

その辺のアイデアもぜひとも市民の皆さんにもい

ただいて、できるだけ分別が促進されるようなこ

とにしていくよう努めてまいりたいというふうに

思います。

公営住宅につきまして、保証人のこれは今部長

が答弁していただいたとおりでありますので、瑞

生団地の建てかえについてもそのようなことで御

理解いただきたいというふうに思います。

農作物の被害につきましても、市で単独でとい

うことにもなりませんでしょうから、農協ともよ

く相談をしながら、その被害の状況をしっかりと

見きわめて対応していきたいというふうに思いま

すので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

豪雨災害対策について外３件を、黒井徹議員。

それでは、議長から〇１８番（黒井 徹議員）

御指名をいただきましたので、通告に従い、質問

をさせていただきたいと思います。

まず最初に、私の立場からも今回の大雨により

ます被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し

上げたいと思います。また、避難誘導等に当たら

れた関係者の方々にも大変御苦労さまでした。心
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から敬意を表したいと思います。

まず、１番目、豪雨災害対策について、災害の

実態とその対策ということでございますけれども、

行政報告にもありますけれども、記載されている

のは大きな被害があった名寄の旭ケ丘、それから

風連地区の緑町地区ですが、避難勧告までもいか

ないが、増水による被害、あるいは排水等の対策

を行ったところが多くあると認識をしております。

その実態をここでお知らせをしていただきたいと

いうふうに思います。

次に、その後の対策ですが、豊栄川については

御承知のように道の事業の前倒しということで対

策を行う決定がされました。関係住民にとっては

大変喜ばしいことだというふうに思います。今回

補正予算を計上しておりますが、その他の災害対

策について箇所及び工事内容等についてお伺いを

したいというふうに思います。

２番目、今の谷内議員とも同じ質問になろうか

と思いますけれども、農作物の被害、農業の施策

についてお伺いをしたいと思います。まず、水害、

湿害の状況について。７月は雨天高温といいます

か、多くの畑作は乾く暇がなかったというような

ことで、トラクターによる管理作業もままならな

い状況が続きました。農作物も湿害が心配してい

たやさきの７月２９日の大雨による冠水で決定的

となってしまいました。それでも、畑作農家は少

しでも被害を食いとめるために小型ヘリで病害虫

の防除を行っております。地域により差はありま

すが、深刻な事態になっていることは間違いない

というふうに思います。現時点での作物ごとの被

害状況をお伺いをしたいと思います。

次に、支援の考え方についてです。昨年は、何

十年ぶりからの農協、市職員等による援農作業が

行われました。ことしは、経済的に大変苦しい状

況になると予測されます。さきにも述べましたよ

うに防除には効果の早い価格の高い農薬とヘリの

利用料等費用は高くついて、収量は低く、品質が

低下し、売り上げは大幅にダウンするということ

は明らかです。来年の再生産に向けて、行政はど

のような支援を考えているのかお伺いをしたいと

思います。

３番目ですけれども、経営近代化施設について。

先般名寄市過疎地域自立促進計画が示されました

が、その中で農業分野で平成２３年に玄米ばら集

出荷調製施設１億 ５００万１、それから２４年、

２５年に農業支援センター整備事業１億５００万

１が計上されています。その事業内容等について

お伺いをしたいというふうに思います。

大きい３項目めになりますけれども、これも他

の議員から質問ありましたけれども、お許しをい

ただきたいというふうに思います。都市再生整備

事業についてお伺いをしたいと思います。この事

業につきましては、定例会のたびに質問や、ある

いは議員協議会の説明を受けておりますが、また

今回も他の議員からもありましたが、名寄市の将

来に大きくかかわる事業でもあるし、市民も大き

な関心を持って見守るというよりも御意見がある

のではないかというふうに思います。多額の予算

を投じる事業にしては情報が断片的で、全体像が

明確に見えてきません。今回は、巨象の姿はっき

り見えるように、大きく３人ロックに分けて質問

をさせていただきます。

まず、事業が先行している駅横整備事業です。

そのうちでも、仮称ではありますけれども、複合

交通センターと民間事業について伺います。

次に、３・６地区の再開発について、どこまで

計画、協議されているのかお伺いをしたいと思い

ます。

最後に、市民文化ホール事業についてお伺いを

します。明確な説明、答弁を期待をしております。

４番目、総合案内窓口について伺います。行政

報告の中に加藤市長の公１で民間会社名寄市的発

想で実施し、１カ月で ３３６人の市民が利用し

たとあります。私の感想では、多くの市民が利用

したなというふうに思います。逆に考えると、今

まで市民はわからないときはどうしていたのか、
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あるいは市職員が現場でそれぞれ大変な思いをし

て対応をしていたのかといろいろと考えますが、

ここで伺います。実施の内容とその検証をどのよ

うにまとめたのか、また現在２回目の試行が始ま

りましたが、何か改善されたことはあったのかを

お知らせください。

２番目、市民のサービスの考え方について。総

合案内も市民サービスの一つだというふうに思い

ますが、大きくとらえた市民サービスの考え方に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま黒井〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で４点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目、３点目の

小さい項目（１）と（２）は経済部長から、３点

目の（３）は教育部長から、４点目は総務部長か

らのお答えとなりますので、よろしくお願いをい

たします。

名寄市においてもこれまで何回となく降雨被害

を受けてまいりましたが、７月２９日の大雨は旭

川地方気象台によると、今まで何回となく申し上

げておりますけれども、時間雨量で２ ５ミリ、

１日にして１１７ミリ、これまでに余り名寄市が

経験したことのない降雨量でございました。名寄

地区では豊栄川があふれ、徳田地区の旭ケ丘町内

会や１９線沿線、風連は真狩川があふれたことに

より緑町、南町、仲町、西町などにおいて被害を

受け、両市内で床下４１件、床上５件という大き

な浸水被害が出た状況であります。また、智恵文

地区でも大和川、八線川、福徳川が越流したり、

決壊したことにより、農地へ広範囲にわたり浸水

被害を受けることになりました。これら河川のほ

か道路についても、智恵文北山や旭東ラカン沢線

などでも通行不能となる事態が発生しております。

また、市街地においても排水等のふぐあいにより

相当数の浸水被害が発生いたしました。災害当日

も１級河川の樋門閉鎖に伴う水中ポンプや土のう

の設置などの対応をさせていただきましたが、そ

の後においても河川、排水路の改修を初め樹木の

伐採、草刈り、床ざらい等改善作業を進めている

ところでありますし、９月２７日には道路２本、

河川２本の災害復旧事業の国庫補助採択に向けて

現在作業を進めているところであります。今後に

おいても市民の安全で安心して暮らせる生活環境

整備に努力したいと考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目と３点目についてお答えをいたします。

初めに、大項目２点目、農作物の被害と農業政

策について、小項目１点目、水害、湿害の状況に

ついてお答えをいたします。本年の気象状況につ

きましては、春から低温が続いておりましたが、

６月に入り気温が上がり、農作物の生育も回復を

見せておりましたところ、７月２９日の大雨によ

る被害が発生したところであります。６月の気象

状況は、平年と比べて平均気温は ３度高かった

ものの降水量は２５６％、また７月は平均気温が

３度高かったものの降水量は３１３％となり、

非常に高温多湿状態が続き、いずれの畑作物にお

いても湿害が見られるような状況になりました。

この湿害により、水稲は一部いもち病の発生、秋

小麦、春小麦は収穫時の降雨により穂発芽等によ

る規格外品の発生、バレイショ、てん菜の根物は

生育の停滞、茎葉の黄化、野菜のタマネギは小玉

傾向、カボチャについても茎葉の黄化、疫病の発

生により着果数が少なく小玉傾向と畑作物を中心

に大きな影響がありました。

大雨による市内の農作物の被害状況でございま

すけれども、冠水による被害でカボチャが５３件

で５８ヘクタール、バレイショが２９件で２７ヘ

クタール、小豆が２６件で３３ヘクタール、スイ

ートコーンが２２件で３５ヘクタール、大豆が２
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１件で２６ヘクタールなどとなっておりまして、

総体では２３７件、実戸数で１２３戸、２７９ヘ

クタールの農作物において被害が発生した状況に

なっております。被害額につきましては、収穫の

状況を見て判断することとなりますので、よろし

くお願いいたします。

また、上川北農済組合の７月３０日現在の調査

結果では、２００ヘクタール程度の冠水被害が発

生したとの報告がありました。そのうちメロン、

人卉のハウス共済として４戸、１１棟の被害のう

ちハウス内作物に２５０万１程度の支払いが発生

していると報告がありました。

次に、支援の考え方についてお答えをいたしま

す。今般の被害の発生に伴いまして、名寄市営農

技術対策協議会を開催し、実態について関係機関、

団体による情報交換を行ってきております。特に

道北なよろ農協、上川農業共済組合ではカボチャ、

バレイショ、ビートなどは収穫後に判断すること

になりますけれども、質、量ともに平年を大幅に

下回るとしております。今後北海道や農協系統の

対応策を見きわめながら、資金対策等を含め協議

してまいりたいと考えております。また、今回は

排水の不備による冠水等も非常に大きかったとい

うことで、小規模土地改良事業的なものにつきま

しても平成２２年度に道の補助事業で実施した緊

急農地排水対策支援事業、こういった事業の継続

実施も含めて対応について関係機関、団体とも協

議してまいりたいと考えております。

次に、経営の近代化施設についてのお答えをい

たします。道北なよろ農協では、実需者からの売

れる米づくりとして品質の均一化と物流改善の要

望にこたえるために、平成１５年度に名寄地区に

おいて生産振興総合対策事業、国費で実施した玄

米ばら集出荷調製施設の整備を図ってきましたが、

風連地区分についても対応が可能となるよう、年

間の目標処理能力を既存の ５５０トンから ２ 

００トンに増設する計画を平成２３年度に実施す

べく検討しているところでございます。市といた

しましても、これまでの農業近代化施設の設置経

過等から、補助事業等で対応すべく道北なよろ農

業協同組合を含め、上川総合振興局とも協議を行

ってきましたが、総体的に国の予算枠が減額され

る中、ほかの地域における大型のプロジェクトも

ありまして、その地域における過年度分の積み残

し分は次年度に引き継がれるという、こういった

形になるため、採択に当たっては非常にハードル

が高いという状況でございます。また、増設改修

という内容から、申請協議に当たっては相当数、

１年近く期間を要することと既存施設における補

助金の一部返還という事態も発生するなどの指導

を受けまして、道北なよろ農協といたしましては

改めて考え方を整理するとともに、国費の交付金

による事業の採択につきまして北海道はもとより

農水省にも強く要請活動を行っているところでご

ざいます。いずれにいたしましても、玄米集出荷

調製施設の設置によりまして道北なよろ農業協同

組合においては全量施設利用となり、これまで以

上に異物除去による食の安全や物流改善につなが

り、産地評価が上がることが期待されますので、

農協の整備方針を得て、市としての支援策を検討

してまいりたいと考えております。

また、農業支援センターについてのお尋ねもご

ざいましたけれども、この農業支援センターにつ

きましては新規就農対策というようなことで計画

をいたしております。特に農業後継者、あるいは

新規参入者、こういう方々の研修の場として計画

を持っておりますけれども、内容についてはこれ

から進めていくということで考えてございます。

次に、大きな項目３点目、都市再生整備計画に

ついて申し上げます。初めに、駅横整備事業にか

かわる（仮称）複合交通センターについてお答え

いたします。ＪＲ名寄駅横地区は、公共交通機関

の結節点であることから長年バスターミナルの必

要性が問われてまいりましたが、具体的な整備が

進んでおりませんでした。本年度から国が所管す

る事業の認可を得たことから、事業の実施に向け
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て必要な事務を取り進めているところであります。

このたび名寄市が整備しようとしている施設は、

バスターミナルを中心として駅前地区に人を立ち

寄らせることでこの地区のにぎわいを創出しよう

とするもので、複数の機能を本施設に取り入れ、

市民サービスと利便性の向上を目指すものであり

ます。機能的にはバスターミナル、観光インフォ

メーション、レンタサイクル、多目的会議室、業

務機能もあわせ持った施設を予定しております。

予定している事業費につきましては、用地費、施

設建設費で６億１の事業費を予定し、本年度はそ

のうち用地取得費、調査設計費で２億 ６００万

１を予算化させていただいているところでござい

ます。

施設整備に当たりましては、ＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会、公共交通機関関係団体、商

工会議所など関係する団体と鋭意協議を進めてい

るところでありますが、公共交通機関関係団体と

の協議はほぼ終了しておりまして、バス利用者の

サービス面の協議を今後進めることとしておりま

す。貸し会議室機能につきましては、平成２６年

度に現存の市民会８を除却する計画で国の事業認

可を得ていることから、この機能も本施設に移転

しようとするものであります。業務機能面では、

本施設に経済センター機能を併設することでさら

に人の集中化とイベント開発が可能と見込まれる

ことから名寄商工会議所を参画させ、機能の充実

を図りたいと考えております。現在は、その手法

等について会議所と協議を進めているところであ

ります。

施設整備に当たりましては、具体的な検討を行

う前段で市民意見を伺い、施設整備の参考とさせ

ていただくほか、適切な時期にパ人リックコメン

トに準じた手法により、さらに市民意見を取り入

れ、施設整備に着手してまいりたいと考えている

ところでございます。

次に、民間事業、株式会社西條の事業計画につ

いてお答えをいたします。昨年度締結しました３

者協定に基づきまして、その事業化について商工

会議所とともに助言を行いながら、実現に向けた

協議を進めてきたところであります。国政の転換

などさまざまな社会的要因はありましたが、平成

２３年度当初からの事業化の準備が整ったとの報

告がございまして、議会にもその旨を報告をさせ

ていただいてきたところでございます。株式会社

西條の事業計画では、直営の商業施設、その施設

に併設する商業関連施設と２棟１６戸の賃貸住宅

の建設とあわせて、ＮＰＯ法人日本地域福祉協会

が土地を西條から賃貸し、住宅型有料老人ホー８

を建設し、運営する計画となってございます。

次に、３・６地区の再開発についてお答えをい

たします。都市再生整備計画の中では、市街地景

観を改善し、都市の魅力を高めるために再開発事

業を計画しております。また、再開発事業を選択

した背景には、中活計画の中で計画された２８事

業の中に、民間事業ではありますが、３・６ビル

整備事業、駐車場整備事業があったことから、一

体的な事業とした場合再開発事業の手法を活用す

ることが可能なことから、計画に登載していると

ころであります。現時点の動向といたしましては、

予定地区内の権利者が新たな事業展開を進めてい

ることや地権者や地権者の関係する団体での具体

的な協議が進んでいないことから事業化への意見

調整がされていない、こういった状況にございま

す。市といたしましては、中心商業地の事業であ

ることから、引き続き関係団体と調整を進めると

ともに、ほかの事業資本の研究など関心を持って

事業化の可能性を検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３のうち小項目３、市民文化ホールにつきまして

答弁をいたします。

市民文化ホールの現在の進捗状況についてお答

えをいたします。文化ホールの建設につきまして
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は、６月議会にて御案内のとおり、その財源を国

の社会資本整備総合交付金事業を活用することと

しており、８月６日に庁内課長職以上の関係部署

による駅横と市民ホールの整備プロジェクトを設

置いたしました。市民ホール整備部会は、教育部

長を部会長とし、ことし２月に出されております

市民懇話会の報告書に挙げられました課題に対す

る基本的な方針について部会議論を進めておりま

す。また、駅横整備計画の中で（仮称）複合交通

センターの中に現在の市民会８に有している貸し

会議室機能を組み入れるものとしているため、も

う一方の機能でありますホール部分の建設位置に

ついては早急な結論を求められていると認識して

いるところでございます。また、文化ホール本体

の施設では、ホールの座席数とリハーサル室や１

屋などホールに関係する必要施設、駐車台数など

を決めるための基礎データについて検討を進めて

まいります。今後基本計画及び実施設計の期間と

しては１年ほどは必要と考えられますが、交付金

事業を考慮しながら、部会を中心にできるだけ早

い時期に方向性を出し、平成２３年度の予算に反

映していきたいと考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目４点目の総合案内窓口について

お答えします。

まず最初に、実施内容についてお答えします。

今回の行政報告でも申し上げましたが、市長が公

１に掲げました民間会社名寄市的発想、市民が主

役という観点をもとに、市民をお迎えするという

気持ちを職員間に醸成し、職員の資質向上、住民

サービスの向上を図るため、６月２８日から７月

３０日までの１カ月間に総合案内窓口を名寄庁舎

１階に試行的に実施いたしました。市民部と総務

部の管理職職員が交代で臨時職員１名とともに名

寄庁舎に来られた市民の案内や誘導に対応いたし

ました。この期間は、７月９日まで参議院議員通

常選挙の期日前投票期間と重なっていたことから、

選挙のために市役所に来られた方も多く、これら

の方々も含めて ３３６人の方に御利用いただい

たところであります。

次に、検証と改善についてお答えします。７月

の試行実施には、先ほど述べましたように市民部

と総務部の管理職職員が対応いたしました。その

際に即座に対応可能な改善項目は実施をし、毎日

の気づいた点や特徴的なことにつきましては業務

日誌に記入し、終了した時点で大まかなくくりに

より分類を行い、担当した職員の検証会議やその

後の庁議に諮り、意見を求めました。庁舎構造上

の問題は簡単には克服できないものの、改善可能

な課題として案内表示の方法やら案内窓口の場所

や情報共有等の問題については、案内図を作成し

たり、より市民にわかりやすい案内窓口の場所を

選定する、掲示板の活用について課長会議等を通

じて周知を図ったところであります。また、今回

の試行を通じまして、高齢者の方や体の御不自由

な市民に対して温かく接することがこの総合案内

窓口が果たすべき最も必要な役割であると考えて

おります。庁舎構造上の問題から、来庁する市民

には必ず階段かスロープを上らなければならず大

変御不便をかけていますが、案内窓口にいる職員

が手助けをすることによって少しでも来やすい庁

舎を目指してまいりたいと考えています。また、

必要な場合、これは御本人から申し出があった場

合に担当者を１階まで呼び寄せて対応することも

この案内窓口の職員が指示することでス８ーズな

対応が図れるものと考えております。

次に、市民サービスの考え方についてお答えし

ます。今回の総合案内窓口の試行は、市長の公１

に基づくものでありますが、名寄市では職員のや

る気を引き出し、さらに職場の活性化につなげ、

日ごろから問題意識を持って行動するよう個人や

グループからの提案を制度化し、もって効果的な

行政運営を図るため職員提案要綱を本年４月１日
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に定めています。この要綱では、市民サービスが

向上するものについてその対象としていますが、

職員にただ奨励するだけではなかなか提案として

上がってくるものではありません。今後テーマを

絞った形による提案の募集を実施するなど、職員

がみずから考えて発案をする雰囲気の醸成を図っ

ていく必要があると考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁いただ〇１８番（黒井 徹議員）

きましたので、再質問させていただきたいという

ふうに思います。

まず、順番どおり行いたいと思いますけれども、

豪雨災害対策、昨晩もテレビでやっていたのです

けれども、こういうゲリラ豪雨、あるいはことし

の高温というのは異常気象というふうに言われて

いますけれども、異常気象が頻繁に起こるという

異常な事態だというようなことを言っておりまし

て、これからいつこういう災害が起きるかわから

ない状況に備えていかなければならぬなと思いま

す。今回それぞれ被災された場所というのは特徴

的な場所というふうに思いますけれども、どこか

が整備されればどこかが詰まるというような、そ

ういう状況が生まれてくるのでないかと思います。

それで、いわゆる排水対策、あるいは河川の整備

というものを日ごろどのように行っているのか伺

いたいというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

河川、特に普〇建設水道部長（野間井照之君）

通河川あるいは道費河川の部分で見ていただけれ

ば非常にわかると思うのですけれども、柳だとか

草だとかがあって、非常に流路を阻害しまして、

常にこういう降雨時の大雨時には災害が心配され

る状況になっていることは確かでございます。１

級河川の国が管理する河川にはそれほど大きな阻

害樹木はないのでありますけれども、北海道が管

理している道費河川にはかなりの樹木も生えてい

ますし、草木もなっている状況でございます。あ

わせて私どもの管理する普通河川のほうにも樹木

だとか草木が生える状態で、地域住民からは常に

要望をいただいている状況であります。北海道の

部分の河川につきましては、年度初めに北海道に、

名寄地区は美深出張所へ、風連地区は士別出張所

のほうへそれぞれ旭川管理建設部のほうへ要望を

出して、樹木の除去をお願いしていると。名寄市

の部分につきましては、毎年わずかではあります

けれども、河川ごとに樹木の伐採を少しずつやら

せていただいています。ことしについては、風連

の丸三川と名寄市内の智恵文の川、１河川をやら

せていただきました。今後もこういう地道であり

ますけれども、少しずつ河川の維持管理に努めて

いきたいというふうに考えていますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

以前は、小さな排水〇１８番（黒井 徹議員）

等は近隣の住民で草刈りをしたりというようなこ

とをして、ある程度維持補修というか、維持がで

きたというふうに思うのですけれども、高齢化に

よりましてそういったこともままならない事態が

多く出てきているのでないかと思います。若干今

回の災害であちこち床ざらいをしたり、草刈りを

したりというような状況を見かけますけれども、

やはりこれは今言われますように見回り等で定期

的にそういった状況を把握しながら手入れをして

いくということが大事ではないかなというふうに

思っていますので、ここら辺はよろしくお願いし

たいというふうに思います。

それから、道が所轄するそういう河川につきま

しても本当に雑木がひどくて、一たび増水をする

と流れが停滞をして、一部私たちの地区、曙でも

初茶志内川が農道を越えて水田まで入ったと。そ

の影響で対岸が土砂崩れといいますか、地崩れみ

たいになって、川の真ん中に雑木があるというよ

うな状況があります。それは放置しておくと、ま

たいつそういう水害があるかわかりませんので、

こういうところはきちっと要望をして、早期に対
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策していただけるように行政、市としても要望し

ていただかなければならぬなというふうに思いま

す。そこら辺の要望は随時しているのか、今回ど

のように行ったのか、再度伺いたいというふうに

思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の初茶志内〇建設水道部長（野間井照之君）

川、あるいは風連の風連別川もこの前の降雨で一

部被害が出ておりましたところもありますし、そ

の際も各建設管理部の出張所の方々に現地を見て

いただいて対応をお願いした状況であります。今

議員が言われるように、私どもも毎年年度初めに

旭川建設管理部を通して要望していますので、年

度途中においてもこういう災害があったときには

ぜひ現地を見ていただいて、要望を重ねていると

ころでございますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願い申し〇１８番（黒井 徹議員）

上げたいと思います。

次に、農作物の被害と農業政策について伺いた

いと思います。このことについては、先ほど谷内

議員からもありましたので、深くは申し上げませ

んけれども、今茂木部長も言われましたように道

の単独事業が緊急対策で出て、それぞれ希望の取

りまとめを今現在行っております。来年もあるか

どうかちょっとわからないのですけれども、きょ

うまでが申し込み期限なので、まだまとまっては

いないと思いますけれども、どの程度あるのか。

あるいは、やはり排水対策ですから今回の被害に

遭った人はここを乗り切ればといいますか、水を

切ればこれほど水につからなかったなという認識

を持って申し込んでいる方もいると思うのです。

いわゆる経済的な支援の中で利子補給等、それ以

上というような御要望もありましたけれども、恒

久的といいますか、そういった意味でこういう道

の事業であろうと、あるいはそういう事業に対し

て市独自の支援策、あるいは道がさらに継続して

やっていただければいいのですけれども、もしそ

ういった事業がなくなった場合に、いわゆる小規

模のそういう対策等に対して行政としてどのよう

に考えるのか伺いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどちょっとお話〇経済部長（茂木保均君）

しさせていただきました道でことし、去年の湿害

対策ということで実はことし道の単独事業でつく

っていただいた緊急農地排水対策支援事業なので

す。ことし事業費ベースで ６００万１ぐらい春

先にやっているのです。それで、この秋になりま

して、道段階で多少予算的な未消化の部分がある

ということで、最近になって策加分がないかとい

うことで、要望がないかということで回っている

かと思いますけれども、この種の部分というのは

名寄市単独というような状況でなかなかつくれて

いないというのが現実です。うちのほうでこの部

分については一応市と農協でやっている農業振興

資金、この低利資金を活用してということは制度

としてございます。それから、もう一点は、中山

間事業の交付金がありますけれども、これについ

ては風連地区で、特に平成２１年度までこの事業

の交付金を活用してかなりの部分簡易な土地改良

事業を実施した経過があります。２２年度からは、

風連地区も交付金の配分を直接支払いのほうにか

なりウエートを多くしましたので、金額的なもの

は少なくなりましたけれども、それでも補助金ベ

ースで１４００万１ぐらいあるかと思うのですけ

れども、風連地区にはそういう制度がある。ただ、

残念ながら名寄のほうには中山間事業でそちらの

ほうに回す部分は実はないのです。そんな部分が

あります。名寄市が独自でという部分については、

道でこういった制度が一応今つくられております

ので、これを最大限活用させていただくというこ

とが基本だというふうに思っておりまして、名寄

市の独自策についてはなかなか難しい状況である

かなというふうに考えておりますけれども、今後

も市だけではなくて農協等含めて協議させていた
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だきたいと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

その小規模の排水対〇１８番（黒井 徹議員）

策等については、どの程度これからも希望あるの

か一回、今回被災に遭われた方でどういう改善が

必要なのかと、あるいは行政にどういうことを要

望するのかというような被災農家に一回調査をし

てみたらどうかなと。そして、それによる対策と

いうのが自然と出てくるのでないかと。どういう

ものを要望するのかという、そこら辺一回調査を

していただきたいというふうに思いますけれども、

考え方ちょっとお伺いしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

被災農家の要望とい〇経済部長（茂木保均君）

うことでございますけれども、基本的には今制度

としていわゆる農業共済制度というのがあります。

この農業共済制度に加入をしていれば、ほとんど

の作物につきましては９割方の補てんという対策

があるわけです。ただ、残念ながら野菜全般的に

はありませんけれども、畑作物、あるいは一部の

タマネギ、あるいはスイートコーン、食用バレイ

ショ、カボチャ、こういったものは共済制度があ

りますから、そこの部分の補てんという部分が一

定程度あるという部分がありますので、減収の状

況というものをまずきちっと見きわめることが大

事かなと思っております。それと、やはりなかな

か現ナマで落とすというような、そういう状況に

ありませんから、再生産に支障のないようにとい

うことで、これまでもいわゆる低利の資金、ある

いは場合によっては無利子資金ということを基本

に今までも農協とはルール的な一つの形を今まで

もたどった経過があります。資金対策については

そういう部分かなと考えております。

ただ、先ほど谷内議員も言っておられましたけ

れども、種子の関係だとか、あるいは場合によっ

ては肥料というようなことも昨年あたり一部の市

町村でやられた経過もありますから、そういった

ことも含めて、被災農家の聞き取りもしながら対

応を考えてみたいと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

言われるようになか〇１８番（黒井 徹議員）

なか現ナマというわけにもいかないというのは十

分理解はできるわけですけれども、いわゆる来年

に向けてしっかりと営農計画が立てられるような、

そういう対策を農協とタイアップしながらやって

いただきたいなというふうにお願いを申し上げた

いと思います。

それから、１つ気になったのですけれども、被

災農家で行政あるいは農協が調査に入ったときに、

共済制度があるので、大丈夫だというような関係

者から一部声が聞かれたというようなことは、そ

の被災というか、被害に見舞われた農家は、それ

は十分自分の金で保険を掛けているわけですから、

他人様に言われたくないということでかなり憤慨

をしているのを私耳にしました。その共済制度と、

それから再生産に向けての支援策というのは別だ

というふうに考えていただかないと、共済がある

から、あなたら何とかなるだろうというようなこ

とで調査されても農家側はありがたくないなと。

本当に気の毒だと、そして何かお手伝い、支援す

ることはないのかという、そういう姿勢できちっ

と実態を調査してほしいということを私の口から

申し上げたいというふうに思います。

それでは、次に移らせていただきたいというふ

うに思います。都市再生整備事業、午前中にもこ

の話がありました。私も当初の質問の中に申し上

げましたように巨象といいますか、象だというふ

うに思うのですけれども、市民は目隠しをされて、

耳だけさわってみたり、足だけさわってみたり、

しっぽだけさわってみたりで、しっぽさわった人

は随分細いものだなと思ったり、耳さわったら随

分平べったいものだなといろいろな感覚を持って

いると思うのですけれども、本当に情報がトータ

ル的に出ていないというのが市民は不安を感じる。

ごく一部をとらえてやはり批判をしたり、考え方、

意見を言ったりというようなことがあるのでない
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かという、私はそういう考え方をしております。

まず、駅横の経済センターの話出ていました。

商工会議所にはいろんなまだ事情があろうかとは

思うのですけれども、会議所が最近になって経済

センターの中に移したいという根拠、あるいはそ

れなりの考え方をちょっと伺いたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御承知のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

駅横の事業につきましては民間活力を生かした開

発と。あわせてそれと連動する公共部門の配置と

いうことで、これまで議会にも御相談をさせてい

ただいてまいりました。にぎわいづくりにはこの

計画だけではどうしても不足する部分があるので

はないかと、こういう指摘もいただきまして、事

実そういうふうに私どもも受けとめさせていただ

きました。一方で、かねてから老朽化をしていた

商工会８の改築計画というのがございまして、場

所、費用が相当大きなテーマということで、なか

なか進んでいないというのが実態というふうに伺

っております。ただ、３者協定の一方の当事者が

また商工会議所ということもありまして、駅横に

進出をすることでにぎわい創出の一助になればと

いうことで、昨年そうした検討を進めているので、

市のほうでもぜひ考えてほしいということが前市

長のほうに申し入れがございまして、たしか９月

議会、もしくはその前後であったと思いますが、

前市長のほうから議会のほうにそういう申し入れ

を受けているという表明もございました。その後、

会議所のほうでも検討を加えまして、正式に駅横

に進出をして、あそこを中心に今回の議会で議論

になっております観光振興の拠点としても会議所、

観光協会、物産振興協会、あわせて行政も手を結

んで拠点として進めていきたい。あわせて中小企

業振興の拠点としてもしっかりあそこで活動して

いきたいというお話がありまして、それについて

は当然費用の面が出てまいりますので、公共の部

分に茶わんとはしだけで入っていただくというこ

とには当然ならないわけでありまして、建設に見

合う応分の負担は会議所ですると。市が持ってい

る今の計画に決して邪魔にならない、むしろにぎ

わいづくりも商業活性化にも寄与できる部門でぜ

ひ協力をさせていただきたいということでのお話

ということで私どももしっかり受けとめまして、

それを組み込んだ今の計画ということで進めて、

議会にも相談をさせていただいておりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

最初に申し上げたよ〇１８番（黒井 徹議員）

うに全体像が見えないということが一つの市民、

いわゆる説明不足だというふうに私も思います。

そこら辺は、今副市長の話がきちっとした話とい

う言い方おかしいのですけれども、応分の負担を

いただいて、しっかりとにぎわいづくりに寄与す

るということであれば、これは何の不足もないな

というふうに私は思うわけですけれども、そうい

う建物、箱物をつくったから、そこはにぎわうと

いうものでもないというふうに思います。徳田地

区にできた大型の商業施設等であればまた別です

けれども、貸し室、会議室、あるいはそういう経

済センターといいますか、そういった団体のもの

が入れば、用事のある人はよく通るけれども、そ

れ以外の人は寄ってこないというようなことあり

ますので、抜けた後はまた寂れるというような状

況もありますので、建物さえ新しくなれば何とか

なるというものではないというふうに思います。

やっぱりそこには行政、あるいは民間を中心とし

た人の力といいますか、これはやっぱりアイデア、

やる気でないかなと思います。これをきちっと、

ソフト的な話になるかもしれぬけれども、これを

きちっと煮詰める、協議をするという、それが必

要でないかなというふうに思います。特にそのや

る気を起こさせる、３・６地区もそうですけれど

も、民間事業のいろんな関係者がいると思うので

すけれども、そういったものをだれかが取りまと

めて、そして行政がサポートできるような、そう
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いう体制今現在あるのかどうか。先ほども１年以

内にまとめるというようなお話もありましたけれ

ども、ここをひとつ伺いたいなというふうに思い

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そのまちの中の活性〇経済部長（茂木保均君）

化を図るための部分ということになれば、これは

当然のように商工会議所というのがやはりそこで

大きな役割を担うというふうに考えております。

さらには、そこにそれぞれの商店街というか、が

ありますから、こういったところとの連携、ある

いはそこにまた行政がいろんな形でコーディネー

ト役、あるいはいろんな形での情報提供というよ

うなことで有機的に結びついていくというのがや

っぱり肝心なのだろうと思いますが、その部分に

ついてもう一つ見えないというか、そういったも

のがあるのではないかという御指摘だろうという

ふうに思いますけれども、ここは本当に多少うち

らも力足らずの部分ありますけれども、きちっと

やはりお互いに連携をして、話し合いの場を持ち

ながら、何とか少しでも活性化が図られるような

努力をするということしかないかなと思っており

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか具体的にど〇１８番（黒井 徹議員）

こがやっているとか、どこにどういう話をしてい

るというのは聞こえてこないのですけれども、行

政ではなくてやっぱり民間とタイアップして、そ

ういう人たちをまとめて、やる気を起こさせると

いう仕事が大事だというふうに思いますので、そ

こはしっかりやっていただきたいなと思います。

それから、文化ホールについてですけれども、

貸し会議室が駅横にできるというようなことで、

規模、機能、それから場所というのは市民検討委

員会というのですか、懇話会で両論併記みたいな

形で出ていますけれども、庁内のプロジェクトチ

ー８等でいつぐらいまできちっとした結論を出し

て市民の意見を聞くのか、そこら辺をちょっと再

度伺いたいなというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議員のほう〇教育部長（鈴木邦輝君）

から文化ホールの基本的なことに対していつごろ

まで結論を出すかということでございます。まず

最初に、市民への意見の聴取という部分について

ちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、

平成２１年７月の広報以降、ほぼ毎月皆さんにお

届けしている広報に折り込みを実施して、情報提

供という形で文化ホールについてのお知らせをし

てございます。また、市民個々の方々からはいわ

ゆるパ人リックコメント的に郵便であるとかメー

ル、それからファクス等で文化ホールについての

意見を受け付けております。現在のところ、平成

２１年６月以降ですが、１５件意見をいただいて

おります。この中では、やはり建設位置では南広

場、市街地、中心地と、それから文化センター隣

地という部分、それから規模では５００席程度と、

またそれ以上の席数という部分で意見が分かれて

いるところであります。先ほど申しましたが、交

付金事業の事業年度の関係からいえば平成２４年

度中には建物の建設着工を考えなければならない

と思っておりますので、まずは建設位置につきま

して先行した議論を行って、その後に基本的事項

についても早急に方向性を出していきたいと考え

ているところであります。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

駅横に貸し会議室が〇１８番（黒井 徹議員）

できた場合、できると思うのですけれども、町中

にまた文化ホール、あるいはそういう準備室もあ

るのですけれども、それ二重に必要というふうに

考えますか。部長、どうでしょうか、まちの中に。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

その部分につきまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

ては、現在検討の部分ではございますので、ちょ

っと私どものほうから意見としては申し上げにく

い部分もございます。いずれにしましても、駅横

の部分に市民会８の２つの機能のうちの１つがや
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ってくるという部分では、以前の中とも若干状況

が変化している部分でもございますので、その辺

を踏まえまして対応をしたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと持って回っ〇１８番（黒井 徹議員）

た言い方して大変申しわけないのですけれども、

わかりました。

最後に、総合案内窓口についてお伺いをしたい

というふうに思います。本当に市民の方、その時

期によるとも思うのですけれども、結構利用して

いるのだなというふうに思います。あの場所は何

となく威圧感を感じたり、何かなというような思

いもあるのですけれども、どうしても構造上はや

むを得ないのかなというふうに思っています。あ

れを試行的ですけれども、まず年間通してやると

したら、人的だけだと思うのですけれども、どの

ぐらいの予算が必要になるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の議会のほう〇総務部長（佐々木雅之君）

にも補正予算という形で、臨時職員の１名分の賃

金を６カ月ほど見させてもらいますとおおむね１

００万１ぐらい。それで、当初の予定は７月、９

月、１月と３カ月間、３回に分けてやろうと思っ

たのですけれども、市長のほうからぜひ市民の皆

さん方の意向を確認するには一定程度何カ月間と

いうまとまった期間でやるべきでないかというこ

ともあったり、さまざまなちょっと工夫をしての

試行でどうだと、そういうこともありまして、今

１１月いっぱいぐらいまでにはお一人の臨時職員

の方と。それから、そこには７月は課長クラスの

サポートがついて、９月については係長職クラス

というか、比較的役所の経験の多い年代の方々の

サポートをつけて、なるべく市民のニーズを感じ

ると。この後については、それを検証して、１１

月ぐらいにもう一回今度は若い職員も含めて、名

寄市で勤務する全員の体制でやってみたいなと。

それから、１２月以降については、例えば午前と

午後に２人の方を使うとかさまざまな試行をして、

一定の検証をして進めてまいりたいと思っていま

す。もし通年で使うとなれば、大体２００万１程

度のお金がかかるかなと思っています。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民の方の利便性と〇１８番（黒井 徹議員）

いうか、大変喜んでいるのでないかなというふう

に私思います。今係長もあそこに立たせるという

ようなことで、逆に職員の研修といいますか、市

民はどういうふうに思っているのか、何があそこ

に来たら不自由なのかというそこら辺がわかるこ

とも大きな成果になるのでないかと。それから、

前向きに私たちは、職員は何をするのかという、

したらいいのかという、そういう発想になってい

ただければ両方の効果が出るのかなというふうに

私思います。

それで、１つお話をさせていただきたいのは、

先般市政クラ人でちょっと研修に行ってきて、山

梨県の都留市に行ってまいりました。そこでは見

える化事業、いわゆる総合案内板ですとか係のあ

れをきちっとわかるように、１階、２階、３階は

これを行けばいいですとかそういったことを、そ

れだけではないのですけれども、いろんな意味で

職員みずから発想をして、改善をして、お金もな

いので、いわゆる年間２００万１もないので、わ

ずかな金額で変えられるこういうプレートをつく

ればいいという、そういう発想をして見える化事

業というのをやっている。

それから、もう一つは、事業仕分けというのを

やっているのです。事業仕分け、民主党の専権事

項というか、特権事項かなと思いましたら、都留

市が先にもう手をつけてやって、いわゆる一般市

民の行政評価をすると。庁内の評価をして、さら

に仕分け人による行政評価をするというようなこ

とをやっているようですけれども、そこら辺につ

いて新市長の加藤市長はどのように思っているの

か、いわゆる市民サービス、あるいは仕分け事業

に対してちょっと考え方を伺って終わらせていた
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だきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、総合窓口も含めた〇市長（加藤剛士君）

市民サービスということで、今行財政の改革とい

うことで私が本部長になってやっていますけれど

も、行財政改革もやっぱりとどのつまりは市民に

いかに満足していただける役所であるべきかとい

うことに尽きるのかなと。その意味での窓口のサ

ービスというのは最も基本的なところだし、今や

っているところがまず象徴だし、黒井議員がおっ

しゃられるとおり職員の研修も含めて、そこの窓

口だけでなくて、それぞれの窓口が市民に向かっ

てどういう関心を持った対応をしていけるのかと

いうことを主眼としてやっているということで御

理解いただきたいというふうに思っています。

事業仕分けにつきましては、当然民間の皆様か

らそうした意見を聞き、事業を評価していただく

ということは本当にすばらしいことだと思います。

一方で、メディアを使った敵味方的なやり方がど

うなのかというのは、必ずしもその結論がどうな

のかということはあるのかもしれません。今事務

事業評価ということで、名寄市のほうでもまたこ

とし新しく手法を変えて各部局から２つずつぐら

い案件を挙げていただいて、それを総合計画の推

進委員会の皆さんに評価をしていただくというよ

うな事業をやっています。その試行も含めて、来

年度以降そうしたことをもっとより広げていくこ

とがいいのかどうなのかということを検討してま

いりたいというふうに思っています。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時０７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。

河川のはんらんと対策について外３件を、日根

野正敏議員。

議長より指名があ〇１２番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目４点につ

いてそれぞれ市長並びに教育長に質問をさせてい

ただきます。

まず初めに、河川のはんらんと対策について質

問をいたします。本年７月２９日の大雨による被

害で、家屋の床下あるいは床上浸水を初め道路の

破損、排水路に土砂の堆積や収穫間近の農産物、

農地表土の流亡など大きなつめ跡と貴重な教訓を

残した大雨でありました。この日の西風連のアメ

ダスデータを見ますと、正午から夜の１０時まで

の１１時間の間に１１１０ミリの雨が降ったこと

が被害の原因であります。今後の目安といたしま

しては、季節にもよりますけれども、１時間当た

り１１０ミリの雨が１０時間ほど続きますと今回

のような河川のはんらんの状況になるということ

がわかると思います。過去のアメダスデータも調

べますと、昭和５１年からことしまでの間、３５

年間ありますけれども、２４時間以内に１００ミ

リ以上の雨が降った回数は７回あります。平均し

ますと５年に１度の割合になります。平成だけを

見ますと ５年に１度の割合で今回のような１日

に１００ミリ以上の雨が降っており、地球温暖化

の影響も考えられ、今回以上のことも可能性とし

ては今後も十分考えられ、生命、財産を守る予防

策を市や関係機関、地域住民と連携をとり、知恵

を出し合いながら万全の対策をしなければならな

いと考えます。今回の河川のはんらんによる市内

の道路、あるいは市が管理をする河川の被害状況

はどうであったのかお伺いをいたします。

２点目に、今回の大雨で一番被害の出た風連地

区の真狩川につきましては、過去にも何度かはん

らんをして、農作物にも被害をもたらしたことが

あり、今後の安全対策も含め改修工事を行うべき

と考えますが、そのお考えについてお伺いをいた

します。

３点目に、洪水ハザードマップは１００年に１
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度の市内流域を流れる１級河川のはんらんを想定

してのことでありますが、現実的には大きな河川

のはんらんの前には今回のような市が管理をして

いる道路排水や小さな川がはんらんをして、市内

に大きな被害をもたらすことが実証されたと考え

ます。ハザードマップの再検証と避難場所の再点

検は必要と考えますが、その見解をお伺いをいた

します。

次に、名寄市文化スポーツ振興補助金交付の基

準についてお伺いをいたします。名寄市の文化活

動やスポーツの振興の発展と活動を応援するため

にその基金を使い、全道大会や全国大会に出場し

た際に交通費の助成や宿泊費の支援をしておりま

すけれども、この内容は合併前の旧名寄市の基準

を踏をしたものだと思いますが、宿泊助成１泊

０００１につきましては他の市町村と比較しても

水準が低く、見直しをすべきと考えますが、その

お考えをお伺いいたします。

交通費補助については、中体連のみ全額補助で、

そのほかの大会については半額となっております。

また、その規定は公共の交通を利用した場合のみ

の助成で、公共の交通網の不便な地方での大会も

あり、レンタカーなどの利用も含めて利便性と実

情に合う補助の体制を考慮すべきと考えますが、

そのお考えをお伺いいたします。

３点目に、病児保育についてお伺いをいたしま

す。病児保育は、厚生労働省が刊行する保育所保

育指針において平成１２年度より乳幼児健康支援

一時預かり事業として、生後２カ月から小学校３

年生ぐらいまでの子供が急な病気や病気回復期に

ある子供を保護者の方が仕事や冠婚葬％などやむ

を得ず世話ができないときに一時的に安心できる

施設に託児して行う保育事業であります。近年共

稼ぎやひとり親などの子供が病気のときには、仕

事を休んで看病をしたいとは思っていても、その

環境がすべての職場に整っているとは言いにくい

のが現状であります。現在名寄市では病後児保育

を大谷保育園に委託して実施しておりますけれど

も、その利用状況はどのようになっているのかお

伺いをいたします。

また、病児保育についても、さきに述べたよう

に子供の安全と保護者の安心のためにも今後必要

と考えますが、そのお考えと過去にこのことにつ

いて検討をされたことがあるのかお伺いをいたし

ます。

最後に、４点目でございますけれども、名寄庁

舎窓口案内について。ことし６月２８日から名寄

庁舎で来庁者のために窓口案内を実施しておりま

すけれども、市民の反応と来庁者のうちどの程度

が案内を利用しているのかお伺いいたします。

また、今後どのような窓口を理想として進めて

いくのか、また風連庁舎については行っておりま

せんけれども、今後の考え方についてもお伺いを

いたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根〇建設水道部長（野間井照之君）

野議員から大きな項目で４点にわたり御質問をい

ただきました。１点目の小さい項目で１と２は私

から、１点目の３と４点目は総務部長から、２点

目は教育部長、３点目は健康福祉部長からそれぞ

れお答えをさせていただきます。

それでは、７月２９日の大雨による市内各地の

河川はんらんと道路の被害状況についてお答えを

いたします。先ほど黒井議員にもお答えしたとお

り、７月２９日には名寄市においてもかつて経験

したことのない大雨に見舞われました。時間にし

て２ ５ミリに、１日にして１１７ミリという大

雨でございます。名寄市内にある排水機場、内淵、

豊栄、智西、智北、そして無名川など５カ所はフ

ル活動し、ほかに１級河川の樋門管理された各要

所１１カ所に２６台の仮設水中ポンプを設置し、

浸水被害の軽減を図りました。河川の被害では、

風連地区で真狩川の越流による家屋及び田畑の浸

水及び冠水、またトーフトナイ川、パントーフト

ナイ川、大沼川などの川岸に決壊がありました。
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名寄地区においては、豊栄川の越流で家屋及び畑

の冠水、智恵文の福徳川、八線川、大和川は越流

により畑の浸水、旭東のラカン川、拓文川、中名

寄の平和川、日彰川及びその他無名川の決壊があ

ったほか、市道のラカン沢線、御園線、その他山

中の林道等にも通行等の影響が大きく出たところ

であります。河川の災害は、市民生活はもとより

農作業に大きく影響しますので、被害が小さいも

のは早急に復旧させていただいておりますし、大

きなものについては今月末に国の補助が受けられ

る災害復旧事業として採択されるよう作業を進め

ているところでございますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

次に、真狩川の今後の安全対策と改修事業につ

いてであります。真狩川は、普通河川ではありま

すが、農林水産省の国営総合かんがい排水整備事

業により昭和４９年ころから５３年にかけ完成さ

れたものであり、その後は市に管理が移管されて

おります。北海道に相談したところ、普通河川の

改修は国庫補助対象とはならないとのことであり

ますから、市の単独事業として改修事業に取り組

むにはＪＲ宗谷線や国道４０号線の横断、既設の

橋梁のかけかえなどがあり、膨大な経費がかかる

ことが予想されます。したがって、今後は１級河

川へ昇格をさせていただき、北海道の事業として

整備することを要望していかなければならないと

いうふうに考えているところであります。しかし、

当時のかんがい排水事業の施設財産は農林水産省

であり、ほかの省庁予算での改修は非常に難しい

という情報もありますから、少し時間が必要と想

定されます。市民生活の安全と安心のために北海

道や農水省とも協議をさせていただいて方向を見

出しながら、河川改修、あるいは河川の昇級を視

野に要望をしていきたいというふうに考えていま

すので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは小項目の３、洪水ハザードマップの検証

についてお答えします。

名寄市の洪水ハザードマップは、天塩川、名寄

川、風連別川が大雨によって増水し、市内で堤防

が決壊した場合の浸水予想結果に基づきまして、

浸水する範囲とその程度並びに各地区の避難所を

示した地図で、大雨の規模はおおむね１００年に

１回程度起こる大雨を想定しており、西町コミュ

ニティセンターはこの想定の中では冠水しない避

難場所となっておりました。これは、７月２９日

のような局地的なゲリラ豪雨災害を想定しておら

ず、西町コミュニティセンター前に水がたまって

いたのは比較的地区の中で低地になっており、無

名川の流下能力を超える降雨が短時間に集中した

ことによるものと考えております。この避難所が

今回のような雨で水没するかどうかは、雨量の状

況設定により変更することと考えており、一概に

は不適かどうかと言えませんけれども、市民の皆

様に不安を与えることは避けなければなりません

ので、内部では風っ子ホールに移そうということ

で協議を進めておりまして、地域の町内会さんと

は実は昨日から協議を始めておりまして、１０月

の上旬には一定程度の結論を出していきたいと思

っております。

次に、大きな項目４、名寄庁舎総合窓口案内に

ついてお答えします。最初に、市民の反応と利用

度についてお答えします。総合案内窓口の試行に

つきましては、６月２８日から７月３０日までの

１カ月間実施し、９月に第２回目を実施している

最中であります。７月の初めごろは、参議院議員

通常選挙の期日前投票と重なったため、選挙の受

け付け窓口と誤解された方も多くいたように思い

ますが、新聞に掲載されたこともあり、徐々に認

知されてきました。来庁された市民の反応は、窓

口を開いたことや親切にされたことに対して好意

的な方と余分な人件費は使わないでほしいと声を

かけられることに煩わしさを感じる方がいるなど、
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その反応はさまざまなものでありました。また、

庁舎に出入り口が北側と中央南北、東側とあるた

め、来庁者全員の数を把握するのは困難ですが、

総合案内窓口の前を通った市民のおおよそ８割は

目的の部署に直行している状況で、２割が何らか

の形で利用されたと認識をしております。

次に、今後の考え方についてお答えします。今

後この試行を９月から３月まで行い、本格実施に

向けた改善点を探ってまいりたいと考えています。

職員が率先して来庁する市民にあいさつを行い、

市役所に行きにくい雰囲気をなくし、市民が緊張

することなく来られる市役所づくりを進めてまい

ります。従来からもあいさつの励行については心

がけてきましたけれども、名寄庁舎の構造上階段、

またはスロープを使わないと窓口まで行けないと

いうつくりになっており、来庁者の方々には入り

づらい違和感があったのかもしれません。また、

来庁者が多いということもあり、今回この試行を

実施しておりますが、風連庁舎においてはバリア

フリー化されており、このような障害が少ないこ

ともあり、２階より上に行く場合についてもエレ

ベーターが１階で乗りおりできる構造にもなって

います。１階の窓口も近くにあることから、今回

の総合案内窓口の試行は名寄庁舎のみでの実施の

予定と考えておりますので、御理解を賜りたいと

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２につきましてお答えをさせていただきます。

名寄市文化スポーツ振興補助金の交付基準につ

きまして、宿泊補助の見直しについてでございま

す。まず、名寄市の基金条例のうち、名寄市文化

スポーツ振興基金の補助金につきましての平成２

１年度の実績をお知らせいたします。件数で３３

件、補助金額で２０８万 ０００１となっており、

平成２０年度と比較して件数で３件、補助金額で

５７万１の減となっておりますが、多くの児童生

徒に対しその経費の一部を補助させていただいた

ところであります。ここ数年の傾向といたしまし

ては、補助金額では年間２５０万１前後、件数で

は３０件から４０件となっております。基金の残

高につきましては、５月末現在で ６６４万 ０ 

００１となっているところです。

議員の御質問にありましたように、交付基準に

つきましては合併後の平成１８年４月に旧名寄市

の基準を踏をいたしまして、現在の基準を定めて

おります。その後、平成２０年１１月と平成２１

年８月に交付基準の一部見直し、策加等を行った

ところであります。宿泊費の根拠につきましては、

平成６年度に旧名寄市の基準の見直しを行った際

に限度額を ０００１とし、その２分の１を補助

することになりましたけれども、ただし書きによ

り当分の間 ０００１とするということがうたわ

れまして、それがそのまま引き継がれて現在に至

っております。ただいま議員から他の市町村の実

例も踏まえて実態にそぐわないではないかという

お話もございましたので、今後基準の見直しにつ

いて検討してまいりたいと考えております。

次に、公共交通網の発達していない地域につい

てのレンタカーの使用も含めた対応と利便性の重

視についてお答えをいたします。平成２０年１１

月に名寄市立学校職員の自家用車の公用使用に関

する規則というものにおきまして、学校職員の自

家用車の公用使用とテント等荷物等がある事例に

つきましての持ち運びが困難と想定される物品の

運搬につきましては、大会開催地でのレンタカー

の使用について基準の見直しを行う等、規制の弾

力化を図ってきたところであります。レンタカー

の借り上げにつきましては、多くの団体に利用し

ていただくためにもバス利用等の適用条件も含め

て、より実情に合ったものになるよう今後検討を

してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）
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大きな項目３の病児保育について申し上げます。

１点目の病後児保育の利用状況につきましては、

平成２１年４月、大谷認定こども園の開所に伴い、

名寄市の委託事業として実施をしてきております。

病気の回復期にあり、入院治療の必要はないが、

安静の必要がある、または保護者の勤務上やむを

得ない事情により家庭での育児が困難であるなど、

満２歳から小学３年生までのお子さんをお預かり

する事業です。平成２１年度の利用実績につきま

しては、登録児童数８名でしたが、開設初年度で

あることなど、ニーズがなく利用児童はおりませ

んでした。しかしながら、市内３保育所では保護

者から預かった薬の服用や微熱等の体調不良のお

子様を緊急的にお預かりするなどの対応を行って

きておりますので、病後児保育利用までには至っ

ていないと考えております。平成２２年度におき

ましては、再度保育所、幼稚園に情報提供を行い、

８月末現在の登録児童数は１０名、利用児童は１

名の実績となっております。今後につきましては、

引き続き幼稚園、学校を含めた関係機関を通じ、

保護者へ制度の周知を行ってまいりたいと考えて

おります。

次に、２点目の病児保育の検討と実施について

申し上げます。病児保育は、児童の病気が回復期

に至らない場合に、当面のり状の急変が認められ

ない状況において病院、診療所、保育所等で保護

者にかわって看護と保育を行う事業です。現在全

国病児保育協議会に加盟し、病児保育を実施して

いる施設は道内で７施設で、５施設が医療機関併

設になっております。医療機関との連携が不可欠

なことから、保育所単独での実施が進んでいない

状況にあります。名寄市におきましても、病児保

育を実施するに当たり医療機関との連携はもとよ

り新たに看護師、保育士の配置や施設面において

は玄関を別にするとともに隔離した保育室の確保

などが必要になりますので、現保育所での実施は

困難でないかと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をい〇１２番（日根野正敏議員）

ただきましたので、順番に沿って再質問をさせて

いただきたいと思います。

まず、河川のはんらんについてなのですけれど

も、最初の質問にも述べましたが、３年半に１度

の割合で１００ミリ以上が１日に降るというよう

な傾向がだんだん強まってきているのです。です

から、今後もことしのような大雨が来る可能性は

十分考えられるわけなのですけれども、今回それ

ぞれ多くの河川がはんらんをしたということでご

ざいますけれども、その関係で、そういった危険

性を考えたときにはあったものをもとどおり復旧

する部分とそれ以上にレベルを上げて、安全性を

高めた上で復旧するというような復旧の仕方をさ

れているのかどうかまずお伺いをいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

例えば今回も〇建設水道部長（野間井照之君）

２本の河川を国の災害復旧事業として査定を受け

ようとしています。この査定事業というのは、基

本的には原状復旧という考え方でおりまして、そ

れ以上のことをするとすれば河川改修が必要だと。

そうすると、先ほども申し上げましたけれども、

国の補助金は当たらないですよということになり

ますので、市町村の普通河川でいえば災害復旧が

河川事業の主なものであるということであります。

ただ、災害復旧そのものも近年は、例えば昔は

牧草畑が欠けただけでもいただけたということが

あるのですけれども、近年は牧草畑だとか畑の少

しした決壊ではなかなかこれはいただけません。

これは、河川敷地を確定して、河川改修をしなさ

いというような指導が入ってきまして、なかなか

難しい状況であります。河川改修をすると、通常

で言う今日根野議員が言われたように３年に１回

の確率では河川改修はなかなか断面が小さくてあ

ふれてしまいますから、川そのものは１０年に１

回ないしは３０年に１回の河川断面をとるとなる

と３倍も４倍も５倍も大きな断面をつくらなけれ
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ばならないと。それにかかる橋だとか道路も拡幅

をしなければならぬということでは相当な経費が

かかるということも含めて、非常に難しい段階に

あるというふうに思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

国の力をかりてや〇１２番（日根野正敏議員）

るとなれば、今部長が言ったとおり難しいのかも

しれませんけれども、市でできることはできるだ

けやっていただきたいなというふうに考えており

ます。

また、真狩川についてなのですけれども、これ

答弁では１級河川に格上げをして、またあれが農

水省の関係でも手をかけて、部分的には農水省の

持ち物みたいな部分もあるということで、そうい

った部分も整理をしながらやっていかなければな

らぬということなのですけれども、それには相当

な時間がかかるのではないかなと思っているので

すけれども、その時間的な部分はどのぐらい予想

されているのか。また、その間、また来年大雨が

来る可能性もあるわけなのですけれども、応急的

なその対応という部分も必要になってくるのでは

ないかなと思いますけれども、その辺の考え方に

ついてお伺いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の災害の〇建設水道部長（野間井照之君）

原因が築堤の決壊であれば改修はすぐだったので

すけれども、今言われたように原因は越流であっ

て、断面が小さいということでありますから、川

の断面が小さいことが原因でありますから、基本

的には河川改修をしなければならないというふう

に思っています。そのためには先ほどお答えした

ように国ないし道との協議は少し時間がかかると

いうふうに思っています。道段階の協議はすぐに

でもこの間も行いましたからできますけれども、

農林水産省の部分でいえば、私ども智恵文にも同

じような２０条河川といいまして、河川管理者以

外のものが設置した構造物というふうな形で河川

法２０条の中で今までこういう協定の中でやって

いるということで、なかなか農林水産省のほうの

許可がおりないのか、私どもの財産がどういうふ

うにしたらもとに戻って私どものものになるかと

いうのも今はまだはっきりしていない状況にあり

ますから、思った以上に時間がかかるというふう

に私も実は思っています。したがって、今言われ

るように来年もまた雨降るということも予想され

ますから、有事の際には基本的には大型土のうが

いいのか、築堤を土盛りをしていくのがいいのか

ちょっとまだ今研究しているのですけれども、い

ずれにしてもどちらかの方策をとりながら、緊急

な対応はさせていただきたいというふうに思って

いますので、御理解いただきたいというふうに思

っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ応急的な部分〇１２番（日根野正敏議員）

でも対応をしていただきたいなと思います。土盛

りをした場合、あそこは真狩川はタヨロマ川との

合流になっておりまして、今回も合流付近の道路

の排水がもうオーバーフロー寸前であって、真狩

川から逆流して、ですからその辺も築堤を上げる

となれば一緒に考慮しなければ、今度一番下で大

きなことになるということもございますので、そ

の辺は部長のほうが専門家だと思いますけれども、

その辺の対応も十分抜かりなく対応していただき

たいというふうに思います。

それから、その辺の見解も後でいただきたいと

思いますけれども、ハザードマップの関係なので

すけれども、私もハザードマップを全部つくりか

えて新しくせいとは、そんな無駄なことはしない

ほうがいいと思うのですけれども、今回のことで

危険な箇所が明確になったわけですから、それを

今後の対策に生かす、あるいはマニュアルづくり

等も含めて必要になってくるというふうに思って

いるのですけれども、その辺の考え方についても

う一度お伺いをいたしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の大雨災害の〇総務部長（佐々木雅之君）
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一つの要因と考えているのは、７月２６日から実

はずっと雨が降り続けていまして、２９日までの

４日間断続的に降り続いていたということが一つ

根っこにあったのかなと。特にことしの雨がひど

いのは、偏西風の北からの部分とラニーニャ現象

という南からの暖かい風がけんかをして、前線が

北海道にびたりととまっていたと、こういうこと

も含めてこの７月、８月については名寄であった

り、中川、音威子府であったり、東川であったり

と、そういう形での被害が大きな被害が出たもの

というふうに認識をしています。

日根野議員おっしゃるとおりハザードマップの

関係につきましては、大河川の決壊を想定した形

でありましたので、正直なところ全国でも全道で

も局地的な災害に対するハザードマップの作成と

いうのは具体的につくっているところがほとんど

ないと。関東周辺の大都市であってもこれからデ

ータを集めてやっていこうという状況ですので、

実はきのう風連地区の町内会の連絡会の会長さん

とも話したのは、危険な部分について情報を共有

して、どのように早く避難するか、それから何を

もって危険と判断するか、先ほど日根野議員から

貴重な提言いただきまして、私たちも１時間に３

０ミリ降るとバケツをひっくり返したような雨と

いうこともありますので、そこが一つのポイント

かなと思ったり、一部の比較的低い部分のところ

で水が道路につき始めたり、あふれてきたときか

らそこをどこでどういうふうに判断するかという

ことについてもこれから、ことしも風連地区で防

災訓練の予定しておりましたけれども、防災訓練

ではなくて実際の避難をどのようにするか、避難

場所の問題と、何を判断してどのように地域町内

会に市役所側のほうから情報伝達をするか、この

辺の打ち合わせもしたいなというふうに考えてい

ます。その中で、それぞれの地域に合った洪水の

危険マップ的なものはそれぞれの町内会用につく

ってお渡しするようなことも検討していきたいと

いうふうに考えています。

なお、あわせまして１０月にある風連地区のお

話し合いの中では、コンクリートミキサー車を使

った土のうづくりも含めて、従前風連地区には土

のうそのものを常備しておりませんでしたので、

名寄地区にあるものを５００個移動させて、新た

に５００個ぐらいつくって、 ０００個規模のも

のを残すような方法も今こちら側のほうで検討し

ておりますので、そこらも含めて地域の皆さん方

に少しでも安心していただけるような方策を具体

的に講じてまいりたいと考えています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜ〇１２番（日根野正敏議員）

ひ万全を期して対応していただきたいと思います

けれども、もう一つ、これ自分の反省でもあるの

ですけれども、ＪＲとか連携がどうであったのか

なという気がするのですけれども、あのとき２７

線付近で列車がとまって、それと同時に２９線の

遮断機がずっとおりっ放しで、六、七時間ぐらい

遮断機がおりっ放しの状況であったのですけれど

も、その晩に２９線道路を通っていかなければな

らない民家の人からあそこの上の第１幹線があふ

れたので、通報が入ったのですけれども、消防職

員の方が車で行けなくて、２９線からおりて５０

０メーター以上歩きながら行っていたということ

がございましたので、これは気がついたら私もＪ

Ｒのほうに連絡すればよかったのですけれども、

その辺やっぱり行政ですので、消防なり、行政な

りが関係ないところの遮断機はあけてくれという

ような要望も必要だったのかなというふうな考え

を持ってございますので、その辺も今後落ち度の

ないようにしていかなければならぬなと思ってお

ります。

それから、被害状況の関係で、９月の広報では、

名寄市の広報では風連地区が床下１０件になって、

床上が４件になっているのですけれども、風連の

お知らせ版では床上浸水が５件、床下浸水が２４

件になっているのですけれども、この辺の情報の

的確さというか、その辺はどうなっているのかお
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伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区振興課の〇総務部長（佐々木雅之君）

ほうから連絡もらったのは、数の多いほうの数字

でいただきました。ここは上川振興局のほうに公

式に床上浸水、床下浸水という形で報告するもの

ですから、床上浸水した家屋の規定がありまして、

物置とか車庫とかそういうものを抜きましたので、

逆に言うと報告した床上浸水戸数と床下浸水戸数

によって１２月に戸数１戸当たり幾らということ

でその災害対策に要する費用の一部として国のほ

うから特別交付税が来ることになっています。そ

のためにそちら側の求めている数字に対して出す

のが今回の市役所の公式な数字ということで、実

際は名寄地区も風連地区も車庫とか何かが相当水

ついたというのはもっと実際の数字が多かったの

かなとは思っていますけれども、上川支庁に報告

する公式数字でということで御理解賜りたいと思

います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１２番（日根野正敏議員）

それでは、続いて文化スポーツ振興補助金の基

準についてお伺いいたしたいと思いますけれども、

答弁ではそれぞれ宿泊費もレンタカー等について

も実態に合った形で検討していくという答弁だっ

たのですけれども、これは善処していただけると

いうことで理解をしていいのかどうか、その辺ち

ょっと再度答弁を求めたいと思いますけれども、

もう一点は中体連です。中体連については全額補

助という規定になっているのですけれども、それ

以外の大会については半額補助ということなので

すけれども、中体連だけを特別扱いするという理

由をちょっとお知らせいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、最初の検討の〇教育部長（鈴木邦輝君）

答弁の部分ですが、改善の方向で内部で協議をし

ていきたいという意味でございますので、御理解

をいただきたいと思います。

それから、補助金交付基準の中で中体連、中文

連等の部分、主催団体の部分でございますけれど

も、現在は主催団体が中体連もしくは中文連など

につきましては全額の補助金となっております。

ただ、スポーツ、文化団体等の中で主催者が中体

連、中文連以外の団体の場合がございます。これ

につきましては、補助率は２分の１ということに

なっております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは答弁で聞い〇１２番（日根野正敏議員）

たので、わかるのですけれども、中体連だけを特

別扱いする理由です。例えば中体連の種目では２

０種目あるのですけれども、そのうちオリンピッ

ク種目に入っているのは１６種目。オリンピック

種目は何種目あるかといいますと、夏、冬合わせ

ますと５０種目はあるのです。ですから、その５

０種目あるうちの十何種目だけを特別扱いをする

というのはちょっと不合理だなというふうに私は

感じているものですから、なぜ中体連だけなのか

ということで聞きたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

部活動につきましては、〇教育長（藤原 忠君）

かつて教育課程の中で部活動が組み込まれていた

時期がございました。名寄の文化スポーツ振興基

金が作成された時代はそういう時代でございまし

て、言ってみれば中体連、中文連等が主催するも

のは学校教育の一部であったということで、ほか

の野球少年団とかこういう小学校等の少年団活動

は社会教育として分類されていた。そういうこと

から、この基準は中体連、中文連は全額補助と。

そして、他の社会教育にかかわる部分は半額補助

と、こういう精神で生まれたものであります。し

かし、今御意見がございました。社会教育分野で

半額というのはいかがなものかというようなこと

がもしあるとすれば、今後名寄市文化スポーツ振

興審議会がございますので、そこでそういう御意

見があったということで今後の検討材料にさせて

いただきたい、このように考えております。
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日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそのことは検〇１２番（日根野正敏議員）

討していただいて、やはり小学生、中学生がいろ

んな種目で頑張らなかったら、小さな部分的な種

目だけにスポットを当てて優遇するというのは、

だから日本はオリンピックのメダルが少なくなっ

たというふうに言われると思うので、その辺はも

っと名寄市は広い心を持って対応をしていただき

たいというふうに思います。

それから、今現在基金 ６６０万１程度あると

いうことなのですけれども、１年間２５０万１ぐ

らい使っているわけなのですけれども、これ１０

年すればなくなるわけなのですけれども、今後そ

の辺の対応をどのように考えているのかお伺いを

いたしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

基金の部分でござい〇教育部長（鈴木邦輝君）

ますが、基金につきましては昭和５９年に創立を

されておりまして、以降の経過の中で残高が ０

００万１も超える時期がございましたが、現在で

は先ほど述べたとおり年間２００万１から２５０

万１ずつ支出されて現在に至っております。当然

ながらここままいけば底をつくという形になりま

すが、名寄市の文化、スポーツの振興の観点から、

基金をすべて取り崩すということは考えておりま

せん。補充の時期等につきまして、また金額につ

きましては、同じ基金の中でも補助金から切りか

わった育英資金等がございますので、そういった

ものの活用を含めて庁内で協議検討をしてまいり

たいと考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうしても基金が〇１２番（日根野正敏議員）

少なくなると、その基金を見ながら運営委員会で

も審議をするというようなこともありますので、

ぜひ余り減らないうちに、できればふやしながら

検討していただければもうちょっといい結果にな

るのかなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

それから、この関係では最後になると思うので

すけれども、道内、全道大会あたりですと、例え

ば釧路あたりに全道大会行く場合は公共交通網と

いうより、レンタカーというよりも、それなりの

関係指導者なり、保護者の自家用車で行く場合も

あるわけなのですけれども、この辺に対する補助

的な部分の考え方についてはどのように考えてい

るのかお伺いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁でもお〇教育部長（鈴木邦輝君）

話ししましたとおり、当初は個人の自家用車の公

用車使用に関しては一切だめという規定がござい

ましたけれども、学校の教職員に限って自家用車

を公用車の使用にかえるということで平成２０年

に規定を変えたわけでございますが、何分にも事

は人の命にかかわる部分、安全性にかかわる部分

でございます。特に遠くに行くという部分になり

ますと疲労等の問題等もありますので、これにつ

きましては同乗される児童生徒の方の安全性の確

保を考えれば現在のところは学校教職員以外の公

用車の自家用車の公用車使用については難しいと

いう感想を持っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

補助しているから、〇１２番（日根野正敏議員）

例えば事故に遭ったと、だから市が責任があると

までは私はいかないと思うのです。それは別の問

題で、それは確かにレンタカーあたりですと搭乗

者の傷害保険というのは１人 ０００万１まで出

るそうなのですけれども、それらの保険は自家用

車でも入っている人いますので、それらがクリア

できれば私は同じ扱いでいいのではないかなとい

うふうに考えておりますけれども、その辺の考え

方柔軟性を持って、ちょっと見解をいただきたい

のですけれども。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろな基準、規〇教育部長（鈴木邦輝君）

制につきましては、その時代に合わせて検討しな

ければだめな部分もございますので、それも含め
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まして先ほどの答弁のとおり文化スポーツ振興補

助金の基準につきまして検討させてまいりたいと

考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ前向きに検討〇１２番（日根野正敏議員）

していただきたいと思います。

続きまして、病児保育についてちょっとお伺い

をいたしたいと思います。病児保育については、

私も一般質問をしながらいろいろ調べたのですけ

れども、答弁にありましたように非常に難しいの

かなというふうにも受けとめております。看護師

さんの確保から始まって、その施設の確保、そこ

までの高いハードルですとなかなか難しいのかな

と思っているのですけれども、ただ厚生労働省も

そういったことでなかなかこういうことがニーズ

はあっても普及しないということで、ファミリー

サポートセンターの事業というのも部長知ってお

られるのかどうかはちょっとわからないのですけ

れども、その中に病児、病後児の預かりも去年か

ら取り入れたわけなのですけれども、ファミリー

サポートセンターの事業概要については乳幼児や

小学生等の児童を有する子育ての中で労働者、主

婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受け

ることを希望する者と該当援助を行うことを希望

する者との相互援助活動に関する連絡調整を行う

組織で、平成１７年度から地域の特性や創意工夫

を生かした次世代育成支援対策推進法に基づく市

町村行動計画の着実な推進を図るため次世代育成

支援対策交付金（ソフト交付金）が創設されたと

ころであり、ファミリーサポートセンター事業は

交付事業の対象事業とされている。平成２１年度

から病児、病後児の預かり、早朝、夜間等の緊急

時の預かりなどの事業も行っているということで、

道内でもこのサポートセンターつくっているとこ

ろが１８市町村あって、近隣でも旭川、稚内など

がつくられているのですけれども、病児、病後児、

特に病児保育をやるとすればこういうサポートセ

ンターを立ち上げて、それからのことかなという

ふうに考えているのですけれども、この辺の考え

方どう思っているのか見解をお伺いいたしたいと

思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

の中で、サポートセンターの関係については、大

変恐縮なのですけれども、詳しい情報は私もちょ

っと入ってございませんので、申しわけないと思

っております。しかしながら、先ほど答弁で申し

上げましたように、病児につきましてはやはり医

療機関との連携を非常に密にしていかなければ、

預かったお子さんが万が一という部分がございま

す。先ほどの報告のとおり、道内においても本当

に何カ所かしか行っていないというのが実情であ

ります。あわせて名寄市におきましても、次世代

ですとか私たちのほうで行っております計画書の

中で、その計画をつくる段階で皆さん方にアンケ

ートをとらせていただいております。１６年度、

それから２１年度と２回にわたって同じ項目でア

ンケートをとらせていただいておりますけれども、

その中でやはり病児、病後児保育についての皆さ

んの希望というのですか、要望が非常に高くござ

います。４０％、三十数％と１６、それから２１

年にかけて同じパーセントで、一番高いのはやは

り保育料を下げてほしいと。それから、一時預か

ってほしいのが２番目で、３番目がこのような状

況のアンケートの結果になっております。名寄市

におきましても昨年開園いたしました大谷認定こ

ども園にその要望にこたえるためにそのような形

の事業委託をさせていただいたのが実態でござい

ますけれども、残念ながらアンケートの結果と実

際の利用するのがニーズが現実にはなかったとい

う部分でございますので、大都市におきましては

人口の部分を含めてそういう希望が多いというこ

とはあるのかもしれませんが、名寄市においては

今のような形で、特に病児保育については医療機

関との連携ということで、今の施設、名寄市内の

状況を考えますと非常に難しいのではないかと考
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えております。ただ、病後児保育につきましては、

利用が少ないということでありますけれども、先

ほどお話ししましたように既に３公設保育所の中

では各保育所の中でちょっと熱が出た、何とか面

倒を見てほしいだとか、医者からの指示を受けた

薬、この部分を昼に飲ませてほしいだとか夕方飲

ませてほしいだとか、病後児保育に若干かかわる

部分は事前にもう何年も前から対応を各保育所さ

せていただいているということが実態がございま

すので、病後児保育の数字が出てこないというの

はそういうような形で考えられるのではないかと

思っておりますので、これらにつきましては今年

度以降もその状況を踏まえ、また保護者等との懇

談会も通じまして、皆様の御意見をいただきなが

ら考えていければなと思っているので、御理解を

いただければと思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

難しいというよう〇１２番（日根野正敏議員）

な答弁でございますけれども、また各保育園でも

それなりのある程度の病気には対応しているとい

うことでございますので、しかし保育園とかそう

いうところは時間が決まっておりまして、私が言

ったサポートセンターをつくれば、これは家庭か

ら家庭でありますので、いろんなニーズに合った

対応が出てくるのではないかなと思いますので、

ぜひこのファミリーサポートセンターの事業につ

いて今後検討をしていただきたいなというふうに

思いますが、その辺の見解を最後に求めたいと思

います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

サポートセンタ〇健康福祉部長（三谷正治君）

ーの部分については、先ほど議員がおっしゃるよ

うに１８市町が行っているということで、今ちょ

っと情報来ました。その中では社協が実際に行っ

ているということの内容でございまして、民間が

主体で実施をしているというような事業で聞いて

ございます。先ほどお話ししましたように行政と

しては保護者の状況、それから今後の状況を勘案

しながら検討させていただきたいと思いますけれ

ども、やはり施設面、財政面から考えますと非常

に難しいのかなと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

利用が少ないとい〇１２番（日根野正敏議員）

うのは、周知、知らない人も多いのではないかな

と思いますので、その辺も踏まえながら進めてい

っていただきたいと思います。

それから、最後に総合窓口についてなのですけ

れども、案内役、言ってみれば来庁者の案内役を

されているのですけれども、決して私はこれが悪

いことだとは思っていません。ただ、そういう総

合窓口をつくってやるのであれば、もう少し機能

を持たせて、案内役だけではなくて、一番来庁者

がいいのは１カ所で大体のその手続、証明書、あ

るいはいろんな書類を発行できればそれが一番い

いと思うのですけれども、そこまで私は総合窓口

をやるのであれば市民にとってもいいのではない

かなと思っているのですけれども、そこまでのレ

ベルで市長は考えていられるのかどうかちょっと

お伺いいたしたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁ともダ人る〇市長（加藤剛士君）

かもしれません。まずは試行ということで、来て

いただいたお客さんがどんなニーズがあるのかと

いうことでやっているということもございます。

もう一つは、名寄庁舎が階段がああいうふうにあ

るということで、入り口に開いてお客さんが来て

いる状況がわからないということも含めてあそこ

に人が必要なのではないかということもございま

す。そうした建物上の構造的にバリアフリーでな

いところをバリアフリーにしていこうというよう

な観点もございますので、今のこれを試行をして、

その結果また考えていかなければならぬというふ

うに思っています。総合窓口ということになると、
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すべての窓口を集１していくということが物理的

にどうなのかということも検討しなければならぬ

というふうに思います。今のところは、そこの窓

口で複数の案件があったときには職員の皆さんが

そこに来て、対応をしていただくということをし

ていると思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄庁舎は複雑な〇１２番（日根野正敏議員）

形で、ちょっと使いづらいといえば使いづらいよ

うな話なのですけれども、ただ総合窓口を置いた

ら当然ほかの窓口が要らないわけですから、人が

ふえるわけではないですから、その庁舎内のやり

くりは十分できてくるのではないかなと思ってい

るのですけれども、案内も大切なのですけれども、

もうちょっとレベルの高いといいますか、もう一

段欲を出してほしいなというふうに私は思ってい

るのですけれども、例えば市民が来庁する用事は

住民票や戸籍謄本、各種証明書が恐らく６割近い

と思うのです。これはほかのまちのあれなのです

けれども、その次が国保の関係ですとか乳幼児医

療、障害者医療、母子医療に関する手続の申請、

それから転入、転出、転居、出産、婚姻、死亡な

どの手続、これらの窓口を１つにすればほかのま

ちでいいますと１８割方の来庁者の用事がそこで

済んでしまうということなので、その辺までぜひ

私は進めてほしいなと思うのですけれども、その

辺の見解を最後に求めて終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

そのことも含めて今試行〇市長（加藤剛士君）

している段階だということで御理解いただきたい

というふうに思います。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

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。

９月１８日から２０日までは休日のため休会と

いたします。

来る９月２１日は午前１０時から本会議を開き

ます。

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 ４時０７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 竹 中 憲 之

署名議員 中 野 秀 敏
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