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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２２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画について

日程第４ 議案第１９号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２０号 財産の取得について

日程第６ 議案第２１号 財産の取得について

日程第７ 報告第３号 平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２１年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画について

日程第４ 議案第１９号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２０号 財産の取得について

日程第６ 議案第２１号 財産の取得について

日程第７ 報告第３号 平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２１年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（２５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

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（１名）

３番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員
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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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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

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、

８番 持 田 健 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名をいたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市民を守る災害対策外１件を、山口祐司議員。

おはようございます。〇１６番（山口祐司議員）

議長に御指名をいただきましたので、通告に従い

まして、質問をさせていただきます。

初めに、市民を守る災害対策について質問をい

たします。７月の豪雨災害については、今回多く

の議員から質問が出され、かなり重複する部分が

あるかとは思いますが、再度の御答弁をよろしく

お願いをいたします。近年地球温暖化の影響によ

るものなのか異常気象による集中豪雨やゲリラ豪

雨といった局地的な被害が東西南北地域を問わず

起きております。名寄市においても例外ではなく、

７月２９日から３０日の豪雨で大変大きな被害に

見舞われました。今回の被害に遭われました皆様

には、この場をおかりいたしまして心よりお見舞

いを申し上げます。

まず初めに、このたびの豪雨災害による名寄市

における住宅、家屋の浸水状況、河川、道路につ

いての被害状況についてお聞かせをください。大

きな改修等が伴うものについては、国、道に要望

していくことになると思いますが、その内容につ

いてお聞かせをください。また、市の災害対策本

部の組織としての状況ですが、今回の豪雨に対し

十分に機能されていたのかについてもお尋ねをい

たします。

次に、市民への洪水ハザードマップ公表につい

てですが、平成１５年に旧名寄市、旧風連町でつ

くられたハザードマップは、天塩川、名寄川、風

連別川の増水による破堤を想定し、浸水区域を明

示し、避難所を掲載し、公表していますが、今回

のゲリラ豪雨により新たな浸水箇所や危険箇所が

わかってまいりました。今後ハザードマップの更

新の折にこれらの情報を掲載してはどうかと思い

ますが、お伺いをいたします。

次に、市の災害対策本部と町内会などの組織と

の連携についてお伺いをいたします。今回の災害

は、降雨量など今までにないものでしたが、これ

ら危険な情報が町内会を初め地域住民の方たちに

十分に伝わっていなかった部分があったとも聞い

ております。今後については、このような重大な

気象情報について的確に市民に伝え、町内会など

の協力も得るべきと考えますが、いかがでしょう

か。

最後に、災害発生後の防疫対策についてですが、

今回の災害で被災家屋等の消毒作業に当たった職

員に対する配慮、対応はどうだったのかお聞かせ

をください。また、消毒家屋の件数、豪雨災害に

よるごみの収集体制、収集量をお知らせください。

次に、大きな項目の２つ目、地域特性を生かし

た市民負担について。現在風連地区ではコミュニ

ティー施設管理に伴う新たな負担に住民の間で戸

惑いの声が聞かれています。先般各町内会で住民

説明会が行われましたが、その反応はどのような

ものだったのかお伺いをいたします。

また、今後どのような形で問題解決に向けて考

えておられるのかもお聞かせをいただきたいと思

います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございます。〇副市長（久保和幸君）

山口議員からは、大きな項目２点にわたって御質
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問をいただきました。大項目１につきましては総

務部長、大項目２につきましては私からお答えさ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず、大項目２、地域特性を生かした市民負担

の１点目、コミュニティー施設管理に伴う住民説

明会の反応はについてお答えいたします。現在名

寄市の公共施設のうち風連地区コミュニティー施

設につきましては、合併特例区が管理しています。

合併特例区が平成２３年３月２６日をもって解散

することに伴いまして、解散の翌日からは市の管

理となります。その後の維持管理につきましては、

平成２３年度改修を目途に関係地域に委託する考

えを持って本年７月１５日から８月４日にかけま

して当該コミュニティー施設の所在する７町内会

に対して今後の運営管理に係る説明をさせていた

だきました。説明の主な内容といたしましては、

指定管理者制度による維持管理の内容を初め維持

管理移管の基本的な考え方、地域負担額等につい

てでありまして、このほかに施設修繕や備品等の

更新についての考え方などにつきましても具体的

な数字を例示して説明をいたしました。本説明会

に参加された市民からは、地域における維持管理

についてさまざまな面で戸惑いと不安があるなど

の多数の意見が出されたところでございます。こ

れらの意見につきましては、目下取りまとめを行

っているところですが、出された意見で共通して

言えますことは、１つ目に地域の高齢化、戸数の

減による将来的な施設管理への不安、２つ目に施

設の老朽化に伴い大がかりな施設の修繕及び備品

等の更新が生じた場合の地元負担への不安、３つ

目に町内会参加の各班において従来から自主管理

している会館を含めた維持費の二重負担への問題

などが挙げられまして、中には一度もコミュニテ

ィー施設を使用しない住民から負担金を徴収する

ことにはならないのではないか、このことによっ

て町内会を脱退する住民も出てくる、町内のコミ

ュニティーが崩壊してしまうといった意見もござ

いました。以上のほかにコミュニティー施設は地

域の連帯、文化の継承、保健福祉活動の拠点とし

て設置された経緯がある、その目的を見失ってほ

しくない、合併によってこのような施設の自主管

理を押しつけられたこれまでの経緯に関する意見

も多く、これまで旧風連町で培ってきた特色ある

文化、慣習を残してもいいのではないかとの強い

意見もあり、今回の説明会における地域の反応と

しては、現時点で明年度からの地域維持管理への

理解を得ることが困難であると感じております。

次に、問題解決に向けての考え方はについてお

答えいたします。コミュニティー施設の地域管理

に係る問題解決への考え方としては、今後とも関

係地域の方々と十分に協議を重ね、理解と協力を

得ることを基本に据えて問題解決に当たってまい

る考えでございます。先ほど申し上げましたとお

り、現在第１回目の説明会での意見を集約中であ

りまして、出されました意見等をもとに問題点、

課題などの洗い出しを行いまして、その解決策等

の検討につきましては合併特例区協議会を主に風

連地区町内会連絡会などとも協議を行い、これが

調った段階で再度説明に当たり、地域の皆さんか

ら理解を得られるよう努力してまいりたいと考え

ております。

以上、当該施設の維持管理に向けましては、公

平、公正な考え方、市民と行政との協働によるま

ちづくりの推進、これを基本として地域のコンセ

ンサスを得た上で地域での管理へと移行してまい

りたいと考えますので、御理解くださいますよう

お願いいたします。

私からの答弁は以上でございます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

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１点目の市民を守る災害対策に

ついて答弁させていただきます。

まず、名寄市内の豪雨災害、現状についての考

え方についてお答えします。７月２９日の大雨は、

旭川気象旭によりますと時間雨量で２ ５ミリ、
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１日にして１１７ミリのこれまでに余り名寄市が

経験したことがない降雨量でありました。住宅の

被害状況は、名寄地区のしらかば１号線が冠水し、

風連地区でも長年浸水したことがなかった市街地

でも住宅の浸水が真狩川のはんらんによって生じ、

避難勧告を行い、避難所を４カ所設置し、被災市

民に避難をしていただきました。浸水をしました

住宅は、名寄地区では床下３１件、床上１件、風

連地区では床下１０件、床上４件となっており、

住宅等においては翌日には町内会の支援も受けな

がら消毒や水につかったものの処分に取りかかり

ました。また、床上浸水した住宅の一部について

は被害調査を行っており、固定資産税の減免等の

手続も進めているところであります。

次に、河川、道路等の被害状況の関係ですが、

市内にある排水機場５カ所はフルに活動し、ほか

に１級河川の樋門管理された各要所１１カ所に２

６旭の仮設中型ポンプで排水し、浸水被害の軽減

を図りました。河川での被害では、風連地区で真

狩川の越流により家屋及び田畑の浸水並びに冠水、

またトーフトナイ川、ポントーフトナイ川、大沼

川等の河岸決壊がありました。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冠水、

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、市道や

取りつけ道路の通行等にも大きな影響が出ました。

河川や道路の災害は、市民生活はもとより農作業

に大きく影響いたしますので、緊急を要するもの

については早急に復旧や応急により対応し、大き

なものにつきましては国の災害復旧事業として採

択されるように作業を現在進めております。

なお、真狩川につきましては、普通河川ではあ

りますが、農林水産省の国営かんがい排水整備事

業により昭和４５年ごろから昭和５２年にかけて

完成したものであり、その後市に管理が移管され

ております。北海道と協議したところ、普通河川

の改修には経費がかさむことが予想され、国庫補

助の対象にならないこともあり、１級河川に昇格

をさせていただき、北海道の事業として整備する

ことを市として要望していかなければならないと

考えています。しかし、かんがい排水事業施設財

産が農林水産省であり、他の省庁予算での改修に

は非常に難しいとの情報もありますので、少し時

間が必要と考えております。基本的には河川改修

事業計画を進めてまいりますが、それまでの応急

対策として有事には土のう、または土砂による堤

防のかさ上げをすることで対応していきたいと考

えております。市民生活の安全と安心のために北

海道や農水省と協議を重ね、方向性を見出しなが

ら要望をしていきたいと考えております。

次に、災害対策本部の組織に関してのお尋ねで

ありますが、災害対策本部の組織については２９

日の１６時に災害対策本部に準じる組織を立ち上

げて、避難所の確保や初動の確認を行っておりま

したが、分庁方式をとっている当市においては風

連地区、名寄地区の間の情報伝達が必ずしも十分

でなかったことを踏まえ、今後は気象状況の悪化

時には風連地区においてサブ本部を立ち上げ、指

揮命令を行うことで対処してまいりたいと考えて

います。

次に、市民の洪水ハザードマップの公表につい

てお答えします。議員御指摘のとおり、ゲリラ豪

雨の記載を行うハザードマップは、例えば東京都

においては多くのパターンがあるということであ

りますが、もしこのような情報を反映し、幾つか

のパターンを作成することになると多くの時間と

経費が必要となってきます。今回の大雨災害によ

り危険箇所がわかりましたので、市においても地

域の皆さん方の協力をいただきながら、ハザード

マップとは言わないまでも危険マップとして作成、

保有し、それを町内会に配布をしながら、今後は

大雨が降ったときはこのマップを資料として警戒

等の速やかな対処をするように図っていきたいと

考えております。

次に、市の災害対策本部と町内会等地域組織と
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の連携についてお答えします。今回の雨は、結果

的には今まで経験もしたことのないゲリラ豪雨的

であり、１時間に２ ５ミリ、１日当たり１１７

ミリの当市にしては長年経験したことのない大き

な雨でありました。しかし、降り始めた当初の気

象庁による公式見解では夕方には峠を越えるとい

うことでありました。事実浸水警報は１７時３８

分には解除となり、降雨が一時的になくなりまし

た。これらのことにより、当市としても災害の情

報発信については豊栄川遊水池の越流についての

付近の住民への広報等にとどめておりました。そ

の後事態が急変し、２１時ごろから再度豪雨が降

り始め、今回の被災に至っており、市民に情報等

を発信する時間的余裕がなかったことは事実であ

ります。今後は、この教訓を生かして、先般８月

２３日には再度危険な気象予報が出ておりました

ので、被災された名寄、風連両地区の住民の方々

に直接市職員がチラシを配布して警戒をしてもら

った次第であります。今後もできるだけ早く被災

された地域には情報を流し、早目の避難等に協力

をいただけるよう努めていきたいと考えておりま

す。

次に、災害発生後の防疫対策についてお答えし

ます。豪雨災害による被災家屋等に対する防疫対

策としての消毒活動は、災害発生の翌日、７月３

０日から実施をいたしました。対象地域としては、

名寄地区は旭ケ丘、１区、１６区、智恵文地区、

日進区、緑丘等、風連地区につきましては緑町、

仲町、中央、新生町、西町、南町等でございます。

消毒作業につきましては、延べ２５人の市職員と

２名の名寄保健所職員の御協力もいただき、６日

間にわたって行いました。消毒の作業には名寄保

健所長より作業の要領、注意を受けて行ったとこ

ろであります。消毒にはクレゾール液を希釈した

ものを使いました。消毒件数は、住宅、車庫、物

置、地下室等で合わせまして１１８件となりまし

た。また、この豪雨災害に伴い収集したごみの量

は１７トンで、市所有の車両で収集をいたしまし

た。収集にも延べ６日間を要したところでありま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれの答弁いた〇１６番（山口祐司議員）

だきまして、ありがとうございました。災害につ

きましては、再三の答弁本当にありがとうござい

ます。先に防水対策といいますか、災害について

の真狩川について再質問させていただきたいので

すけれども、日根野議員のほうからも質問があり

ましたし、答弁もされていたわけなのですけれど

も、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わけなのですけれども、こ

れにはかなりの時間が必要だという御答弁をいた

だいたのですけれども、このような災害というの

は集中豪雨的な部分がかなり多いわけなのですけ

れども、全道でもかなりの場所があるのではない

かなというふうに想定されますけれども、やはり

名寄市としてはほかの地域に先駆けて、もっと根

強くといいますか、根気よく要望を続けていただ

きたいなというふうに思うのですけれども、その

辺いかがでしょう。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

山口議員の言〇建設水道部長（野間井照之君）

うとおりでございまして、私どももそのように考

えております。実は、農林水産省が財産として持

っている川は、風連の川はほとんどであります。

それと、名寄市の智恵文のほうもほとんど農林水

産省の手が入っておりまして、なかなか道費河川

であっても北海道が手がつけられない状態にある

と。普通河川も同じで、名寄市が手はつけられな

い状態にあるというような状況でありまして、昔

農林水産省の事業として行われた部分では本当に

非常に現在も苦慮しているところでありますけれ

ども、今名寄市農業事務所がございますから、そ

ことも連絡をとり合って、早急にどのような対応

が一番よろしいのかを向こうの見解をお聞きして、

私どもの対応を早くしたいというふうに考えてい
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ますので、御理解をいただきたいと思っています。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひ強く要望を続け〇１６番（山口祐司議員）

ていただきたいなと思います。こういうこととい

うのは、行政の力量といいますか、そこそこの市

町村の力量という部分が見られる部分もあるかと

思いますので、名寄市の力量というのを見せてい

ただきたいなというふうに思っています。

続きまして、危険マップについて、ハザードマ

ップは非常に難しいということで、危険マップを

つくりたいという話なのですけれども、これ全道、

全国的に異常気象で災害が多発しているわけなの

ですけれども、人命を守るという立場からも町内

会を初め警察、消防、あとそれから排水事業、佐

藤勝議員も言っていましたけれども、排水関係は

改良区ですとかそういう部分の意見なども聞かな

ければやはり完全なものといいますか、できない

のではないかなという。一般的な住民の方だけで

はわからない部分というのはあろうかと思います

し、そういう危険マップをつくるにしても今まで

以上の協議体制を整えて行うべきだと思うのです

けれども、その辺ちょっとお聞かせをいただきた

いと思いますけれども。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

山口議員のおっし〇総務部長（佐々木雅之君）

ゃるとおりでありまして、既に風連地区におきま

しては１０月１６日に町内会連絡会の会長さんと

協議をすることになっておりまして、１０月に改

めて関係する町内会の役員の皆さん方に説明をさ

せていただきまして、その後防災訓練にかわる説

明会というか、そういうものをやりたいと思って

います。今緊急雇用の関係でＡｉｒてっしさんの

ほうと災害情報の地図情報の集約ということも今

現在進行形で、年度内をめどにということで作業

を進めておりましたので、それ等も含めまして、

今まで警察であるとか開発であるとか土現さんで

あるとかさまざまなところから情報をいただいて

おりましたけれども、今回改めて風連地区におき

ましては相当水田も含めて農地がたくさんありま

して、幹線のように張りめぐらされました水路の

関係の維持管理も含めて、それがどのような形で

今回みたいな大雨災害のときにプラスになったの

か、逆にもう少しやることによってさらに冠水被

害が防げたのかという情報も含めて関係団体と情

報交換をさせてもらって対応してまいりたいと思

っています。

危険マップの関係につきましては、民間の方々

のノウハウもいただきながら、最低でも町内会と

か複数町内会単位ぐらいに河川のはんらん状況の

この部分がはんらんすると、その場合の避難場所

はここにとか、それから何かの事情があって避難

した場合について市の指示に従ってくださいとか、

避難できない場合については２階で寝てください

とか、そういうふうな情報提供も含めて、できる

だけ余り厚い冊子物というよりは旧風連町がつく

りました１枚物の大きな図面でしたけれども、も

うちょっとコンパクトにしたものも含めて今防災

担当のほうで検討しておりますので、御理解賜り

たいと思います。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

本当に防災マップ、〇１６番（山口祐司議員）

ハザードマップというのは、多分旧風連町時代に

も各戸に配布されていた部分というのはあったと

思うのですけれども、見たような記憶はあるので

すけれども、それが果たしてどこにいったのかと

いうのはわからないわけです。危険マップにして

も、配布はしてもどこにいってしまったのかわか

らないというのでは何の意味もならないわけでし

て、そういう部分では今回の災害がまた住民の方

々にも意識づけと言ったらあれですけれども、そ

ういう部分で意識のあるうちにやはりそういうも

のを配布していただいて、意識を深めていただく

ということがとても大切なことだなというふうに

思います。

それから、避難をする場合にも、やはり今回の

災害の部分でもちょっとわからない部分というの
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は独居老人ですとかそういう方々がどういう形で

避難をされたかなという。きのうの佐々木寿議員

の中で地域防災組織の話も出ていましたけれども、

行政だけではなくて町内会の中ででもそういう災

害に対する体制というものをつくっていただける

ような形にしなければいけないと思うわけなので

すけれども、その辺いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄地区、風連地〇総務部長（佐々木雅之君）

区あわせまして自主防災組織の関係につきまして

は、町内会長会議とかさまざまな機会を通じて実

はお願いをしてきています。一方で、包括支援セ

ンターを中心としまして、民生委員さんの御協力

をいただきまして要援護者の情報提供もやってい

ますけれども、なかなか災害が現実感ないときに

は、声はかけて、やりましょう、いいことですね

というお話なのですけれども、実際に動くと個人

情報保護の壁がありまして、面倒くさいことは嫌

だということも現実にありまして、そこは一定の

スピードで作業を進めていますけれども、逆に今

回の災害あったことによりましてその辺は被災地

区の町内会の皆さんのほうから積極的に情報提供

しましょうと、場合によっては要援護者の情報に

ついても関係する方々の情報提供についても町内

会も含めて協力をしたいということで、既に名寄

地区の旭ケ丘の地区と風連地区の今回被災に遭わ

れた地区についても協力していただけるというこ

とで、町内会長みずからが積極的な対応というこ

とと、それから自主防災組織の立ち上げについて

も住民が立ち上がろうやということの情報も耳に

しておりますので、その辺はしっかり地域の皆さ

ん方とお話し合いをして対応してまいりたいと思

っています。

それから、風連地区のハザードマップの関係に

ついては、相当大きなもので、１枚物で相当大き

いものでありました。名寄地区のハザードマップ

については、冊子物で随分立派でした。そこは、

もしかすると場合によっては行政が必要なマップ

はこのレベルだということで仰々しかったのかも

しれません。例えばごみの収集の曜日の関係とか、

それから例えば冷蔵庫に張っておいて何かあった

ときにすぐ見えるということでエコ生活の関係の

ものが市民部のほうから出ています。ああいうも

のもひとつ参考にしながら、日ごろから避難場所

と、ああ、こういうことなのだねということで避

難するときには貴重品をあらかじめ用意しておき

ましょうとか、常備薬は常に持って出ようとか、

そういうことも含めた安全、安心な災害から身を

守るための標語的なものもちょっと含めまして、

そのようなものをつくるように配慮してまいりた

いと考えています。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま部長が言わ〇１６番（山口祐司議員）

れたとおり、分別の冷蔵庫に張っておけるような、

そういう感じのものが本当にいいかなというふう

に思います。常に目につくところにそれが見えて、

頭の中に入っていくというのがやっぱり大事かな

というふうに思います。

続きまして、災害発生後の防疫対策についてち

ょっとお伺いをしたいと思いますけれども、先ほ

どの話を聞いていますと６日間にわたり市職員が

２５人、それから保健所の職員の方が２名で作業

に当たったということなのですけれども、こうい

う作業に当たる場合のマスクですとか手袋ですと

か、そういう作業衣ですとかそういうものという

のはどういうふうな形に名寄市はなっているのか

ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま災害後の防〇市民部長（吉原保則君）

疫対策の関係でお尋ねがございました。防疫、消

毒作業に当たりました今議員からお話ありました

ようにマスクなり、ゴム手袋を着用した中で対応

してきたところでございます。先ほどの総務部長

の答弁にもございましたけれども、作業前には保

健所長のほうからそれぞれ注意事項なり、要領等

を指示受ける中で当たったところでございます。
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しかしながら、防疫作業につきましては、短期間

で業務が集中するということでございますので、

今後につきましても職員の健康状態なり、健康管

理を十分考慮していかなければならないと考えて

いますし、一方収集体制もそうでございますけれ

ども、災害時においては防疫なり、収集について

も市内業者との協力支援体制についても一定程度

考慮をしなければならない、検討していかなけれ

ばならないと考えているところでございます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ちょっと聞こえづら〇１６番（山口祐司議員）

くてわからなかったのですけれども、私の聞いた

話なのですけれども、その作業をされていて、さ

れている現場に通り合わせた方が余りにも簡易な

マスクで作業をされていたので、大丈夫なのかな

と、市職員の方大丈夫なのかなという、そういう

話をしている方もいらっしゃったものですから、

そういうもので済ませているのか、それとももっ

と本格的なマスクとかそういうものが本来は必要

なのか、その辺はいかがなのでしょう。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの総務部長の〇市民部長（吉原保則君）

答弁の中にも消毒にはクレゾールの希釈したもの

を使用したということで、クレゾールについては

３０倍に希釈したものを使っておりますし、室内

の消毒に当たってはキューラックスというような

薬剤を使っているところでございまして、今ほど

申し上げましたけれども、マスク等については保

健所長等にも確認した中では今回の普通のマスク

でも十分というようなお話もいただきましたけれ

ども、職員の健康管理についても十分意を払って

いかなければならない、このように考えておりま

す。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

やはり水害の後とい〇１６番（山口祐司議員）

うのは、くみ取り式のトイレもまだあるでしょう

し、かなり想像しますと危険といいますか、汚い

部分というのは想像ができるわけなのですけれど

も、そういう部分は職員ばかりでなくて町内会の

方々にも手伝っていただく部分もあるでしょうし、

そういう部分でやっぱり徹底した部分というのは

必要かなというふうに思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

それから、災害に伴って収集したごみが１７ト

ンということなのですけれども、今回の場合は市

の車両で収集したということなのですけれども、

今回以上の災害も想定されるわけなのですけれど

も、そういう場合の市内の業者との災害時協定み

たいなものというのはされているのかどうなのか

ちょっとお伺いをしたいと思いますけれども。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ごみ等の収集体制の〇市民部長（吉原保則君）

部分でお尋ねがございました。先ほども若干触れ

ましたけれども、これについては市の収集車で当

たって、実はあいているパッカー車を使って当た

りましたし、また生活環境課については大型免許

を持っている職員が１人しかいないということで、

そういった状況もございますので、今後の災害の

発生に向けましては業者との協力支援体制につい

てもしかるべく検討をしてまいりたいと考えてい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

大型車の免許は１人〇１６番（山口祐司議員）

しかいなかったというのがちょっと驚いてしまう

のですけれども、そうですか、わかりました。今

回のこの一般質問に私を含めましてこの災害の質

問者は１３名のうち９名という非常に多い質問だ

ったわけなのですけれども、この地域、名寄市は

日ごろ災害が少ない地域なのですけれども、災害

というのはいつ起こるかわからないわけなのです

けれども、今回のことは教訓になって、次の災害

といいますか、余り災害はないほうがいいのです

けれども、その折には迅速な対応がされることを

願うところでございます。

続きまして、コミュニティセンターの関係で質

問をさせていただきたいと思います。今回指定管
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理に移行ということで地域に説明に歩いたわけな

のですけれども、私の聞いたところによりますと

地域負担というのは１戸大体 ５００地ぐらいと

いうふうに聞いているわけなのですけれども、そ

の算定方式というのはどういうところから出てき

ているのかちょっとお伺いをしたいと思いますけ

れども。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

説明会で説明した内容〇副市長（久保和幸君）

についてのお問い合わせといいましょうか、御質

問だというふうに思いますけれども、今回説明を

させていただいた部分については、基本的に全体

のコミセンの管理に係る経費をまず出しまして、

それとほかの町内会、名寄市、風連町内にも自主

管理をしている会館がございますので、その管理

費と１人当たりの、１戸当たりのと言ったほうが

いいのでしょうか、負担を参酌して、一定程度参

酌したものがその１戸当たり全体で押しなべてい

くと ５００地というその数字を出したというこ

とでございます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。今久〇１６番（山口祐司議員）

保副市長も言われたとおり、風連地区にはコミュ

ニティー施設のほかにそれぞれの旧部落会館、そ

れから２区、６区、８区のような研修施設という

のですか、それから市街地では各市街地の町内会

ですとか団体が本当に多目的に使っている西町の

コミセン、それから本当の町中には勤労者センタ

ーというのですか、それから仲町集会所というの

が、これも行政の持ち物なのですけれども、市の

持ち物なのですけれども、それぞれの条件の中で

使用されているわけなのですけれども、このコミ

ュニティー施設の一体管理というのは本当に難し

い部分があるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺の状況というのをどのよう

にお考えになっているかちょっとお聞かせをいた

だきたいのですけれども。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの答弁の中でも〇副市長（久保和幸君）

お答えさせていただきましたけれども、これは地

域の意見としてあったわけですが、それぞれコミ

ュニティー施設につきましては設置の経緯があっ

たかというふうに思っています。主に先ほど質問

のあったコミセンのその形態によってはそれぞれ

異なるのではないかということを御示唆いただい

たのかなというふうに思うのですけれども、その

点についても今回の住民説明会の中では基本的に

市街地と市街地以外のコミセンの管理については、

意見が多少食い違いがあるというふうに出されて

おりますので、この辺も考えていかなければいけ

ないのかなと思いますし、今仲町集会所、勤労者

センターと言いましたが、これは同じものでござ

います。仲町集会所についても設置した経緯がほ

かのコミセンとは実質的に違っておりまして、そ

ういうことも含めて今後特例区協議会等々と今後

の運営と本来どういう形で設置されてきたのかと

いうことを十分に把握した上で今後の管理をどう

していくのかということを検討していきたいとい

うふうに考えています。

以上です。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

本当に非常に難しい〇１６番（山口祐司議員）

問題だなというふうに私自身思っております。や

はり名寄市としては一体的に進めていかなければ

いけないという一つの部分というのは、特例区が

終わって、同じ状況にしなければいけないという、

そういう形も、考えも理解できないわけではない

のですけれども、ただこれ本当に今までそれぞれ

の地域で培ってきた文化ですとか慣習という部分

がありまして、特例区が終わったから即１つにし

ましょう、名寄地区と風連地区と同じにしましょ

うという、そういう一方的な押し方をしてしまう

とかなり地域的に難しい部分というのが、行政に

対する不信感というのが出てくるのではないかな

というふうに思います。なかなか本当に難しいの

ですけれども、そういう部分で押し切るのではな
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くて、もっと長い目で見ていただくのがいいのか

なというふうに思っております。ここで終わって

しまうのですけれども、そういう部分で私からも

本当にお願いという形になってしまいますけれど

も、非常に敏感な部分もありますので、お互いに

気を使いながら進めていただきたいなというふう

に思いますので、一言述べまして私の質問とさせ

ていただきます。ありがとうございます。

以上で山口祐司議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

ここで議事の都合上１０時５５分まで休憩をと

りたいと思います。

休憩 午前１０時４７分

再開 午前１０時５５分

休憩前に引き続き会〇副議長（熊谷吉正議員）

議を開催をいたします。

指定管理者制度について外４件を、竹中憲之議

員。

議長より指名をいただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、通告に従って、質問をさせていた

だきたいというふうに思いますが、既に一般質問

きょうで３日目になりまして、最終日であります。

１３名中１１名の議員からそれぞれ質問がありま

して、私も５項目中多くの議員と重複をしている

ところがありますが、御容赦を願って早速質問に

入らせていただきたいというふうに思います。

第１点目は、指定管理者制度についてでありま

すが、私は基本的に指定管理者制度についてはよ

しというふうには思っておりません。制度ができ、

各自治体で制度を活用している以上、基本的には

簡単に廃止ということにはならないというふうに

思っています。この指定管理者制度の活用につい

ては、自治体のスリム化と理解をしますが、その

根本は財政の抑制にあることだけは確かだという

ふうに思っています。そこで、名寄市において指

定管理者制度受託施設等の雇用の状況等について

明らかにしていただきたいというふうに思います。

指定を受けた業者、団体等は、結果として利潤が

上がらないと労働者の賃金に抑制をかけるという

状況にあるというふうに思いますので、よろしく

お願いをしたいというふうに思いますし、行政の

責任として一定の監督が必要だと考えていますの

で、指定管理者制度施設等の通年雇用と季節雇用、

いわば臨時雇用の職員数について明らかにしてい

ただきたいというふうに思います。

２点目は、指定管理者制度の今後のあり方につ

いて庁内議論がされているだろうというふうに思

いますので、制度の活用を考えている数、施設も

含めてその内容についてお知らせを願いたいとい

うふうに思います。

２つ目に、教育問題についてであります。未来

の日本を背負っていかなければならない子供たち

の教育は重要な一つの問題であります。政府が平

成２３年４月より施行予定しております３５人学

級制についてであります。３５人学級制となれば、

教諭の負担軽減となることはもちろん子供一人一

人にきめ細かな指導ができることになります。政

府の考え方は、年次ごとに制度を導入、移行する

予定にあるようでありますが、まだ文部科学省の

予算等が決定していない状況で答弁がしづらいか

と思いますが、現状庁内議論は、または教育委員

会内における議論はどのようになっているのか、

議論がないとしたらどのような考えを持っている

かについてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

名寄における１学級の人数は２０名から３０名

前後だろうかと思いますが、施行により予想され

る学校別増加学級数は何学級となるのかお知らせ

を願いたいというふうに思います。

次に、市民サービスについてお聞きをいたしま

す。市長は、行政報告で民間会社名寄市的発想と

公約のことを言われています。私は、民間会社名

寄市的発想という意味が若干理解はできませんが、

行政報告の４ページで総合案内窓口について報告

されています。私は、総合案内窓口の設置につい
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ては賛成でありますが、名寄市の現状は分庁方式

での窓口がどれだけ重要性を持っているのか疑問

なところもあります。今回は試行ですので、今後

検証をとのことですが、庁内不案内の来庁者にと

っては心強いとは思います。窓口設置は市民サー

ビスの一環とは思いますが、第１回の試行を職員、

臨時職員各１名で約１カ月行いましたが、問題点

があったとしたらお知らせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、各課係等の窓口についてであります。

特に１、２階の窓口サービスのあり方についてで

あります。来庁者に書類等を手渡す際どのような

対応をとられているのでしょうか。例えば市民課

で戸籍の交付について発行を求められた際、請求

された来庁者へどのように書類を渡すのか。特に

個人情報が中心となる書類、証明が多いと思いま

すので、お聞かせを願いたいというふうに思いま

す。

次に、観光マップのあり方についてお聞きをし

たいと思います。観光マップの作成、配布は、名

寄だけではなく各自治体が力を入れている一つで

ありますが、発行はどこで行っているのか。また、

配置箇所、配置した後の管理はどのようにされて

いるのかについてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

次に、農業問題についてであります。本年は、

さきの低温、６月、７月の高温多雨と異常な気象

で農業経営者の皆さんはやきもきしたのではない

かというふうに思います。稲作は既に収穫が終わ

った方もいると思いますが、豊作に近い状況だと

思っていますが、しかし畑作は厳しい状況にある

のではないかと思っています。既に行政報告がさ

れていますが、畑作における冠水被害が多い状況

にあると思いますが、被害により共済が出ますが、

作物や作付場所によっては共済の額が大きく変わ

るだろうというふうに思います。現在の被害額は

どの程度と認識をしているのかについてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

最後に、有害鳥獣についてでありますが、実は

１７日の谷内議員と同様の質問になりました。私

のほうからは質問はいたしません。そして、答弁

も省略を願えれば非常に時間的なロスも含めてあ

りがたいというふうに思いますので、よろしくお

願いをして、この場からの質問を終わらせていた

だきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま竹中議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で５点の質問をいただきました。

１点目と３点目の小項目１については私のほうか

ら、３点目の小項目２については市民部長から、

２点目は教育部長、４点目、５点目は経済部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

まず、大きな項目１点目の指定管理者制度につ

いて、指定管理者制度にかかわる各施設の通年雇

用と季節雇用数についてお答えします。指定管理

者制度は、平成１５年６月の地方自治法の改正に

より導入されまして、名寄市におきましては平成

１８年４月より導入をしています。指定管理者制

度は、民間の活力を利用して公の施設の管理を行

い、コスト削減とともに住民サービスの向上を図

ろうとするもので、名寄市における指定管理者の

導入状況は平成２１年度において３１施設となっ

ています。これらの３１施設のうち東病院、社会

福祉事業団４施設、西部集落センター等町内会で

３つ、合わせて８カ所の公的部門を除いた２３施

設の通年雇用者と季節雇用者の数は、各指定管理

者に聞き取り調査を行った結果、２１年度におき

まして通年雇用者１２３名、季節雇用者８２名と

なっております。

今後の指定管理者制度のあり方についての庁内

議論と考え方についてお答えします。名寄市では、

平成１９年２月に新名寄市行財政改革推進計画を

策定し、簡素で効率的な行政運営、健全な財政運

営、市民と協働の行政運営の３つの基本方針に基

づき、７２の実施項目を掲げて行財政改革に取り
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組んでいます。平成２２年度においても市長を本

部長とする行財政改革推進実施本部を立ち上げ、

組織・機構検討部会、事業等見直し部会の２部会

を設けてさまざまな課題について議論をしていま

す。この実施項目の中で、各施設に対し指定管理

者制度の活用や民間委託を検討しています。指定

管理者制度は、公共サービスに対する市民のニー

ズが多様化、高度化する一方、地方自治体の財政

状況が一段と厳しさを増していく中で、行政と民

間がそれぞれの持つノウハウやアイデアを生かし

た公民連携の手法として導入されたものでありま

す。従来のような行政が発注し、民間がその費用

によってサービスを提供するというような行政の

一方的な条件提示にとどまることなく、民間の能

力や創意工夫を最大限に引き出し、行政と民間が

それぞれのノウハウや経営資源を組み合わせるこ

とにより市民サービスの向上と地域の活性化を図

るものであります。しかし、本市のような地方都

市におきましては、実際に指定管理者となり得る

ノウハウを持った地元事業者が限られるため公募

に応じる事業者が極端に少なく、さらに市外事業

者にも門戸を広げると大手業者に独占状態を許す

ことにもなりかねません。できるだけ地元調達可

能な事業については、地元事業者を基本にという

考え方に立ち、雇用確保の点からも慎重に対応し

てまいりたいと思います。必ずしも指定管理者制

度や民間委託が万能ではなく、過去の取り組みと

してパート職員、嘱託職員化によって経費の節減

を図る努力もしておりまして、今後も個々の事例

ごとに対応していくことが必要と考えています。

今後の指定管理を予定している数等につきまし

ては、先ほどの風連地区コミセンの関係につきま

しては協議が調えば指定管理に移行ということで

予定をしておりましたけれども、いましばらく時

間がかかるようであります。なお、既に指定の期

間が過ぎるものについては、逐次更新をしてまい

りたいと考えております。

次に、大きな項目３点目の市民サービスについ

てお答えします。総合案内窓口の試行における問

題点についてお答えします。総合案内窓口につき

ましては、名寄庁舎において６月２８日から７月

３０日までの１カ月間と、２回目を９月から試行

により実施をしています。７月の試行を終えた段

階で担当をした市民部と総務部の管理職職員の検

証会議を開き、その後の庁議に諮り意見を求めま

した。すぐに改善可能な問題については試行中に

改善を図りましたが、庁舎の構造上から総合案内

窓口の位置の問題、案内表示板、情報の共有の方

策、高齢者や体の不自由な方への対応、職員研修

としての試行などの課題や方策については次回の

試行に生かしていくことにしました。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目３、〇市民部長（吉原保則君）

小項目２、各窓口のあり方についてお答えいたし

ます。

転入、転出等の住民異動届や出生等の戸籍届が

提出された場合には、住民記録データの入力後に

国民年金、国民健康保険、高齢者医療、介護保険、

乳幼児医療、小中学校の転入学などの関係窓口に

御案内をしているところでございます。また、転

入者の方には届け出データ入力の間に環境生活課

においてごみの分別収集の説明と町内会の連絡先

と加入などについて御案内をするなど、市民の方

をお待たせしないように心がけているところでご

ざいます。また、体の不自由な方や高齢者の方で

届け書の記載等にお困りの方につきましては、職

員が記載旭まで出向き、記載の仕方について説明、

サポートするようにしているところでございます。

窓口対応に当たりましては、いつも笑顔でスピー

ディーな対応と市民の皆様に対し温かく接するよ

う常日ごろ心がけているところでございます。

お尋ねのございました証明書類等の交付につい

てでございますが、名寄市では合併前の旧名寄市

の封筒を再利用し、その裏面に各種届け出の案内

を印刷しているところでございます。転出証明を



－166－

平成２２年９月２２日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

求められた方につきましては、転出先の自治体で

必ず提出しなければならないため封筒を添えまし

て、その他の証明の方につきましては希望される

方に封筒をお渡ししているところでございます。

また、窓口に封筒を常備し、希望者が自分でみず

から封筒をとることができるように配慮している

ところでございます。

私からの答弁は以上でございます。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育問題について、小項目１と２について答

弁させていただきます。

小項目１、３５人学級の施行とその予想される

部分、それから庁内議論のことについてでありま

す。文部科学省は、平成２２年８月２７日付で公

立義務教育諸学校の教職員定数改善計画案を発表

いたしました。内容は、昭和５５年以来３０年ぶ

りの４０人学級の見直しとそれに伴う１０年ぶり

の教職員の定数改善計画となっております。それ

によりますと、小学校では現在の４０人学級を次

年度の１年生、２年生から順次５年計画で、また

中学校では平成２６年度の１年次から３年計画で

３５人学級を実施しようとするものであります。

さらに、平成２９年度からは、小学校が２年計画

で１、２年生の３５人学級を３０人学級に変更す

る内容となっております。これらの変更に伴いま

して、教職員の定数もあわせて改善されますが、

少子化の影響によります児童生徒数の減少や教職

員の退職などによる自然減を考慮した場合、全国

で約２万人弱ほどの教職員の増になる見込みとな

っております。この背景には新学習指導要領の地

滑な実施、生徒指導上の課題の複雑化、多様化、

教員が子供と向き合う時間の確保などとあわせ、

多くの保護者が少人数学級を望んでいるというこ

となどがあるものと考えております。

この計画案につきましては、文部科学省が今後

予算を概算要求する段階であり、具体的な庁内論

議とは現在のところなっておりませんが、実現を

すれば教職員の負担軽減とあわせて教育活動のさ

らなる改善が期待されることから、名寄市教育委

員会としても今後とも情報収集に努め、適切に対

応してまいりたいと考えております。

次に、施行によりまして予想される学級数等の

増加等でございます。３５人学級を次年度から段

階的に実施することとなりますと、平成２３年度

で１、２年生で学級数がふえると予想される学校

は、名寄小学校で１学級、名寄東小学校で１学級、

名寄豊西小学校で１学級、あと名寄西小学校で２

学級とそれぞれ増になります。また、名寄南小学

校は、新１年生の児童数の減により１学級の減と

なっております。保護者の異動等によりましての

多少の動きはあると思いますが、当面教室が足り

なくなるというような事態は生じないものと考え

ております。今後とも国の動向を見きわめながら、

児童数の推移に適切に対応してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目４〇経済部長（茂木保均君）

点目及び５点目について申し上げます。

まず、大項目４点目、観光マップのあり方につ

いてお答えをいたします。名寄市の観光案内パン

フレットの取り扱いは、なよろ観光まちづくり協

会が行っており、これまで平成１８年３月に旅と

遊びの便利マップ、黄色い大判のものでございま

すが、６万部を発注し、毎年校正を行いながら追

加印刷してきたところでございます。さらに、昨

年度の緊急雇用創出推進事業を活用して、平成２

２年３月になよろグルっと！ガイド、緑色の手帳

サイズのものですが、３万部を作成いたしてござ

います。パンフレットの配置場所につきましては、

市内では公共施設のほかホテル、旅館１５カ所、

ＪＲ名寄駅及び道の駅なよろへ、市外におきまし

ては中川から深川までの道の駅９カ所、さらには

旭川空港や札幌駅にある北海道札幌観光案内所な

どへ配置しております。また、パンフレットの補
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充につきましては、各配置先からの追加送付の連

絡を受け次第必要部数を送付させていただいてお

ります。

次に、大項目５点目、農業問題、大雨による水

田、畑の冠水に伴う被害についてお答えをいたし

ます。これまでの農業災害にかかわる御質問の中

でもお答えいたしましたが、現在の作柄の概況に

おきましては、水稲は穂数が少なく、一部いもち

病の発生もあり、やや不良、小麦は規格外が多く

不良、豆類はさや数が少なくやや不良、バレイシ

ョ、てん菜の根物は疫病や褐斑病が多く、芋数、

重量も少なく不良、野菜についてはカボチャが着

さや数、果実肥大も少なくやや不良、タマネギは

枯れ葉が多く小玉傾向でやや不良でございます。

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１１７ミリ

が１日で降り、河川のはんらんなどの影響も加わ

り、２７９ヘクタールの農作物において冠水被害

を受けたところでございます。被害を受けた主な

農作物につきましては、てん菜、バレイショ、豆

類、カボチャ、タマネギなどとなっておりまして、

被害額についてのお尋ねでございますけれども、

上川農業共済組合の調査を確認しながら、収穫後

に判断をすることになりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

なお、これらの対策につきましては、今後北海

道や農協系統の対応策も見きわめながら、資金対

策等を含め関係機関、団体等と協議してまいりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、答弁いただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたから、順次再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

実は、指定管理者制度の扱いの中で、確かに民

間活力ということもあるのかもしれませんが、先

ほど質問をした中身でわかるように、先ほど答弁

の中にもありましたが、結果的には行政の財政問

題が大きな中身だろうというふうに思っています。

そこで、それぞれ各指定管理者になった団体等の

先ほど通年雇用の問題も季節雇用の問題もありま

した。通年雇用が１２３で季節が８２という状況

にありますが、ただ一番気になるのが特に季節雇

用の中で労働基準法に違反をしていないのかどう

かというところが一番気になるところなのです。

というのは、２カ月なり、３カ月トータルでいく

と何ともないけれども、しかし１週間、２週間の

中でいくとそれがかなり厳しい状況になってはい

ないのかというのが私の感じるところでありまし

て、平成２２年度の指定管理者の施設が３２で、

各団体に、あるいは事業者にそれぞれ制度として

扱っていただいている。ＪＡが４つ、あるいは振

興公社４つ、体協８つ、そして社協４つというこ

とで、大きな団体が何個かを持ってそれぞれやっ

ている状況で、２２年度の中身も見ますと実は１

人雇用ということになって ２だとか ３とかと 

いう、そういう中身にもなっているようでありま

して、その計算がどうも私自身は理解をできない

ところなのですが、それでよしとして指定管理者

制度を活用して、それぞれ委託しているというふ

うに思いますけれども、行政としてそれぞれ日常

的に指定をした施設の実態把握や何かについては

どのようになされているのでしょう。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

具体的な施設の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係にもしあれば、言っていただければ担当部長の

ほうからお答えをしたいと思います。

それで、今竹中議員のほうから賃金水準の関係

で最賃を割るような状況とか、労働基準監督署の

ほうから指摘を受けるような厳しい雇用関係にな

っているのではないかということの御指摘だった

というふうに思っています。１つは、当初は財政

健全化の関係もありまして、直営でするよりも人

件費コストの少ない民間業者の方々に委託、それ

が指定管理という形で変遷をしてきました。実際

問題当初のころは、市の正職員の賃金と比べると、
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民間の方々の賃金と比べると一定の財政効果はあ

ったと思っていますけれども、最近につきまして

は、個別個別総務のほうではチェックしておりま

せんけれども、指定管理に出すときに想定される

雇用人数、それに対応する賃金ベースについては

予定価格を定めておりますので、最低賃金を下回

らない、そこは絶対下回らないということの予定

価格を積算しておりますので、一定程度の労働条

件は確保されているというふうに認識をしており

ます。

それから、再度指定管理を指定する段階でも各

施設につけてある投書箱の状況であるとかそうい

うものを見させていただいたり、直接施設を管理

する担当課のほうから利用者の方々からの苦情な

り、それから市の職員が指定管理業者を見ている

状況について指定管理の選定委員会のほうに報告

をいただきながら、直接選定委員のほうでもその

業者さんとのお話し合いをさせていただくときに

は一番問題になっているのは最賃は下回らないで

すよねと、そこら辺は指さし確認をさせていただ

いて選定しておりますので、具体的な施設につい

てはちょっと詳細に情報持っておりませんけれど

も、基本的にはそのような最賃を下回ったり、過

酷な労働条件という認識は持っておりません。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ指定管理をし〇４番（竹中憲之議員）

ているところ、今の答弁ですと賃金、最低賃金は

確保していると。あるいは、労働条件も劣悪では

ないということも含めて、劣悪でないという言い

方はおかしいですが、労基法に準じてそれぞれ働

いてもらっているということでありますから、そ

れはそれで私は理解をしますが、今後の扱いとし

て先ほど答弁の中で風連のコミセンの問題、今す

ぐなるかどうかというのはわかりませんが、今後

の扱いとしても必ずしも行政として、自治体とし

てのスリム化だけでは進まないというか、そうい

う条件にもなってきたということでありますから、

今後もう少し議論をしていただいて、再度指定管

理者にするかどうかも含めて庁内議論、あるいは

関係のところの委員会での議論も含めて、報告も

含めて出していただければいいのかなというふう

に思いますので、その辺のところについては今後

きちっとお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

次に、教育問題についてでありますが、先ほど

部長のほうから私の質問が余りにも唐突で、制度

がまだ進んでいない中での質問でありましたから

まことに申しわけなかったというふうに思います

が、結果としては次年度になれば名小、東、豊西、

西とそれぞれ増になると。５学級増で、南小学校

が１学級減ということでありますが、私が一番気

になったのは大きく教室が必要になったときに、

実は今名寄では特別支援教育非常にふえて、教室

がふえております。そういった意味でいくと、こ

の特別支援教育の教室が減っていかないのかとい

うことが一番心配なのであります。そういういい

条件をつくって子供たちを教育をしているという、

そういう現場が実はだんだん隅っこに追いやられ

るということがありはしないのか、そのことを私

は危惧をしているものですから、当面部長の答弁

ですとないということでありますが、しかし単年

度、単年度でこれを順次繰り上げていくことによ

って可能性としては出てくるということでありま

すから、そういった意味では行政としても学校の

教室増に伴う建設問題がかかわってくるのではな

いのかというふうに思っていますが、その辺の考

え方含めてあればお聞かせを願いたいというふう

に思います。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

文科省の概算要求とい〇教育長（藤原 忠君）

うことでございまして、まずもって先ほどの答弁

のようにぜひこれが実現できるよう私も期待して

いるところでございます。それに伴って学級数が

若干ふえていく学校があると。それとあわせて特

別支援学級の兼ね合いでありますが、来年度は心

配がない。しかし、これから何年か経過する中で、
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ただいまの竹中議員のような心配が出てまいりま

す。１つには、現在特別支援学級は１教室を丸々

使って利用しているわけであります。大抵子供は

１人か２人なところでありまして、そういう意味

では応急措置としては教室を間仕切りしながら、

１人か２人の生徒にふさわしいサイズの教室を作

製して何年かは大丈夫でないかなと、こう考えて

おりますし、もう一つは今特に名寄地区、学級数

がふえる名寄地区では校区再編の取り組みをして

おります。そういう中でもしっかりと先を見据え

た再編案を提示しながら考えてまいりたいと、こ

のように思っております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それは、そのような方〇４番（竹中憲之議員）

向、間仕切り、確かに多くても４人とか５人ぐら

いでしょうから、１つの教室、４０人学級の教室

を間仕切りして使えないことはないかというふう

に思いますが、そのような考え方だということだ

けは私の頭に入れて、今後の取り扱いをしていき

たいというふうに思います。

それと、もう一つ気になることが現状名寄の中

では加配教員それぞれ各学校で抱えております。

その教室増に伴って加配教員の活用が変わらない

のかどうかというのも若干気になっているところ

でありまして、ことしも加配教員ふえていますけ

れども、そういうことで一方で４０人学級から３

５人学級になって、先生の負荷も軽減、負担軽減

にもなって、一方で子供に目配りもできるという

状況になってきていますけれども、加配教員は加

配教員のあり方、仕事の内容も含めてあるわけで

ありますが、その辺この増に伴う加配教員のあり

方について若干お聞かせを願いたいというふうに

思います。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

現在平成２２年度加配〇教育長（藤原 忠君）

教員、加員配置の教員は合計で名寄は２２名とな

っております。一番多いのは少人数指導、それか

らチームティーチング、算数、数学だとか、ある

いはそういう英語とか難しい教科に入っていくチ

ームティーチング、そのほかにも生徒指導とか、

あるいは特別支援に係る加配とか、こういうもの

をいただいて２２名という大変多くの数になって

いるわけでありますが、今後３５人学級にしたと

きにそれがどうなるかということはまだ北海道教

育委員会としての、文科省がまず予算が通ってか

らの話かと思いますが、北海道教育委員会がどう

いうふうに判断するかということにかかってくる

のではないかと、こう思っております。しかし、

私自身の考えでは、加配はあくまでも加配である

と。これは別な目的があるわけであります。チー

ムティーチングだとか少人数指導という大変大き

な効果を上げております。ですから、それと３５

人学級の実施とは全く別に考えていくべきだとい

うことをこれからもしっかりと主張してまいりた

いと、こんなふうに考えております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今教育長の答弁で、そ〇４番（竹中憲之議員）

のように道にもきちっと求めていってもらいたい

というふうに思います。

次に、市民サービスのあり方についてでありま

すけれども、黒井議員も庁内の案内板というか、

庁内表示板、案内表示板と言ったらいいのですか、

の話もされていましたけれども、私も案内板、１

階のあの真ん中の柱に東向きでついています。非

常に見づらいです。見づらいし、どこに課、部あ

るかというのわかりますが、どこにどういう係が

あるのか全然わかりません、あれでは。私は、な

ぜこういうこと言うかというと、前段質問しまし

たように総合案内窓口について私はよしとして、

これはやるべきだというふうに思っていますが、

１つは名寄は分庁方式の中で本当にそれがきちっ

と効果を上げられるかどうかというのは私もちょ

っと疑問なところであります、３部、２部ですか

ら。そういった意味では、それよりも臨時１人入

れて年間２００万地ということですから、かなり

の額なわけです。賃金的にいうと高くありません
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けれども、かなりな額です。それよりも庁内の案

内板をもう少し工夫をしてやるとしたほうが私は

いいのかなというふうに思っていますし、そうい

う考え方若干答弁もされていますが、できるとこ

ろから私はやっていくべきだというふうに思って

いますが、そのことについて見解があればお聞か

せ願います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

庁内の検討の中で〇総務部長（佐々木雅之君）

も非常に見づらい、わかりづらい、市民の方は何

々部という意味よりは、今議員おっしゃるとおり

どういう仕事をどこでできるのだということを求

めているのかなというふうには思いました。１階、

２階については、窓口番号とどういう仕事をして

いるかということを具体的に書いてありますけれ

ども、３階の総務部の関係については、総務とい

う名前も含めてなかなか住民の方々には難しいの

かなと。ただ、多くの市民が利用するのは１階、

２階の部分でありますので、そこは過去の私たち

の先輩も含めて一定の整理はしてきたと思ってい

ますけれども、総務係長を中心にしまして、若手

職員のアイデアの提供もいただきまして、場合に

よっては看板をつくっている民間業者の方とも相

談させていただいて、よりわかりやすい案内表示

板について余りお金かけないでできないかという

ことで既に検討を始めておりますので、一定のち

ょっと期間いただきまして整理をしてまいりたい

というふうに考えています。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

庁内案内板の扱いにつ〇４番（竹中憲之議員）

いては、私はあそこの大きなコンクリートの柱に

つけるよりも、あの柱とＡＴＭの間にぶら下げた

ほうがより東側から入ってきてもわかりやすいの

ではないのかなというふうに思いますが、それは

庁内議論が今進めているということでありますか

ら、それに沿ってよりよい案内板の設置を求めて

おきたいというふうに思います。

実は、総合案内窓口の設置の問題で、私は先ほ

ど２００万地の費用かかるということで話をしま

したが、各窓口、１階、２階の窓口の職員が一生

懸命仕事をしていて、これ以上仕事をやれという

のはかなりきつい話なのかもしれませんが、もう

少し気配り、目配りが私は必要ではないのかなと

いうふうに思っています。先月だったと思います

が、市民課窓口へちょっと用事があって行ったの

ですが、名寄の方でなかったのですが、一回一通

りくるっと回って、天井見ながら、天井ではない

のですが、見ながら何かどこかを探しているよう

でした。聞きましたら、こういうことで来たのだ

けれども、どこ行ったらいいでしょうか、掲示も

何もされていないと、表示も何もされていないと

いうことで、一応案内はしたのですが、そういう

ことからするとやはり来庁者に対する目配り、気

配りってもう少し私は必要なのかなと。ただ、１

階の市民課って非常に出入りが激しい、来庁者が

多いから、そういうところまでいかないのかもし

れませんけれども、しかし市長が言っている民間

会社名寄市的という中身でいきますとそういうと

ころももう少しきちっと、きちっとという言い方

はおかしいのでありますが、目配りしてもいいの

かなというふうに思っていますが、そのことにつ

いて今後どうするかというよりも考え方があれば

ちょっとお聞かせ願いたい。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

加藤市長が就任し〇総務部長（佐々木雅之君）

てから特に私自身が３階の総務の関係でおります

と、やっぱりあそこのところはなかなかわかりづ

らいというのが顕著な例としてあります。最近は

職員のほうからも積極的に声かけをしておりまし

て、逆に私たちのほうでおはようございますとか

こんにちはと、どこにお行きですかというふうに

確認しますと市民の方も笑顔で返してくれます。

前は声かけると何か違和感を感じるというか、そ

んなこと急にしてくれたというふうなイメージだ

ったと思うのです。現実には確かにここわずか６

カ月間程度なのですけれども、実際に声かける職
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員の数がふえてきたことも含めて、市民の皆さん

方からもわからないのですがということが素直に

出てきて、前は言うと、いや、いいのです、いい

のですということでお断りする市民が多かったよ

うにちょっと思っています。

それから、基本的には、何回も言っているので

すけれども、名寄庁舎の１階のあの上り口のとこ

ろが非常に改めて違和感感じるなという部分があ

りました。それで、自分自身も含めて、かなり少

子高齢化の中で高齢化がどんどん、どんどん進む

とあそこの誘導をどうしようかという問題は施設

の改修も含めて多分出てくるのでしょうけれども、

そこは職員の笑顔と親切な対応で高齢化社会に適

応した思いやりのある窓口というか、導入をどの

ように動線として導いていくかというか、そうい

うお客様として加藤市長がお迎えをするという中

には少子高齢化の高齢化に対応した形で思いやり

を持って親切に案内をするということも大事かな

と、そこもこれからの高齢化社会に求められる職

員像なのかなということもありますので、状況の

悪いのを逆手にとっての対応をしながら、接遇の

向上もあわせて図っていきたいなというふうに考

えています。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それはより強く指導と〇４番（竹中憲之議員）

いうことはないのですが、職員に求めていってい

ただきたいというふうに思います。

それから、各窓口の書類等の証明書等の扱いの

問題で、まだ若干古い封筒があってということで

ありますが、実はここに窓口用の何市かの封筒が

ございます。これは、もう最近すごくふえていま

す、各自治体。ふえておりまして、宣伝広告入れ

て窓口用に使っておりまして、ここにあるのは大

阪、札幌、栃木宇都宮の３市があるのですが、実

は先ほど答弁いただいたらもし使うのなら使って

くださいという置き方をしているというふうに言

われましたけれども、証明書を発行して確認をし

ていただいたら、こういうふうに添えて出すと。

必要でない方は置いていくのです。必要な方は、

これに入れて持っていくのです。そういう扱いも

含めて、一方で実は広告を入れて安く仕上げると

いうことも、名寄の場合はそんなに広告入れる業

者がいるかどうかちょっと疑問なところでありま

すが、そういうことも私は考えるべきではないの

かなというふうに思いますが、もし考え方があれ

ばお聞かせを願いたいというふうに思います。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま証明書交付〇市民部長（吉原保則君）

の際の封筒についての再質問ということでござい

ました。いずれにしても、先ほどお答えいたしま

したように私ども旧名寄市のこういったグリーン

のアカゲラの入った封筒の裏面に青で印刷して注

意事項なんか書いてある部分で必要な方にお渡し

しているというような現状でございます。しかし

ながら、今在庫が約 ０００枚ほどございまして、

この在庫がなくなりそうな時点でただいまの議員

の御提言踏まえて広告等についても検討をしてま

いりたいと考えていますし、窓口に常備している

部分のことでも御指摘ございましたので、そこら

辺も含めて、御本人の意向で要らない方もおられ

ようかと思いますけれども、そこの対応について

も十分検討してまいりたいと考えておりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今後印刷する場合はこ〇４番（竹中憲之議員）

ういうことも考えるということで頭のどこかに入

れていただきたいというふうに思いますし、若干

の収入もこれで上がるか、あるいは封筒が高くな

るかは別にして、そういうことで求めておきたい

と思います。

次に、観光マップのあり方でありますが、配置

箇所等々を含めて答弁がございました。私は、１

つは置く場所の問題もありますけれども、実は以

前はこのような大きなものをつくって、ことしは

こういう小さいものなのですが、最近モータリゼ

ーションの関係でＪＲを余り使わない方が多くな
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ってきて、大きなものが私は必要でなくなったの

ではないかなと。もう少し小さなもので、コンパ

クトにわかりやすいもののほうが私はいいのかな

というふうに思っていまして、ただこれはことし

のものはこういう小さいものですからいいのです

が、問題は名寄市内におけるいわば公共施設等々

を含めて置いているのですが、どこが管理をして

いるか、ちょっと中身についてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどもお話しした〇経済部長（茂木保均君）

つもりだったのですが、なよろ観光まちづくり協

会が管理しているということでございます。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

実は、この中で問い合〇４番（竹中憲之議員）

わせ、一番頭に名寄市になっています、古いもの

は。それで、観光まちづくり協会、風連まちづく

り観光というふうになっていて、実はこれを見た

だけでは、古いものです、今はありませんが、古

いものを見ただけでは名寄市が一番頭。ただ、こ

れ去年つくったもので、もう地図が古いのです。

これを見たら、木原天文旭だとかこんなところが

入っていますが、これいつまでも古いものを置い

ておくということはいかがなものかというふうに

私は思っているのです。これはことし持ってきま

した、ある施設で。ことしの８月の下旬だったと

思いますが。こうやって置いておいて、ではこれ

があるのかといったらこれないのです。ないので

す。あるいは、ＪＲにも行きました。ＪＲも置い

ていません。なかったです、置いていないという

よりも。ですから、管理はどこでしているのです

かと私は聞いたのです。観光協会でやっているの

だとしたら、市から補助を出してつくらせている

のです。管理も含めて私はやるべきだと思ってい

るのです。そのことをきちっとやらない限り、大

きな観光集客には私はなっていかないのかなとい

うふうに思っていますし、ことしの８月の末にき

たすばる１万人突破したというふうに新聞にも報

道されましたけれども、１つには、全国市議会旬

報というのを皆さん見ていると思うのですが、こ

としの４月に２回きたすばるの連載をされました。

これでも大きな観光発信になっていると思うので

す。そういう観光発信がただでできるようなこと

も一方で私は考えるべきではないのかというふう

に思っていますが、いかがでしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今お話あったとおり〇経済部長（茂木保均君）

だというふうに考えております。このパンフレッ

トも先ほど申し上げましたように平成１８年３月

に６万枚をつくったということで、その後も一定

の校正をしながら追加をしてきているということ

でありますけれども、内容についてはこれも本当

に毎年毎年変わるというような状況もございます

から、その辺は市と観光協会きちっと協議をしな

がら、新しい施設に対応できるような、そんな状

況をつくっていきたいと思っております。来年度

にリニューアルした観光パンフを一応予定してお

りますので、今お話あったようなことも十分検討

させていただいて、さらにはちょっとやはりこれ

は大きいのかもしれません。Ａ３判、Ａ４判です

か、というような状況もありますから、この辺の

大きさも含めて十分検討させていただきたいと思

っております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

観光集客をより多くす〇４番（竹中憲之議員）

るためにということでそれぞれ努力をしているわ

けですが、ここにもう一つ名寄振興公社のパンフ

レットあります。これどの辺に置いているのかわ

かりませんが、これも同じ指定管理者のところで

唯一ここだけだと思うのですが、こういうのをつ

くっていて、これ合体してできないのかどうかと。

振興公社にも市から金行っているわけで、振興公

社は振興公社としてもうけるためにどうするかと

いうこと考えているのでしょうけれども、合体し

てやれないのかどうか。無駄な金を何か使ってい

るような気がしてならないのですが、その辺はい
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茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

その今のパンフは振〇経済部長（茂木保均君）

興公社が作成したものですが、いわゆる健康の森

と道立公園、あるいはトムテ文化の森と、そうい

った施設を振興公社は管理していまして、実はそ

れぞれのパンフしかなかったのです。それを地域

的にも一体となっている地区ですので、その３つ

なり、あるいは４つの施設がまとめて入るような

パンフというようなことで公社のほうでそれをつ

くっていただいたということであります。この名

寄全体の観光パンフについては、さらに大きなエ

リアというような形で考えたパンフでございます

ので、それと一緒というようなことにはならない

のではないかなというふうに考えておりますけれ

ども、これらについても観光協会あるいは振興公

社も含めて協議させていただきたいなと思ってお

ります。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

観光マップのあり方、〇４番（竹中憲之議員）

観光集客をどうするかという意味では情報発信の

あり方も含めてどう名寄を売るかということです

から、もう少し考えてマップもつくってもらいた

いと思いますし、ＪＲ名寄駅横にある観光まちづ

くり協会のあの看板も余分な名前も含めて入って

おりますから、そういうところは金かかるかもし

れませんが、少し手直しをしなければいけないの

かなというふうに思いますので、その辺の扱いも

含めてきちっとお願いを申し上げたいというふう

に思います。

次に、農業問題でありますが、時間もありませ

んから簡単にいきますが、実は２９日の大雨のと

きに智北の排水機場が運転はしたけれども、稼働

はしなかったというふうに聞きました。本当に稼

働が、稼働というか、水をくみ上げなかったとい

うことでありますが、本当にあったのかどうなの

か、あったとしたらどのぐらいの時間過負荷状態

になったのかについてお聞かせ願いたいと思いま

す。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

智北の排水機〇建設水道部長（野間井照之君）

場の御質問でございます。私どものほうにも今の

排水機ポンプがふぐあいが起きたという報告はご

ざいました。智恵文排水機場は、昭和６１年に設

置をされ、約２４年が経過をしております。点検

も有事に備えて４月から１１月までの間に毎月１

回実施することにしておりまして、直近では２９

日の前の７月５日に点検をし、異常がございませ

んでした。しかし、７月２９日の当日、一定程度

の水位が上昇したため１旭目を稼働し、しばらく

して２旭目も稼働しようとしたところ電気系統に

トラブルがあり、始動がしなかったということで

あります。もといた技術屋さんにお願いをしまし

て見ていただいたところ、約１時間ぐらいで動き

始めたということでありました。雨の降り始めだ

ったことと智恵文の智北のポンプは１分間に２４

０トンという市内でもかなり大きなポンプであり

ますから、１旭でも間に合う程度のものでありま

すから、このことによって被害が大きくなったと

いうことはないというふうに思っております。

以上であります。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

過負荷状態、電気系統〇４番（竹中憲之議員）

に異常あったということで１時間、１分２４０ト

ンですか、１時間もあって被害が広がらなかった

というのはちょっと疑問なところなのですが、現

状試運転やっても、７月の頭に試運転やったとい

うふうになっていますから、試運転やっても結果

的に吸い上げなかった、回すだけだったら、それ

は試運転になるのかどうかというのは私は疑問な

ところなのですが、そのようなことのないように

今後きちっと整備も含めてお願いを申し上げて、

時間でありますから、あと残したものについては

次回またやらせていただきます。

以上で終わります。

以上で竹中憲之議員〇副議長（熊谷吉正議員）
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の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５６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。

市民が安心、信頼できる医療保険制度のために

外２件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず、１つ目に、市民が安心、信頼できる医療

保険制度のために、国保税の負担軽減についてお

伺いをいたします。行政報告では国民健康保険準

備基金が約２備 ０００万地となり、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めるとありまし

た。市民負担の軽減に有効かつ適切に活用してい

ただきたいものと考えますが、どのように活用さ

れようとしているのかお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

名寄市の国保税の賦課額は、全道平均に比べて

低くなっているようですけれども、住みよさをさ

らに前に進めるためにも負担軽減が望まれるとこ

ろです。どのようにお考えでしょうか。

全国的には国保税が高くて払えないために保険

証を取り上げられ、資格証明書の発行が多くなっ

ています。リストラなどで仕事がなくなる、非正

規雇用で働かざるを得ないなど、国保に加入しな

ければならない人がふえている状況です。しかし、

負担が重く払えない人がふえているといいます。

名寄市の国保加入世帯は、全世帯の約３１％とな

っています。自営業者、農業者、ほとんどの年金

受給者が加入をしています。国保加入世帯の５６

％が軽減の適用となって、そのうちの３５％が７

割軽減となっているとの報告がありました。そこ

で、お伺いをいたします。平均的に所得に対する

国保税の負担割合はどのぐらいになっているでし

ょうか。

国は、資格証世帯の子供については高校生まで

無条件に短期証交付の措置を講じています。名寄

市では、島前市長時代から資格証は発行しないと

していました。加藤市長におかれましてもこの方

針が貫かれていくのかどうかお伺いをしたいと思

います。また、名寄市における短期証の発行はど

のようになっているのか、対応についてもお知ら

せをいただきたいと思います。

２つ目に、基幹産業である農業を守るために、

１つ、農産物の補償についてお伺いをいたします。

春の低温に大きな不安を抱いていましたけれども、

収穫期を迎えて農家の皆さんはもとより消費者で

ある私たちも期待をしたいところではあります。

しかし、ウルチ米の価格暴落のニュースや７月の

大雨による被害などで大きな期待ができない状況

にあります。基幹産業である農業が元気でないこ

とには地域経済の活性化にも影響が及んでまいり

ます。そこで、ことしのウルチ米、モチ米、小麦、

畑作物などの生産者への補償についてお知らせを

いただきたいと思います。政府は、戸別所得補償

によって対応するとしていますが、モデル事業等

も含めてどのような内容になるのかお知らせをい

ただきたいと思います。

２つ目に、食料自給率向上の対策についてお伺

いをいたします。日本の食料自給率は、カロリー

ベースで４０％という世界でも異常な落ち込みよ

うです。食料主権を保障する貿易ルールを目指す

べきではないでしょうか。政府は、農業生産に重

大な打撃を与える日米や日豪の自由貿易協定、経

済連携協定、ＦＴＡ、ＥＰＡを推進しています。

農水省の計算では、日豪ＥＰＡが例外品目を設け

ずに成立したとしたら、それだけでも食料自給率

は３０％になるとしています。また、東京大学大

学院教授の鈴木宣弘氏は、日米、日ＥＵが続くと

最悪自給率は１２％にも下がる可能性さえあると

指摘しています。ミニマムアクセス米の義務的輸

入、これも中止をしてもらわなければなりません

が、どのようなお考えなのかをお聞かせをいただ
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きたいと思います。

３番目に、エゾシカ等鳥獣被害対策についてお

伺いをしたいと思います。全国的、全道的にエゾ

シカ等の鳥獣被害が広がっております。名寄市の

被害状況が昨日の植松議員への答弁にも明らかに

なりましたが、再度お尋ねをいたしたいと思いま

す。今議会での補正予算で道が１００万地、名寄

市１００万地という予算が組まれましたけれども、

対応にはこれで十分なのかどうかもお伺いをした

いと思います。侵入防止さくの整備、殺処分にか

かわるハンターなどへの対応についてもお聞かせ

をいただきたいと思います。

大きな３点目、地上デジタル放送完全移行に向

けての対応についてお伺いをいたします。地上デ

ジタルに完全移行する２０１１年７月２４日まで

あと１０カ月となりました。政府は、２００１年

の国会に突然アナログ停波を盛り込んだ電波法改

正案を提出し、衆参各２日間という不十分な審議

のまま強行して成立したものです。しかし、受信

者側である視聴者の準備、つまり家庭や事業所、

会社、店、病院、学校、宿泊施設などの準備がま

だ整っているとは言えないのではないでしょうか。

来年７月２４日に地上デジタル放送に完全移行し、

現在行われているアナログ放送を終了すると、テ

レビを見ることができない家庭や事業所が数百万

という規模で発生するおそれがあるとも言われて

います。地上デジタル放送への完全移行は、普及

率や買いかえのサイクルに見合った時期に延期を

し、現行のアナログ放送停止を見直すよう求める

ところであります。

そこで、お伺いをいたします。市が管理する施

設のテレビへの対応について進捗状況等をお知ら

せをいただきたいと思います。また、市民の地デ

ジ受信機の普及はどのくらい進んでいるのでしょ

うか。さらに、名寄市における難視聴エリアの対

応についてもお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄議〇市民部長（吉原保則君）

員から３項目にわたり御質問がございました。１

項目は私から、２項目めは経済部長、３項目めは

総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。

それでは、大項目１、市民が安心、信頼できる

医療保険制度のために、国保税の負担軽減につい

てお答えいたします。基金を活用することで国民

健康保険税の負担軽減をすることについての御質

問をいただきました。国民健康保険制度は、病気

やけがなど万一に備えてお互いが支え合う相互扶

助の制度でございます。医療費の支払いのために

は加入者の支払う国民健康保険税を初め、国や道

からの負担金、補助金などの財源が必要となると

ころでございます。一方、御案内のとおり、お話

にもありましたように国民健康保険制度は自営業

者や農業者、年金受給者などの加入割合が高く、

低所得の方、医療費のかかる方が多いなどの構造

的な課題も抱えているところでございます。そう

した中で、国民健康保険加入者の半数以上の方に

対しまして所得に応じ７割、５割、２割の軽減措

置を行っているところでございます。１人当たり

の税額でございますけれども、全道市長会の調べ

で平成２０年度決算ベースでございますが、名寄

市は１人当たりの税額９万２７５地、全道平均が

９万 ４２４地となっておりまして、全道３５市

中３０番目というような状況でございます。

基金を活用しての負担軽減ということでござい

ますけれども、基金は国などの財政支援を蓄えて

きたものでございまして、国民健康保険税を積み

立てたものではないとも考えているところでござ

います。基金につきましては、国民健康保険制度

の安定した運営のための原資として、また保健事

業など早期発見、早期治療に結びつく事業に活用

してまいりたいと考えているところでございます。

議員の御提言に対しましては、私どもといたしま

しても十分認識しておりますので、今後とも国民
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健康保険制度の安定運営に努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考えてい

るところでございます。

次に、資格証明書と短期証の取り扱いの現状に

ついてでございます。取り扱いにつきましては、

国保税の滞納措置要綱によりまして運用している

ところでございますが、平成２１年度ではこれま

でと同様に資格証明書の発行はいたしておりませ

ん。また、短期証につきましては、２１６世帯、

３２１人の方に発行しているところでございます。

本年７月から子供のいる世帯などにつきまして高

校生世代以下の子供に対しては、６カ月の短期証

を交付する法改正があったところでございます。

今後とも機械的な対応ではなく、滞納者との密接

な接触を図りながら、生活実態を十分把握する中

できめ細やかな対応を心がけ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。

私からの答弁は以上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、基幹産業である農業を守るために、小項目

で３点について申し上げます。

初めに、農産物の補償についてお答えをいたし

ます。ことしの米の作柄につきましては、８月１

５日現在の農水省の発表で全国的には平年並み、

北海道も平年並み、上川についてはやや不良とい

うような作柄が発表されてございます。こういう

中におきまして本年産の米の価格につきましては、

ＪＡ道北なよろの調べによりますと概算払いと共

計契約金を含め、モチ米１等米６０キログラム当

たり１万 ０００地、昨年は１万 ０００地でし 

た。ウルチ米、ほしのゆめ１等米６０キロ当たり

１万地、昨年は１万 ０００地と下落をしてござ

います。特にウルチ米につきましては、３０万ト

ン以上の持ち越し在庫と１０年産の過剰作付など

から今後６０ないし８０万トンが過剰になると考

えられ、放置すると１０年産の価格下落、さらに

は来年度の生産目標数量の削減が懸念されており

ます。国は、今年度から米戸別所得補償制度モデ

ル事業で下落時の変動部分の予算措置をしている

ことから、過剰米対策につきましてはしないとし

ております。

小麦の平成２２年産の作柄につきましては、秋

小麦は収穫時の降雨に見舞われ、収量、品質とも

平年より大きく下回り、収量で約２００キロ程度

となってございます。価格につきましても６０キ

ロ当たり１等麦ホクシンで ４５０地、平成２１

年度は ８５８地と４０８地の下落となっており、

大変厳しい状況になってございます。

戸別所得補償制度モデル事業につきましては、

本年度から新たな制度として始まったところであ

りますが、従来の水田転作にかかわる部分が水田

利活用自給力向上事業であり、全国統一のシンプ

ルな制度を基本に国で面積当たりの統一単価を設

定するためこれまでの地域単価と大きく差がある

ことから、激変緩和措置調整枠が設けられており

ます。また、あわせて米の戸別所得補償制度が新

たに加わり、主食米の面積から１０アールを控除

した面積に１０アール当たり１万 ０００地が助

成されることになり、当該年の販売価格が過去３

年平均を下回った場合は差額分が補てんされる仕

組みでございます。本年度におけるこのモデル対

策事業への加入者は、全体で７０３戸、名寄地区

１９０戸、智恵文地区９２戸、風連地区４２１戸

となっており、転作部分の水田利活用自給力向上

事業では７０２戸、米の戸別所得補償制度モデル

対策事業では４１４戸となっております。本年度

の名寄市における交付額につきましては、水田利

活用自給力向上事業で６備 ９００万地、激変緩

和措置調整枠で３備６００万地、米戸別所得補償

制度モデル対策事業で４備８００万地の合わせて

１３備 ３００万地を見込んでおり、１０月に生

産者への最終確認事務を行った後、１２月には助

成金の交付が予定されているところであります。

なお、国では平成２３年度から農業者戸別所得

補償制度の本格実施として、米以外に畑作物の麦、
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大豆、てん菜、でん原用バレイショ、ソバ、菜種

において実施することとしており、このことによ

り農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとと

もに戦略作物への転換を促し、自給率の向上と農

業の多面的機能の確保を目指すとするとしており

ます。

次に、食料自給率向上の対策についてお答えい

たします。国では、食料・農業・農村基本計画に

基づく中長期の指針として、平成２２年度から平

成２６年度までの新食料・農業・農村基本計画を

平成２２年３月３０日に閣議決定しました。この

中で食料自給率につきましては、１つには世界の

穀物等の需給は中長期的に逼迫が見込まれる中、

今後食料自給率を最大限向上させることは必要不

可欠である。２つには、平成３２年、２０２０年

の食料自給率目標は農業、農村の状況、課題克服

のため最大限の努力を前提にカロリーベースで５

０％、生産額ベースで７０％に引き上げるとして

おります。食料自給率向上に向けた対策としまし

ては、生産及び消費の両面において取り組みを展

開することとしており、生産面につきましては１

つには農地を最大限活用し、米粉用米、飼料用米、

麦、大豆の作付拡大、２つには技術開発とその普

及による反収、品質の向上、３つには耕作放棄地

の解消等を通じた農地の確保。消費面におきまし

ては、１つには朝食欠食の改善による米の消費拡

大、２つには欧米化した食生活への国産農産物の

利用拡大、３つには大豆加工品への国産大豆使用

割合の向上、４つには健康志向の高まりを受けた

脂質の摂取抑制などとしてございます。食料自給

率の向上は、国の強力かつ適切な実施と農業者を

含めた関係者の努力によるところで可能であり、

さらに国民の理解が何より大事であります。

また、各国が特定の国、地域間で関税撤廃等を

行うＥＰＡ、ＦＴＡを貿易促進の手段とする動き

が広がっており、現在世界で２３０件が発効して

いると言われてございます。我が国においても１

１の国、地域とのＥＰＡが発効しており、現在は

韓国を含めて５つの国、地域と交渉をしておりま

す。これらの交渉に当たりましては、経済上、外

交上の利益を考慮し、食の安全、安定供給、食料

自給率の向上、国内農業の振興を損なうことのな

いよう取り組んでいただけるよう、農業団体や関

連産業等々と連携して対応してまいります。

当市は、基幹産業が農業であり、担い手が将来

にわたって安心して生産に励めるような価格保障

と所得保障を担保することによって食料自給率の

向上に貢献できると考えているところでございま

す。

次に、エゾシカ等鳥獣被害対策についてお答え

をいたします。昨日の植松議員の御質問でも一部

お答えをいたしましたが、重複する点があります

ので、御理解をいただきたいと思います。全道的

にも被害が広まっているエゾシカによる農業被害

は、上川管内でも急増しておりまして、昨年度よ

りも１３％増の約６備地を超えていることを受け、

上川総合振興局では管内関係機関による対策連絡

協議会を発足させ、被害防止に向けた情報交換や

対策に向けた検討を始めたところであります。名

寄市におきましても年々農作物への被害は広まり、

平成１８年度では ９７０万地程度の被害額が平

成２１年度では ３００万地と成々に増加してき

ております。名寄市での対策といたしましては、

関係機関、団体で組織する有害鳥獣被害防止対策

協議会を中心に農産物被害防止を目的とした駆除

対策を行い、１頭当たり ０００地の報償費によ

りハンターの方にお願いし、対応しているところ

であります。

なお、このハンターにお願いしている部分につ

きましては、昨日もちょっとお話をさせていただ

きましたけれども、道の地域づくり総合交付金、

これが道の６月の補正で予算化されましたので、

今までより駆除をする部分につきまして市町村で

取り組む部分について一定の補助金を出すという

ことになりまして、この議会で２００万 ０００

地を追加補正させていただいてございます。当初
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３００頭の予算を７００頭分を確保したというこ

とで、今年度につきましては秋の収穫を含めて駆

除対策が十分可能であるというふうに考えている

ところでございます。

なお、中山間地域等直接支払制度の交付金等を

活用し、農業者みずから電牧さくを設置する取り

組みも平成１５年から行っておりまして、事業費

で ８０９万 ０００地、これは中山間交付金が 

９０６万 ０００地、これを３分の２助成しま 

して自己負担が ９０２万 ０００地、約３分の 

１ですが、これを費やして、これまで総延長で２

００キロメートルに及ぶ電牧さくを設置してきた

ところでもあります。電牧さくにつきましては、

一定の効果は見られますけれども、基本的には個

体数を減少させることが最善の策と考えていると

ころでございます。

また、名寄地区の農家１２戸では、名寄市有害

鳥獣捕獲わな対策推進会を設置しておりまして、

わなの免許を取得して独自に駆除に当たっており

ます。

以上、私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）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目で３点目、地上デジタル放送完全移行

に向けての対応について答弁させていただきます。

まず、市が管理する施設のテレビについての対

応についてお答えします。市が管理する公共施設

等でのテレビにつきましては、平成１９年度の調

査では病院を除き学校などを含めて３６５旭保有

しており、このうち２０１１年の完全移行時に購

入から１０年以上経過するものにつきましては３

０５旭を見込んでおりました。お尋ねの公共施設

等のテレビの地上デジタル化対応の進捗状況につ

きましては、１つとして学校については国の補助

事業を活用してテレビを新規に購入いたしました。

１９５旭です。２つとして、北海道市町村振興協

会の助成事業によりまして清峰園、しらかばハイ

ツ、保健センターなど公共施設７施設に８旭を寄

贈を受けて対応いたしました。３つとして、その

他の公共施設につきましては聞き取り調査を行い、

既存テレビにチューナーを取りつけた施設が８３

旭であります。また、なよろ温泉サンピラーにつ

きましては、３９旭を既に購入いたしました。今

後の取り組みといたしましては、地デジ対応のテ

レビを購入してまいりたいと考えています。現時

点での状況はこのような状況になっておりますの

で、御理解を願いたいと思います。

次に、市民の地デジ受信機の普及率についてお

答えします。２０１１年７月２４日にアナログ放

送が終了し、地上デジタル放送が完全に移行され

ます。これまで総務省テレビ受信者支援センター、

通称デジサポといいますが、地上デジタル放送へ

の移行について御理解と準備をしていただくため

に昨年より全道１７９市町村を回り、それぞれ住

民説明会を開催しております。名寄市におきまし

ても昨年の１１月に９カ所で１２回の説明会が行

われており、ことしも１０月に５日間のスケジュ

ールで相談会や説明会が行われることになってお

ります。御質問の地デジ受信機の名寄市における

普及率につきましては、市独自の調査をしており

ません。総務省がことしの５月２７日に公表した

全国の普及率は、有効サンプル数が１万 ８７５

と少ないながら、８ ８％と当初の普及目標を 

２ポイント上回ったとなっています。また、ＮＨ

Ｋが９月７日に地デジ受信機についての全国普及

状況を発表したところでは約 ５０７万旭の普及

となっております。今後も総務省テレビ受信者支

援センターと協議をしながら、普及活動を支援し

てまいりたいと考えております。

次に、難視聴エリアの対応についてお答えしま

す。想定される区域につきましては、これまで何

度となくデジサポに対して調査を依頼してきたと

ころであります。その結果、本年５月２７日に地

上デジタル放送推進協議会より名寄市における新

たな難視聴エリアとして雨竜発電所地区で１戸、

風連町東生地区で７戸、風連町日進地区で１戸、
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合わせて９戸が難視聴エリアとの報告がありまし

たので、名寄市でも実態調査を行い、その結果を

地上デジタル放送推進協議会に報告をし、その対

応についても依頼をしているところであります。

今後は、地上デジタル放送推進協議会からの検討

結果によりますが、難視聴地区の住民や地上デジ

タル放送推進協議会等と協議を行いながら難視聴

区域への支援を行っ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。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問と要望等をさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、国保税の負担軽減についてなので

すけれども、この間やはり国の負担、それから道

からの支出等々減らされてきている分、地方自治

体、そしてそこに住む住民の皆さん方に大きな負

担を強いてきたというふうに言わざるを得ないと

いうふうに思います。例えば道内の市町村への国

の負担がこの５年間で合計２０６備地も減額され

てきたといったこともせんだっての道議会の中で

共産党の議員が質問した中で明らかになったので

すけれども、これぐらい各市町村への支援が減ら

されてきていると。こういう中で、本当に市の皆

さん方も本当に御苦労されながら市民負担を大き

くさせないようにということで努力をしてきてい

ただいているというふうには理解をするのですけ

れども、国民健康保険法の第１条の中に、社会保

障及び国民保健の向上に寄与する、このことを法

の目的として定めるとしてあるわけで、社会保障

というところを明記しているわけで、国民の命と

健康を守るための制度として定められているとい

うことです。ですから、やっぱりここのところに

力を入れていただいて、国も地方への支援、しっ

かり国民の命と健康を守るという立場に立って支

援をしていただくことが非常に必要かなというふ

うに思っているところです。全国市長会等々もあ

りますし、そういった部分で積極的に国の負担の

増額、道の負担の増額、これを積極的に働きかけ

ていただきたいというふうに思っているのですけ

れども、この部分についてのお考えをお聞かせい

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）

ただいまは国庫負担〇市民部長（吉原保則君）

なり、道費負担の増額等に対する部分の対応とい

うことでのお尋ねだと思います。平成１７年に三

位一体改革によりまして国民健康保険制度の財源

スキームが変更され、北海道からの補助につきま

しても国民健康保険特別対策費補助金から財政調

整交付金にかわったところでございます。また、

平成２０年度におきましては、保険制度間の不均

衡を是正するために前期高齢者財政調整制度が創

設されました。そのために単純に前年度と比較し

たり、推移を見ることが困難になったところでご

ざいますけれども、療養給付費等をベースに２１

年度決算を当てはめてみると収支はほぼ均衡して

いるところでございますけれども、国と道の支出

金の合計では前年度に比較いたしまして約 ００

０万地ほどが減額というような状況になっていま

す。ただいま議員御指摘のとおり、制度はまさし

く社会保障制度でありますし、国民皆保険、そう

いった部分でございますので、この制度の安定的

な運営のために国や道の財源手当てについて欠か

せないものと考えておりますので、今後とも引き

続き全道市長会を初め国民健康保険連合会などを

通じて国や道への支援の拡大、拡充などを求めて

いきたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

積極的な働きかけをお〇５番（川村幸栄議員）

願いしたいというふうに思っています。

先ほど御答弁の中に平成２０年度で当市の１人

当たり９万２７５地というようなことの報告があ

りました。短期証の発行も２１６世帯というよう

なお話でしたけれども、これはここ数年減ってき
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ているのか、ふえているのか、その部分について

もお知らせください。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の交付状況に〇市民部長（吉原保則君）

つきましては、若干でありますけれども、微増の

傾向にあるように認識しております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今ふえていると言った〇５番（川村幸栄議員）

のでしょうか、減っていると……聞こえなかった

のですが。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

発行の状況につきま〇市民部長（吉原保則君）

しては、若干でございますけれども、微増の傾向

にあると認識しております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

やっぱり年々所得が減〇５番（川村幸栄議員）

ってきている状況、いろんな形での負担が大きく

なってきているということでは収入も減る中で負

担がふえる、所得も減ってきているということか

なというふうに思うわけです。先ほど伺いました

ら、国が資格証世帯に高校生までは無条件に短期

証を発行すると、こういった動きの中で名寄市と

しても高校生以下には短期証、６カ月という期間

を設けているというお話でしたけれども、引き続

きその生活実態等を把握しながら、ぜひ支援をし

ていただきたいと思いますし、やはりいろいろな

形で生活が苦しい、滞納の部分もあるとは思うの

ですけれども、生活保護等への支援にもつなげて

いく、こういった部分もぜひ考慮をしながら対応

していただきたいなというふうに思っているとこ

ろです。

今、先ほどちょっと申し忘れたのですが、所得

が減っている中で国保税の負担の割合、これがど

のくらいになっているのかということなのですが、

実はちょっとかなり正確というふうには言えない、

いろんな条件がありますので、大ざっぱなのです

けれども、ちょっと計算をしてみました。６５歳

以上の御夫婦、後期高齢者になる前の御夫婦で年

金暮らしの方々という中で計算してみました。医

療保険分、後期高齢者支援分、そして介護保険等

々入れますと、年収３００万地、年金でいうと月

２５万地ぐらいでしょうか、この方々、これは収

入で３００万地です。そのちょっと計算してみま

すと約３０万地を超えるという形になります。で

すから、１カ月分の収入が国保税でなくなるとい

うふうな形になってきています。これについてど

のようにお考えになるのかお聞かせをいただきた

いと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま収入に占め〇市民部長（吉原保則君）

る保険税の割合ということで年金者の場合の事例

が示されましたし、例えば給料収入の場合でも給

与収入３００万地で４人世帯の場合でも３４万

０００地ほどかかりまして１ ６％というような

年収に占めるような割合になるということで、こ

ういった意味では非常に重税感が強いのではない

かというような認識は十分持っているところでご

ざいますけれども、一方では医療費の増嵩という

ような部分もございますので、１つには医療費の

抑制に努めていくことも重要な課題でないかなと

考えています。そういった意味では、国保の保健

事業等にポイントを置きながら、健康づくり活動

を進める中で医療費の抑制を図って、一定の医療

費総額に占める税の負担の割合を軽減する方法も

必要でないかなというようなことも考えていると

ころでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

医療費抑制のための対〇５番（川村幸栄議員）

策はもう本当に重要ですし、ぜひ進めていただき

たいというふうに思っているのですが、全国的に

は首切りなどで仕事がなくなって無保険になる、

保険証がない、国保税の滞納を理由に資格証が発

行されて無保険になっている、こういった人たち

がふえていると言われています。何とか保険料、

保険税払ってはいるけれども、先ほど言ったよう

に収入のうちの１ ４％もかかる中で保険税は何
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とか払ったけれども、病院代に困るというような

人たちも非常にふえていると言われています。全

国保険医団体連合会、ことし６月、全国の医療機

関にアンケート調査をされました。治療を中断す

るケースがふえているということで、約４割でこ

の半年間に中断があったというふうにアンケート

調査出されています。名寄市においてこういった

保険証がない無保険者の方、また経済的理由によ

って治療を中断しなければならないような、そう

いったケースがあるのかどうか、実態把握されて

いるかどうかお聞かせを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）

ただいま無保険等の〇市民部長（吉原保則君）

関係についてお尋ねがございましたけれども、国

民健康保険制度につきましては住民登録が一つの

要件になってくるわけでございまして、そういっ

た部分でいきますと登録されている方の中では国

保を含めて無保険の方はいないというような認識

をしているところでございます。しかしながら、

住民登録されていない場合も想定されますので、

そういった場合につきましては、具体の事例があ

った場合につきましては命と健康を守るという観

点から適切な対応をしてまいりたい、このように

考えているところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

住民票を異動すること〇５番（川村幸栄議員）

ができる方たちは、そんなに大変な思いになって

いない、これができない人たちの中にこそ大変な

支援を、援助を求めている人が多いのかなという

ふうに思っていますので、そういったことをきめ

細やかにしていただきたいというふうに思ってい

ます。とにかく払いやすい国保税にしてもらわな

ければならないと思います。それが非常に強く望

まれるところです。私は、応益応能負担の割合、

この縛りがなくなって、７、５、２の減免ができ

るようになったということですので、思い切って

応益負担の減額を行ってみてはどうかというふう

に思っているのですけれども、例えば１世帯当た

り平均１万地の減というふうになったとしても、

約 ０００万地から ０００万地ということで実 

現できるわけです。やっぱりそういった前向きな

方向性も必要かなというふうに思っているところ

です。例えばこれはちょっと道外で恐縮なのです

が、愛知県一宮市では１８歳未満の国保税の均等

割ですね、均等割のところを３割減免しているの

です。収入もない、働いていないということです

し、子供たちということで、均等割の応益負担を

課すのはどうかというようなことでこういった減

免措置も講じているという例もあるのですけれど

も、こういったことに対するお考えをお聞かせい

ただければと思いますが。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま税の軽減に〇市民部長（吉原保則君）

対する御提言というか、一宮市の事例も含めてお

話がございました。しかしながら、一定程度枠組

みを超えての独自の施策についてはペナルティー

なども考えられることから、慎重に対応してまい

らなければならないなと考えているところでござ

いますので、ぜひ御理解をいただきたいなと思っ

ています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

国のペナルティーの問〇５番（川村幸栄議員）

題、国保税の納付率の減だとか、また独自の施策

に対してペナルティーをかけているわけですが、

こういったことは本当に私は許せないというふう

に思っているわけです。命と健康を守るこの制度

に対して、社会保障であるこの制度に対してペナ

ルティーをかける、あってはならないというふう

に思いますし、さらに市長も加えて市としてどう

ぞ積極的に国や道に国保税への支援を求めていた

だいて、市民負担を軽減するために御努力をお願

いしたいと思います。以上で、時間もありません

ので、次に移らせていただきたいと思います。

基幹産業である農業を守るための問題です。先

ほどことしのウルチ米の価格暴落のニュース、本

当にこんな苦労した中でつくってきたものがこん
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なに安くなっていいのか、そういうふうに思って

聞いておりました。小麦なんかも本当に大きな下

落という中で、農家の方々本当に大変な思いをし

ていますし、また消費者である私たちも黙っては

いられないというような状況にあります。この米

価の暴落については、ＪＡ全中がこの米価暴落が

続く中で政府が過剰米を買い上げて主食市場から

乖離する、こういったことを緊急に米の需要調整

対策をとるように求めた政策提案なども行ってい

るところです。やっぱり先ほど報告がありました

ように６０から８０万トンの過剰米があるという

中で、政府の買い上げというのも必要かなという

ふうに思っているところです。さらに、農水省の

試算によりますと米の生産に係る費用、これは全

国平均なのですけれども、６０キロで１万 ５０

０地、これが農水省の試算でこんなふうに出され

ているわけですので、やはりこういったしっかり

した保障をしていく、これが求められているかな

というふうに思っています。

また、畑作農家の方たちについても本当に今回

の大雨による被害等で甚大な被害があって、大変

な状況になっているなというふうに思っているの

ですが、畑作農家の方から私お話を聞いた方は夏

の暑さの中での農作業大変だったと。それで、そ

のやさきに大雨による冠水被害があって、この影

響によって作業の段取りも大きく変わってしまっ

たのだと、本当にくたくただと、こんな声も聞か

されました。肉体的にも精神的にも経済的にも本

当に大きな負担となっているということでは来年

の営農計画へ希望の持てる支援、これが本当に必

要だというふうに思っているところです。こんな

中で輸入自由化等々進められていけば、農家の方

々への負担も非常に大きくなってくるかなという

ふうに思っているのですが、これにあわせて農業

全体の支援も大分国からの補助金減らされている

というふうに聞いているのですが、施設整備の補

助金カットが言われていますが、名寄市としての

その影響はどのようになるのかお聞かせをいただ

きたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

政権がかわりまして、〇経済部長（茂木保均君）

国の農業政策大きく今年度からかじ取りが変わっ

てきております。特に米の戸別所得補償制度を入

れるということによりまして、この財源確保とい

うようなことで御案内のとおり土地改良事業費、

これが約６割削減になっております。さらには、

今お話ありました農業近代化施設にかかわる部分、

例えば米の乾燥調製施設であるとか野菜の集出荷

施設であるとか、こういった事業展開がいろいろ

あるわけですけれども、これらについても事業仕

分けの中で前年度比７割とか６割とか、そんなよ

うな状況になっておりまして、２１年よりも２２

年、２２年度よりも２３年という部分で、今概算

要求が出ておりますけれども、特に各種の補助事

業につきましては基本的な考え方の中に融資の制

度を入れると。そして、そういうことによって足

腰を強くしたいという、そういう考え方がありま

して、補助事業については削減という方向がなさ

れているというのが実態でございます。

名寄市におきましての影響の状況ですけれども、

土地改良事業に関しましては今年度から特に中名

寄地区で圃場整備事業が始まりました。これにつ

いても当初の段階では１２備地ぐらいの予算で本

年度始まる予定でしたけれども、半分程度の予算

しかつかなかったと、こういうこともあります。

それから、近代化関係の事業につきましては、今

年度は特になかったのですが、来年度ＪＡのほう

で米のいわゆる玄米ばら集出荷施設というのを予

定しております。約３備 ０００万地ぐらいなの

ですが、これについても補助事業ということで計

画をいたしてございますが、現段階においてはな

かなか国の予算が厳しいというようなことで、採

択に向けた今いろんな要望もしておりますけれど

も、厳しい状況を示唆されているというような状

況でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）
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大幅にカットされてい〇５番（川村幸栄議員）

るということです。融資という話もありました。

国の補助金が出なければ、そのしわ寄せが生産者

である農家の皆さん方に来るということになって

しまうのかなというふうに思うわけですが、来年

の営農計画どころか将来への展望も見えてこない、

そんなふうになってしまうかなという不安も抱か

ざるを得ないかというふうに思っています。

農林水産省の２０１０年農林業センサス調査、

国が行う統計調査です。農業就業人口が前回調査、

２００５年に比べて農業就業人口が２ ４％の減

になっている。減少率では比較可能な１９８５年

以降で最大を記録したというふうになっています。

耕作放棄地も ６％の増加となっている。このよ

うに出されていて、歴代政府が輸出拡大、そして

引きかえに国内農産物の輸入自由化を推進してき

たことが日本の農業の荒廃を招いたことを示して

いるのかなというふうに私は思っています。やは

り安心、そして安全で安定した食料を供給する、

こういった農家の方たちを本当に支援していきた

いというふうに思いますし、また後継者、担い手

を育成するためにも本当に支援が必要だなという

ふうに思っているところですが、名寄市のグリー

ン・ツーリズム推進協議会が行っている農業体験

旅行、これが大変好評だったと報道されていまし

た。農業への関心、食に対する関心、これらを深

めていただける貴重な体験だったというふうに思

うのですが、この部分についての御見解あればち

ょっとお知らせをいただきたいと思いますが。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業体験を中心とし〇経済部長（茂木保均君）

たグリーン・ツーリズム事業の取り組みにつきま

しては、一昨年ぐらいから研究会を立ち上げまし

て取り組んでおります。もともとはいわゆる修学

旅行生を何とかこの地域に呼びたいというところ

の発想から始まったところでありまして、１９、

２０、２１とまだまだ先進地に行ったり、あるい

はちょっとお試し的に市民の方、あるいは大学の

協力を得て始まってきたところであります。こと

しから、まだ修学旅行生というわけにはいきませ

んけれども、小中学生の総合学習というのですか、

そういったものを通じて、ことしは３回、大学入

れて４回やらせていただいておりまして、非常に

大きな成果を上げてきたなというふうに思ってお

ります。グリーン・ツーリズム推進協議会という

組織を立ち上げておりまして、農家の方々今２０

名ぐらいの会員さんがおりまして、それぞれ体験

農業というようなことで取り組んでおります。こ

としは、５月２６日に札幌市立稲陵中学生が１３

９人、６月１７日に札幌市立向陵中学校の２年生

が１０１人、７月２８日には東川町内の小学生、

てっぺんスクールというところが１６人、それか

ら名寄市立大学生が６０人が名寄市立大学の教養

課程で北海道の食と農という授業の中に取り入れ

ていただきまして、３回にわたって農業体験をし

ているというようなことでございまして、今後も

都市と農村の交流だとか、あるいは地産地消の取

り組みというようなことで、農業経営の多角化と

いうこともにらみながら、あるいはまた農家の理

解を、農業の理解を深めるということで推進して

まいりたいと考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこういった方々〇５番（川村幸栄議員）

の中から、参加された方々の中から新規就農等々

そういった方もふえたらいいなというふうに思っ

ているところです。私たち日本共産党は、こうし

た農家の皆さん方、安全な食料を守っていただく

という立場で輸入自由化の反対、また価格保障、

所得保障、これをしっかりやってもらう、そうい

った立場でこれからも関係の団体の皆さん方と一

緒に運動を進めていきたいというふうに思ってい

ます。

エゾシカ対策なのですけれども、これは本当に

行政ごとの単位では対応は限界があると。広域で

すから、本当に大変だというふうに思っています

ので、国や道への支援強く求めていただきたいと
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思っています。

また、先ほど個体数を減らすことというふうな

お話もありました。後処理の問題が大きいかなと

いうふうに思っているのですけれども、今各地で

シカ肉の活用も出されていて、食品成分表で見て

みますと非常に低カロリーで、鉄分、亜鉛などが

多く含まれているということで、そういった関係

の方たちへのいろんな知恵なんかも発揮していた

だいて、そういう活用もあわせて進めていただき

たいなというふうにお願いをして、次に移らせて

いただきたいと思います。

最後になりますが、地上デジタル放送の部分で

す。実は、ことし７月２５日に停波実験行った石

川県珠洲市、ここでは地デジ普及率ほぼ１００％

に達してこの停波実験が行われたと。その１００

％に達した中身というと、デジサポ珠洲というと

ころ、そういう総務省のサポートセンターですね、

それと地域の電気屋さんが全戸を訪問して説明を

して回った。市も広報等で繰り返して周知して進

めてきた。また、チューナーの支援も条件をつけ

ずに１世帯４旭貸与すると、こういった形の中で

普及率ほぼ１００％というような形で停波実験が

行われております。こういった本当に徹底した支

援をしなければできないという状況にあるのかな

というふうに思っています。今政府は簡易チュー

ナー１旭だけ無料支給するとしていますけれども、

対象は生活保護世帯などＮＨＫの受信料全額免除

世帯のみとなっているわけで、経済的に準備が困

難な世帯への支援も必要ではないかなというふう

に思っているところです。今回の定例会の中で、

さきの大雨災害の問題等々たくさん質問されてい

ました。その中で情報収集、これの中でやっぱり

テレビが最も身近にあると、収集する手段として。

ですから、今後もこのような突然大きな災害、少

なくないと今言われておりますので、テレビが見

られない、情報が得られないという市民をつくっ

てはならないというふうに思っていまして、市民

の状況把握しっかり行っていただき、また国へも

しっかり要望を伝えていただいて、対応を求めて

もらいたいというふうに思っています。この部分

について御答弁いただければというふうに思いま

すが。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

全国の自治体から〇総務部長（佐々木雅之君）

地デジの関係についてのさまざまな要望ありまし

て、国のほうも難視聴地区の関係については積極

的に対応していまして、ＮＨＫと連携した形で、

先ほど述べました難視聴の９世帯のほうにつきま

してもＮＨＫの契約している方については高性能

アンテナでの対応を希望する方が多くて、 ００

０地程度の負担でということでもあります。基本

的には国が思い切った電波政策の変更によって起

きた部分でありますので、いろいろ地デジの相談

会もこれからまた１０月に予定しておりますので、

多くの市民の方の意見も聞きまして、国のほうに

必要な支援の関係については要望してまいりたい

と思っております。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時１２分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立

促進市町村計画についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 名寄市過〇市長（加藤剛士君）

疎地域自立促進市町村計画について、提案の理由

を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、

同法の失効期限が平成２８年３月３１日までの６

年間延長され、本市は引き続き過疎地域を区域と
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する市町村として公示されました。

本件は、市議会議員協議会及び北海道との協議

を経て、名寄市過疎地域自立促進市町村計画がま

とまりましたので、同法第６条第１項の規定に基

づき議会の議決を求めるものであります。

なお、同計画の概要につきましては、総務部長

から説明をさせますので、よろしく御審議くださ

いますようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

補足説明をさせて〇総務部長（佐々木雅之君）

いただきます。

まず、過疎地域の要件について申し上げます。

過疎地域の要件につきましては、人口と財政力の

２つの要件がありまして、人口につきましては昭

和３５年と平成１７年を比べた人口減少率が３３

％以上の要件に対し本市は３４％、財政力指数に

つきましては平成１８年度から２０年度までの財

政力指数の平均が ５６以下の要件に対し本市は

３０となっており、いずれの要件も満たすこと

から、過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項

の規定に基づき、過疎地域の市町村として公示さ

れたものであります。

次に、本計画の概要について申し上げます。本

計画の期間につきましては、法の延長期間と同じ

く平成２２年度から平成２７年度までの６年間と

しています。本計画の構成は、法の規定に基づき

まして、１、基本的な事項から１０、その他地域

の自立促進に関し必要な事項までの１０項目で構

成をしています。１、基本的な事項では、過疎の

状況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況

など現状と課題を明らかにし、過疎からの脱却、

地域の自立促進の基本方針、計画期間について記

述をしています。２の産業振興から１０のその他

地域の自立促進に関し必要な事項では、各分野に

おける現状と問題点及びその対策を記述していま

す。２の産業振興における計画登載事業では、農

業関係、林業関係、商工関係、観光、レクリエー

ション関係など合計で３１事業、概算事業費で８

４備 ０００万地、３の交通通信体系の整備、情

報化及び地域間交流の促進における計画登載事業

では道路関係、農道関係、情報化関係、道路整備

機械、地域間交流など合計４９事業、概算事業費

で４６備 ０００万地、４の生活環境の整備にお

ける計画登載事業では水道関係、下水道関係、消

防救急関係、公営住宅関係など合計２８事業、概

算事業費で６０備 ０００万地、５つ目、高齢者

等の保健及び福祉の向上及び増進における計画登

載事業では高齢者福祉関係、児童福祉関係、健診

関係など合計１２事業、概算事業費で３６備 ０

００万地、６の医療の確保における計画登載事業

では市立総合病院施設整備事業のほか、今回の法

改正に伴い新たに過疎債の対象とされましたソフ

ト施策として医療スタッフ確保対策事業を登載し、

合計３事業、概算事業費で３５備 ０００万地、

７つの教育費の振興における計画登載事業では学

校教育関係、集会施設、体育施設関係、市立大学

整備事業など合計１１事業、概算事業費で５７備

地、８の地域文化の振興等における計画登載事業

では文化ホール建設事業など合計３事業、概算事

業費で２０備 ０００万地、９の集落の整備では

登載事業はありません。１０のその他地域の自立

促進に関し必要な事項における計画登載事業では、

地域活性化事業など合計２事業、概算事業費で

０００万地をそれぞれ登載しておりまして、合計

１３９事業、概算事業費で３４２備 ０００万地

を見込んでおります。

なお、登載事業については、総合計画との整合

性や過疎債の活用が見込まれる事業を主として登

載しておりますが、実施に当たっては本年度より

策定の準備を進めます総合計画後期計画における

議論や優先度を踏まえ事業の厳選を図ってまいり

たいと考えております。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）
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ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号 工事請負契約の締結についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 工事請負〇市長（加藤剛士君）

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年度北斗団地公営住宅建設工

事について、９月１日、５社による指名競争入札

を執行した結果、予定価格に達しなかったため、

最低入札価格業者である大野組・坂下経常建設共

同同業体と協議をし、１備 ５００万地に消費税

及び地方消費税７７５万地を加え、１備 ２７５

万地で契約を締結しようとするものであり、名寄

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。

補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

市長提案の補〇建設水道部長（野間井照之君）

足説明を申し上げます。

本工事は、平成１９年度に策定しました住宅マ

スタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画

に基づき、老朽化した北斗団地、新北斗団地の建

てかえ事業により建設をするものであります。昨

年の実施設計に基づき、平成２３年１０月下旬完

成に向け、準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いします平成２２年度北斗団地

公営住宅建設工事の事業概要について御説明をさ

せていただきます。本工事の事業概要は、鉄筋コ

ンクリートづくり２階建て、延べ面積は住宅棟が

９７ ８平方メートル、物置、自転車置き場が７

７８平方メートルの合計が ０５ ５８平方メ  

ートルであり、住宅の供給戸数は１ＬＤＫが６戸、

２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが４戸の合計１２戸で

あります。全体工事費は２備 ４００万地を計上

しており、建築工事、機械設備工事、電気設備工

事、建具工事の４工事に分けて発注いたしました。

このうち本日議決をお願いしますのは建築工事で

あります。

初めに、入札におきまして指名競争入札で行い

ました。入札等審議委員会が地域限定による入札

参加同業体を２月１日に公募の公示をし、市内の

共同同業体５社が応募し、応募のあった５社に８

月１２日に指名通知いたしまして、縦覧期間を８

月１３日から８月３１日までとし、９月１日に入

札を執行いたしました。結果、２回の入札を行い

ましたが、予定価格には達せず、最低入札価格業

者である大野組・坂下経常建設共同同業体と協議

をし、消費税込み１備 ２７５万地で随意契約を

行ったものであります。

なお、工事期間は、議決後、契約締結後の２４

日から平成２３年１０月２８日までを予定してお

ります。

次に、お手元の説明資料について御説明いたし

ます。図面１番をお開きください。配置図であり、
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建物の北側には来年度発注を予定しております駐

車場があり、旭数は全住宅分を確保するとともに、

除雪に配慮した配置として十分な堆雪スペースを

確保しております。また、南側には入居者が自由

な発想での栽培を可能とする共用の菜園スペース

も確保しております。

図面２番をお開きください。１階平面図であり、

図面中央の廊下の上部が各戸の物置、自転車置き

場等の共用スペースであり、下が住宅となってお

ります。

次に、図面３番をお開きください。２階平面図

であり、各住戸プランは１階と同様となっており

ます。

最後に、図面４番をお開きください。立面図で

あり、落雪による事故防止及び排雪低減を考慮し、

陸屋根としました。また、外壁面の仕上げは主に

塗装が主体となっていることから、色彩について

は周辺環境や新北斗団地との調和を考えておりま

す。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

何点か御質問いたし〇１５番（高橋伸典議員）

ます。

今回２回の入札でちょっと修正しまして入札に

なったということで、市との開きが何％ぐらいあ

ったのかちょっとお知らせいただきたい。

それと、今回の図面を見ましたら、南につくっ

ている南団地、（仮称）北斗団地の建てかえ工事

でつくった南団地と同じような形態の図面だと思

います。そして、問題が私はちょっと通路の部分

なのですけれども、向こうの南団地の通路の部分、

同じ方式だと思いますので、冬になると窓ガラス

に氷がついて、あれが解けて下のほうに氷ができ

るという住民のお話を聞きました。そして、大変

滑って危ないというお話を聞いたのですけれども、

今回はそのような対策をとられているのかどうか。

また、形態が同じだったら状況的に同じくなると

いうことで、冬になると日中窓ガラスの氷が解け

て、通路に水が流れて、朝、夜になると氷になる

という通路の状況があるということなものですか

ら、その辺どうなのか教えて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）

２点にわたり〇建設水道部長（野間井照之君）

御質問をいただきました。１点目の予定価格との

落札札との差額でありますが、予定価格が１備

５６８万地だったものが第２回目の部分では１備

９００万地でありましたから３３２万地ぐらい

の差がありまして、ここで不落で随契という形を

とらせていただきました。

次に、通路部分の氷結の部分であります。私も

今南団地の部分は情報として高橋議員のほうから

初めてお聞きしましたので、南団地のほうの状況

を持ち帰らせていただいて状況を把握した上でこ

っちの団地、あるいはそっちの南団地のほうの対

策も練らせていただ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。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

その南団地のほうは〇１５番（高橋伸典議員）

ちょっと調査していただいて、同じ方式でしたら

きっとそのような状況が起きるというふうに思い

ますので、ぜひ改善のほうをよろしくお願いした

いというのと入札金額がちょっと合わなかったと

いう部分、２回落札をしたということなのですけ

れども、若干その工事関係の部分で設計事務所か

ら来る数量とやはりこちらでやる数量が違う部分

が出ていると私は思うのです。そして、風連の市

街地開発もそうだったのですけれども、やはり名

寄でやる入札金額と札幌や何かでつくっている設

計金額というのは違うわけなのです。その差が出

ると、なかなか名寄の業者は苦しいというお話も

されておりましたし、できれば札幌で設計事務所
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がつくった設計数量、ある程度機械ですから正し

い部分も出ると思います。しかし、人間ですから

落とす部分もきっと出るというふうに感じるので

す。こちらにいる建設部の職員さん、それを再度

やるといったら本当に大変な労作業というふうに

私は思いますし、大変だと思いますけれども、そ

の金額等の確認というのですか、それは名寄市で

はやられている、ある程度はやられていると思う

けれども、細部にわたってはちょっと厳しいなと

いうふうに私も思います。思うのですけれども、

その辺どうなのか若干もう一回教えていただきた

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）

積算の方法に〇建設水道部長（野間井照之君）

ついて御質問いただいたというふうに思います。

私どもも札幌の設計会社、あるいは旭川の設計会

社が設計をしていただいて、数量の確認は当然な

がらお互いにさせていただいています。

それと、今回の不落の部分で私どもも業者のほ

うとは協議をさせていただいておりませんけれど

も、入札の際に内訳書をいただいておりますので、

私のほうで内訳書をいただいて、私どもの設計担

当者の部分と照らし合わさせていただきました。

今回の主な要因は、例えば設計の仕方には単価が

北海道単価、標準単価と見積もりによる単価表、

あるいは今高橋議員が言われたような地域単価と

いうか、その地域でしか生きない単価がございま

して、そのそれぞれの単価で市のほうも積算して

おりますけれども、今回の場合もその単価のとり

方の行き違いがあるのではないかというふうな形

で私のほうは見させていただきました。したがい

まして、来年度からこの辺も含めて勘案させてい

ただきまして、ここをどういうふうな解決策があ

るかを来年度からの入札の部分を今入札審議委員

会のほうで審議をさせていただいて、来年度から

少し、今例えば２回の部分を３回、その間に現場

の説明会を１回入れさせていただいて、お互いに

納得した上で入札をしていただくという方式をと

らせていただこうというふうに考え持っています

ので、その辺も含めて御理解をいただきたいとい

うふうに思っています。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

同様の中身なのですが、〇４番（竹中憲之議員）

以前にも市で考えている価格よりも入札、札入れ

が低かったということがあったような気がしてい

るのですが、今回は市で出したものよりも３３８

万地ほど高いと。こういうことで２回の札入れを

して、結果的には最低入札業者にということなの

ですが、このような取り扱いの決まりというのは

どこかにあるのか。今部長言われたように、今後

もう一回やる間に説明をしてということなのです

が、その決まりがどこかにあるのかどうか。１備

０００万地ですから３３０万地というのはそう

大きくはないかもしれませんけれども、開きが大

きくないかもしれませんが、そのような決まりが

どこかにあるのかどうかちょっとお聞かせを願い

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）

私どもの入札〇建設水道部長（野間井照之君）

執行にかかわる規則を、規約というか、要綱を持

っていまして、こういう形でやるという部分を今

ちょっと大変申しわけありません、正式な名称は

手持ちが資料がないので、申し上げられないので

すけれども、それに沿ってやらせていただいてい

ます。入札の落札低価格者と協議をするという部

分はその要綱に沿ってやらせていただいています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

要綱があるということ〇４番（竹中憲之議員）

ですから、それは理解をしましたが、入札の差が

どのぐらいでその要綱にあるのか、合うのか、そ

んなところがどういうふうになっているのかにつ

いてもしわかればお聞かせ願いたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最低価格の部〇建設水道部長（野間井照之君）

分では持っておりませんで、一応最低落札者とい

うか、最低価格者と協議をすると。そこで協議が
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調わなければ一応それは中止という形をとってい

く形になると思います。協議の段階でお互いに納

得ができなければ、それは不落という形でおさめ

ていただくということになるというふうに思って

います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

０号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本定例会議案第８号 平成２２年度名

寄市一般会計補正予算で議決いただきましたピヤ

シリスキー場の整備にかかわるものであり、平成

９年度に取得をしたスキー場のゲレンデ整備に使

用している圧雪車が老朽化したため、更新する車

両を取得しようとするものであります。

取得しようとする車両は、ドイツのケースボー

ラー社製２０１０年式ピステンブーリー４００Ｐ

パーク仕様の圧雪車１旭及び附属一式であり、東

京都千代田区内神田１丁目４番２号、スノーシス

テムズテ式会社から ３４９万地 ０００地で購 

入しようとするものであります。名寄市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき議会の議決を求める

ものであります。よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

１号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年第２回定例会における平成

２２年度名寄市一般会計補正予算で議決いただき

ました学校給食センターシステム食器洗浄機更新

事業にかかわるものであり、平成３年度に取得し

た現行機器が老朽化をしたため更新するシステム

食器洗浄機一式を北海道市町村備荒資金組合の譲

渡事業を活用し、 １７１万地で取得しようとす

るものであります。名寄市議会の議決に付すべき
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契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定に基づき議会の議決を求めるものでありま

す。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を鈴木教育〇議長（小野寺一知議員）

部長。

議案２１号、学校給〇教育部長（鈴木邦輝君）

食センターのシステム食器洗浄機の取得につきま

して補足説明をさせていただきます。

現在学校給食センターに設置しております食器

洗浄機は、設置後１８年を経過をしており、老朽

化に伴う故障等が近年になって多く発生している

ことから、安全、安心で安定的な給食供給に支障

を来すおそれがある状況になっております。この

ため機器の更新について検討してきたところであ

ります。学校給食センターは、平成３年に改築さ

れ、当時設置していた食器洗浄機の能力は一度に

６ラインの食器洗浄が可能であり、基本的にはこ

れらの能力を上回ることを前提に検討したところ

であります。洗浄機は、食器の汚れ落ちと処理能

力が重要な要素であり、現状の機種では前段の汚

れを落とすための浸漬槽という食器を水に浸して

おく槽でありますけれども、それが内蔵型の機器

でありましたが、現在の主流は洗浄本体と浸漬槽

が分離したシステム型の洗浄機になっております。

これらを総合的に判断したとき、浸漬槽が分離し

たことにより前段の汚れ落ちが進み、食器の洗浄

能力が一段と増すことになります。洗浄機の機種

選定に当たっては、分離型システム洗浄機を前提

に、これらの能力を有する機種として日本調理機

テ式会社とタニコーテ式会社の２機種を指定をし、

この２機種の取り扱いが可能で、かつアフター体

制の整った２社、北昭産業テ式会社と藤田産業テ

式会社を指名をいたし、指名競争入札を行いまし

た。これらシステム食器洗浄機の整備を北海道市

町村備荒資金組合の資金を活用し、整備をしよう

とするものであります。

以上、補足説明とさせていただき、よろしく御

審議いただきますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第７ 報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について、報告第４号 平成２１年度決算に

基づく資金不足比率の報告について、２件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 平成２１年〇市長（加藤剛士君）

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２１年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基

づき、また報告第４号につきましては同法第２２

条第１項の規定に基づき平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率を御報告申し
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上げるもので、細部につきましては総務部長から

説明させますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから報告第３号 平成２１年度決算に基づく健

全化判断比率の報告について及び報告第４号 平

成２１年度決算に基づく資金不足比率の報告につ

いて一括して補足説明をさせていただきます。

お手元のほうに配付させていただきました資料

の１ページをお開きください。初めに、総括表１、

健全化判断比率の状況、平成２１年度についてで

ありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率

につきましては、赤字が発生していないことから

なし、表示ではバー表示になっております。実質

公債費比率につきましては、前年度より ９％下

がりまして１ ９％、将来負担比率につきまして

は２ ３％下がりまして１２ ３％となりました。 

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表２、連

結実質赤字比率等の状況（平成２１年度決算）に

ついてであります。初めに、表の左上の欄は一般

会計の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳

を記載しています。一般会計の実質収支は４備８

２２万 ０００地の黒字となっていることから、

分母である標準財政規模、これは市税や普通交付

税など毎年安定して入ってくる収入のことで家計

でいいますと年収に当たります、に対する割合は

マイナスの ５％で、実質的な赤字が発生してい

ないことからなし、バー表示となっております。

次に、一般会計に特別会計、同業会計などすべて

の会計を対象とした連結実質赤字比率につきまし

ては、すべての会計の実質収支を合計すると表の

右下のとおり２０備 ４３９万 ０００地の黒字 

となりました。この額が標準財政規模に占める割

合はマイナスの１ ３８％になり、実質的な赤字

が発生していないことから同じくなし、バー表示

となっております。なお、同業会計につきまして

は、実質収支を計算する際の数値につきましては

純利益、または純損失ではなく、資金不足、剰余

額となります。水道事業会計及び病院事業会計の

いずれの決算も純損失が発生しておりますが、流

動資産の額が流動負債の額を上回っていることか

ら、上回っている金額が資金剰余額として計算さ

れることになります。

３ページをお開きください。次に、総括表の３、

実質公債費比率の状況（平成２１年度決算）につ

いてであります。実質公債費比率とは、一般会計

の公債費に加え特別会計や同業会計、一部事務組

合などへの公債費に準じた繰出金や負担金などの

合計額が標準財政規模に占める割合をいい、直近

の決算、１９年から２１年の３カ年間平均を用い

て計算をいたします。平成２１年度決算では、前

年度より ９％下がりまして１ ９％になりまし 

た。実質公債費比率が下がった主な要因は、公営

同業への公債費に準じる繰出金、公債費に準じる

債務負担行為の減少などが挙げられます。実質公

債費比率につきましては、平成１７年度決算から

導入されまして、名寄市は当初から１８％を上回

っておりました。このため地方債制度が許可制か

ら協議制へ変更になった平成１８年度以降も引き

続き許可団体のままでありました。今回初めて数

値が１８％を下回ったことから、平成２２年度以

降の地方債発行につきましては協議制へ移行する

見込みとなりました。

４ページをお開きください。総括表４、将来負

担比率の状況（平成２１年度決算）についてであ

ります。将来負担比率とは、地方債残高など一般

会計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政

規模に占める割合をいいます。平成２１年度決算

では、前年度より２ ３％下がりまして１２ ３ 

％となりました。上段の将来負担額は、地方債の

現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営

同業等繰り入れ見込額、職員の退職手当負担見込

額など将来にわたって負担すべき金額を記載して
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います。また、中段の充当可能財源等は、充当可

能な基金や特定歳入、例えば公営住宅使用料など

であります。将来にわたって地方交付税で措置さ

れる基準財政需要額算入見込額などを記載してい

ます。将来負担比率が下がった主な要因は、債務

負担行為に基づく支出予定額、公営同業等歳入繰

り入れ見込額、職員の退職手当負担金見込額など

が減少したこと、充当可能財源である基金の残高、

特定歳入の増加などが挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営同業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

同業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当額の欄は貸借対照表における流動負債の

金額を、また歳入相当額につきましては流動資産

の金額をそれぞれ記載しており、その差額が資金

不足額になります。両会計とも流動資産の金額が

流動負債の金額を上回っているため資金不足はマ

イナスとなっておりまして、資金不足比率はあり

ませんので、バー表示となっております。

また、簡易水道会計ほか４特別会計につきまし

ては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載しており、

いずれの会計も一般会計からの繰入金で調整して

おりますので、収支はゼロで、資金不足は生じて

おりません。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第３号外１件を終結いたします。

加藤市長より発言を〇議長（小野寺一知議員）

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長からお許しをいただ〇市長（加藤剛士君）

きまして、貴重な時間をいただきました。まこと

にありがとうございます。（仮称）市民ホールの

建設場所につきまして決断をさせていただきまし

た。経過を含めて御報告をさせていただきます。

市民ホールの建設につきましては、市民懇話会

により協議と視察をしていただき、ホールの規模、

建設位置などを御論議いただき、ことし３月に報

告書として答申をいただいたところでございます。

報告書においては、位置、規模について両論併記

であったことから、８月以降庁内においてプロジ

ェクトチームを設置をし、位置の選定も含めて検

討をしてまいりました。このたびこのプロジェク

トチームの市民ホール部会で建設位置の検討がま

とまり、部会長、鈴木教育部長から正副委員長、

中尾、久保両副市長に御報告がありまして、委員

長から私のほうに御報告がありましたので、それ

を受けて私が判断をしたものでございます。

建設場所の関係におきましては、建物と駐車場

を含めた空間のゾーニングを行ったときに、冬期

間の課題、拡張性、交通動線、現在の空間利用も

考慮して総合的に判断をさせていただいたところ

であります。この判断に当たって、まちの中が静

か過ぎて何とか起爆剤が欲しいとして懇話会がホ

ールをつくるに当たって両論併記としたのは、懇

話会の意見と、あと私が各種会合等に出席をして

受けた感覚として、市内全体の意見が中心市街地

と文化センター西側の用地との両方の願いがあっ

たものというふうに受けとめています。その願い

を両方をかなえるために、現在の市民会館の貸し

会議室機能を持つ本館とホールについて両方の期

待にこたえるようにさせていただきました。市民

会館本館の貸し会議室機能については駅横の整備

で行い、市民会館のホール部分については町中で

はスペースと各種制約等もあるために、文化セン

ターの西側に芸術文化活動の拠点となる施設とし

て配置をしようとするものであります。駅横整備

も市民ホール整備も社会資本総合整備交付金事業

を活用して行うことといたします。ホールにつき

ましては、芸術文化の拠点にふさわしい市民ホー
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ルとして整備を行い、駅横では複合交通センター

として市民交流センターとしての設置を行ってま

いります。

決定に当たり、建物のスペースとしてホールが

５００から７００席数が想定される建物面積は、

他の市の建設状況から考えて ０００から ５０ 

０平米が想定をされます。その面積から南広場で

のゾーニングを考えると、駐車場旭数は最大でも

２００旭以下しか確保できない状況であり、予定

席数と駐車場の収容旭数を勘案したときの空間配

置の難しさと拡張性のない点、冬の雪の堆積、ま

た南９丁目通が狭くて、西２条、３条からの進入

の通行面が課題として考えられておりました。席

数から考える駐車スペースは少なくても３００旭

は必要と考えており、スポーツセンターの駐車場

が３５０旭ですから、その規模が想像をされるか

と思います。現在市民文化センターの西側の建設

を想定した場合も建物と駐車スペースを完全に確

保するものではありませんが、隣接地に市有地が

あり、それを活用することで拡張が可能でありま

す。市民会館のホールは、文化センター横に市民

ホール機能として、本館の貸し会議室機能は中心

市街地の要望にこたえて駅横で整備を行うことに

よって懇話会で出された両論の願いをかなえるも

ので、文化センター西側は経済的にも機能的にも

よしとする場所と判断をさせていただきました。

以上でございます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

９月２３日から２９日までの７日間を……

（「議長、休憩お願いします」と呼ぶ者あり）

どういうことで。〇議長（小野寺一知議員）

（「よろしいですか」と呼ぶ者あり）

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

１７日の一般質問に〇１１番（佐藤 勝議員）

おける黒井議員への答弁とただいまの市長の報告

の整合性を確認させていただきたいのですが、い

かがでしょうか。というのは、私は黒井議員の答

弁に対する文化センターのことに対してはまだ決

まっていないというふうに理解していたものです

から、それが１７日から４日経過しただけですか、

きょうそういった決定事項として報告があったと

いうことで、教育部長から両副市長に対するその

決定報告があったのが何日なのかも含めて経過を

知りたいものですから、休憩を求めてただいま申

し上げたようなことでお願いをいたします。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時０３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。９月２３日から２９日まで

の７日間を休会といたします。御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、９月２３日から２９日までの７日間を

休会とすることに決定いたしました。

本日の日程はこれで〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０３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
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副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 持 田 健

署名議員 川 村 正 彦
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