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平成２２年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年６月１５日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

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 代表質問

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

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

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

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（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

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、

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 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）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

選挙公約について外６件を、駒津喜一議員。

おはようございます。〇１０番（駒津喜一議員）

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

通告どおり市政クラブを代表いたしまして質問を

させていただきます。

質問の前に、厳しい選挙戦を戦い抜いて新市長

として就任されました加藤剛士市長に就任のお祝

いを申し上げるとともに、北海道で一番若い市長

誕生ということで同世代の若い年齢層が選挙に、

政治に参加あるいは注目されたということは、そ

うした年代の方々がこれからの新しいまちづくり

にも関心を持って参加していただくはずみをつけ

たと思います。そうした意味を含めて、これから

の行財政運営に情熱を持って積極的に取り組まれ

ますよう御期待申し上げ、質問に入らせていただ

きます。

最初に、新市長による任期中を見据えた選挙公

約の６項目について質問いたします。民間会社名

寄市的発想での行政運営について。限られた財源

状況が進む中で、財源確保あるいは市民との協働

によるまちづくりは、健全な財政運営と調和のと

れたまちづくりを目指し、行財政改革や民間活力

の導入を推進するために民間会社名寄市的発想で

取り組むと述べられていましたが、現実的にはど

のように進めていくのかお伺いいたします。

次に、基幹産業の農業の推進についてでござい

ます。基幹産業でもある農業に対する支援策とし

て、稲作、畑作、酪農、畜産等、バランスよく営

農している地域の利点を生かし、地域ブランドの

育成をどのようにお進めになっていくのかお伺い

いたします。

次に、名寄市立食肉センターについてですが、

建設以来４６年経過した食肉センターは開設以来

地域の雇用、さらに地域経済に大変貢献してきた

施設です。今回の食肉センター及び加工施設の建

設計画により生産面の向上、さらに雇用の面でも

大変期待できる計画と思いますが、本計画により

今後予想される地域への効果をお伺いいたします。

次に、名寄市総合病院のさらなる充実について。

医療スタッフの確保について、特に看護師の確保

は平成１８年から平成２２年までの看護職員需要

見通し計画が進められていましたが、病院、病床

の増加、医療安全の確保など、さまざまな要因に

より看護職の需要は増加し、需要と供給のバラン

スが崩れて看護職不足の傾向と思われますが、こ

うした看護職不足をどのように対応されるのかお

伺いいたします。

次に、駐車場の設備について、精神科病棟の老

築化、ドクターヘリポートの設置等、病院周辺環

境整備が急務になっております。特に病院前の外

来駐車場では満車状態が続き、市内だけではなく

遠方から来られる人にはあいている駐車スペース

を探すだけで貴重な時間を費やす状況がここ数年

続いております。昨年計画された外来用立体駐車

場の設置について、改めて今現在どのように進め

られているのかお伺いいたします。

次に、名寄市の財産を生かしたまちづくりにつ

いてでございます。大学院の設置と児童学科４年

制大化は、学生数と教員数の増加に伴う施設の増

設など財政面でも課題の多い取り組みですが、全

国的に４年制大学の大学院設置並びに保育系の４

大化が進んでいる傾向の中で今後どのように取り
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組んでいくのかお伺いいたします。

次に、昨年度においてサンピラーパーク屋内カ

ーリング場では数多くの大会が開催され、新たな

交流人口拡大に役立ち、さらに道の駅では来客数

では全国でも上位に位置するなど、こうした市内

の特徴ある施設を活用した交流人口の拡大を今後

もどのように進めていくのかお伺いいたします。

次に、名寄市にとって自衛隊名寄駐屯地は周辺

整備事業を初め、災害など地域の安全、安心のた

めにも、さらに市民文化生活の面でも重要な存在

となっております。道内各市町村においても存在

と現体制維持のためにいろいろと活動を行ってお

ります。ここにおいて、以前の北方の脅威が減少

する傾向では北海道の自衛隊削減及び縮小が予想

されますが、現状の体制を維持していくために今

後さらに自衛隊名寄駐屯地増強促進期成会を通じ

て北海道自衛隊駐屯地連絡協議会との連携を強め、

自衛隊の堅持を地域の理解を深めていく必要性も

感じますが、御見解をお伺いいたします。

次に、市民福祉の推進に関連して子育て支援に

ついて。子供は、親にとっても地域にとっても夢

と希望でございます。近年少子化が進む傾向で、

名寄市の出生は平成２１年度で２４９人、前年度

より３０人も減少しております。少子化が深刻に

進む中で、少子化対策として安心して産んで育て

ていく環境づくりが必要と思われますが、これか

らの計画についてお伺いいたします。

次に、高齢者の福祉に関連いたしまして、介護

施設の整備について高齢化社会が進む中で施設に

頼る人も多くなっておりますが、公設、民間とも

これから予定される各施設の概要とその効果につ

いてお伺いいたします。

次に、市民の健康増進について。住みよいまち

づくりを協働で進めていくためには、市民が健康

であることが必要条件ですが、年齢を問わず、市

民の健康増進のためにこれからどのようにお進め

になっていくのかお伺いいたします。

以上、公約として述べられた６項目についてお

聞きしまして、次以降からは平成２２年度の行財

政運営について中心に質問をさせていただきます。

最初に、今後の財政運営についてお聞きいたし

ます。平成２２年６月１日、２２年度地方財政計

画では地方交付税が１兆円の増となりましたが、

国の財政状況を見ますと、この状況が今後どのよ

うに展開するかは極めて不透明です。このような

状況の中で、名寄市において今後どのような点を

留意しながら財政運営を行おうとお考えかお伺い

いたします。

次に、合併による特例債、特例基金についてで

す。名寄市は、平成１８年に合併により新市とし

て誕生いたしましたが、これにより合併特例債や

合併特例基金などの優遇策を受けております。こ

れらの活用についてどのようなお考えをお持ちな

のかお伺いいたします。

また、算定がえなど優遇対策が終了する将来を

見据えて、財政的にどのような長期展望が必要な

のかもあわせてお知らせいただきたいと思います。

次に、これからの事業展開について。景気の低

迷に伴い、国の景気対策予算が組まれ、地方では

建築事業を初めとして一定の効果があり、雇用の

維持にもつながったものと考えられます。当市で

は、道路などのインフラ整備、上下水道のほうの

更新や文化ホール等の新規事業、また学校の耐震

化など多くの期待と要望がありますが、建設の予

算のあり方についてどのような考えで臨もうとさ

れているのかお伺いいたします。

次に、健康で安心できる福祉行政について、名

寄市地域福祉計画についてお伺いします。すべて

の市民が生活の拠点である住みなれた地域で安心

した暮らしができるよう、地域福祉関連施策の推

進と仕組みづくりを通して市民の主体的な参加に

よる事業者、行政の協働によるあらゆる分野で市

民参加ができるこの地域福祉計画について、今年

度から準備段階に入りますが、今後のスケジュー

ルと策定にかかわる委員会の構成についてどのよ

うに進めていかれるのか、さらに関係機関との連
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携についてもあわせてお知らせください。

次に、市立総合病院改革プランについてお聞き

いたします。地域センター病院としてその役割を

担い、地域の医療を支えている総合病院ですが、

医師確保並びに平成１５年から続いている経常利

益の赤字などにより経営の健全化を目的に平成２

１年度から始まった名寄市立総合病院改革プラン

が進められていますが、前段に周辺整備について

はお聞きしましたので、ここでは経営上のプラン

の進行状況と今後の対応策についてお伺いいたし

たいと思います。

次に、経済の活性化によるまちづくりについて。

農業者の高齢化に伴い、後継者の問題解消が急務

となっていますが、担い手の育成を含めたこれら

の対策についてお伺いいたします。

次に、農商連携事業の推進について。地域の特

産物を活用して商業経済との連携により新しい産

業を創出するこの事業は、これからの農業経営の

改善と商業活性化に大きな期待を持てる事業です

が、従来からの事業を含めて今後どのように進め

ていかれるのかお伺いいたします。

次に、商工業への支援として中小企業振興条例

の改正による効果について。今年度中小企業振興

条例の大幅な改正は、融資条件の緩和を初め、各

種助成金の適用条件の緩和と中小零細企業にとっ

てはこれらの事業展開に希望の持てる内容となり

ましたが、この改正による経済効果をどのように

とらえていらっしゃるのかお伺いいたします。

次に、地産地消に始まる市内循環経済の推進に

ついて。市内で生産されるものあるいは製造販売

されるものを市内で消費することは、大きな意味

では内需拡大政策で地域経済にとっては大変重要

なことです。最初はわずかな収入でも地域の意識

が高まれば、後に大きな自主財源の確保にもなり

ますし、地域の活性化にも進展してきます。そう

した意味でも地元のものは地元で消費する意識の

仕組みづくりが必要と思いますが、お考えをお伺

いいたします。

次に、魅力あるまちづくりでにぎわいの創出と、

そして最初の小項目、名寄駅横の開発と文化ホー

ルの進捗状況についてお伺いします。駅横の複合

交通センター整備事業については、先般議員協議

会において説明がされたわけですが、併設する他

の施設設備については民間と団体で計画が今後進

められていくことと認識しております。今現在で

計画の進展があればお知らせいただきたいと思い

ます。

また、市内の公共施設の建設計画としてあわせ

てお聞きしますが、市民会館の建てかえに伴う文

化ホールの建設は市民懇談会を経てから今後どの

ように計画が進められていくのか、計画の進捗状

況をお知らせいただきたいと思います。

次の小項目として、４月１６日にオープンした

名寄市立天文台きたすばるは、長い間市民の有志

及び支援団体から要望された待望の施設だと認識

しております。天文台の建設により教育関係だけ

でなく観光、さらにまちづくりにも発展できる要

素を持っていますが、この天文台きたすばるに寄

せる期待と思いをこの小項目だけ市長にお伺いい

たしたいと思います。

次に、教育行政次行方次では５月５日現在で

５００人の入場者となっておりますが、６月８日

の報道紙によると１３日に帰還した小惑星探査機

「はやぶさ」による探査軌跡のＣＧ映像をきたす

ばるだけで上映したことで話題を呼んでいること

から、この期間だけでも多くの人が訪れていると

思います。その期間の入場者数から今後の予想が

できると思いますが、これから予定されている駐

車場の規模で対応できるのかお伺いいたしたいと

思います。

次に、きたすばるの名誉台長をお願いした山田

義弘氏は天文学に限らず、多方面で活躍されてい

る多忙な方ですが、天文台きたすばるに関して建

設以前から運営面でも御指導いただき、今後も引

き続き御指導いただきたい方です。名寄市として

は、初めての名誉台長としての地位でありますが、
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待遇はどのようになっているのかお伺いをしたい

と思います。

次の中項目として、名寄市立大学についてお伺

いいたします。学年完成年次の昨年度末において

退職者並びに転出、転入者の状況と本年度の状況

をお伺いし、これからの教員確保対策をお伺いし

たいと思います。

次に、大学図書館について。大学図書館の建設

は、従来から検討されている課題ですが、他地方

の図書館の電子化により学習支援だけではなく情

報発信の場として活用できる機能も必要となって

おります。さらに、地域のシンクタンクとしてこ

れからの地域との連携事業においても情報発信の

場として期待が持てる図書館整備についてお伺い

をいたします。

次に、教育環境の改善計画についてお伺いいた

します。これからの時代を担う子供たちの良好な

教育環境を目指して環境整備が必要でございます。

今年度も東小学校、風連中学校等々、市内小中学

校の環境整備も進んでおりますが、今後の改善計

画と名寄市立小中学校適正配置基本方次との整合

性についてお伺いいたします。

最後の質問になりますが、新学習指導要領につ

いてお聞きいたします。平成２２年度教育行政次

行方次で示されました小中新学習指導要領の対応

策について、特に道徳教育の取り組みについてお

考えをお伺いいたしまして、この場での質問を終

わらせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

皆さん、おはようござい〇市長（加藤剛士君）

ます。質問の答弁の前に、昨日ワールドカップに

おいて日本が無事勝利をしたと。そして、「はや

ぶさ」のことでありますとか、非常に明るいニュ

ースが飛び込んできている中で、日本人のある意

味での底力というものを感じる明るいニュースだ

ったのかなというふうに思います。我々もこの地

域において明るい元気なニュースを市民に発信で

きるように皆様方の御指導をこれからお願いした

いというふうに思います。何分私も初めての経験

でありますので、どうぞ皆さんの御指導をよろし

くお願いしたいというふうに思います。

それでは、今ほどは駒津議員から大きな項目で

７つの質問をいただきました。大きな項目の１番

から６番まで私のほうからの答弁となります。な

お、大きな項目５のうちの小項目２の新天文台の

入場者の現状と以下の部分と大きな項目７につい

ては教育長からの答弁となりますので、御了承い

ただきたいというふうに思います。

それでは最初に、大項目１点目の選挙公約の民

間会社名寄市的発想での行政運営についてお答え

をいたします。国が人口減少社会を迎え、地方に

おいて少子高齢化と過疎化が進む中で国の三位一

体改革等による国庫補助金の見直し、地方交付税

の削減は地方自治体の財政基盤を根底から揺るが

しており、景気の後退や雇用情勢の悪化、個人消

費の落ち込みなど社会経済情勢は先行きが依然不

透明であり、地域経済は厳しい状況であります。

こうした中、名寄市には新天文台きたすばるや道

立サンピラー公園内のカーリング場、ピヤシリシ

ャンツェ、道の駅など地域の特殊性を生かした資

源があり、この資源を生かし、国内交流や国際交

流を通じて積極的に売り込んでまいりたいという

ふうに考えております。また、市民が主役のまち

づくりを進めていくために市民の意思を市政に反

映させるための情報発信や民間が持っている知識、

ノウハウ、これらを生かし、また民間でできると

ころは民間活力を生かし、コスト意識の徹底を図

って市民の皆さんに満足していただけるようなま

ちづくりを進めてまいりたいと考えております。

次に、基幹産業の農業の推進についてお答えを

いたします。初めに、農業の振興でございますが、

基幹産業である農業の推進については１次産業が

地場産業の足腰であるというふうな観点に立って

稲作、畑作、酪農、畜産を初めとする農業、農村

の持続的な発展、担い手の育成、産地づくりや食

育の推進など関係団体と協力をしながら取り組む
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とともに、都市と農村の交流や地産地消による多

様な農業経営の育成、地域ブランドづくりなど農

業・農村振興計画の推進に努め、農家経済安定の

ため農業の振興を図ってまいります。

次に、名寄市立食肉センターについてお答えを

いたします。名寄市立食肉センターは、昭和４１

年に市が公設のと畜場として開設をし、平成５年

にニチロ畜産株式会社が加工施設を新設して現在

に至っていますが、両施設ともに老朽化が進み、

一体的な整備計画が必要となっております。現在

の計画では、加工施設については平成２２年度実

施設計、平成２３年度新設の工事と。食肉センタ

ーについては、現在の加工施設を食肉センターに

改築することとし、平成２３年度実施設計、平成

２４年度改築工事の予定でございます。既存施設

の有効活用により事業費の低減を図っていくとと

もに、畜産の振興や雇用の創出、定住人口の確保

等、地域経済の活性化を図ってまいれるというふ

うに思っています。本市といたしましては、雇用

の拡大並びに道北の食肉生産基地として畜産の振

興など地域経済の活性化を推進していくために年

次計画を持って整備してまいりたいというふうに

思っています。

次に、名寄市立総合病院のさらなる充実につい

てお答えをいたします。平成１８年度に行われま

した診療報酬の改定では、入院基本料に新たな基

準が設けられ、病棟の看護師の配置に手厚い看護

体制をとる医療機関には従来よりも高い診療報酬

が支払われる制度が定められたところでございま

す。これらの診療報酬に係る改定は、病院運営に

直結をすることから新制度への移行を目指す都市

部の大きな病院が中心となり、看護師の争奪戦が

展開をされ、その結果地方の病院では看護師不足

が顕著となっているところであります。御質問の

とおり、当院でも１０対１の配置基準は辛うじて

維持をしておりますが、夜勤のできる看護師に人

的余裕がない状況でございます。看護師の確保対

策として、今定例会において一部を改正させてい

ただきました看護師等学資金の貸与条例の運用、

地元大学や各看護養成機関への協力依頼、定時及

び年齢要件を緩和しての随時募集による採用を行

うほか、市内における潜在看護師の状況把握も必

要であるというふうに認識をしております。看護

師不足による影響は、患者への看護サービスの低

下に直結し、さらには医療事故や労働過多による

離職等も危惧されることから最重要課題ととらえ

て的確に対処してまいります。

次に、市立病院の駐車場については、現在敷地

内に約２００台の駐車スペースを確保しておりま

すが、患者、関係業者、お見舞いの方々の利用に

より駐車スペースが不足しており、これまで病院

周辺の用地を取得して、その都度対応をしてまい

りました。しかし、これ以上病院周辺に用地を確

保することが困難であるため、財源問題も含めた

立体駐車場など具体的な検討を行わなければなり

ません。路上駐車などにより市民の皆様や地域町

内会の皆様にも御迷惑をおかけしており、また保

育所が近くにあり、交通安全対策上も課題がある

というふうに認識をしております。今後総合計画

のローリングで協議をする中で、しっかりとした

計画の方向性をお示しできるものと考えておりま

す。

次に、名寄市の財産を生かしたまちづくりの大

学についてお答えをいたします。平成１８年４月

に短期大学の主要部分を母体に４年制の名寄市立

大学を開学いたしましたが、児童専攻は児童学科

と名称を変更し、引き続き市立名寄短期大学にと

どまることとなり、平成２０年４月から名寄市立

大学短期大学部に名称を変更し、運営を行ってき

ているところであります。当時は、児童学科が４

大化しなかった背景には、短期大学のままでも学

生募集と就職に大きな問題がないという事情とと

もに、市の財政状況が全学科の４大化を許さなか

ったという事情があったことによるものでありま

す。近年１８歳人口と短期大学志願者の減少とい

う我が国全体を覆う状況は保育系短期大学でも例
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外ではなく、本学児童学科をめぐる応募状況及び

受験倍率は年を経るにつれて低下をしてきている

ところであります。加えて、子供をめぐる社会状

況の変化などにより、全国的にはここ数年保育系

の短期大学の４年制移行が急増している傾向にご

ざいます。

こうした中で、大学における将来計画検討委員

会、この構想案では児童学科の４大化に当たって

は現在の保健、医療、福祉の連携という保健福祉

学部の基本方次や基本目標にどのように関連を持

たせ位置づけをするのか、また現行の保育士、幼

稚園教諭の資格のほかに新たにどのような資格を

付与していくのか、さらには学生数と教員数の増

加に伴う施設の整備はどのように進めていくのか

など課題は多岐にわたっていることから、学内で

早急に検討を進める必要があるとしております。

一方、大学院の設置についても全国的に見ても

４年制大学において大学院を併設していない大学

は今や少数になってきており、高度専門的職業人

の養成や本学教員の安定的な確保のためにも必要

なことであるというふうに思われますが、研究指

導員の確保や研究室の増設など課題の検討が必要

となっています。いずれにしましても、これらの

取り組みを進めるに当たっては、学内の議論と将

来の大学の発展を見据えて財政問題を含め諸課題

の分析やメリット、デメリットを十分に検討しな

がら進めてまいりたいというふうに思います。

次に、交流人口の拡大についてお答えをいたし

ます。豊かな自然と歴史や文化、さらには地域特

性を生かした施設など名寄市には多くの財産がご

ざいます。道立サンピラーパークにつきましては、

北海道の広域公園として平成２０年に全面オープ

ンいたしました。ひまわり、コスモス、シバザク

ラなどを植栽するとともに、大学生、高校生、パ

ークサポートクラブなど地域住民の協力で花壇、

ひまわりロードの整備がなされているところであ

ります。屋内カーリング場では、地域の大会を初

め全道、全国大会の会場として利用され、昨年度

初めての国際大会となるパシフィックジュニアカ

ーリング選手権が開催をされました。また、道の

駅なよろでは名寄市の南の玄関口として平成２０

年４月２０日にオープンをいたしましたが、初年

度目の来客数は２６度 ９００人、２１年度は４

０度 ７６９人と大きく実０を伸ばしました。ト

イレのほかレストランや特産品販売、野菜の直売、

ＦＭ放送のサテライト局も設置され、名寄の観光

情報なども提供しております。今後もこうした名

寄市の施設活用について情報発信に努め、夏冬問

わず交流人口の拡大に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、自衛隊名寄駐屯地についてお答えをいた

します。陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に

開設をされて以来、地域の災害救助活動や雪像づ

くり、派遣活動、周辺整備事業など名寄市におけ

るまちづくりに多大なる貢献をいただいておりま

して、地域に溶け込んで市民生活としても深くか

かわっているところでございます。しかしながら、

参議院外交防衛委員会では中国の艦船の動向など

から日本最西端に位置する沖縄県与那国島への陸

上自衛隊配置について前向きに検討するとしてい

るところであります。本格的な展開が進めば、北

方重視から南方重視への転換が予想され、政府が

策定する新たな防衛計画の大綱にも反映されるも

のと想定をされます。北海道において定数削減や

駐屯地の縮小は、地域社会や地域経済に与える影

響は甚大であり、本市にとっても死活問題となる

ことから今後も関係機関、団体、期成会などと連

携をして駐屯地の現体制の維持に向け、国に強く

要望をしてまいります。

次に、市民福祉の充実と推進についてお答えを

いたします。私は、少子高齢化が進む中で地域に

住む人々が連携を深め、互いに助け合い、一人一

人が大切にされ、安心して住むことができる名寄

市を目指すことが市民福祉の充実につながってい

くというふうに考えております。子育て支援につ

いては、次世代育成支援後期行動計画に基づき、
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学校や保育所を含めた行政、家庭、地域町内会や

企業が次世代を担う子供や子育て家庭を地域全体

で支援していくための取り組みに努めてまいりま

す。

次に、介護施設の整備予定と設置後の法解釈に

ついて御説明を申し上げます。介護保険事業計画

は、３年ごとに見直され、現在は平成２１年度か

ら２３年度までの間の第４期計画で取り組んでお

ります。第４期計画策定時には、市内の事業所か

らの具体的な施設設置の計画がなかったため、本

計画には２５人の登録制で設置する小規模多機能

施設のみの計画となっております。しかしながら、

国の経済危機対策の一環として介護基盤緊急整備

特別対策事業が施行されたことで平成２３年度開

設に向けた民間活力による施設整備の動きが具体

化しております。本事業は、通常の補助よりも有

利であること、また入所者数を制限する参酌基準

が適用されないこともあって事業に取り組みやす

いことが原因というふうに思われます。現在この

事業を利用して２９床の小規模ケアハウス、２９

床の小規模老人保健施設の２施設が計画をされて

おります。また、この事業とは別に３０床の介護

つき有料老人ホームと高齢者向け住宅である３０

床の住宅型有料老人ホーム、この建設の話も聞い

ているところであります。これらの施設が設置さ

れますと、特別養護老人ホームへの入所待機者が

緩和されることになると思いますが、第５期計画

の保険料への影響が懸念されますので、介護保険

事業計画の諮問機関であります名寄市保健医療福

祉推進協議会の意見を取り入れ、方向づけをした

いというふうに考えております。

健康増進については、市民一人一人が生涯を通

じて心身ともに健やかに住みなれた地域で生活を

できるよう健康づくり、保健予防活動、介護予防

活動を推進をしてまいります。健康づくり、保健

予防活動では、安心して子供を産み育てられる子

育て環境づくりや急速にふえている生活習慣病の

予防を重点課題として推進をしてまいります。ま

た、介護予防活動では、高齢者が介護を要する状

態になることを予防するとともに、介護を要する

状態になった場合でも可能な限り地域において活

動的で生きがいのある生活を送ることができるよ

うに市民参加の体制づくりを初め、市民がともに

支え合い、健康で安心して生活のできる優しいま

ちづくりを進めてまいります。

続きまして、大項目２点目の行財政運営につい

てお答えをいたします。平成２２年度の地方財政

対策は、地域主権の確立に向けた制度改革に取り

組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提

供できるように必要な財源が確保されたところで

あります。地方財政計画の規模は、前年度あ ５

％減の８２兆 ２６８％円でありましたが、地方

交付税については１兆円増の１６兆 ９３５％円

となり、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交

付税は２４兆 ００４％円となり、地方の厳しい

財政事情に一定の配慮がなされたものであります。

しかしながら、国の平成２２年度の予算は国債発

行額が税収を上回るなど極めて深刻であり、地方

交付税の伸びは今後は見込めないものと考えてお

ります。

このような状況下における名寄市の財政運営の

基本的な考え方についてでありますが、１点目は

スピード感を持って行財政改革に取り組んでまい

ります。組織機構のスリム化、使用料の見直しな

ど受益者負担の適正化、事務事業の見直しなど聖

域を設けないで行財政改革に取り組み、財源の確

保を図ってまいります。

２点目は、市民と行政との協働で行財政運営を

行います。福祉、教育、産業振興、基盤整備、公

共施設の管理など、すべての分野を公共サービス

として行政が担うことは、財源が限られている中

では困難であります。公園、コミュニティー施設

など地域に身近な公共施設の管理については、行

政が担う部分と地域の皆さんが担う部分とを役割

分担をさせていただき、またその他の施設につい

ても指定管理者制度の拡大など民間活力の導入を
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さらに進め、公共施設の効率的な維持管理に努め

てまいります。

３点目は、事業の厳選と経常経費の削減などを

より一層努めてまいりたいと思います。総合計画

の前期計画では、市債の発行額を地方交付税で１

００％措置される臨時財政対策債を除いて単年度

１２％円、５年で６０％円を目安に財政運営をし

てきております。今後も事業の実施に優先順位を

つけ厳選していくとともに、旅費、需用費、委託

料、これらの経常経費の削減に努めてまいります。

続きまして、平成１８年３月２７日に旧風連町

と旧名寄市が合併し５年を迎えております。議員

の御指摘のとおり、合併には多くの経費がかさむ

ことから普通交付税の合併算定がえ、臨時的経費

に対する普通交付税及び特別交付税の措置、合併

特例債の発行、合併特例基金の造成、合併補助金

の交付、これらの合併による優遇措置がございま

す。

お尋ねの合併特例債及び合併特例基金の活用に

ついてでございますが、合併特例債については合

併後のまちづくりの貴重な財源として平成１８年

度から平成２２年度までの５年間で３ ８％円を

活用する見込みです。今後も各種施策の推進に有

効に活用してまいりますが、特例債といっても借

金であることに変わりはないので、事業を厳選し

ながら慎重な発行に努めてまいります。

続きまして、合併特例基金についてであります

けれども、平成１８年度及び１９年度に合併特例

債を充当して１２％ １６０度円を積み立ててお

ります。この基金は、元金償還の範囲内で合併後

のまちづくりに必要な事業の財源として取り崩す

ことが可能となっておりますけれども、当面は総

合計画後期計画で予想される大型事業などの財源

として留保したいと考えております。

次に、普通交付税の合併算定がえの終了など優

遇措置が終了した後の財政運営の考え方について

申し上げます。普通交付税は、平成２７年度まで

の合併後の１０年間は旧風連町、旧名寄市として

算定した額の合計と新名寄市として算定した額の

合計をあべて多いほうの額が交付される仕組みに

なっております。その後、１１年目に当たる平成

２８年度から平成３２年度までの５年間で低減さ

れ、算定がえが終了する平成３３年度からは新名

寄市として算定する一本算定のみとなり、現在の

算定額をベースに想定をすると、およそ４％円の

普通交付税が減少することとなります。平成２０

年度から行財政改革推進実施本部を立ち上げ、組

織のスリム化、使用料、手数料及び負担金、補助

金の見直しなど歳入歳出の両面から行財政改革に

取り組んでいるところでございます。より一層ス

ピード感を持って行財政改革に取り組むことで健

全な財政運営を進めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、これからの事業展開についてでご

ざいますけれども、議員御指摘のとおり平成２０

年度から２１年度にかけて国の景気対策による大

型の補正予算が３回組まれ、地方自治体に対して

各種の臨時交付金が交付されました。名寄市にお

いても老朽化した公共施設の改修、道路、河川の

補修など３回の合計でおよそ１０％円の事業を実

施をし、地域経済や雇用の安定に大きな役割を果

たしたものと考えております。

お尋ねの普通建設事業費の今後の見通しについ

てでありますが、合併後の平成１８年度からの事

業費の推移では平成１８年度は２ ５％円、平成

１９年度は１ ３％円、平成２０年度は２ ７％ 

円、平成２１年度は見込みですけれども、４０％

円、平成２２年度は６月補正後で１ ６％円とな

っております。今後の年度別の事業費は、総合計

画広域計画の策定の際に議論されることとなりま

すけれども、文化ホールの建設など大型事業も想

定されることから平均で２０％円程度は確保でき

るものと考えております。限られた財源の中で事

業を厳選し、有利債と言われる過疎債や合併特例

債、これらを活用しながら一定の事業量を確保し、

地域経済や雇用の安定に努めてまいりたいと考え
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ております。

続きまして、大項目３点目の健康で安心できる

福祉行政についてお答えをいたします。まず、地

域福祉の推進につきましてお答え申し上げます。

地域を取り巻く環境は、少子高齢化と核家族化が

進行する社会にあり、平成１２年度において社会

福祉事業法が社会福祉法に改正をされ、利用者の

立場に立った社会福祉制度の構築、サービスの質

の向上、社会福祉事業の充実、活性化などの地域

福祉の推進が法の柱として定められました。

地域福祉計画は、新名寄市総合計画を上位計画

とした地域福祉分野の施策を具体化する計画であ

り、本市の地域福祉を推進する基本計画としての

性格を持ち、社会福祉法第１０７条に規定する市

町村地域福祉計画として位置づけられております。

現在の高齢者福祉計画などの個別計画は、高齢者、

障害者などといった対象ごとの福祉施策をそれぞ

れの計画の領域としているのに対し、地域福祉計

画はこれらの計画に基づく施策を地域において総

合的に推進する上での理念と地域の福祉を高める

ための内容となったところでございます。計画の

策定に当たりましては、これらの個別計画と整合

性を図りながら取り組んでまいります。この計画

により地域内で福祉サービスを利用したいと思っ

ている人に町内の皆さんが日ごろより声かけを通

し、支え合う認識を持ちながら接することで福祉

の輪が広げられ、社会の一員として生活を営むこ

とができる環境づくりが重要であると考えており

ます。

さて、１点目の御質問の地域福祉計画の策定時

期及び今後の日程についてでございますが、計画

策定は今年度と来年度の２カ年で策定しようとす

るもので、今年度においては市民の実態を把握す

るためアンケートを名寄市立大学の協力を得て策

定委員会で協議の上、各年代別に実施したいと考

えております。来年度におきましては、アンケー

トや社会福祉協議会で策定する実施計画等と整合

性を図り、素案の策定作業を行い成案化に努めて

まいります。

２点目の御質問の策定委員会の構成につきまし

ては、地域住民が主体的にかかわり、地域福祉の

推進を図るために１５名程度とし、公募者を５名

程度各関係機関、そして団体から１０名程度を予

定をしております。具体的な人選につきましては、

今後内部で協議しなければなりませんが、名寄市

立大学を初め社会福祉協議会、町内会連合会、民

生委員、各事業所などから御推薦をいただく委員

会と庁内では部長職以上による推進委員会や課長

職による幹事会を組織し、審議をしてまいりたい

と考えております。

３点目の各関係機関、団体との連携につきまし

ては、策定委員会のほかに名寄市保健医療福祉推

進協議会や地域福祉を推進する上で中心的役割を

担っていただいている社会福祉協議会など関係団

体と連携を図り、地域内で支え合いの気持ちを持

ち、住みなれた地域で生きがいを持ち、元気に生

活できるような計画としたいと考えております。

次に、市立総合病院改革プランについてお答え

をいたします。近年多くの公立病院において損益

収支を初めとする経営状況が悪化するとともに、

医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされる

など、その経営環境や医療提供体制の維持が極め

て厳しい状況になっております。国は、公立病院

の経営環境や医療体制を安定的に提供していくた

め、平成１９年１２月に総務省自治財政局長通知

により公立病院改革ガイドラインを示し、全国の

公立病院に改革プランの策定を求めました。

名寄市立総合病院は、平成２１年３月２日に平

成２１年度から２３年度までの３カ年を計画期間

としてプランを策定をし、平成２２年度に経常収

支の黒字化を図るべく取り組んでいるところでご

ざいます。計画初年度の平成２１年度の経営状況

では、患者数の取りでいが入院で１１度 ９８８

名、外来では２４度 ８６０名となり、前年度に

あべて入院では診断群分類別包括制度というＤＰ

Ｃを導入したことで平均在院日数が短縮をし、
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０２０名の減少となりました。外来でも１度 ８

１１名の減となりましたが、入院、外来合わせた

病院事業収益は前年度にあべて ９％増加をし、

７０％５８８度 ０００円となりました。

一方、病院事業費用は前年度あ ４％増加をし、

７１％ １０３度 ０００円となり、この結果赤 

字額は前年度とあべ１％５９２度 ０００円字縮

をしましたが、単年度収支は１％ ５１４度 ０ 

００円の純損失を計上しての決算となったところ

であります。また、財務にかかわる主な数値は、

経常収支あ率は目標９ ７％に対して９ ２％、 

病床利用率では目標９２％に対して８６％といず

れも目標を下回る結果となりました。計画２年次

の本年度につきましては、１０年ぶりに診療報酬

がプラス改定となったことから入院収益で１０３

％、外来収益でも１０ ３％、医業収益を１０ 

４％と見込みました。医業費用では、オーダリン

グの更新、電子カルテの導入、医療機器購入とし

て６％ ０００度円を見込みました。課題となっ

ている材料費の見直しでは、ＤＰＣ環境下におけ

るコストマネジメントを行う医療系コンサルを導

入し収益増を図り、薬品費ではジェネリックの採

用あ率を高めて経費削減を図るなど大幅な改善を

行い、経常収支費の黒字化を図ってまいります。

なお、本年度の財務にかかわる数値目標は、経

常収支あ率を１００％、病床利用率を８ ０％と

しておりますが、これらの収支対策を行う中でも

日本医療機能評価機構による認定の更新を受ける

など医療の質を低下させない努力もあわせて行っ

ているところでございます。

続きまして、大項目４点目の経済の活性化によ

るまちづくりについてお答えをいたします。まず、

農業後継者問題についてお答えをいたします。農

家戸数の減少や農業労働力の減少など、農業従事

者の年齢は高齢化の一途をたどっており、地域農

業を支えるすぐれた担い手を育成、確保すること

が緊急の課題となっており、これらに歯どめをか

ける対策が必要であると考えております。これら

の対策といたしましては、高校、大学へ進学する

農業後継者に対する奨学金の貸付制度については、

一般の子弟と同様に名寄市育英奨学条例に基づく

貸し付けや北海道農業担い手センターによる就農

支援資金を利用しながら幅広い知識を身につけた

創造力豊かな人材の確保を図ってまいります。

次に、農業外から意欲のある人材の掘り起こし

のため北海道の農業担い手育成センターを通じて

首都圏などに情報を発信するとともに、研修、就

農に際しては名寄市新規就農者等に関する条例等

により支援をし、円滑な就農を促進します。また、

市、ＪＡ、農業高校との連携のもとに就農予定者

や候補者の動向把握を行い、各種事業などを活用

し、就農促進に向けた取り組みを進めます。また、

農業経営や生活の改善に積極的に取り組み、相互

連携の意識を持って地域農業発展の推進力となる

青年の意識高揚を図るため学習、研修する場を提

供するとともに、活動助長のため支援をいたしま

す。また、高い技術とすぐれた経営能力を有する

担い手の育成のため研修、教育制度の充実を図っ

てまいります。また、農業経営基盤強化促進法に

基づく認定農業者制度を積極的に推進をし、支援

することにより意欲のある経営者の育成を図って

まいります。以上、これらに基づき各種の支援措

置を講じておりまして、農業関係機関、団体が連

携してすぐれた担い手の育成確保に取り組んでま

いります。

次に、農商連携事業の推進についてお答えを申

し上げます。国においては、地域経済の活性化を

図るため基幹産業である農業と商工業の連携を強

化し、相乗効果が発揮されるようにと平成１９年

１１月に農林水産省と経済産業省が政策発表を行

い、平成２０年５月には法的枠組みの整備を行う

中で中小企業者と農業者の連携による事業活動の

促進に関する法律、農商工連携促進法が成立をし、

同年７月に施行されたところでございます。新政

権へ移行後も１次産業の農業、これらを加工する

２次産業、さらに流通、販売をする３次産業を一



－54－

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

体的にとらえて６次産業化を推進する支援策を打

ち出しているところでございます。

近年、当市における農商連携の取り組みにつき

ましては、先進事例として道内外で評価を受けて

いるふうれん特産館のモチ加工がありますが、加

工に関しては取り組みが少ない状況にありながら

もトマトジュースでは３団体、漬物、みその加工

で３グループと徐々には芽が出ておりますので、

今後も情報提供や支援をしてまいります。

また、平成２０年度において採択をされた経済

産業省所管の農商連携事業、地域資源活用型研究

開発事業を活用し、アスパラ調製残渣低コスト乾

燥粉末化及び粉末の機能性加工食品の試作等の研

究を進め、いわゆるアスパラパウダーを活用した

製品化を進めてきたところでございます。このア

スパラパウダーを活用した製品は、市内において

は既にアスパラプリン、アスパラめん、大福、パ

ウンドケーキ、なよろバーガー等、たくさん商品

化され好評をいただいておりますが、本格的な製

品化に向けては課題も多く、製造業者で組織をす

るアスパラパウダー利用組合等を通じて今後も調

査研究を支援をしてまいります。さらに、昨年５

月に発足をいたしました商工会議所が事業主体と

なる「なよろブランド」創造研究委員会は、今年

度から新「なよろブランド」商品開発プロジェク

トへ組織がえを行い、農商工の関係者が本格的な

地域資源を活用した新たな商品開発を実際に取り

組むということとしております。また、ＪＡ青年

部や商工会議所青年部等の若い担い手に学習会や

交流会等の場を提供し、推進をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

次に、商工業への支援についてお答えをいたし

ます。中小企業振興審議会の審議を経て平成２２

年度より名寄市中小企業振興条例施行規則の一部

を改正をいたしました。その改正内容は、全国的

な景気低迷の影響を受けている市内中小企業の経

営安定化を目的に、中小企業特別融資の貸付期間

の延長や店舗支援の対象事業費を３００度円以上

から２００度円以上とハードルを下げて利用しや

すい内容になっています。また、チェーン店、コ

ンビニなどについても地元企業という条件を付し

て補助対象といたしました。そのほか商店街環境

整備促進事業では、補助率を２０％から３０％に

引き上げて商店街の負担軽減を図りました。この

ように名寄市独自の商工支援融資制度を用意して

おりますので、積極的な利用をお願いするととも

に、商工関係団体と連携をとった中で企業ＰＲに

努めてまいりたいと考えております。

改正による効果でありますけれども、融資の関

係では期間が延長したことにより個々の企業が安

定的な経営、将来を見据えた事業展開に取り組め

ることなどがあると考えています。また、支援制

度のハードルを下げたことにより設備投資が容易

になり、他の業種に波及することもあり得るとい

うことで、市といたしましても一層のＰＲに努め

てリニューアル化や新規参入を促してまいりたい

というふうに考えております。

次に、地産地消に始まる市内循環経済の推進に

ついてお答えをいたします。農業従事者の高齢化

や担い手不足、農畜産物の価格低迷など多くの課

題を抱える名寄市農業にとって、市内農畜産物の

市内での消費拡大は農家経済の安定や農業の持続

的な発展、そして商、工、観光を含めた地域経済

の活性化に寄与するものというふうに考えており

ます。地産地消を推進するためには、生産者、農

協、行政を初め消費者や商工業者の連携を進める

とともに、安全、安心で良質な農畜産物を基本と

した産地づくり、名寄市農畜産物を利用した加工

品づくりを推進するとともに、都市と農村の交流

を促進して観光客も含めた地域内農畜産物の消費

拡大を図ることが必要であります。

名寄市では、平成２８年度を目標とした名寄市

農業・農村振興計画を策定をしており、その中に

おいて地産地消に係る当面の推進計画を樹立をし

ております。具体的には、名寄産モチ米の消費拡

大では現状が ７９０大に対して ５００大、名 
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寄産寄寄の消費量の向上では現状が ２キロリッ

トルに対して ０キロリットル、アスパラ、カト

チャの消費拡大では現状が ３トンに対して ７ 

トンなどのほか、直売グループ会員の増加、学校、

福祉施設等による地場農畜産物の利用促進を含め

て１１項目にわたって具体的な目標数値を掲げ、

計画を実現するために名寄市地産地消推進協議会

を設置をし、関係機関、団体が連携をして推進を

しているところでございます。

続きまして、大項目５点目の魅力あるまちづく

りでにぎわいの創出について、これをお答えをい

たします。駅横地区でのバスターミナルを核とす

る施設整備計画では、株式会社西條、商工会議所、

名寄市の３者で事業推進に関する協定を締結をし、

それぞれの分野ごとに主立った事業展開を立案し、

３者で協議して地区全体を一体的に開発するとし

て協議を進めているところでございます。民間事

業の取り組みでは、国の経済対策を活用して事業

化を予定をしていた部分もございましたが、国の

予算規模が縮小されたことや経済活動の実施には

十分な収支の測定が重要となることから、現在は

調査を重点に作業を進めているところでございま

す。一方、中心商業地内での企業の廃業などで人

の流れが大きく変化している状況が顕著となって

いることから、その対策についても商工会議所と

ともに、課題解決の手段について協議を進めてい

るところでございます。

次に、市としては３者による一体開発に不可欠

となるＪＲ北海道が所有する用地の一部買収補償

に係る協議に着手するとともに、懸案事項であり

ましたバスターミナル観光インフォメーションな

どの交通結節点としての機能整備のほか、市民が

さまざまな活動に利用することができる多目的活

動スペースなどを併設をし、駅横地区のにぎわい

を創出するための施設整備を進めます。施設整備

に当たっては、３者協議での案を基本設計に反映

させるとともに、計画案の段階でパブリックコメ

ントなどの市民意見を聴取をし、詳細計画を経て

施設の建設に着手をしてまいります。

次に、文化ホール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は、

昨年度市民懇話会を設置し、北海道文化財団から

もアドバイザーを招き検討を重ね、報告書の提出

をいただいたところでございます。文化ホール建

設の今後の計画ですが、建設につきましては現在

推進中の名寄駅横再開発事業にも導入します国土

交通省所管の社会資本整備総合交付金、これを活

用することと考えております。つきましては、本

事業の最終年度が平成２６年度となっているとこ

ろから、文化ホールの建設は平成２４年度ないし

平成２５年度の着工、これをめどに今後建設位置

及びホールの規模等について関係各位及び議員の

皆様にも御意見を伺いながら決定していく所存で

ございます。

次に、５番の（２）の新天文台きたすばるに寄

せる期待と思いについてお答えをいたします。私

は、市長就任以前から名寄青年会議所を通じて開

設を応援してきただけに、新天文台については人

一倍の思い入れがございます。天文台の基本は、

子供たちに夢を持ってもらう施設であり、天文台

に訪れる子供たちの生き生きした目を見ていると

本当にこの地に設置できてよかったなと思わざる

を得ません。また、北海道大学との連携のもと、

平成２３年度春には天体観測の重要拠点としても

位置づけられ、天文台はこれら２つの特色を持っ

た施設と言うことができるというふうに考えてお

ります。

新天文台を通じて宇宙を学び、宇宙に興味を持

ち、大人や子供に夢を与える施設として、また星

と音楽などさまざまな融合を図りながら豊かな人

間性をはぐくむ施設として、学術的には金星観測

の国際的拠点、新たなる天文的発展の拠点として、

さらには国内でも例のない大学と自治体との連携

による天文台ということで全国からも注目をされ

ているところでございます。また、平成２３年の

春には北海道大学が ６メートルの国内最大春の
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望遠鏡を設置し、主に惑星観測を行う予定でござ

いますが、この研究分野の施設では世界最大春と

なります。全国的にもテレビなどで放映もされて

おり、道内では無論のこと、道外からの集客も見

込まれることから道立公園、健康の森、なよろ温

泉サンピラーなど、これら施設の一体となった観

光スポットとして道内外に発信をしていきたいと

いうふうに考えております。

また、将来はこの地で宇宙に興味や関心を持っ

た子供たちが天体観測の最前線に立ってもらえる

ことも夢ではないのかなと考えております。天文

台の開設に当たって、天体観測に最適であるとい

う自然環境は地域が持っている力であり、木原天

文台以来の天体観測の歴史と人材は市民が持って

いる力を引き出したものであり、まさに天文台は

私の所信でもある名寄市の財産を生かしたまちづ

くりを具体化する施設であると確信しているとこ

ろでございます。

続きまして、大項目６点目の名寄市立大学につ

いてお答えをいたします。平成１８年度に開学し

て５年目を迎えた名寄市立大学は、文部科学省の

大学設置計画履行状況の実地調査をクリアをし、

大学の裁量による自主的な運営が可能となりまし

た。お尋ねの教員人事については、本年３月の学

年完成をもって２４名の教員が定年並びに自己都

合で退職をされ、その後後任確保が懸念されたと

ころでございますが、全学の取り組みで２０名の

先生を新たにお迎えをし、保健福祉学部の教員総

数は５８名となっているところでございます。職

員内訳は、教授２１名、准教授が１６名、講師１

１名、助教、助手１０名で大学設置基準で定める

必要教員数を充足をし、また講師以上の専任教員

に占める教授の割合も最低限を満たしております

が、看護学科と社会福祉学科においては適正配置

には不足状態にあることから、数名の教員の採用

を予定しているところでございます。今後教育課

程の運営に必要な人材の確保と教員の定着化を図

るために、なお一層魅力ある教育、研究環境の整

備に努めるとともに、関係機関等とのつながりを

大切にし、教員組織の編成と教育活動の充実を図

ってまいります。

次に、大学図書館につきましては、大学開学に

合わせて図書館の拡張整備を行い、本館と分館の

２カ所で利用環境の改善を図ってきたところでご

ざいます。近年大学図書館には、学術情報基盤の

確立や教職員の研究、調査及び学生の自立的な学

習活動支援など従来の大学図書館の枠を超えた情

報環境の高度化、国際化に対応した学術情報発信

機能を有する情報、語学、教育支援センターとし

ての機能が新たに求められております。お尋ねの

地域に開かれた図書館として市民への生涯学習の

支援サービスも提供でき、またメディアセンター

機能を兼ね備えた地域情報センターとしての新た

な大学図書館の整備に向けて、総合計画後期計画

の早い時期に着手できますように学内議論を進め

てまいりたいというふうに思います。

以上で私からの答弁を終了します。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目５の〇教育長（藤原 忠君）

（２）、新天文台についての（イ）からお答えい

たします。

名寄市立天文台きたすばるの入館者につきまし

ては、当初月平均で ０００人、年間で１度 ０ 

００人を想定していたところですが、４月１７日

のオープン日には無料開放ということもあり、約

６００名の方が入館されました。４月３０日まで

の入館者数は ２８０名、また５月１日から３０

日までの１カ月間では １２２名の方が入館して

おり、４月及び５月の１カ月おで ４０２名の皆

様に望遠鏡を通しての観望やプラネタリウムの観

覧、館内の設備や隕石などを見学していただきま

した。入館者の皆様からは、帰り際にまた訪れた

いと大変好評を得ているところであります。

ただいまお話のありました惑星探査機「はやぶ

さ」は、私たち日本国民に大きな夢と感動を与え

ながら７年間にわたる宇宙航海を終え、１３日の
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２３時ごろにはオーストラリア中部ウーメラ近く

の砂漠で無事カプセルが回収されました。小惑星

イトカワの岩石採取の有無と分析はこれからであ

りますが、成功すれば技術的成功のみならず、月

以外の石を地球に持ち帰るという世界で初めての

快挙となります。「はやぶさ」のＣＧ、コンピュ

ーターグラフィックによるロングバージョンの上

映は、北海道ではきたすばるだけが上映しており、

各地から見学者が訪れ、好評を博しているところ

であります。また、帰還当日は御案内のとおり、

きたすばるでは閉館時間を延長してインターネッ

ト中継を行い、市内外の愛好者が帰還を喜び合い

ました。上映は、プラネタリウム館で５月２９日

から土日の午後７時より行っており、時間帯別の

集計はとっておりませんが、５月２９日から６月

６日までの土日のプラネタリウム入場者数は２１

７名でございます。

次に、天文台の駐車場につきましては現在障害

者用２台、マイクロバス用３台、普通車用が１６

台の合計２１台分のスペースでございます。プラ

ネタリウムや観測を中心とした利用者を想定して

駐車スペースを確保しましたが、週末や祝日、イ

ベント開催時には手狭な状態になっております。

特にゴールデンウイーク期間中につきましては、

市の１０人乗りのワゴン車で天文台と臨時駐車場

をピストン輸送いたしましたが、それでも沿道上

に駐車する来館者の車がありました。今後夏休み

には多くの来館者が見込まれることから、駐車場

の整備については急を要すると判断し、北側の伐

採跡地については市で２０台から３０台程度の簡

易駐車場を市費で整備することで今回の議会に補

正予算として提案しているところであります。東

側の増設可能地につきましては、北海道に引き続

き整備を要請してまいりたいと考えております。

次に、名誉台長に委嘱しました山田義弘氏には、

本人の長年にわたる天文台建設のノウハウや専門

の隕石研究、天体望遠鏡を使っての天体観測プロ

ジェクトの指導などとあわせて全国的な人脈を通

じてのＰＲ活動など、名寄市から全国に向けて情

報を発信できるよう御指導いただくことになりま

す。さらに、この４月より北海道大学理学研究員、

宇宙観測基礎データセンター研究員になられてお

りまして、今後の北海道大学とのかかわりにおい

ても重要な役割を担っていただけるものと期待し

ております。待遇といたしましては、月に１回か

ら２回程度北海道大学での会議に訪れたときに名

寄まで足を延ばしていただくこととして、札幌か

ら名寄までの往復の交通費及び宿泊費について支

給させていただくことになっております。

次に、大項目の７、教育行政次行方次について

お答えいたします。初めに、教育環境の改善計画

につきましては、平成２０年４月に策定しました

名寄市小中学校適正配置計画におきまして市内を

３地区に分け、平成２０年度から平成２９年度の

適正配置の方向性を示しております。名寄市街地

区においては学春数、学校規模において小学校で

は１２学春、中学校では９学春を適正規模とし、

風連市街地区では小学校で６学春、中学校では３

学春を基本にしております。郊外農村地区におい

ては、児童生徒数の減少と学習環境に変化が見込

まれる状況になりましたら、地域の実情に合わせ

その対応を検討することとなっております。新名

寄市総合計画の後期計画の中に何校かの大規模改

修事業を掲上しておりますが、施設耐震化計画並

びに配置計画との整合性を図るため内部協議を進

め、次年度には具体的な計画についてお示しでき

るよう体制づくりを進めてまいります。

次に、学習指導要領の道徳教育についてお尋ね

がございました。新学習指導要領の総則の中で道

徳教育は、道徳の時間をかなめとして学校の教育

活動全体を通じて行うものでありと明記されるな

ど今回の改訂の重要な事項であり、発達段階に応

じた指導内容の重点化や道徳的実践の場となる体

験活動の推進、道徳教育推進教師を中心とした指

導体制の充実などが求められております。そこで、

各学校におきましては道徳教育の全体計画を作成
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し、道徳的指導場面を明らかにし、年間３５時間

の道徳の時間のほかに集団活動やトランティア活

動、自然体験活動などあらゆる場面で道徳教育に

取り組んでおります。名寄中学校では、参観日に

道徳の授業を公開するなど家庭や地域との連携を

図りながら推進している学校もございます。教育

委員会といたしましても、文部科学省が発行して

いる心のノートの活用をさらに促進するとともに、

さまざまな社会教育活動と連動させながら豊かな

心や伝統と文化の尊重、我が郷土を愛する心など

を養うことができるよう学習環境や体験活動の整

備にも努めてまいりたいと考えております。

以上、私からのお答えといたします。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問を〇１０番（駒津喜一議員）

させていただきたいと思うのですけれども、大項

目の１番目の６項目につきましては選挙公約とい

うことで、さきの市政次行方次にも織り込まれて

おりますけれども、後ほど再質問なり御提案など

をさせていただきたいと思いますので、先に大き

い項目の２番目から何点か再質問をさせていただ

きたいと思います。

最初に、財政運営についてでございますけれど

も、国が大変な債務を持っているということで、

ギリシャの例を見ても大変危機的な状況かなとい

うふうに思っております。そういった国の財政の

これからの動きを見据えて、前提に壇上でも申し

上げましたけれども、合併されたことにより支援

されている支援金が１０年後に４％円の合併算定

がえ支援の削減が始まるということでただいま御

答弁いただいたわけですけれども、こういうこと

が進んでいけば、これから大きな歳入の減額とな

ると予想されていくわけですけれども、そういう

やりくりといいますか、そういった状況に陥った

ときの対策があれば市長にお伺いしたいなという

ふうに思っております。

次に、農業者後継者問題についてでございます

けれども、こちらのほうにつきましてはいろいろ

と工夫をされてやっておられているのがよく理解

できました。ただ、この後継者問題というのは本

当に解消しなければいけない問題ではありますけ

れども、大変難しい難問でございまして、言い方

を変えれば商業者の後継者も本当にいなくて大変

な状況になっているのですけれども、特に農業に

関しましては奨学金などを設置して支援されてい

るということでございますけれども、また視点を

変えて奨学金の中身の検討とか、いわゆる今回提

出されます助産師の修学支援金の増額ですか。増

額という形ではなくて奨学金のいろいろな……奨

学金を返還しなくても一部負担しますよと、支援

しますよというようなやり方を変える必要も必要

だと思いますし、見方を変えて天文学をやりなが

らついでに農業をやりませんかとか、そういった

見方を変えたやり方も必要ではないかというふう

に思いますので、ぜひそういった形で進められて

いただきたいというふうに思っております。

ちょっと何点か飛ばしますけれども、名寄市の

総合病院の改革プランの成果でございますけれど

も、ことしで２年目ということで大変経費節減に

つながって、大変順調に進んでいるということが

お聞きしているところでございますけれども、今

後とも皆様の御尽力によりまして赤字が解消され

て周辺整備事業にも着手できるような形で進んで

いくような気もいたしますけれども、ここで経費

削減という部分でちょっとお聞きしたいのですけ

れども、１０の経費が検討した結果８しか必要な

いという部分は、２の経費削減という形になるの

ですけれども、１０の経費が１０の経費で残って

８の価格に下がるというのは、なかなか経費節減

という形ではないと思います。そういったことで、

市立病院で納入しております納入業者が納入の価

格が下がるということは非常に市内の業者も大変

ですし、逆に市外の業者がふえる結果にもつなが

っていくというふうに思っておりますので、価格

を下げることと市外の業者を使うということは経

費削減にはならないというふうに感じております



－59－

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

ので、この病院に対する、納入業者に対するお考

えをちょっとお聞きしたいなというふうに思って

おります。

それと、天文台につきましては、大変「はやぶ

さ」の影響で入場者数が伸びているということは

大変ありがたいことだなというふうに思っており

ます。また、この名誉台長の思いの中に子供たち

に超新星を……新惑星。

（「わからないから言わない」と呼ぶ者あり）

発見するという、小〇１０番（駒津喜一議員）

学生がその発見をして小学生に名前をつけてもら

おうという夢のある、希望のあるプロジェクトを

考えている方なので、こういったことの実現に向

けてこれからも台長を中心に計画をしていただき

たいと望んでおきます。

以上、時間の関係もありますので、２点ばかり

再質問させていただき、御答弁をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

４点ぐらい質問ありまし〇市長（加藤剛士君）

たかね。財政の運営について、あと農業者の後継

者の問題、あと改革プラン、病院の。それと、最

後は天文台についてということでありました。天

文台については教育長のほうから御答弁いただく

として、まず財政運営について、特に合併後の算

定がえの問題等についてどのように考えているか

という御質問でございました。

何度も御案内のとおり、国の巨額な長期債務の

残高、ＧＤＰの ９倍にことし達する見込みとい

うことであります。２０年間大型の経済対策等に

つぎ込んできた要因が大きいのかなというふうに

も考えています。小規模な市町村は、言うまでも

なくこの地方交付税に大きく依存しているところ

でありまして、その地方交付税の原資も国の長期

債務残高に一部含まれると。当然将来現状のまま

では、地方財政にも影響が出てくるというふうに

考えております。税の無駄遣いの見直しによる歳

出削減と税制改正等も含めた国の抜本的な対策が

急務であるというふうに考えております。

さて、合併算定がえの支援額４％円が暫定的に

削減されることは合併時から決まっておったもの

であって、同じ人口規模の市町村並みに組織等の

効率化が求められ、普通交付税が毎年削減される

ということになりまして、平成２８年度から合計

で約１０％円の財源の対策が必要だというふうに

見込んでいます。名寄市として取り組める行財政

改革も今後も引き続き進めていくということは言

うまでもありません。また、本市の財政構造が国

の動向に左右されること、そして公共施設の改築、

公営住宅の建てかえ等も今後必要となってくるこ

とから公債費の適正な管理、そして有利な合併特

例債等を活用して、さらに合併特例基金もできる

だけ温存をして健全財政と調和のとれたまちづく

りを進めてまいりたいと、このように考えていま

す。

２点目の農業後継者の問題について、奨学金の

貸付制度も含めて、その中身の検討もしてはいか

がかということでございました。もちろんこれは

お金も絡んでくることなので、幅広く検討させて

いただきたいなというふうに思いますけれども、

今ほども申し上げたとおり農業後継者の問題はこ

うした奨学金の問題のみならず、農業本来の魅力

だとか、さまざまな要素も考えられるということ

でありますから、これらも一体的に取り組んでま

いりたいというふうに考えているところでありま

す。

次に、病院の改革プランのところで地元業者の

考え方と、こういったことなのかなというふうに

思っています。御指摘のとおり、経常収支の黒字

化を図っていくために費用の抑制、これを図って

いかなければならぬということであります。地元

で調達不可能な薬品または診療材料、医療品の消

耗備品など、こうした医療材料に関しましては業

務量の増加に伴い使用量が増加することも予想さ

れます。極力購入単価の抑制を図ることでこちら

のほうは収益の増につなげていきたいと。一方で
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旅費、光熱費、燃料費など、その他の経費につい

ても節減に努めてまいりたいというふうに思いま

すけれども、消耗品や印刷製本費、その他給食材

料など地元で賄うことのできる部分に関しては、

これまでと同じように地元で調達をさせていただ

くということを原則にさせていただきたいという

ふうに思います。

私からの答弁は以上です。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま名誉台長のお〇教育長（藤原 忠君）

話がございました。名誉台長の山田先生は、現在

も東京未来大学、大手前大学などで宇宙科学の担

当をしておられるということで、その道の大家で

ございます。そして、あわせて名寄のきたすばる

に対する思いは非常に熱いものがありまして、先

ほど待遇についてもお話し申し上げたところであ

りますが、本当に旅費だけで私はきたすばるのた

めに頑張ってまいりたいと、こういうお話でござ

いまして私も感激しているところでございます。

ただいまお話がございましたように、この山田

先生のほかに北海道大学との連携もございます。

子供たちが北大生と直接触れ合う中でさまざまな

大きな夢を持つ、あるいは今新しい学習指導要領

で理科教育が充実を図られております。この大き

なステップになるのがやはり私はきたすばるでは

ないかと、こう思っております。せんだっては、

佐藤靖議員から子供たちが星座の調べをして、子

供たちに星座の名前をつけさせたらどうかとか、

こういう提言もございました。そんなこともあわ

せてやはり子供たちが星を見て新しい惑星を見つ

けると、その中に名寄の子供たちの惑星に名前を

つけるとか、名寄の名前をつけるとか、こんな大

きな夢を山田台長も語っておられます。ぜひ私た

ちも全面的に取り組む中で、そういう夢を実現す

るよう図ってまいりたいと、こんなふうに考えて

おります。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

財政運営につきまし〇１０番（駒津喜一議員）

ては、大変基金に手をつけず、そのまま準備しな

がら緊急の場合は市民と協議した上で取り崩しを

その都度図っていくという部分につきましては最

初の答弁でもいただきましたので、そういうお考

え方、見方については、これからの国の地方に対

する交付金の行き先がわからない現在では、そう

いう考えが一番いい方法ではないかと思いますの

で、ぜひそのように取り組んでいただきたいとい

うふうに思っております。

市立病院のほうの納入業者に対する考え方なの

ですけれども、壇上でも申しましたように経済の

活性化も市内循環経済というのが非常に大切なこ

とだと思いますので、市内の業者を使うことであ

れば、めぐりめぐってそれが市税になり、はね返

ってくるというか、戻ってくるという、それが循

環経済の基本方策なのですけれども、そういった

意味を含めてなるべく病院に限らず、ほかの公共

施設に関しましても地元の業者を進んで使ってい

ただいて、地産地消と同じような運動に発展して

いけるように進めていただきたいというふうに求

めておきます。

次に、天文台の関係なのですけれども、実を言

いますと昨年７月にですか、１年前に会派の視察

で先生にお会いしまして、ひざを交えていろいろ

とお話を伺った経緯がございまして、教育長がお

っしゃるとおり非常に名寄の天文台に関しまして

本当に情熱を持って取り組んでいると。特に天文

学を知らない、興味がない方にどうやってこの天

文学のおもしろさを広げようかという、そういう

ことに非常に熱心な方で、今言った子供たちのプ

ロジェクトもそういった意味で子供たちが天文学

に興味を持ってこれからの社会を担う、そういっ

た役立てたいという、そういう思いが強い先生な

わけでございまして、今後ともこの先生のパイプ

が切れることなく、幸いにして北大の研究員にな

られてぐっと近づいたわけですけれども、待遇に

つきましても今の段階では旅費ということではご

ざいますけれども、今後いろいろなもので講習会
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あるいは講演会などを開く際には、それなりの応

援をしていただきたいというふうに希望しておき

たいと思います。

あと、項目が飛んでおりますけれども、最初の

選挙公約の６項目に戻らせていただきたいと思い

ますけれども、最初に地域福祉計画の推進につい

てでございますけれども、従来の福祉計画とは違

って大変多種多様に対応できる、今後これからも

期待できる福祉事業というふうに認識しておりま

すけれども、運営する際、策定のときにはいろい

ろな関係団体と協議しながら進めていくと思うの

ですけれども、運営案策定後の運営する段階に当

たりましては社協を中心に進めていくという話が

ございますけれども、少なくとも策定にかかわっ

た諸団体とは策定の後にも連携を保ちながら進め

ていかれるようお願いしておきたいと思います。

また、市立病院の総合改革プランの中の周辺環

境整備についてでございますけれども、こちらの

ほうも昨年の計画がまた見直しという形になって

おりますけれども、駐車場の不足に関しましては

本当に不便な状況が続いているわけで、これも早

急に整備していただくよう進めていただきたいと

いうふうに思っております。

また、次の４大化の大学院の設置についてでご

ざいますけれども、これも昨年からいろんな議員

の方々から要望等、質問等ございまして、いろい

ろと大学院の設置については財政と相談しながら

進めていくというふうに御答弁もいただいている

ところですし、学生数または教員数の不足も懸念

されることでございますので。しかし、全国的に

見ても答弁にありましたように非常に４大化をや

るところが大分あると。そして、児童学科にも４

大化の学校がふえてきているということもありま

すので、ぜひあきらめないでこれからも先実現さ

れるよう希望していきたいと思います。

次に、名寄市の自衛隊の駐屯地の問題でござい

ますけれども、いろいろと周辺整備事業で名寄市

にも貢献をいただいている団体ではございますけ

れども、これから削減ということでいろいろ騒が

れておりますけれども、名寄市にとっては思想と

かそういったものには関係なく、いろいろな形で

地域の安全のためにいろいろと貢献していただい

ているものでございますから、ぜひ削減がならな

いように各方面の直接的、間接的にも協力をいた

だきたいなというふうに思っております。

また、高齢者福祉についてでございますけれど

も、今後民間施設または……民間設備がほとんど

なのですけれども、いろいろな設備が計画されて

いるということで、これで待機者の待機人数が解

消されて、市長おっしゃったように保険料が上が

るのだとちょっと微妙なところもありますけれど

も、ただ施設がふえるということはいろいろな面

で待機者のいろいろな不安を解消できる面もあり

ますので、設置する民間団体と相談の上、推進し

ていっていただくようお願いを申し上げます。

あと、中小企業振興条例の見直しということ、

大変使いやすい振興条例ということで、非常に中

小零細企業にとってはこれから新しくフランチャ

イズの支援もしていただけるという部分も盛り込

まれておりますので、これから若い方が取り組む

チャンスもふえているわけですので、ぜひ経済効

果を期待できるものでもありますし、今後ともい

ろいろな関係団体を通じて推進していただきたい

のですけれども、私もつい最近、旧、従来の補助

金の制度を知らなかったという事業主の方のお話

を聞いておりますので、ぜひ新しく改正して使い

やすくなったこの制度を商工会議所を通じて、ま

たほかのメディアを通じてでもＰＲしていただく

ようお願いをしていきたいと思います。

あと、循環経済についてでございますけれども、

地産地消も当然のことながら産消協働という面も

非常に含まれてございまして、産業、市内には食

肉センターを初め、いろいろな誘致企業がござい

ます。そういった誘致企業に対しても、どんどん

消費をして促すという仕組みづくりも必要だと思

うのですが、特に小売の面で昨年ごろまで商工会
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議所で行っておりました地域振興券ですか。この

地域振興券がことしはちょっと財源不足でできな

いかもしれないという会議所のほうのお言葉も聞

いておりますので、こういった自主的にできない

のであればどの程度支援するのか、今後の協議に

なっていくと思うのですけれども、市内の需要を

促すためにも市としても何らかの方策をやらなけ

ればいけないというふうに思っておりますので、

この辺ちょっとお考えがあればお聞きしまして、

以上の点をお伺いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市長の公約というより〇副市長（中尾裕二君）

も、むしろ具体的な内容のお話をいただきました

ので、その部分につきましては私のほうからちょ

っと答弁をさせていただきます。

地域福祉計画につきましては、市長答弁のとお

り今作業を進めております。先行する個別の高齢

者福祉計画なり障害者福祉計画等を統合する形で

の基本法ということで、市民の皆さんにも加わっ

ていただいて今後検討していきますけれども、御

指摘のとおり策定後の進行管理につきましてもま

たしっかりと進めていきたいと、このように思っ

ております。

それから、病院にかかわって、特に駐車場のこ

とでお話をいただきました。駐車場につきまして

は、スペースの関係から精神科病棟の改築と絡ん

での一体整備ということを想定しておりますけれ

ども、現在丸ごと全部市の一般財源ということで

はなかなか厳しい面がございますので、今後道や

国等とも相談をしながら、財源を見つけながら早

急な作業をしていきたいと、このように考えてお

ります。

それから、大学の大学院並びに児童学科の４大

化につきましては地域の思い、あるいは設置者と

しての思いとあわせて教育上の大学としての思い

というものがございまして、これら３つがフィッ

トしないことにはなかなか実質的には進まない部

分がございます。もちろん文部科学省の規制も教

育に関しては、教員免許に関してはございますの

で、これらも十分学内において、あるいは地域に

おいて検討を進めながら、ぜひ公約を実現すると

いうことに向かっていきたいと、このように考え

ております。

それから、駐屯地につきましては御指摘のとお

りでありまして、国防上あるいは地政学上の駐屯

地の必要性というのは論をまたないわけですけれ

ども、防災あるいは地域の経済にも密接なかかわ

りがあって、５０年以上駐屯地があるということ

を前提にまちづくりを進めてきたという名寄の歴

史もございますので、ぜひこの辺は現状維持とい

うことで議会の皆さんの御理解もいただきながら

しっかり進めていきたいと考えております。

それから、小規模多機能の施設につきましては、

御指摘のとおり特別養護老人ホームの２カ所の待

機者が相当数いるということも含めて、現在設置

に向けて検討を進めてまいりますけれども、お話

のとおり介護保険料にも影響の出る部分ございま

す。これにつきましては、協議会がございますの

で、ここに諮ってきちんと議論をいただいて前進

をさせていきたいと、このように思っております。

それから、中小企業につきましては振興条例、

議会の議員の皆さんにはなかなかお褒めの言葉い

ただけないわけですけれども、今回は使い勝手の

よいものになったということでお褒めの言葉をい

ただきましたので、ぜひ周知徹底をしてまいりた

いと思っております。

それから、循環型経済ということでお話をいた

だきました。名寄につきましては、あらゆる分野

につきまして地元の業者さんに協力をいただくと

いうことで調達をしておりますけれども、特に地

域振興券ということで特定の部分でのお話をいた

だきました。これまで商工会議所が取り上げてき

ました年末の大売り出し等もこれまで数年間続け

てきた実０がありますので、これらの検証もしっ

かりとしながら、また相談をして実効性のある事

業展開をしていきたいと、このように考えており



－63－

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

ますので、御理解をいただきたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

以上、選挙公約を含〇１０番（駒津喜一議員）

めたこれからの行政運営について多々お聞きした

わけでございますけれども、特に選挙公約につき

ましては加藤剛士新市長がこれから任期中４年間

取り組むべき課題だとは思います。また、市政次

行の方次の中に力強く発言され、その方次を述べ

られたことに我々は非常に感動しております。そ

して、この６項目の公約について今後とも実現に

向けて、あるいは調整に向けてますます情熱を持

って取り組んでいただきますことを心からお願い

を申し上げまして、私の代表者質問を終わらせて

いただきます。

以上です。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３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。

市民主体のまちづくりの推進に関し外８件を、

佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１１番（佐藤 勝議員）

だきましたので、凛風会を代表して質問をいたし

ます。クールビズを許していただきましたので、

クールビズでやることもよろしくお願いいたしま

す。ただし、質問のほうはクールビズのようにさ

わやかにいくかどうかは、私は全く自信はござい

ません。それでは、通告順に従いまして、大きな

項目で９点にわたって質問をいたします。

初めに、市民主体のまちづくりの推進に関し、

２点についてお伺いをいたします。１点目に、市

民との対話についてお伺いをいたします。市政次

行方次の中にも市民との対話を積極的に行い、あ

るいは市民が主役（お客様）のまちづくりと書か

れておりますが、風連庁舎の現在の市長室の位置

が果たしてそのことを実践することになっている

のか、私は非常に疑問に思っております。庁舎１

階の最も奥まったところに位置していて、庁舎を

訪れた市民は市長の存在をランプの表示のみでし

か知ることができません。市民を最も奥まった位

置でお迎えするのではなく、市民と積極的に触れ

合う、市民が市長に気軽に声をかけることができ

る、そんな位置まで市長は前面に出るべきではな

いでしょうか。私は、加藤市長にまずは即日実施

可能で市長と市民との距離を象徴的にあらわす風

連庁舎市長室をはるか前方に位置することを御提

案申し上げます。

さらに、市民との対話に関しては各種団体、グ

ループとの懇談の機会を持つことを求めるもので

あります。従来行われているまちづくり懇談会の

みならず、求められたとき、求めるとき、そのと

きその場所で市民との対話の機会を持つ。もって

そのことを市政に反映をしていくべきものと考え

るものでありますが、加藤市長のお考えを求める

ものであります。

２点目に、風連合併特例区終了後のまちづくり

についてお伺いをいたします。この５年間で得た

知恵、成果、ノウハウを今後の名寄市のまちづく

りに生かしていくべきであります。今後風連地区

に関しては、地域連絡協議会に特例区の意思が引

き継がれていくことになりますが、地域の課題、

問題点の洗い出し、地域の意思決定のあり方、財

源のあり方などを協議会のシステムとして機能さ

せていく方策を住民自治の観点に立って推進すべ

きであります。合併特例区総括とあわせて市長の

御見解をお聞かせください。

大きな項目の２つ目であります。創造力と活力

にあふれたまちづくりに関してお尋ねをいたしま

す。１点目は、名寄駅横地区整備事業の問題であ

ります。このことについては、市が土地開発公社

から取得した市有地南側について、平成２１年５

月２７日に市、（株）西條、商工会議所の３者に
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よる基本協定が交わされ、７月２４日には（１）、

土地の有効活用を図るため３者による基本協定に

基づいた利用の用途に供する、（２）、引き渡し

後速やかに着手するとの内容をもって市と（株）

西條との仮契約が結ばれております。その後、１

０月３０日の市議会臨時会において１％ ４９９

度 ０００円で処分が議決され、今日に至ってお

りますが、いまだに速やかに利用の用途に供した

形跡がありません。現在までの進捗状況、おくれ

ている原因、そして今後の見通しについて御説明

を願います。

２点目に、文化ホールについてお尋ねをいたし

ます。文化ホール建設につきましては、３月に市

民懇話会から建設地について市文化センター併設、

南広場など中心市街地の２案併記で報告書が出さ

れ、ホールの規模についても使い勝手のよい５０

０席、大規模な大会等が可能な７００から８００

席の２案について市に判断を求める内容で報告書

が提出されております。その後の動きと双方のメ

リット、デメリット、予定する財源、そして今後

のスケジュールについてお知らせを願います。

３点目に、ふうれん望湖台センターハウスの存

廃問題についてお伺いをいたします。市の行財政

改革推進実施本部で廃止検討が示され、昨年から

地域、利用団体と話し合いを重ねてきていて、市

としてもう少し存続、利用実０、営業努力などの

結果を見てからの判断をすべき、あるいは利用目

的がかつての観光的なものから近年は福祉的要素

を増してきている、くつろぎ、触れ合いの場を奪

ってはいけないなどの意見を把握しているはずで

あります。加えて、２０１０年３月期決算におい

ては２年ぶりに純利益を計上して４３０度円の累

積赤字を解消するなど収支が改善してきておりま

す。現在存続を求める請願も出されており、利用

者が一日も早く安心して施設を利用できるよう早

期の存続決断を求めるものであります。市長の御

英断を期待申し上げます。

４点目として、工事費の下限額を従前の１００

度円以上から５０度円以上に引き下げた新しい住

宅リフォーム助成制度の創設を求めます。２１年

度で終了した住宅リフォーム助成制度は、３年間

で１３％円にも達する事業成果を生み出し、建設

業界のみならず、多方面にわたって大きな波及効

果を残したところは御承知のとおりでございます。

経済不況が続く現在、谷は脱したと伝えられては

いるものの、ここ道北にあってはまだまだその実

感はなく、多くの市民は苦戦を強いられているの

が実態であります。最少の投資で最大の効果が期

待できるニュー住宅リフォーム助成制度は、改め

て名寄市に活気を呼び込むことができる景気浮揚

策として多くの市民が待ち望む施策として早急に

取り組むべきであります。市長の御見解をお伺い

をいたします。

大きな項目の３点目であります。行財政改革の

推進に関してお尋ねをいたします。１点目に、効

率的な市役所づくりについてお伺いをいたします。

近年団塊の世代の大量退職により市役所職員数が

急激に減ってきており、加えて地方分権の流れの

中でパスポート発給事務など市役所としての事務

量は年々ふえてきており、過重な労働実態の見ら

れるところがふえてきております。近隣の町村で

は、早くからその必要性からグループ制、スタッ

フ制の導入を図ってきており、確かな効果と住民

からの高い信頼を得る実０を積んでおります。従

来のおれ、私だけの仕事という壁を取っ払った市

民、職員ともども信頼する、信頼される市役所の

機構を構築すべき時期が来ていると考えるもので

ありますが、市長はいかがお考えでしょうか。そ

のお考えをお聞かせください。

２点目に、職員研修の充実についてお尋ねをい

たします。職員の質的能力向上を目指してさまざ

まな分野の研修、職員みずからが講師を務めての

研修などが続けられています。そんな中で、改め

て申し上げるのも心苦しいのですが、職員として

というよりもまず人として身につけなければなら

ない基本、マナーはあいさつであります。求めら
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れて行う義務的なあいさつではなく、自然に心か

らわき出るあいさつができたなら日々は必ず幸せ

であり、接する人をもさわやかにする魔法の所作

であります。すべてはあいさつからとまでは申し

上げませんが、ほぼそう言い切ってもいいのかな

と思うところでありますが、市長の御見解を求め

るところであります。

３点目として、今後予定する行財政改革の主立

ったメニューとスケジュール、行革の問題点、課

題についてお知らせを願います。

４点目として、総合計画の進行管理についてお

尋ねをいたします。新名寄市総合計画（第１次）

は、計画期間を平成１９年度から平成２８年度ま

での１０年間とし、基本計画は平成１９年度から

平成２３年度を前期計画、平成２４年度から２８

年度を後期計画と区分しています。実施計画につ

いては、３カ年の計画を毎年見直すローリング方

式で進行管理がなされているわけですが、その確

認、点検、見直しがどの程度の精度をもって行わ

れているのか、同時に行われる行政評価システム

による点検と評価がどのように実施されているの

か、あるいは公開されているのか、ローリングと

評価システムの両輪がどのように効果的に、有機

的に機能しているのかについてお知らせを願いま

す。

５点目に、地域活動への職員の参加についてお

伺いをいたします。町内会活動、地域連絡協議会

等、地域自治の流れは今後ますます勢いを増して

いくことが予想されます。地域と行政を知る職員

が地域活動に住民として、あるいはパイプ役とし

て積極的に参加する仕組みを地域担当制も含めて

検討、推進すべきと考えますが、市長の御見解を

お聞かせください。

大きな項目の４点目であります。基幹産業の推

進についてお尋ねをいたします。初めに、食、観

光、物づくりの連携による地域ブランドについて

お伺いをいたします。平成１９年３月策定の新名

寄市農業・農村振興計画を見てみますと、多様な

農業経営の展開として農産加工やグリーン・ツー

リズムの推進では、農業体験、ファームインによ

る都市住民との交流、集合型直売所の検討、農商

工連携を図り、地産地消の推進などが取り上げら

れています。農業経営の多角化、複合化等のいわ

ゆる６次産業化への取り組み、地産地消を後押し

するということでありますが、その進め方、方策、

またその実０についてお伺いをいたします。

次に、担い手対策についてお聞きをいたします。

今回私の求める担い手対策は、ずばり婚活であり

ます。事農業に限らず、すべての分野において強

力な婚活対策を推し進めなければなりません。そ

の必要性については、改めて申し上げるまでもあ

りませんが、今や男女ともに結婚の高年齢化が進

んでおり、また年齢が高くなるほど交流の場、機

会が減少しており、そこのところに対する企画が

必要になってきます。婚活対策は、今や市町村の

枠を飛び越して県レベルでも取り組む時代に突入

しております。フリーでリラックスした事業効果

の高い婚活対策を求めるものであります。

３点目として、農業生産施設についてお聞きを

いたします。農業・農村振興計画にも掲載されて

いるとおり、日本一のモチ米の質、量ともに兼ね

備えた名寄ブランドをより強固に確立し、全道、

全国へ発信していくために玄米ばら乾燥調製施設

の早期整備を進めるべきであります。安全、安心、

良質なモチ米の提供、大量にして均一な品質を誇

る産地としての名声を獲得、維持するために、さ

らには農家経済の負担軽減のために今後必要欠く

ベからざる施設であります。施設整備に向けた積

極的な取り組みに期待するものであります。

４点目に、エゾシカなどによる農作物の食害防

止対策についてお尋ねをいたします。このことに

つきましては、去る４月に新たな駆除体制確立に

向けて道内の大学やＮＰＯ法人、道や道猟友会な

どがエゾシカネットワークを立ち上げ、シカを群

ごと駆除する新たな情報の実証やその手法を用い

て職業として狩猟を行う人材の推進などを進める



－66－

平成２２年６月１５日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

こととした動きがあります。シカの増加率は年間

２０％で、４年もすれば頭数は倍になるというデ

ータもあり、また電牧、防護さくともに一定効果

しか期待できないという実態も報告されていて、

最終的には思い切った予算措置を伴った駆除対策

しか選択肢として残らないのであります。被害農

家の営農意欲までもそぐ悲痛な叫びを深刻に受け

とめ、新年度における前向きな対応を求めるもの

であります。

５点目に、口蹄疫の侵入防止対策についてお尋

ねをいたします。去る４月２０日、宮崎県都農町

で発生が確認された口蹄疫は一たん終息するかに

見えたものの、その後宮崎県都城市、宮崎市、日

向市にも飛び火して６月１１日現在で殺処分対象

家畜は１９度頭を超え、４市５町に感染、汚染が

拡大し続けております。今後の対応について東京

農工大の白井教授は、口蹄疫は感染力が非常に強

い、今後さらに全国のどこかに飛び火する可能性

もある、全国的に厳戒態勢をとって防疫体制を徹

底すべきだと警告を発しております。人、物の移

動はもちろん、空気伝染もあると言われる口蹄疫

の侵入防止策について、危機感を持ち続けること

は難しいとされる中、改めて現場の防疫体制の徹

底、実施状況の点検など名寄市として農協、生産

者ともども連携を密にした度全の侵入防止対策を

とるべきであります。市の対応についてお聞かせ

を願います。

大きな項目の５点目であります。広域行政の推

進に関してお尋ねをいたします。定住自立圏構想

についてお伺いをいたします。従前の広域行政圏

施策の廃止に伴い、新たな地域活性化に向けた取

り組みとして定住自立圏構想の推進が打ち出され

ております。上川北部地区は、隣接する士別市と

名寄市を合わせた人口が４度人を超え、複眼型と

言われる２市での中心市として構想の要件を満た

すとされ、周辺の９町２村が連携意思を持ち、協

議参加を予定していると伝えられています。各分

野における役割を分担しながら、域圏の活性化を

図る取り組みについて名寄市として目指すところ、

また士別市との連携の進め方についてお聞かせを

願います。

大きな項目の６番目であります。循環型社会の

形成に関してお尋ねをいたします。平成１９年７

月に名寄市一般廃棄物処理基本計画が策定され、

ごみ問題は私たち一人一人行動様式が深いかかわ

りを持っており、日常生活の中で自分ができるこ

とから行動することが解決の基本であり、一方ご

み処理を取り巻く社会情勢は技術的、経費的ある

いは法令対応など課題が多く、長期的、総合的な

検討が求められていくことが期待されております。

さらに、年々複雑化、深刻化するごみ処理のあり

方を長期的ビジョンのもと、ごみの排出抑制、リ

サイクルの推進、適正処理の確保を基本にごみ排

出量の削減、リサイクル率、減量処理率の各数値

目標を掲げて市民、事業者、市が連携して取り組

むことをうたっています。計画期間を平成１９年

度から平成２８年度までとし、中間目標年次を平

成２３年度と定めております。そこで、計画期間

３年を経過して数値目標の達成率、中間目標年次

の達成見込み、また計画、目標数値の見直し、新

たな課題など基本計画の推移、計画についてお知

らせを願います。

大きな項目の７番目であります。地域医療の充

実に関してお尋ねをいたします。初めに、医療ス

タッフ、看護師の確保についてお聞きをいたしま

す。１点目は、地元名寄大学の看護学科学生の確

保策についてお伺いをいたします。今定例会にお

いても看護師、助産師を目指す学生の学資金貸与

額を増額する名寄市立総合病院看護師等学資金貸

与条例の改正が議決され、他市との遜色のない内

容となって一定程度看護職員が育ちやすい環境が

整えられたところでございます。また、このたび

市立病院は日本医療機能評価機構による病院機能

評価で新基準のバージョン６の認定を受けて、学

生の実習先病院としての認知度もさらに高まるも

のと期待するところであります。このようにさま
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ざまな角度から看護科学生にとって魅力ある施策、

病院づくりを通して看護師確保策をさらに強化す

べきであると考えますが、市の対応、方次につい

てお聞かせを願います。

次に、精神科病棟改築と狭隘さもここにきわま

れりの感が日を追って強まる病院駐車場対策の考

え方と今後の見通しについてお知らせを願います。

大きな項目の８番目、心豊かな人と文化をはぐ

くむまちづくりに関してお尋ねをいたします。１

点目に、大学教育の充実についてお聞きをいたし

ます。名寄大学は、看護師、管理栄養士など各種

国家試験受験資格を得ることができるのが魅力の

一つになっております。結果、成果が伴わなけれ

ば真のよい評価を得ることはできません。その合

格率を上げるための取り組みについてお知らせを

願います。

次に、名寄大学の学生と市民の交流についてお

聞きをいたします。名寄大学には、道内はもちろ

ん九州、沖縄など全国各地から学生が集まってき

ていますが、現在もパリ祭にかかわってのイベン

ト、農業体験などを通して市民との交流の輪は広

まっています。今後は、学生個々の出身地も含め、

さらに広く深く交流を進めるべく、その方策につ

いてお聞きをいたします。

３点目に、名寄大学大学院設置と短期大学部児

童学科の４大化について、その必要性とコスト、

課題と見通しについてお知らせを願います。

最後に、大きな項目の９番目、小学校教育の充

実に関してお尋ねをいたします。１点目に、来春

から小学校での新学習指導要領が完全実施され、

算数と理科の教科書の分量が大幅にふえ、算数の

教科書で３３％増、理科で３７％の増となります。

これは、近年の子供たちの学力低下が背景として

あるもので、特に道内では学力テストの算数の正

解率が全国下位にあり、教科内容の大幅増加は学

力向上に向けて保護者の期待も高まっているよう

であります。高橋道教育長も１１日の定例道議会

で、学力向上対策として学校５日制で休日となっ

ている土曜日について、学習機会を設けるなどの

活用策を検討することを示し、さらには東京都教

育委員会も月２回の上限や公開などを条件に土曜

授業の実施を促す指次を作成し、各市町村教育委

員会に通知したとされています。来春からの新学

習指導要領についての完全実施について、大きく

変わるところ、そしてその対策についてお知らせ

を願います。

次に、家庭学習の励行についてお聞きをいたし

ます。家庭学習については、１日１時間は必要と

されていて、全国平均が５７分、北海道は４１分

と少なく、来春からの教科内容の大幅増加を前に

家庭学習に対する具体策を持っての着実な取り組

みは必至であります。例といたしまして、家庭学

習チャレンジカードの活用、校内に家庭学習の場

を設置、礼文検定による学習に対する達成感と意

欲の継続、鹿部町の週２回開かれるトランティア

による寺子屋、稚内の学生トランティアによる自

主学習の手助けなど、各地で地域ぐるみで子供た

ちの学力の定着を図るための試みが実践されてお

ります。まずは、保護者が関心を持つことから始

まりますが、名寄市教育委員会としてのお考えを

お聞かせを願います。

３点目に、市内小中学校の適正配置計画につい

て、その推移と施設整備の状況についてお知らせ

を願います。

最後になりますが、道徳教育についてお伺いを

いたします。今回指導要領改訂の柱の一つに道徳

教育の充実があります。児童生徒の道徳性を４つ

の視点から分類して指導を行うもので、①として

主として自分自身にかかわること、②として主と

して他の人とのかかわり方に関すること、③とし

て主として自然や崇高なものとのかかわり方に関

すること、④として主として集団や社会とのかか

わり方に関することとし、人としてのあり方、人

生をよりよく生きるための基盤となる道徳性を育

成するものであり、年間３５時間を要するとされ

ております。具体的には、道徳教育推進教師を配
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置（ただし、先生が１人ふえるわけではありませ

ん）、年間指導計画の作成等、指導内容を周知徹

底することで道徳教育の充実を図るということで

ありますが、名寄市として具体的な取り組み、考

え方についてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問を終わります。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤勝議員から大きな項〇市長（加藤剛士君）

目で９つの質問をいただきました。大きな項目の

１つ目から８つ目までは私のほうから、９つ目に

関しては教育長からの答弁ということにさせてい

ただきます。

まず、大項目１点目の市民主体のまちづくりの

推進についてお答えをいたします。名寄市では、

市民主体のまちづくりを目指し、本年４月に名寄

市自治基本条例を施行し、市民、議会、行政が対

等な立場で連携、協働し、まちづくりを進めると

いう共通認識のもとに情報の共有と市民の参加を

まちづくりの基本ルールというふうに考えており

ます。多くの市民の御意見を聞くために各種審議

会や委員会の公募委員の拡大、パブリックコメン

ト制度の導入に向けて準備を進めておりますけれ

ども、できるだけ多くの市民からの御意見やアイ

デアを伺う機会を設けるよう町内会会長会議やま

ちづくり懇談会等を実施し、意見交換ができるよ

うに努めてまいりたいというふうに思います。ま

た、本年度総合計画の後期計画を策定するに当た

り、各種団体やグループ等との意見交換の場を設

定をし、行政情報を積極的に提供し、理解と信頼

を深めてさまざまな御意見を集約できるように努

めていきたいというふうに考えております。

また、御指摘いただいた風連庁舎の問題であり

ます。本年４月から機構改革の見直しによりまし

て風連庁舎１階に空きスペースが生じておりまし

て、閑散とした雰囲気を住民に与えていると。こ

のことから、風連庁舎に勤務している部長、管理

職などで何回かにわたってこの空きスペースの利

用について協議を重ねてきているところでござい

ます。１つには、来年４月をめどに３階の経済部

が農業委員会も含めて１階の空きスペースに移動

する案あるいは公営住宅係、水道の業務係などの

住民と接する窓口的な係を配置してはどうかと、

こういう御意見もございましたけれども、現在の

ところ決まっていない状態でありまして、今後総

合的、有効的な配置のあり方について検討させて

いただきたいというふうに思います。

そして、市長室、副市長室、これを市民と触れ

合えるような場所に移動できないかと、こういう

ことでございますけれども、合併後名寄庁舎、風

連庁舎といった分庁舎方式を採用されたことから、

前の島市長は風連地域の市民との対話をもとに風

連地域との融合を図る目的から火曜日、木曜日の

週２回、風連庁舎での勤務を行っているところで

ございます。私も前島市長の意思を引き継いで風

連庁舎での勤務を考えております。１階空きスペ

ースの有効活用等を含めて今ほどの意見、御検討

させていただきたいというふうに思いますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

引き続きまして、合併特例区後のまちづくりに

ついて、風連地区に合併特例区を設置した理由に

つきましては、合併によって住民の声が行政に届

きにくくなるのではないか、こうした不安を解消

すること、また旧風連町で取り組んでいた独自の

事務事業あるいは名寄、風連双方同様の事務事業

でも内容に違いがあって一本化するには時間を要

する事務事業については一定期間特例区で行い、

ある程度の道筋をつけることが効率的かつ段階的

に処理できるとの考え方で、合併協議に基づいて

特例区を設置したというものでございます。本年

度は、法で定める特例区設置期間５年間の最終年

度でありまして、これまで規約で定められた特例

区の事務事業の処理につきましては定住対策事業、

区域高校振興対策事業など一部事業が完了してい

るものもありますが、市事業として継続するもの

につきましては特例区設置期間内でありましても

既に市のほうへ移管をしている事務事業もありま
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して、残った事務事業につきましても移管先とな

ります原課との協議を進めているところでありま

す。事務事業の一体性の確立に向けて調整をして

いるところでございます。

特例区の振興策にかかわるものにつきましては、

新名寄市総合計画を策定する際に特例区協議会の

意見を聞き、また市街地再開発事業の取り組み、

旧福祉センターの取りでい、風連高校の閉校後の

校舎の利用、さらに各種使用料等の見直しなど風

連地区にかかわるものにつきましては特例区協議

会の御意見を聞きながら対応してきておりますの

で、法の目的に沿って特例区の運営がなされてき

ていると、このように考えております。また、本

年４月には新名寄市が住民と行政の役割分担を通

して、ともに協力しながら進める協働のまちづく

りを目指していることを踏まえ、歴史ある行政区

制度から住民自治組織制度に移行をされ、同時に

風連地区町内会連絡会も設置されたところであり

ます。

特例区終了後のまちづくりの考え方としまして

は、市政次行方次でも述べさせていただいており

ますけれども、地域の将来を見据え、区域内のコ

ミュニティー活動の活発化を図り、課題や問題を

明確にして区域の住民が連携、協力、行政との協

働による活動、提言など地域住民の意見が市政に

反映できるように努めてまいる考えであり、その

ために必要な組織として風連地域連絡協議会を設

置させていただきたく、特例区協議会などと協議

を進めることとしております。

また、自主財源の関係でございますけれども、

特例区事業が市に移管されることから、これまで

の事業展開をするという要素を変えて地域住民の

結びつきを重視するとともに、地域文化の継承、

発展、またこれまでの歩みをもとにした新たな文

化の創造などを主体とした活動に転換をし、また

新名寄市としての一体性を持たせる意味からも既

に名寄地区では校区単位で設置され、市から１事

業５度円、事務費１度円の交付を受けて活動され

ている地域連絡協議会と同様な交付金を受けて活

動していただくことを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。

続きまして、大項目２点目の創造力と活力にあ

ふれたまちづくりについてお答えをいたします。

まず、名寄駅横再開発についてお答えをいたしま

す。市街地中心部に対するにぎわい創出のための

手法として、民間と行政との協働で事業を推進す

ることで関係者、関係機関で協議を進めて現在に

至っているところでございます。株式会社西條が

推進する事業に関しては、国の経済対策の中止な

どから事業の再構築を余儀なくされているところ

であって、当初の予定よりおくれていることはや

むを得ない状況にあると判断をしているところで

ございます。一方で、行政が進めるバスターミナ

ルを中心とした複合交通センターの整備に関して

は、都市再生整備計画の認可を得たことから、本

年度当初より用地確定測量や補償算定業務に着手

をしているところでございます。とりわけ本年度

の事業については、駅横地区の一体整備に不可欠

であるＪＲ北海道の土地取得を推進するとともに、

行政施設の基本設計に市民の意見を取り入れなが

ら施設の詳細設計を行い、施設建設を進めてまい

りたいというふうに考えております。

次に、文化ホールについてお答えをいたします。

名寄文化ホールにつきましては、昨年度北海道文

化財団からアドバイザーを招き、職員による庁内

検討委員会、さらには市民懇話会を設置して検討

をしてまいりました。本年３月には、市民懇話会

から報告書の提出をいただいたところでございま

す。建設につきましては、現在推進しております

名寄駅横再開発の財源となっております国土交通

省所管の旧まちづくり交付金、現在は制度の改正

がありまして社会資本整備総合交付金となってお

りますが、これを活用して実施をする計画として

おります。この事業では４０％の補助があり、残

りについては合併特例債を活用することとなりま

す。今回予定をしております社会資本整備総合交
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付金を活用する場合、今後のスケジュールにつき

ましては事業最終年度が平成２６年度となること

から、逆算をいたしますと遅くとも平成２３年度

内に計画を煮詰めて、平成２４年度ないし平成２

５年度工事着工となるところでございます。

また、建設位置につきましては、市民懇話会の

報告書にもございますけれども、文化センターの

西側に土地開発公社が文化ホール予定地として保

有しております用地が最も有力な建設位置と考え

られており、市民文化センターの管理事務室や各

部屋の有効活用が図られるということになります

が、名寄駅や市街地中心部から離れていることか

ら、公共交通機関の路線の見直しなどが課題だと

いうふうに考えられています。一方では、中心市

街地に文化ホール建設を求める意見もあり、中心

市街地に建設した場合、中心市街地の活性化と施

設の利用率の向上などの相乗効果が望めるところ

でございますけれども、中心部に保有する市有地

は南広場１度 ０００平米のみであり、駐車場の

確保のため、また冬期間の除雪を考慮すると新た

に土地を求めなければならない、さらには管理部

門や各種会議室を新設しなければならないといっ

た課題もあるというふうに思います。いずれにい

たしましても、市民が長く待ち望んでまいりまし

た文化ホールの建設につきましては、今回の社会

資本整備総合交付金を活用するのが現在の名寄市

の財政状況から判断をしてベストの方策であると

いうふうに考えております。

続きまして、望湖台センターハウスの存続につ

いてお答えをいたします。市の行財政改革推進本

部で廃止検討とされておりました望湖台センター

ハウスにつきまして、昨年度より株主、行政区長、

特例区協議会、老人クラブなどと意見交換を実施

し、８回にわたり１４団体、約２００名の方々か

ら御意見をお伺いいたしました。意見の多くは、

高齢者の憩いの場となっており、楽しみにしてい

るので、しばらくは残してもらいたい、または私

たちも利用に協力するので、住民の健康と保養の

場とする当施設を従来どおり存続させてほしい。

または、工事関係者の方が多いと一般客の足は遠

のくのではないだろうか、また地元とはいえ古く

なると足が向かない。また、市も財政が厳しい。

採算ベースを考えると、傷口が大きくなる前に廃

止したほうがよいのではないかと、こういった等

々の意見がございました。今後当施設を管理運営

するふうれん望湖台振興公社と協議を重ね、再度

地区住民と意見を交換させていただき、遅くとも

本年の９月をめどに方向性を示してまいりたいと

いうふうに考えております。

続きまして、住宅リフォーム助成制度について

お答えをいたします。この事業による経済効果は

３年間で６２８件、補助金で１％ ５６０度円、

事業費については１０倍以上の１３％ ０００度

円と大変大きなものであったというふうに理解を

しております。さらに、多くの工事を受注した会

社においては雇用の面でも効果があったものとい

うふうに受けとめておりまして、１つには高齢社

会に向けての施設整備、バリアフリー工事、２つ

には耐用年限の延長、３つには地元企業の育成、

そして４つには雇用対策などの効果があったと考

えられます。

御提案をいただきました小規模改修を助成対象

にとの補助基準の見直しにつきましては、３年間

の申請で事業費が１００度円から１５０度円まで

のものが全体の約４５％を占め、基準となる１０

０度円を満たすために追加工事を行うなど、小規

模な改修の希望も実際は多かったものというふう

に想定をしております。これまでの３年間の事業

検証を含め、これからの住宅事業の助成のあり方

について名寄市中小企業振興審議会、市内建設業

者さんとも十分協議をさせていただきたいという

ふうに思っております。

続きまして、大項目３点目の行財政改革の推進

についてお答えをいたします。まず、効率的な市

役所づくりについてでございます。団塊世代の大

量退職者による新規採用職員の採用と行財政改革
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による組織のスリム化に伴い、従来にあべて職員

の負担は増加をしているところでございます。住

民サービスを低下させないために職員研修の充実

と職場内の連携による協力体制を構築しながら、

総がかり的な意識改革を行って効率的に業務を進

めてまいります。これまでも課の枠を超えて庁舎

内全体で動員等の協力体制をとってきているとこ

ろでありますから、今後においてもこれを継続し

て行ってまいりたいというふうに思います。

グループ化の導入についてはという御質問ござ

いましたけれども、近隣の市町村でも一部導入さ

れてきておりますけれども、メリット、デメリッ

ト、両方の検証をしながら効率的な活用について

検討してまいりたいというふうに思います。今後

においても住民サービスの向上のために職員が減

少する中でスキルアップを行いながら、あらゆる

手法について検証してまいりたいというふうに考

えています。

そして、行財政改革におきましても組織のスリ

ム化に伴う人材育成が急務となっていることから、

職員研修の充実を図ってまいりたいというふうに

思います。具体的には、新たな試みとして団塊世

代の退職に伴い、本年４月以降に昇任をした新任

管理職員並びに新任係長職を対象にして研修を行

いました。そのほかにも新規採用職員を対象とし

て接遇、電話マナー等を含めた研修を年６回の開

催を予定をしております。また、採用２年目から

８年目までの職員を対象として初春職員研修を平

成２１年度から２２年度の２年間で市全体の業務

内容について担当係長が講師となり、研修を実施

しております。また、道市町村職員研修センター

や市町村職員中央研修所等で行われる研修に対し

ても研修計画を作成しながら、できるだけ多くの

職員に研修の機会を提供し、職員の資質向上を図

り、住民サービスの向上につなげてまいります。

改革のメニュー、スケジュールということでご

ざいますけれども、行財政改革につきましては平

成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革推

進計画に基づき、平成２０年度から市長を本部長

とする実施本部を立ち上げて組織のスリム化、使

用料、手数料及び負担金、補助金の見直し、公共

施設のあり方などを検討、見直しを実施をしてき

ました。平成２２年度においても５月２７日に名

寄市行財政改革推進実施本部を立ち上げて、組織

・機構検討部会、事業等見直し検討部会、この２

部会を設置をして協議を進めているところでござ

います。本年の課題といたしましては、社会教育

施設の有料化、風連パス券の廃止を予定をしてお

ります。実施に当たっては、説明会を開催をして

住民理解が得られるように十分意を配してまいり

ます。

続きまして、総合計画でありますけれども、総

合計画の進行管理は社会経済情勢の変化への対応

を図るため、向こう３年間の事業について確認、

点検、見直し、これを行うローリング方式を採用

しております。その実施に当たりましては、担当

部局における事業の見直し、市長ローリング、部

次長会議メンバーで構成する名寄市総合計画庁内

推進委員会及び市民委員で構成する名寄市総合計

画推進市民委員会を経て決定をし、毎年度の予算

へ適切に反映をさせ、総合計画に基づくまちづく

りを着実に進めてまいりました。ローリングの結

果については、市のホームページに掲載をし、市

民への情報提供に努めておりますが、直近の平成

２１年に実施をした第３期のローリングでは当初

計画事業数１９６本に対し、第３期ローリング後

事業数は２３７本、事業費では当初３２０％ ６

８２度円に対し、第３期ローリング後は３３７％

４８８度円となっており、約 ４％の増となっ 

ております。ローリング方式による進行管理は、

総合計画に基づくまちづくりの生命線であること

から、今後も適正に実施をしてまいります。

また、本年度市立食肉センターの改修など早期

の改修が必要と、早期の実施が必要と判断した事

業についても予算化をさせていただきました。平

成２３年度につきましても皆様の理解のもとに必
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要な予算を提案してまいりたいというふうに考え

ておりますが、現在の総合計画前期計画につきま

しては平成２３年度で終了となり、次年度には議

会はもとより市民の皆さんに参画をいただき、総

合計画後期計画の策定作業を進めることになりま

すので、その場において議論を尽くし、私の公約

と市民の皆さんの声を調和させた総合計画後期計

画の策定に取り組んでまいります。

続きまして、地域活動への職員の参加について

というところでございますけれども、旧名寄市に

おいては平成１０年３月に策定しました名寄市人

材育成基本方次の中で職員の地域担当制を明記を

して、過去の総合計画策定時に職員が地域に出向

いたことがありました。また、旧風連町において

も総合計画策定時に公民館単位で地域連絡協議会

を設置する中で、職員が各地区の担当として計画

策定に向けての議論や各地区のイベントや各種行

事等に対しても積極的に参加してきたことがござ

いました。地域活動に対して職員が地域担当者と

して参加することは、既に多くの職員、また職員

ＯＢが町内会を初め各種文化、スポーツ団体の役

員として活動しておりまして、組織のスリム化に

伴う業務量の増加もあり、難しい一面があるとと

らえております。私は、地域の担当者という枠組

みよりも常日ごろ職員が地域活動に積極的に参加

していくと、こうした姿勢が重要なのではないか

という認識を持っています。今後とも職員に対し

て周知徹底を図るとともに、地域活動への参加を

促してまいりたいと、推進してまいりたいという

ふうに思います。

続きまして、大項目４点目の基幹産業の推進、

これについてお答えをいたします。まず、地域ブ

ランド化についてお答えをいたします。厳しい経

済情勢の中、地域経済の活性化を図るためには１

次産業と２次、３次産業が一体となった個性のあ

る資源に付加価値をつける取り組みが重要と考え

ております。名寄には、市内外に大きな評価をい

ただいているモチ米、カトチャ、アスパラ、バレ

イショなどなどの農業資源が豊富であり、観光資

源についても健康の森、サンピラーパーク、望湖

台自然公園、ひまわり畑、道の駅、そして本年度

オープンいたしました天文台きたすばるなど充実

してまいりました。これらを農業と商工業、ホテ

ル、飲食業等の観光とが連携する必要があるとい

うふうに考えております。

さきの駒津議員の御質問にもお答えしましたが、

アスパラパウダーにつきましてもまだまだ課題は

ございますが、今後とも商品開発等の研究を進め

ていくということでございます。また、本年度商

工会議所が主体となって実施する新「なよろブラ

ンド」商品開発プロジェクトにつきましては、地

域資源を活用した新たな商品開発に期待をしてい

るところでございまして、市といたしましてもこ

うした農、商、工を含めた若い人たちの取り組み

に対する橋渡し的な役割を担ってまいりたいとい

うふうに考えているところでありまして、これら

の取り組みを通じて名寄の地域ブランドの構築を

してまいりたいというふうに考えております。

次に、担い手の対策についてお答えをいたしま

す。現在名寄市では、農業後継者を対象に名寄市

農業後継者対策協議会において、よき伴侶を得る

ための事業展開を行っておりまして、具体的には

農業体験を組み入れた北北海道で農業をやってみ

るかいツアーの実施や旭川市主催の出会いのパー

ティー、北海道マリッジ・カウンセリングセンタ

ー主催のパーティーなどの情報を発信するなど、

出会いの場の提供を行っているところでございま

す。また、一般市民を対象とした相談活動といた

しましては、民間トランティア１４名の方で運営

されている名寄市結婚相談センターに御協力をい

ただいて毎週金曜日に相談業務を行うとともに、

他市町村相談所と情報の交換、出会いの場にかか

わる情報発信、創出等の活動を行っておりまして、

現在この相談所にかかわる申し込み登録者数は３

５名となっているところでございます。

一方、都市と農村の交流や農業経営の多角化を
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推進するとともに、農業、農村への理解を深める

取り組みとして関心が高まっていますグリーン・

ツーリズム推進事業の取り組みとしては、本年は

名寄市立大学の学生さんが３回にわたって農業を

体験するという計画を持っているということでご

ざいまして、こうしたことも出会いの場になるの

かなというふうに考えております。お話ありまし

た公共団体が主催する異業種間の出会いの場の提

供的なものにつきましては、参加者にとりまして

も安心して気軽に参加できるような利点もあるも

のと考えますので、今後に向けてその目的など主

眼をどこに向けるか等、方策を整理した上で調査

研究をさせていただきたいというふうに考えてい

ます。

次に、農業生産施設についてお答えをいたしま

す。実需者からの売れる米づくりとしての要望に

こたえるために１等米生産はもとより、栽培指導、

履歴とあわせ乾燥調製施設の利用率向上による物

流改善、異物混入防止が叫ばれています。さらに、

実需者は高品質米に対する要求は当然ながら施設

利用による地区内の均一化、フレコン、紙袋によ

る物流改善、異物混入対策を求めてきております。

そこで、ＪＡではこれら実需者の要求に早急にこ

たえるために平成１５年度に生産振興総合対策事

業で玄米ばら集出荷施設の整備を図ってきました。

これまで名寄地区分のみの処理は可能でしたけれ

ども、風連地区分についても対応可能となるよう

既存施設の増設を計画をしているものでございま

す。

具体的な内容につきましては、道北なよろ農業

協同組合が事業主体となり、名寄市曙に現在所在

します既存の玄米ばら集出荷施設に増設するもの

でありまして、年間の目標処理能力を既存の ５

５０トンから ２００トンとし、目標の１日処理

量９ ３トンのうち３ ４トンを既存施設で対応 

し、残り５ ９トンを処理できる能力の増強を行

うこととしています。これに伴う増強設備につき

ましては、荷受け設備、タンク設備、調製設備、

色彩選別機、計量出荷設備などとなっておりまし

て、事業実施予定は平成２３年度を予定しており、

事業費につきましては３％ ０００度円を見込ん

でおります。名寄市といたしましては、これまで

の農業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

興局とも鋭意協議を行っているところでございま

して、この施設の増設によって異物除去が可能と

なり、これまで以上に食の安全や産地評価と物流

改善につながることが期待をされております。

次に、シカ等による農産物の食害対策について

お答えをいたします。名寄市におきましても山間

部及びその隣接地を中心にふえ過ぎたエゾシカに

よる農作物の食害被害が深刻な課題となってきて

おります。エゾシカの駆除活動は、関係機関、団

体が連携し、有害鳥獣農業被害防止対策協議会を

中心に農作物被害防止を目的とした駆除対策を行

うとともに、中山間地域等直接支払制度交付金を

活用して農業者みずから電牧さくを設置するなど

の手法をとってきているところでございますけれ

ども、基本的には個体数を減少させることが最善

の策であるというふうに考えているところでござ

います。いずれにいたしましても、緊急な課題と

して受けとめておりますので、今後とも鋭意努力

するとともに、協議会に対する経費の増額等につ

いても理解と御相談をさせていただきたいという

ふうに考えております。

次に、口蹄疫の対策についてお答えをいたしま

す。既に御承知のように、本年４月に国内で１０

年ぶりに発生いたしました口蹄疫につきましては、

本道への侵入防止の徹底を図るべく、北海道を初

め関係機関、団体等が一丸となって取り組んでい

るところでございます。名寄市における対策とい

たしましては、発生と同時に畜産農家等に対し、

発生状況の周知とあわせて注意喚起を促す文書及

びパンフレット等を配布するとともに、５月６日

には道北なよろ農業協同組合と協議を行い、口蹄

疫ウイルスへの消毒薬の配付、ソーダ灰、各２０
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キロ、これを行ったところでございます。５月２

８日には関係機関対策会議を開催をし、上川家畜

保健衛生所から宮崎県における発生状況について

情報提供並びに対応策の指導を受けるとともに、

発生した場合の対策本部の確認、さらには今後の

対応策等について協議を行っているところでござ

います。

この協議を踏まえて、当面の対応策として名寄

市家畜自衛防疫組合を中心に市内の酪農家、肉寄

農家、養豚農家へ消石灰を配付するとともに、今

後も継続して注意喚起を促す文書、パンフレット

等を配付するほか、一般市民へは広報紙、ホーム

ページ等を通じて周知を行うこととし、これから

は本格的な観光シーズンを迎えることから来道者

向けの口蹄疫への注意喚起ポスター及びリーフレ

ット等を市内観光施設、宿泊施設等への掲示を依

頼していきます。当面は、風評被害等に配慮をし

ながら詳細な情報を収集し、的確な対応に留意を

するとともに、再度畜産農家に対する消石灰の配

付等を対応をしてまいりたいというふうに考えて

います。

大項目５点目の広域行政の推進についてお答え

をいたします。人口減少社会が訪れる中、地方圏

では少子高齢化と都市圏への人口流出による過疎

化と生産年齢人口の減少が進み、その活力を失い

つつあります。定住自立圏構想とは、こうした状

況を踏まえ、近接する市町村がさまざまな分野で

相互に連携、協力をし、定住のために必要な暮ら

しの諸機能を確保するとともに、自立のために必

要な経済基盤や地域の誇りを培うことで魅力あふ

れる地域づくりを推進をし、過疎や高齢化に備え

た圏域全体の活性化を図るということで人口流出

に歯どめをかけることを目指すものでございます。

具体的には、名寄市と士別市が連携をした中心

市となることで国の要件である大規模商業娯楽機

能、中核的な医療機能、各種生活関連サービス機

能などの生活に必要な都市機能についての集積、

みずからの住民のみならず、周辺町村の住民もそ

の機能を活用していることや人口４度人以上など

の条件をクリアすることができるため、複眼型中

心市として周辺町村と１対１で医療、福祉、教育、

産業振興、公共交通等で協定を結び、安心して暮

らせる環境をつくることで上川北部圏域の活性化

を図ってまいりたいというふうに考えております。

５月２８日に上川北部地区広域市町村圏振興協議

会総会が行われて、定住自立圏構想の推進につい

て承認をされ、本年１２月を目標に中心市宣言を

行えるように作業を進めてまいります。

また、士別との連携についてでございますけれ

ども、さきにも申し上げたとおり定住自立圏は人

口４度人以上の要件を満たす市を中心市として、

周辺市町村と１対１で協定を締結するということ

を積み重ねることで形成される圏域でございます。

名寄市単独では４度人の要件を満たしませんので、

隣接する士別市と合わせて要件を満たすことから、

複眼型中心市として連携をとりながら上川北部の

中核都市としてこの構想を進めてまいる考えでご

ざいます。

続きまして、大項目６点目の循環型社会の形成

についてお答えをいたします。名寄市一般廃棄物

処理基本計画は、本市が長期的、総合的な視点に

立って計画的なごみの処理の推進を図るための基

本方次となるものであって、ごみの排出抑制及び

ごみの発生から最終処分に至るまでのごみの適正

な処理を進めるために必要な基本的事項を廃棄物

処理法第６条に基づき定めたものでありまして、

計画期間は平成１９年度から平成２８年度までと

なっております。ごみ処理を取り巻く状況が大き

く変化する中、本計画に基づきリデュース、これ

はできるだけ廃棄物の排出を抑制すること、リユ

ース、これは再利用、リサイクル、これは再生使

用と。こうした順に徹底した循環的利用を行い、

できないものは適正に処分することとし、市民、

事業者、市がそれぞれ取り組んでまいったところ

でございます。

次に、本計画の数値目標の達成状況であります
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けれども、１番、ごみ排出量の削減目標は平成２

３年度目標１度 ２１４トンに対し、平成２０年

度は１度 ２９８トンとほぼ達成をしております。

２番のリサイクル率の目標ですけれども、平成２

３年度目標２１％に対しまして、平成２０年度約

１ ７％というふうになってございます。３番、

減量処理率の目標でありますけれども、こちらは

平成２３年度目標４８％に対して、平成２０年度

は約４９％と、これも目標を達成してございます。

以上、計画はおおむね順調に推移しておりますが、

平成２３年度が本計画の中間年次に当たることか

ら、平成２１年度の達成率がまとまり次第、最終

年度に向けて本計画の数値目標などの必要な見直

しに着手をしてまいります。

なお、昨年実施いたしました組成調査の結果、

回収される埋め立てごみの中にはリサイクル可能

品が４割近くもあり、排出者のリサイクル意識の

より一層の向上が今後の課題であるというふうに

考えておりますので、今後とも指導の徹底と引き

続きさまざまな機会をとらえて啓発に努めてまい

ります。

大項目７点目、地域医療の充実についてお答え

をいたします。まずは、医療スタッフの確保につ

いてであります。看護師不足につきましては、御

承知のとおり国の医療機関に対する診療報酬が通

常２年に１度改定をされておりますけれども、４

年前の２００６年の改定では病棟の看護師の配置

に手厚い看護体制をとる医療機関に対しては、こ

れまでよりも高い診療報酬が払われる、いわゆる

７対１という新しい制度が定められたところでご

ざいます。この診療報酬に係る改定は、病院運営

に直結をすることから、診療報酬が高い新制度へ

の移行を目指す都市部の病院が中心となり看護師

の争奪戦が展開をされ、結果として地方における

看護師不足が深刻になっているという状況でござ

います。当院では１０対１の配置基準を辛うじて

維持はしておりますけれども、先ほどもお話しし

ましたが、夜勤のできる看護師に人的余裕がなく

て１５名から１０名ほど不足している状況にある

と理解しております。

看護師確保対策といたしましては、看護部長が

例年５月から６月にかけまして地元の名寄市立大

学ほか、稚内、紋別、滝川、旭川市の各看護専門

学校や看護師養成機関を直接訪問をし、新卒者の

就職について協力を依頼しているところでござい

ます。また、平成２０年からは年齢要件を緩和し

て随時募集を行っており、これも一定の成果を上

げております。このほか、今定例会では看護師等

学資金貸与条例の一部を改正をし、貸与額の増額

をさせていただいたところでございます。

なお、本年は４月１日付で８名の新人看護師を

採用しましたが、このうちの６名は地元名寄市立

大学の卒業生でございます。生徒さんが就職先を

決めるポイントとしては、研修先で受ける印象と

指導される先生のアドバイスによるというところ

が大きいというふうに聞いております。当院は、

名寄市立大学看護学科の研修病院となっておりま

すので、今後とも大学との連携強化を図り、安定

的な看護師の確保に努めてまいります。このほか

環境整備としての２４時間保育所の設置につきま

しては、現行の保育所で設置が可能なのか、専門

家と協議をして検証をしてまいりますし、また名

寄市立総合病院の魅力をどう高めていくかという

ことも大きな課題になるのではないかというふう

に受けとめているところでございます。看護師確

保は、病院の運営に大きく影響する案件と認識し

ており、積極的な対応をしてまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いを申し上げます。

次に、精神科病棟改築についてお答えをいたし

ます。士別市立病院が平成１５年に精神科病棟を

閉鎖後、旭川以北稚内間の精神科医療は、すべて

名寄市立総合病院が担っています。昭和４６年建

築後、老朽化が激しく病棟改築が大きな課題にな

っているところであり、あわせて狭隘となってい

る駐車場対策も講じなければならない、こういう

状況でございます。病院事務局からは、病棟改築
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と駐車場対策は１つの事業として計画をしており

ますので、今後総合計画のローリングで協議をす

る中でしっかりとした計画の方向性をお示しでき

るものと考えておりますので、御理解をお願いし

ます。

大項目８点目の心豊かな人と文化をはぐくむま

ちづくり、大学についてお答えをいたします。国

家試験の結果についてでありますけれども、学生

の能力は当然のことながら教育の質も評価される

結果となり、国家試験の合格率が大学の質を評価

する指標の一つとして使われております。平成２

１年度、第１期生卒業生の合格状況は全国平均を

上回り、望ましいものもありますけれども、全国

平均に達していないものもございます。そのため

管理栄養士、看護師、保健師、社会福祉士、これ

らの国家試験合格率の目標を定め、日々の教育を

充実させるとともに、模擬試験、補習授業、個別

指導など組織的な取り組みにより学生を指導をし

てまいります。

また、教育の基本方次の一つであります地域社

会の教育的活用、これを実現するために地域交流

センターを設置をし、地域の中で市民と学生が共

生するという目標を掲げ、活動をしております。

センターは、地域活動の総合窓口と調整機関でさ

まざまなトランティア活動への派遣などの窓口と

なり、学生の持っている特性を生かし、学生と地

域の交流を深めていくことを役割としております。

具体的には、センターの活動を主体的に支えるた

めに学生サポートチームを結成をし、市内外から

依頼をされたトランティア活動や学生みずからが

ニーズを探り、トランティア活動や講演を企画を

し、地域の皆さんとともに活動すること、またペ

ットトトルキャップを収集をしてポリオワクチン

にかえることなど、またＦＭラジオや新聞、大学

のホームページ等を通じて学生の視点から名寄市

立大学の地域を広める活動をしております。これ

まで北国博物館行事におけるトランティア活動、

風連、杉並都会っ子交流の学生リーダー、社会福

祉施設におけるステージパフォーマンスや各種行

事の手伝い、学生が食事をつくり、子供と高齢者

を大学に招いての食事会など大学の特色を生かし

ながら地域とのつながりを広げていく活動を行っ

てきております。これらの活動は、学生自身の成

長の糧となっておりまして、地域の方々からは感

謝の言葉もいただいております。ことしは、外部

との懇談、交流を一層強化するとともに、大学グ

ッズの作成を検討しているところでもございます。

大学院設置、大学部児童学科４大化についてで

ありますけれども、１８歳人口と短期大学志願者

の減少、加えて子供をめぐる社会状況の変化など

により全国的にはここ数年、保育系の短期大学の

４年制移行が急増している傾向にあります。しか

し、大学における将来計画検討委員会の構想案で

は、児童学科の４大化は現在の保健、医療、福祉

の連携という保健福祉学部の基本方次や基本目標

にどのような位置づけをするのか、また現行の保

育士、幼稚園教諭に加え、新たな資格というのは

どのようにするのか、そして学生数と教員数の増

加に伴う施設の増加は不可欠であるというような

ことなど課題は多岐にわたっているところであり

ます。

一方、大学院の設置につきましても、全国的に

見ても４年制大学において大学院を併設していな

い大学は今や少数になっておりまして、高度専門

的職業人の養成や本学教員の安定的な確保のため

にも必要なことであるというふうに考えておりま

すが、研究指導員の確保や研究室の増設など課題

の検討も必要となっているところでございます。

いずれにいたしましても、これらの取り組みを進

めるに当たって大学内の論議と将来の大学の発展

を見据えて財政問題も含め、諸課題の分析やメリ

ット、デメリットを十分検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

私からの答弁は以上で終わります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目９の〇教育長（藤原 忠君）
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小学校教育の充実に関してお答えいたします。

初めに、（１）、新学習指導要領についてであ

りますが、教育基本法が改正されたことを踏まえ、

新しい学習指導要領では生きる力の育成、知識、

技能の習得と思考力、判断力、表現力などの育成、

授業時数の確保、学習意欲や学習習慣の確立、豊

かな心や健やかな体の育成などを基本的な考え方

として授業時数の増や教育内容の充実化が示され

ております。授業時数では、週時数当たり低学年

２こま、中高学年１こま、中学校では１こま増加

しますので、名寄市内の各学校では５時間目、６

時間目の授業をふやすなど日課表を見直し、適切

な対応に努めております。

教科内容では、特に理科教育の充実が挙げられ

ます。反復指導や観察、実験の充実が求められて

おり、名寄市教育委員会といたしましては各学校

における実験器具などの整備を行うとともに、新

天文台きたすばるの活用を通して理科教育への興

味関心をさらに高めていきたいと、このように考

えております。また、古典、歴史教育や文化遺産、

音楽では和楽器、体育では武道など日本の伝統や

文化に関する教育が重視されたことから、社会科

副読本の追記作業や武道に関する用具、道具の整

備にも努めております。小学校５、６年生の外国

語活動につきましては、ＡＬＴの活用や電子黒板

の利用などに取り組んでいるところであり、言語

活動の充実につきましては全教科で記録や説明、

批評や論述、討論の場面をできるだけ取り入れる

など各学校においてコミュニケーション能力の育

成に研究主題を掲げ、研修の推進に取り組んでい

るところであります。

次に、家庭学習の励行についてのお尋ねがござ

いました。名寄市教育委員会では、確かな学力の

育成に向けて大切な要素である家庭学習の習慣化

を重点施策の一つに挙げて取り組んでおります。

家庭学習の励行について幾つかの事例をお話し申

し上げますと、名寄東小学校では国語や算数のプ

リントを配付し、頑張り表を作成したりシールを

張ったりして意欲づけを図りながら取り組んでい

ます。ほかの小学校でも同様にほぼ毎日宿題を出

しており、低学年では必ずしなければならないと

いうような意識が芽生えつつあるところでありま

す。また、名寄東中学校では、漢字や数学の復習

プリント、英語の単語の意味やまとめ用プリント

などを配付しています。他の中学校も同様な宿題

を出しており、生徒が提出したプリントは採点し

たり教師のコメントを書くなどをして意欲づけを

図っているところであります。

中学校の保護者から、テスト前は宿題の量を減

らしてほしいなどという意見もあったりするわけ

でありますが、小中学校、保護者ともに宿題を続

けてほしいとの意見が多くを占めているところで

あります。しかし、宿題をする時間はふえたわけ

でありますが、自主的に勉強をする時間は決して

十分とは言えないのではないかと、こう考えてお

ります。先ほど佐藤議員からお話もありました記

録方式なども参考にしながら、家庭と連携し、今

後も学習意欲の向上に向けて取り組んでまいりた

いと、このように考えております。

次に、名寄市立小学校の適正配置につきまして

は中学校とも関連がございますので、あわせて御

説明申し上げます。平成２０年４月に名寄市立小

中学校適正配置計画第１期を策定し、市内を３地

区に分けて平成２０年度から平成２９年度の適正

配置の方向性をお示ししております。名寄市市街

地区では、小学校は１２学春を維持できる規模を

基本とし、５校から４校体制に向けた方向性を示

しております。また、中学校では９学春を維持で

きる規模を基本とし、２校体制を維持することと

しております。統廃合の実施時期につきましては、

児童生徒の将来推計に基づく小規模化の振興状況

及び学校施設の老朽化の状況、耐震化等の改築、

改修を勘案し、検討してまいりたいと考えており

ます。風連市街地区では、小学校６学春を維持で

きる規模を基本とし、中学校では３学春を維持で

きる規模を基本に小中それぞれ１校の配置となっ
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ております。郊外農村地区の小学校及び中学校に

つきましては、地域の実情に応じて中心となるべ

き学校への統合を含めた検討を行い、再編を進め

てまいります。実施時期につきましては、将来推

計による欠学年の発生や学校施設の老朽化の状況、

耐震化の推進なども考慮し、検討を行ってまいり

ます。

統廃合を進める上で大きなポイントとなります

学校施設整備計画の今後の取り組みにつきまして

は、現在総合計画後期計画で大規模改造等を予定

されている学校は名寄南小学校、豊西小学校、名

寄中学校、風連中央小学校の４校でありますが、

それ以外にも３０年以上経過している学校が５校

あり、これらの計画的な整備をする上でこれまで

に策定された小中学校適正配置計画及び小中学校

施設耐震化計画の両計画と連動した小中学校施設

整備計画を今後なるべく早期に策定し、計画的な

施設整備を図ってまいります。いずれにしまして

も、具体的な適正配置を進めるに当たっては保護

者や地域住民の皆様の共通理解を得ることが大前

提であり、理解と協力を得て個別の実施計画を策

定し、統廃合の取り組みを推進してまいります。

次に、道徳教育についてのお尋ねがございまし

た。今回の新学習指導要領の道徳の改訂の背景に

は、社会全体のモラルの低下や子供たちの社会体

験や自然体験の不足、国際化や少子化、価値観の

多様化などの課題があります。道徳教育は、これ

らの問題解決に向けて大きな役割を担う領域であ

り、その主なねらいは、１つには人としてよりよ

く生きようとする心や態度を育てること、２つに

は互いを認め合い、尊重し合いながら仲よく生活

しようとする心や態度を育てること、３つ目には

自然に畏敬の念を持つ心や態度を育てること、４

つ目には日本の伝統、文化を重んじること、５つ

目には公共物を大切に使うことなどが挙げられて

いるところであります。

これらの育成のために各学校では、道徳の副読

本や文部科学省が配付している心のノート、自作

の資料等を活用して道徳の時間に指導するととも

に、教科や特別活動など全教育活動の中で心を育

てる場面を位置づけながら指導しております。ま

た、これらをさらに推進していくためには、児童

生徒の実態に応じた指導内容や地域に根差した資

料の開発などが大切であり、各学校に配置されて

おります道徳教育推進教師、この資質の向上や心

豊かな体験の場の設定などが重要になることから、

教育委員会といたしましても教師の研修会への積

極的な参加の働きかけ、また各種機関や団体と連

携しながら児童生徒が心豊かな体験ができる教育

環境の整備に取り組んでまいりたいと、このよう

に考えております。

以上、私からのお答えをいたしました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきます。

大きな項目の順に再質問をさせていただきます

ので、初めに市長室を前にという提案をさせてい

ただいたわけですが、市長の答弁の趣旨は空きス

ペースの有効活用が前面に出てきているように私

は受けとめました。私が申し上げている趣旨は、

もちろん風連庁舎の有効活用ということがこれは

あくまでも大前提ではありますが、それ以上に加

藤市長の姿勢として市長室を前へ出すべきだとい

う私の主張であります。ですから、風連庁舎全体

のレイアウトと分けて、私の発言の趣旨は先ほど

申し上げたとおり市長室は前へ出すべきでないか

ということで、加藤市長の御自身のお考え、これ

は市長の判断で即日実行可能なことだというふう

に私は思っております。それほどお金がかかるも

のでもありませんし、市民だれもが市長の存在を

知ることができる、あるいは市長に声をかけるこ

とができるという市民とともに歩む象徴ではない

かというふうに思うものですから、ぜひここのと

ころは加藤市長の御自身のお考えをお述べをいた

だきたいというふうに思います。

それから、１点目は、まず町内会連合会と、そ
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れから地域連絡協議会との明確な違いを市民に示

すべきでないかというふうに私は思っております。

なかなかイメージとしては、どうしてもダブって

しまうところが私はあるものですから、そこはや

はり町内会連合会の役割、それから今果たしてい

ること、それと目指そうとする地域連絡協議会の

役割、これは先ほど市長の答弁の中にもございま

したけれども、端的にこの２つの大きな組織の違

いを申し述べていただきたいというふうに思いま

す。特に風連地区においては、名寄地区は小学校

単位に設置をされる７地区、ただし風連について

は非常に地区も大きいという、それから対象人口

も多いということでありますので、私の発言の趣

旨は、例えば合併特例区時代は合併特例区協議会

というのがございました。これは各組織、それか

ら各年代を代表する方々で構成をして、その都度

意思決定をしていくということでありますが、そ

ういったシステムをやはり新しい風連地区で設置

される地域連絡協議会にも持ち込むべきだという

ふうに思うものですから申し上げました。この２

点です。

それから、大きな項目の２点目につきましては、

やはり駅横の進捗状況がおくれているということ

はよくわかりました。ただし、それをその原因も

含めてこういう状況で、当初の計画は雪解け早々

ということであったというふうに思いますので、

おくれた理由、それから今後の見通しについては

都度市民の皆さんに伝えていくべきだと、どんど

ん情報を出すべきだというふうな思いがあるもの

ですから、この部分についてはそれを即刻やるべ

きだというふうに思いますが、いかがでしょうか、

お答えを下さい。

望湖台については、ただいま請願も上がってお

りますし、これから経済常任委員会での審議もあ

りますので、一定市長のほうから９月をめどに結

論を出していきたいというふうな御答弁もいただ

きましたので、私の受けとめ方としては非常に前

向きな結論が出るものだというふうに大きな期待

を申し上げて、この問題についてはこれ以上踏み

込みません。

それから、住宅リフォームについては、非常に

事業効果が大きいということは市側もお認めであ

りますので、即刻新たな住宅リフォームの再開と

いいますか、リニューアルについて期待を申し上

げます。これは、御答弁はよろしいです。

それから、３点目、行財政改革の推進に関して

なのですが、１点答弁が欠落しておりましたので

答弁を求めますが、あいさつの励行であります。

これについては、市長がどのようにお考えで、市

長がどのように日々励行されているかについても

含めてお答えを願います。この部分の答弁がござ

いませんでした。

それから、総合計画の振興計画に関しては、や

はり公約で非常に大きな事業が、当初計画にのっ

ていなかった事業が入ってくるという可能性がご

ざいます。ある自治体においては、市民で構成す

る総合計画の検討委員会的なものの中で、そこが

認めなければ市長の公約であっても認めないとい

うような非常に厳格な総合計画の進め方、進行管

理をしているところもあります。やはりそれは、

あくまでも計画に基づいた財政の裏づけのある計

画を進めていくという意味での総合計画の考え方

でありますので、今回公約として大きな金額を要

する事業も入ってきているわけなのですが、私は

今の５年５年で見ていく前期計画、後期計画はよ

ろしいのですが、非常に今言ったように窮屈な部

分が出てきます。やはり市長の考えで政策の部分、

変わってくるのは当然だというふうに思いますの

で、そこに市長の公約が入り込む余地のある計画

を組んでいくべきだというふうに思います。これ

は、４年プラス１年で可能なわけです。５年では

なくて４年プラス１年で、その１年というのはそ

のときの市長の考え方を検討する期間として１年、

実施する期間として４年という考え方が私は可能

だというふうに思いますが、実際やっている自治

体もございますので、その点についてお考えあれ
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ばお答えを願います。

それから、４点目です。この婚活の問題ですが、

今御答弁の中にあったとおり名寄大学の中で農業

体験がことしから正式なカリキュラムとして取り

入れられて年３回、同じ農家に入るということで、

先日私のうちにも３名の学生が来ていただきまし

た。お一人は宮崎の出身であり、お一人は札幌の

出身であり、お一人は岡山の出身ということであ

ります。私は、この受け入れ農家として今現在４

０戸ほどグリーン・ツーリズム協議会の中で登録

されているわけですが、今適齢期というのは非常

に私は好きな表現ではないのですが、努めて受け

入れ農家をふやしていくのが今の目下の課題だと

いうふうな言い方をしているわけですが、受け入

れ農家に対する働きかけ、これについて強めてい

ただきたいというふうに思っております。今現在、

これから１７日の日に札幌から中学生が来ますし、

それから過日田植えの時期にも札幌から稲陵中学

校の子供たちが１４０名でしたか、来てくれまし

た。そんなことで、これからどんどんグリーン・

ツーリズムあるいはそういった動きが強まってき

ますので、特にこの婚活と連携してそういう受け

入れ農家の登録を積極的にふやしていくべきだと、

的を絞って。そういう動きをすべきでないかと思

うわけですが、いかがでしょうか。

それから、玄米ばら貯蔵乾燥調製施設について

は、今２３年から実施をしたいという非常にいい

情報を出していただきましたので、心待ちにして

おきます。

それから、口蹄疫については、私が改めて申し

上げるまでもなく、かといって過度に市民の皆さ

んが不安を抱くのではなく、やはり正しい情報を

市民全員が、関係者だけではなくて全員が持つと

いうことがまず求められてくるというふうに思い

ますので、このことについてはより一層対策を強

化して、発生したときの対応もそうなのですが、

発生しないための状況をしっかりとつくり上げて

いくということが大事かなというふうに思います。

それから、６番目の循環型社会の形成に関して

は４０％が埋め立ての中にリサイクル可能物とし

て含まれるということで、私はこの最大の防御策

は、チェック体制は自主搬入の際のチェック体制

をきつくすると。これは、もうそれしかないとい

うふうに思っています。水際作戦、これに尽きま

す。ですから、新年度以降民間委託というような

方向も示されておりますが、とりあえず受けると

きに徹底的にチェックをすると。そのことによっ

て必ずやこの数字は大幅に下がっていくものとい

うふうに思いますので、そのことについてお考え

を述べていただきたいというふうに思います。

７番目、地域医療の充実に関してですが、看護

師の獲得策の一つとして２４時間保育が今市長の

ほうでも御答弁いただきましたが、これは施設的

な要件もクリアしなければいけないということで

ありますので、即刻取り組んでいただいて、その

実現に向けて進んでいただきたいということであ

ります。

それから、８番目、心豊かな人と文化をはぐく

むまちづくりに関してでありますが、大学の地域

交流センターというのは、私の認識不足なのかも

しれませんけれども、余り市民の皆さんには知ら

れていないのかなというふうに思います。ですか

ら、まずそこのＰＲをしていただきたいと。名寄

大学には地域交流センターというのがあって、そ

こでいろんな活動をしていますよと。こういう活

動もあるし、ああいう活動もあるのだよというこ

とをまず市民の皆さんに知っていただいて、そこ

から市民との交流が始まるということが１点と、

それからもう一つ、先ほど申し上げましたが、名

寄大学には日本全国各地から学生がいらしている

ということで、その学生と、これはあくまでも任

意によりますが、私は交流大使というか、例えば

宮崎から来ている学生がぜひ私は宮崎の日向市と

名寄市との交流大使の任を請け負いますよという

ふうなことであれば、それは４年契約でも３年契

約でもよろしいのでしょうけれども、いろんな形
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で名寄を紹介して日向市を紹介するというような、

そういったキャッチトールが学生を通してできた

らいいなというふうに思うものですから、その辺

の可能性、これは学生のあくまでも自主性による

ものですが、制度としてできないものかというふ

うに思っております。たまたま風連地区にも地域

交流センターというのがありますので、その辺が

こんがらがっている部分も私にはあったものです

から、そこのところの整理を、ＰＲをしっかりや

っていただければというふうに思います。

それから、最後の９点目、小学校教育の充実に

関しては、家庭学習の実践については先ほど教育

長のほうから名寄でもやっていますよということ

で非常に安心したというか、勇気づけられたので

すが、さらにすべての学校で自分の努力が見える

形で出てくることが子供にとって、これは子供に

限らず私たちもそうなのですが、ここまで頑張っ

てこういう成果が出たというのが目で見えるよう

な取り組みをぜひやっていただきたいというふう

に思います。これは、私はテレビでたまたま知っ

たのですが、道南のある小学校ではそういったチ

ャレンジカードをつくって、きょうは何時間やっ

て、あしたは何時間やったということがそれぞれ

記入されることによって、ただそれだけの繰り返

しなのですが、子供たちは明らかに変わってきた

と。もう１時間を超えるぐらいの家庭学習をそれ

ぞれやってくるようになったというような大きな

成果の報告もございましたので、学校の主体性を

持ちながら名寄市全体として子供たちの頑張りや

努力が目に見えるような形で検証できるような形

の仕組みをつくっていただきたいというふうにぜ

ひ思います。

それから、もう一点、道徳教育に関してなので

すが、私がこの道徳教育を取り上げたのは、この

始まりは私の思いの中では、さかのぼれば中曽根

内閣あるいは安倍内閣のころから一種の国家主義

的な思想を傍らに、衣の下に隠しながらという部

分があったようにも思うものですから、それは私

のちょっと思い過ごしなのかもしれませんが、今

回いろいろ具体的な取り組みを見てみますと、主

として集団や社会とのかかわりに関することにつ

いては、小学校中学年においては愛国心、それか

ら自然や崇高なものとのかかわりに関することに

ついても愛国心が入ってくるというようなことが

ありますので、愛国心についてどのように……も

う国民として国を愛するのは当然であり当たり前

でなければかえっておかしなわけでありますが、

愛国心についての取り組みについてお答えを願い

たいというふうに思います。

以上です。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

たくさん御質問をいただ〇市長（加藤剛士君）

きましたので、抜けていたら言ってみてください。

まず、風連庁舎の市長室を前にというお話でご

ざいました。正直、４月２３日に次務してから総

会等重なって、びっちりと風連庁舎にまだ行けて

いる時間が少のうございます。この定例会が終わ

ってから、こんな時間もふえていくのかなという

ふうに思いますので、そうした方法でしか市民と

の対話が本当にとれないのかどうなのかというこ

とは、建物の構造的な問題も含めて検討してまい

りたいというふうに思いますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。

町内会の連合会、地域連絡協議会の問題につい

てでありました。あくまでも風連の地域連絡協議

会は、合併特例区の受け皿として、この風連地域

のさまざまな文化活動だとか、そうしたいい面を

これから聞き伝えていく協議会だというふうに私

は理解しております。町内会組織のように、連合

会のように個別にまだまだきめ細かい対応が必要

だということであれば、そのように対応してまい

りたいというふうに思いますけれども、協議会と

いうのはそうした認識であり、町内会連合会とい

うのは町内会の集合体であるという私は認識を持

っています。

続きまして、駅横の計画のおくれの情報発信の
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問題でありましたけれども、これまでもさまざま

な場面で議会の常任委員会でありますとか新聞報

道を通じてこうしたことは情報発信をしているつ

もりでありましたけれども、足りないということ

で御指摘ございましたので、今後の情報提供、ホ

ームページ等も含めてしっかりとやっていきたい

というふうに思います。ただ、西條さんの進捗状

況については、民間企業との対応もあるというこ

とでありますから、なかなかその辺で十分な公開

はできない場合もあるかもしれませんけれども、

知り得た情報に関しては公開できるものは積極的

に公開してまいりたいと、そのように考えており

ます。

行財政改革の推進ということで、あいさつのこ

とが抜けていましたということでございました。

職員のあいさつの話、私も職員の基本はあいさつ

であるということは全くそのとおりであるという

ふうに思いますし、これを徹底しているつもりで

ございますけれども、さらに住民サービスや窓口

業務の基本はあいさつだと、そして市民をできる

だけお待たせしないような心がけや体の不自由な

方に対しては職員が窓口まで来て対応していくと、

そんなような仕組みづくりについても検討してま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。

総合計画についての御質問がございました。総

合計画の枠と公約についての緩さとかということ

での総合計画のあり方がどうなのかというお話な

のかなというふうに思っていますけれども、総合

計画の基本計画と実施計画というふうにあると思

いますけれども、実施計画というのはそうしたも

のを柔軟に反映できるものなのかなというふうに

考えていまして、後期の計画を策定するに当たり、

そうしたことはできるだけ私の公約も含めて市民

と対話をして後期計画に反映させていきたいと、

このような考え方でございます。

婚活、グリーン・ツーリズムなのかな。もうち

ょっと受け入れの農家に働きかけをしたほうがい

いのではないかと、こんなようなお話だったかと

思います。まさにそのとおりかと思います。これ

も次につながっていくような協議を今ほどいただ

いた御提言も含めて進めてまいりたいと、このよ

うに考えております。

そして、ごみの分別のお話がございました。今

ほどもお話あったように、最終処分場に搬入され

るごみは多くのリサイクルが可能なものが含まれ

ているということでございます。さまざまな媒体、

さらには各種イベント等におけるＰＲを通じて啓

発に努めるとともに、今ほど議員がおっしゃられ

た受け付け時の啓発も進めてまいりたいというふ

うに思います。改めて本年度は、最終処分場にお

いて強化月間的なものを設定をして、搬入される

これらのごみの分別の点検等を実施して直接指導

して強化を図ってまいりたいというふうに思いま

す。この中でも事業者に対し、事業系ごみ分別マ

ニュアルを配付しながら産業廃棄物についても周

知徹底を図って適正な処理を促してまいりたいと

いうふうに思います。

また、昨年に引き続きまして事業所の訪問も実

施をさせていただき、分別指導など適正な処理に

も努めてまいりたいというふうに考えております。

また、あわせて内淵の処分場につきましては、今

ほどもお話ありましたけれども、その管理の運営

につきましては平成２３年度から業務委託をする

べく内部協議を進めてまいります。その中で、分

別指導の効率的な実施についても検討してまいり

たいと、このように考えております。

大学の交流センターの最後に話がございました。

地域交流センターがなかなかＰＲをされていない

ということでございました。御指摘をいただいた

ということでありますので、今後ＰＲには努めて

いかなければならぬというふうに思いますけれど

も、私の見る限りでは交流センターの担当の先生

もかわって、ことしは４月からかなり積極的に動

いてくださっているというふうにも思っています

から、今後に御期待したいというふうに思ってい
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ますし、交流大使のお話もございました。こちら

についても非常にいいアイデアというふうに受け

とめさせていただきますけれども、何よりも私は

それよりも大事だと思っているのは、まずはここ

に来て学ぶ大学生がこの地域を本当に好きになっ

て、この地域で学んでよかったというふうに言わ

れてというか、そういうふうに育っていただくこ

とが名寄っていいまちなのだよというふうに全国

に発信していただけるまずはもとなのかなという

ふうに思っていまして、このことについても地域

全体で大学生をはぐくむ、そんなような体制づく

りもしっかりと努めてまいりたいと、このように

考えております。

以上でございます。

（「２４時間保育」と呼ぶ者あり）

２４時間。〇市長（加藤剛士君）

（「７番目」と呼ぶ者あり）

２４時間の市立病院の保〇市長（加藤剛士君）

育の御質問がございました。御指摘のとおり、最

近では女医さんも増加しているということも含め

て、こちらの検討のスピード感を持って進めてま

いりたいというふうに思います。

以上です。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議員か〇教育長（藤原 忠君）

ら、家庭学習と、それから道徳教育についてのお

尋ねがございました。

まず、家庭学習でございますが、議員のお話の

とおり家庭学習で頑張ることがしっかり学力につ

ながる、こういう検証が私たちにとっても大切な

ことだと、こう考えているところであります。そ

ういう意味では、私は読書と家庭学習というのは

２点セットとして、これは学力の根底にかかわる

ものだと、こういうとらえ方をしておりますし、

今名寄市内の各学校はしっかりとこのことは受け

とめていると。しかし、それを具体的にどうして

いくかということでありますが、先ほどもちょっ

と例を申し上げましたように東小学校の頑張り表

などのような、こういう取り組みを名寄市内全校

でできないかという、そんな御提言だったと思い

ますので、その辺はしっかり今後検討して統一と

はいかなくてもどこの学校もそういうような形で

家庭学習を励行する、そんなシステムを構築して

いきたいと。もう一つは、やはり早寝早起き朝御

飯、この運動をしっかりと徹底していきたいと。

このことによって基本的な生活習慣も定着する、

その中から勉強をする姿勢をつくっていく、こん

なことに努めていきたいと、こんなふうに考えて

おります。

それから、道徳教育についてのお話がございま

した。先ほど私は、心のノートなどを使ってとい

うのは、実はこれなのでございます。これは、小

学校の低、中、高、それから中学生と配られてお

ります。それぞれ全校生徒に配付されております。

これは、中身は大変すばらしいものがございまし

て、例えばこれは中学生でございます。礼儀知ら

ずは恥知らずとクエスチョンマークがついている

のです。そして、何げなく交わされるあいさつに

も礼儀の精神は脈々と受け継がれていると、古今

東西不朽の価値があると。こういうことから、い

ろんなことが書いてあるとか、あるいはもう一つ、

コミュニケーションは心のキャッチトールである

とか、こういうことでいろいろ書かれている。こ

ういうのをしっかりと活用すること、これが子供

たちの心を育てるやはり一つのプロセスになるの

ではないかと、こう思ったりしております。

今道徳教育というのは、決して国家主義的なこ

とを教えるというのではなくて、むしろ郷土を愛

する心、ふるさとを思う心を育てる、このことを

主眼にしております。そういう意味では、名寄市

教育委員会としてもやはり社会科副読本をつくる

などしてふるさとを教材にした、そういう教育を

しっかりと進めていくと。そうすると、例えば札

幌に行ったとき名寄を懐かしく思い出す、そして

東京に行ったとき北海道を懐かしく思い出す、海

外に行ったときに日本を懐かしく思い出し、それ
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がやはりふるさとを愛する心につながっていくと、

私はそういうふうに考えているところでございま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

残り時間もございま〇１１番（佐藤 勝議員）

せんので、２点だけ市長にお尋ねをいたします。

まず、文化ホールについてなのですが、これは

交付金の関係で可動式に限定されるというふうな

情報もあるわけですが、可動式がよしという意見

もあれば、やはり固定席でなければというふうな、

それぞれの御意見が今市内にはあるわけですけれ

ども、今予定をしている財源の中では可動式でし

か、多目的利用という観点から可動式でなければ

認められないというふうにお聞きをしております

が、そのことについて市長のお考え、私は固定式

がいいのだがとか、あるいは可動式でもよいので

はないかとか、そのことで結構ですので、市長の

お考えをお聞かせを願います。

それから、もう一点、一番最初の所信表明の中

で市長は、市民が主役（お客様）というふうにな

っているのですけれども、私は市民はお客様では

ないというふうに思うのです。主役ではあっても

お客様ではないと。協働という言葉を使いますが、

あくまでもパートナー、仲間、フレンドシップで

あるべきだというふうに思うものですから、その

ことについて市長はお客様というふうに認識をさ

れているのか、その点について２点お答えを願い

ます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、文化ホールのお話〇市長（加藤剛士君）

がございました。可動式か固定式なのかという判

断は、懇話会でもいろいろと出ているところであ

りまして、私がここでこうだというようなお話は

ちょっと避けたいというふうに思いますけれども、

何回も繰り返しになりますけれども、財源として

予定している国土交通省の社会資本整備総合交付

金、これにおける地域交流ホールの位置づけは地

域コミュニティーの活動の場として有効活用する

と。このようなことが目的になっているため、全

席固定席は目的から外れるということであります

けれども、一部固定でということは認められてい

ると、こういうことでありますから、こうしたこ

とも含めて建設に向けて限られた範囲の中で最大

限市民が利用しやすいものになるように検討した

いというふうに思います。

また、今の民主党政権下でも一括交付金の中身

がこれからどうなっていくのかというのも、これ

も先行き、こうした縛りもどうなっていくのかと

いうこともわからないわけでありまして、いずれ

にしても２６年度までにということでありますか

ら、その時限も見きわめてこれは判断してまいら

なければならぬのかなというふうに思っていると

ころであります。

最後、市民はお客様であると、協働ではないの

ではないかという観点、そのとおりだというふう

にも思いますけれども、私が申し上げたかったの

は、市役所に来ていただく市民はお客様として対

応しなさいと、対応したほうがいいのではないか

と、こういうような判断であります。当然自分も

職員みずからも市民でありますから、お客様とい

う概念は幅広くは通用しないのかもしれないけれ

ども、市役所に来ていただく市民の皆さんはお客

様という視点を持って対応するように心がけたほ

うがいいのではないかと、そういうような私の考

え方であります。

以上でございます。

終わります。ありが〇１１番（佐藤 勝議員）

とうございました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１５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。
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新市長の政治姿勢について外４件を、中野秀敏

議員。

それでは、議長より〇２５番（中野秀敏議員）

指名をいただきましたので、緑風クラブを代表し

て代表質問を通告順に従い、順次させていただき

たいと思います。前段駒津議員、また佐藤議員と

若干ダブる部分もありますけれども、改めて御答

弁をいただきたいと思います。

さて、名寄市と風連町が合併して５年目を迎え

るわけですが、さきの市長選挙においてはこれか

らの名寄市に思いを込め、市民が選択する意義あ

る選挙であったわけでありますが、立候補された

お二人には心から敬意を表するところでございま

す。さらには、選挙において多くの支援のもと、

第２代名寄市長に就任されました全道一若い加藤

市長には心からお祝いを申し上げるところでござ

います。今後は、３度市民の首長として手腕を発

揮されることを心から御祈念を申し上げるところ

でございます。

初めに、加藤市長の政治姿勢についてお伺いを

したいと思います。市長選挙に臨んだ政策的公約

についてでありますが、改めて選挙中の市民に約

束をした主な政策的な公約について答弁を求めた

いと思います。

また、その主な公約実現に向けての方策、また

スケジュール等はどのように考えておられるのか

お伺いをいたしたいと思います。

２つ目に、市政次行方次の基本的な考えについ

てであります。市長は、所信表明の中で民間会社

名寄的発想で行政運営を推進すると述べておりま

す。行政においてのコスト意識が重要であること

は十分認識をしますが、すべてが費用対効果で判

断をできないのが行政であり、本当に困っている

人に手を差し伸べるのが福祉行政であると考える

ところでございます。市長の民間会社名寄市の基

本的理念についてお伺いをしたいと思います。

また、民間会社名寄市として市長がトップセー

ルスマンとして頑張っていただくのは当然であり

ますが、それを支える職員の研修、教育は非常に

重要だと考えるところでございます。民間会社名

寄市として、職員の窓口業務等研修、教育につい

てどのように取り組まれるのかお伺いをいたしま

す。

現在どの市町村においても少子高齢化、過疎化、

厳しい財政状況の中にありますが、このような状

況の中で名寄市の２０年先を見据えた将来像を市

長はどのように考えているのか改めてお伺いをし

たいと思います。

次に、大きな３点目になりますが、行財政につ

いてお伺いをいたします。国は、菅新政権が誕生

し、財政再建を重視する菅カラーを鮮明にしてお

ります。このことによって、地方は交付税の削減、

また国庫補助金の見直しが危惧されるところです。

健全な財政運営は、そこに住む人たちにとって大

きな安心につながることは言うまでもございませ

ん。

初めに、今回の肉づけ予算７％１３２度 ００

０円を加え、一般会計合計１９３％ １０２度 

０００円でありますが、昨年１０月見直しの中期

財政計画との整合性についてお伺いをいたします。

あわせて、今後の地方交付税の見通しについても

お伺いをいたします。

次に、合併特例債についてお伺いをいたします。

合併特例債は、１０年間で公共施設の施設整備等

に７６％円余りを見込んでいるところであります

が、現在までの活用状況と今後の見通しについて

お伺いをいたします。

次に、基金についてでありますが、健全な財政

運営とはまさに基金に頼らない予算編成であると

考えます。島前市長も常々基金に頼らない財政運

営を心がけておりました。現時点における基金の

状況、今後の活用策についてお伺いをいたしたい

と思います。

次に、大きな項目４つ目、今後の主要課題につ

いて、初めにことし４月より施行されました自治

基本条例について、まちづくりに関する情報の積
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極的かつ速やかな提供による情報の共有について、

行政の新たな取り組みとしてどのように考えてい

るのかをお伺いをいたします。

次に、組織機構と分庁方式のあり方についてで

あります。先ほどの佐藤議員の質問にもあります

が、組織機構の見直しについては５部体制から６

部体制に、あわせて組織のスリム化を図られてい

るところでございますが、現在の分庁方式におけ

る風連庁舎１階が空きスペースが多く、非常に寂

しい感じを受けるところですが、今後風連庁舎空

きスペースをどのように活用されるのかをお伺い

をしたいと思います。

次に、次行方次の中で特例区後の風連地区振興

を図るため、地域連絡協議会の設置がうたわれて

おります。設置の考え方、また町内会連絡会との

連携についてどのように考えておられるのかお伺

いをいたします。

次に、望湖台センターハウスについてでござい

ます。これについても先ほど佐藤議員より質問が

ありましたが、これまで先ほどの答弁によります

と８回、１４団体との話し合いを進められてきて

いるというわけでございますけれども、改めて市

長の見解をお聞きし、また地域要望にどのように

こたえられるのかお伺いをしたいと思います。

次に、大学院の設置と短期大学児童学科の４大

化について、これは市長の公約でもありますが、

現時点における諸課題についてお伺いをいたした

いと思います。

６点目に、風連地区コミュニティセンターの地

域移管についてでありますが、町内会移行後に行

うというこれまでの答弁があったわけですが、今

後どのように進めようとしているのか、進行管理

についてお伺いをいたしたいと思います。

次に、教育行政次行方次についてでありますが、

初めにことし４月にオープンをいたしましたふう

れん地域交流センターについて、まさに文化交流

の拠点として地域住民に現在利用されているとこ

ろでございますが、今日までの利用状況、また利

用者の声等についてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目に、名寄市文化ホールの建設についてで

ございます。今後のスケジュール、また財源等を

含めてどのように考えておられるのかお伺いをい

たしたいと思います。

次に、教育関係施設の管理委託についてでござ

います。行財政改革推進計画によると、給食セン

ター、北国博物館、図書館、女性児童センター、

市民会館等、教育関係施設の部分について管理委

託が調査検討を４年間にわたってされているわけ

ですけれども、今後どのようにされるのか改めて

お伺いをいたしたいと思います。

以上、この場からの質問にさせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま中野議員から大〇市長（加藤剛士君）

きな項目で５つの質問をいただきました。大きな

項目の１から４まで私のほうから、５については

教育長からの答弁とさせていただきます。

まず初めに、大項目１点目の政治姿勢について

お答えをいたします。さきの選挙において、６つ

の公約をお約束をいたしました。１つ目は、民間

会社名寄市的発想での行財政運営についてでござ

います。国内外の社会経済情勢の悪化が地域の厳

しさに拍車をかけている現在、私は１００年の歴

史に培われた地域の力、市民の力、そして各界各

層のあらゆる力を結集してこの厳しい時代を乗り

越えていきたいというふうに考えております。私

は、民間出身の市長のため、健全な財政運営と調

和のとれたまちづくりの必要性を痛感しておりま

して、行財政改革による簡素、効率化を行う一方

で市民との情報共有のもとに市民の皆さんととも

に知恵と汗を流し、調和のとれた協働のまちづく

り、市民主体のまちづくりを進めてまいります。

２点目には、基幹産業である農業の推進につい

てであります。新たな食料・農業・農村基本計画

が閣議決定をされ、国民全体で農業、農村を支え

る社会の創造を目指すことが示されたところでご
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ざいます。名寄市においては、１次産業が地場産

業の足腰であるという観点に立ち、地域の利点を

生かした農業、農村の持続的な発展、担い手の育

成、産地づくりに取り組むとともに、都市と農村

との交流や地産地消などによる多様な農業経営の

育成、地域ブランドづくりを進め、活力のあるま

ちづくりを進めてまいりたいと思います。また、

市立食肉センターについては早期改修に向け、一

部国の補助制度も活用して進めてまいりたいと考

えてございます。

３点目は、名寄市立総合病院のさらなる充実で

ございます。地方センター病院である名寄市立総

合病院は、市民の安心のかなめとしてはもとより、

近隣の地域医療の確保、充実を図るためにも医師

を初めとする医療スタッフの人材確保を図ってま

いります。施設整備については、課題となってい

る老朽化した精神科病棟と狭隘な駐車場について、

２年次を迎える名寄市立総合病院改革プランとの

整合性にも考慮しながら今年度中に方向性を示し

てまいります。

４点目は、名寄市の財産を生かしたまちづくり

についてであります。名寄には、豊かな自然と歴

史に培われた地域の持っている力と市民が持って

いる力がございます。本年開設をした新天文台を

初め、道の駅、道立サンピラーパークには近隣を

初め多くの利用者でにぎわい、交流人口の拡大を

もたらし、名寄市立大学に学ぶ学生や陸上自衛隊

名寄駐屯地に働く若者は地域で生き生きと生活を

し、地域を支える大きな力となっております。私

は、道立サンピラーパークや新天文台の機能を生

かしたイベントの開催や大学を生かしたまちづく

りなど、地域の財産を生かしたまちづくりを進め

てまいります。

５点目は、陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持でござ

います。陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に

開設をされて以来、文化、スポーツ、地域の災害

活動や周辺整備事業など地域に溶け込み、市民生

活と深くかかわってきております。政府が決定す

る新たな防衛計画の大綱については、北方重視か

ら南方重視への転換が懸念をされますが、自衛隊

の定数削減や駐屯地の縮小は地域社会、経済に及

ぼす影響が甚大であり、特に本市においては死活

問題にもつながることから、駐屯地の現体制維持

に向け、関係団体、機関、期成会と連携をし、国

への要望活動に取り組んでまいります。

６点目は、市民の福祉の充実についてでありま

す。少子高齢化が進んでいく中、安心して住むこ

とができる名寄市を目指し、子育て支援において

は子供や子育て家庭を社会全体で支援していく取

り組みを、また高齢者福祉については保健、医療、

福祉、介護のサービスが継続的また包括的に提供

できる取り組みを、そして健康増進においては健

康づくり、保健予防活動、介護予防活動などの取

り組みをそれぞれ進めてまいります。

また、これらの公約の推進についてでございま

すが、まず１点目の民間会社名寄市的発想での行

財政運営については、私の理念、信条であります

市民が主役のまちづくり、行財政改革にかかわる

部分であり、４月に施行された名寄市自治基本条

例の具体的な推進や５月に設置しました行財政改

革推進本部を機能させることにより、速やかに進

めてまいりたいというふうに考えてございます。

２点目の基幹産業である農業の推進については、

市立食肉センターの改修については、さきに加工

施設にかかわる実施設計の予算を提案をさせてい

ただきましたが、本年度より年次計画で改修を進

めてまいりたいと考えております。また、１次産

業の振興については国の政策が転換期を迎えてい

ることから、その動向を調査しながら関係機関、

団体と連携をし、着実に進めてまいりたいと考え

ております。

３点目の名寄市立総合病院のさらなる充実につ

いては、先ほども申し上げたとおり精神病棟改築

と駐車場、これについて年度内に方向性を示して

まいりたいと考えてございます。

４点目の名寄市の財産を生かしたまちづくりに
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ついては、名寄市立大学大学院の設置及び児童学

科４大化について、将来の発展を見据え、諸課題

の分析、メリット、デメリットを十分検討して進

めてまいりたいと考えてございます。

５点目の陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持について

は、議会を初め関係の皆様には汗を流していただ

き、積極的に国へ要望をしてまいります。

６点目の市民の福祉の充実については、国や道

など関連する機関、団体と連携をし、市民の皆様

にも御協力をいただいて進めてまいりたいと考え

ております。

以上、早期に取り組むもの、そして今後総合計

画後期計画も視野に入れ検討するものなど緩急を

つけて取り組むことになりますが、いずれにいた

しましても任期中の取り組みに向け、全力で努め

てまいりますので、御理解のほどよろしくお願い

をいたします。

続きまして、大項目２点目の市政次行方次につ

いてお答えいたします。まず、民間会社名寄市に

ついてお答えいたします。名寄市には、新天文台

や道立サンピラーパーク内のカーリング場、ピヤ

シリシャンツェ、道の駅など地域の特性を生かし

た資源がたくさんございます。私は、この名寄市

の観光資源等を名寄市が進めております国内交流

や国際交流を通じて国内外に積極的に売り込んで

まいりたいと考えております。また、名寄市自治

基本条例の理念に基づき市民が主役であるとの視

点に立ち、広く市民の意思を市政に反映させるた

め、民間が持っている知識やノウハウを活用し、

民間でできるところは民間活力を導入をし、職員

の能力を最大限に発揮をすることやコスト意識の

徹底を図ることなど、市民の皆さんが満足いただ

けるように機能的、効率的な市役所づくりを推進

してまいりたいと考えております。

次に、職員研修、教育についてお答えをいたし

ます。民間の視点を取り入れるためには、職員が

民間的知識やノウハウなどを共有をして連携、協

力により施策の推進に努めなくてはならないと考

えます。民間の基本としては、先ほどもございま

したけれども、あいさつの励行から始まり、市民

サービスをいかに向上させていくかということで

ございます。また、団塊世代の退職により新規採

用職員がふえ、さらには組織のスリム化が進む中

で、住民サービスを低下させないために職員研修

の充実が求められております。具体的には、新採

用職員に対して年６回の研修計画を組み、接遇、

電話対応等から職員としての基礎知識の習得を目

指しています。さらには、初春職員研修として採

用２年から８年までの職員に対して、市全体の仕

事の内容が理解できるよう２年間で計１２回の研

修を行います。これからも若手職員の育成と職員

全体のスキルアップを図るため、職員教育を充実

してまいる考えでございます。

次に、２０年先を見据えた将来像ということで

お答えをいたします。私たちが住む名寄市は、１

００年を超える歴史とともに産業や文化をはぐく

んできました。この歴史の中で築かれた財産を生

かし、２０年先を見据え、夢を語れる元気な名寄

市をつくるために力強い産業づくりと雇用の創造

を推進をし、市民の皆さんから愛され、明るく住

みよい活力あるまちづくりを目指してまいります。

そのためには、地場産業である１次産業の地域性

などを生かした農業、農村の持続的な発展や食、

観光、物づくり等の連携による地域ブランドの育

成により地場産業の振興や雇用の創造を推進する

とともに、道立サンピラーパークや新天文台きた

すばる等の観光資源を生かした交流人口の拡大と

若い人が集まる名寄市立大学や陸上自衛隊名寄駐

屯地を通じ、地域力の創造を図り、各界各層のあ

らゆる力を結集をして未来に誇れる郷土を築いて

まいります。

続きまして、大項目３点目の行財政についてお

答えをいたします。関連がありますので、小項目

の１、２を一括して答弁をいたします。さきの市

政次行方次の中でも述べさせていただきましたが、

平成２２年度は４月に市長選挙があったことから
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骨格予算を編成をし、本定例会に提案している肉

づけ予算７％１３２度円を加え、一般会計の総額

は１９３％ １０２度 ０００円となりました。 

初めに、中期財政計画とのあ較では、まず肉づ

け後の予算規模は中期財政規模にあべて７％ ０

００度円程度上回っています。これは、当初想定

していなかった子ども手当関係で１％ ２００度

円、また満期一括債の繰上償還で１％ ７９０度

円増加したことなどで予算規模が膨らんだものと

いうふうに考えております。中期財政計画の段階

での収支不足は３％ ４１０度円を見込んでいま

したが、肉づけ予算後の収支不足も３％ ４５４

度円とほぼ計画どおりとなりました。このように

おおむね中期財政計画で見込んでいたとおりの結

果となったと考えてございます。

次に、地方交付税の動向を含めた今後の財政見

通しについて申し上げます。平成２２年度の地方

財政対策は、地方交付税の１兆円増など厳しい地

方の財政事情に一定の配慮がされたわけでござい

ます。しかしながら、国の平成２２年度予算は国

債発行額が税収を上回るという大変深刻な状況で

あり、また平成２３年度予算においても国債発行

額を本年度の４４兆 ０００％円以内に抑えたい

との一部報道がなされております。税収が伸びて

いない中で国債発行額を本年度以内に抑えるとい

うことは、地方交付税も含めて歳出の相当な字縮

が考えられます。このように国の財政状況は極め

て深刻であること、また名寄市においても合併に

よる支援や市立大学の学生数の増加による増額補

正などの措置が平成２２年度で終了することを考

えると、平成２３年度以降の地方交付税の伸びは

期待できないものというふうに考えております。

平成２０年度から行財政改革推進実施本部を立ち

上げ、組織のスリム化、使用料、手数料及び負担

金、補助金の見直しなど歳入歳出の両面から行財

政改革に取り組んでおります。必要な事業を厳選

しながら、スピード感を持って行財政改革に取り

組むことで今後の財政運営を進めてまいりたいと

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。

次に、合併特例債の活用状況と今後の見通しな

どについてお答えをいたします。合併特例債は、

合併後の１０年間まちづくりに必要な事業に対し

て活用することができ、名寄市では平成１８年度

は １％円、平成１９年度は ２％円、平成２０ 

年度には ２％円、平成２１年度は１ ８％円、 

平成２２年度は見込みで ５％円、５年間の合計

で３ ８％円を活用する予定でございます。今後

の見通しについては、平成２３年度は現段階では

４％円程度を想定をしてございますが、平成２４

年度以降は総合計画後期計画の中で議論をするこ

とになります。合併特例債といっても３割は一般

財源で返済する借金でございますから、今後も事

業を厳選しながら必要な事業に有効に活用してま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

次に、基金の状況と今後の活用策等について申

し上げます。平成２１年度末における各種基金の

残高は、財政調整基金８％ ８６８度円、減債基

金２％ ５２７度円、公共施設整備基金１％ ８ 

６７度円、合併特例基金１２％ １６０度円など

合計で３４％ ３８４度円となっております。当

初予算の段階では、財政調整基金の３％７４０度

円を初めとして合計で４％ ０３１度円の繰り入

れを予定をしておりましたが、決算剰余金の積み

立て、地方交付税の増加や経常経費の削減などに

より財政調整基金の繰り入れを全額取りやめたこ

となどにより平成２０年度末にあべて １２１度

円の増加となりました。これらの基金は、今後も

有効かつ適切に活用してまいりますが、特に合併

特例基金については元金償還の範囲内で取り崩し

が可能であるものの、総合計画の後期計画で予定

されている文化ホールなどの大型事業の財源とし

て利用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。

大項目４点目の今後の主要課題についてお答え
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をいたします。まず、自治基本条例施行後の取り

組みについてお答えいたします。佐藤議員からの

質問の答弁と重複する部分がありますけれども、

本年４月に施行された名寄市自治基本条例は、ま

ちづくりの主体は市民という原則に立ち、市民、

議会、行政が対等な立場で連携、協力をしてまち

づくりを進めるという共通な認識のもとに情報共

有と市民参加をまちづくりの基本ルールというふ

うに考えております。

自治基本条例の施行に先行する形で本年１月か

ら市長の意思決定として毎月開催をしている部、

次長会議の要約会議録と市民生活にかかわる庁議

等の決定事項をホームページ上に公開をしてまい

りました。さらに、次行機関の意思決定として教

育委員会、農業委員会の会議録、これらも４月以

降開催分からホームページ上に公開する準備を進

めております。今後の推進につきましては、パブ

リックコメント条例の整備、市民が対象となる補

助、助成制度の情報発信、行政評価の実施などを

行うべく準備をしているところでありますが、ま

ず市民と行政が情報を共有することが第一である

と考え、市ホームページ等を積極的に活用した情

報発信に努めてまいります。情報発信の現状につ

きましては、市広報紙のホームページへの登載あ

るいは出前トークの開催、町内会会長会議の開催、

まちづくり懇談会の実施、施政方次、行政報告の

ホームページ登載を実施をしております。また、

まちづくりに関する情報提供といたしまして各種

計画のホームページ掲載や情報公開コーナーで文

書公開を実施をしておりまして、一部の計画につ

きましては計画の進行管理を要約会議録で公開を

しているところでございます。今後も市民にわか

りやすい行政を目指し、市長の意思決定の過程等

を情報発信に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

次に、組織機構の見直しについてお答えをいた

します。本年４月の組織機構見直しにより、５部

から６部体制になりました。また、風連庁舎の１

階には市民部地域住民課を新設をして窓口業務の

一元化を図りました。組織機構見直しについては、

今後においても検証等を行う中で見直しを行って

まいります。風連庁舎の１階については、合併し

て４年が経過して組織のスリム化ということで職

員数が減少している実態もあり、風連地区の社会

福祉協議会の事務局の移転も含め、これまでも風

連庁舎の職員で今後の風連庁舎のあり方等につい

て議論を行ってきております。平成２３年４月に

は、風連地区振興課が廃止をされることから、今

後においても庁舎の有効活用について住民サービ

スの向上に視点を置きながら議論を進めてまいり

ます。

次に、風連地区の地域連絡協議会設置の考え方

についてお答えをいたします。こちらもさきの佐

藤勝議員の御質問と一部重複する答えになると思

いますが、御理解いただきたいと思います。合併

協定書には、合併特例区設置期間終了後は合併前

の風連町に地域自治区を設置する旨、明記をされ

ております。既に名寄地区においては、地域自治

意識を高める過渡期として小学校区域ごとの広域

的な枠組みの中で地域連絡協議会を設置をして地

域課題等に対応しておりますが、風連地区におき

ましては特例区協議会の性格の一部継承を含めて

独自性を有する協議機関として風連地域連絡協議

会を設置いただくことを考えてございます。こう

した考え方、組織のあるべき姿につきましては、

その組織が地区住民の意見が市政に反映できるも

のとなるように現行の特例区協議会等とも今後協

議を重ね、意見を拝聴しながら組織化を図りたい

というふうに思いますが、現段階での考え方を申

し上げたいと思います。

まず、１点目の風連地区連絡協議会設置の内容

でございますけれども、風連地域の振興発展に資

するため住民と行政との協働のまちづくりを目指

し、風連地区の施策、諸課題の解決等、現行の特

例区協議会に付議しておりますことと同様に地区

にかかわるものについて行政サイドから事前の協
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議報告を行い、必要に応じて調査及び審議、意見

の答申または市政への提言をいただくなど予定し

ているところであります。また、委員の選出につ

きましてでありますけれども、主な団体、諸階層

の見識者、女性、青年、風連地区町内会連絡会の

代表、公募委員等で構成、１５名から２０名程度

を予定しているところでありますので、御理解を

いただきたいと思います。

２点目の地域連絡協議会として予定される事業

でございますけれども、議員御承知のとおり合併

特例区事業は合併後の一定期間、地域住民の意見

を反映しつつ、一定地域の事務事業を処理するこ

とにより事務の効率的な処理と地域住民の生活の

利便性を図るとともに、風連地区ならではの事業

または調整に時間を要する事業に取り組み、新市

の一体性に向けて円滑に確立するためにソフトラ

ンディングを図ることを目的に実施をされており

ます。現在取り組んでいる事業一本一本について

特例区終了後、市事業として継続するものについ

ては特例区協議会の審議方次を反映をし、引き継

ぐ原課と事務分掌の調整を行っておりますので、

風連地区の地域連絡協議会は一定の事業を取り組

むための役割を持たず、風連地区の振興発展の施

策、諸課題の解決等、現行の特例区協議会に付議

しておりますことと同様に、地区にかかわるもの

について行政サイドから事前の協議、報告、協議

会の独自性をも含め、必要に応じて審査及び審議、

意見の集約、答申または市政への提言をいただく

ことなどを予定しているところでありますので、

御理解を願いたいと思います。

次に、望湖台センターハウスの方向性について

お答えをいたします。昨年度より風連地区の方々

と意見交換をさせていただいており、特に老人ク

ラブの利用は例会をセンターハウスを会場に実施

をしており、おふろに入り、１日ゆっくりと遊ん

で帰る老人の楽しみを奪わないでほしいと、また

これらふえる高齢者のために多少の赤字でも存続

してほしい、そしてさらには日向温泉、五味温泉

のほうが近いので、ほとんど利用していないなど

といった意見も出されました。今後当施設を管理

運営するふうれん望湖台振興公社と協議を重ね、

再度地区住民と意見交換をさせていただき、遅く

ともことしの９月、これをめどに方向性を示して

まいりたいというふうに考えております。

次に、大学についての諸課題についてお答えを

いたします。昨年の６月、大学における中長期重

要課題の素案として児童学科の４大化とこれに伴

う保健福祉学部の再編と大学院の設置、この２つ

がまとめられたところでございます。１８歳人口

と短期大学志願者の減少、加えて子供をめぐる社

会状況の変化等により全国的な保育系の短期大学

の４年制移行が急増している傾向を踏まえて、本

学の児童学科を４大化しようと計画しているもの

でございます。

お尋ねのありました課題についてでありますが、

児童学科の４大化に当たり現在の保健、医療、福

祉の連携という保健福祉学部の基本方次や基本目

標に対してどのように関連を持たし、位置づけを

するのか。２つ目には、現行の保育士、幼稚園教

諭に加え新たな資格付与はどのようにしてまいる

のか。これは、小学校教諭一種免許の付与との案

が出されておりますけれども、新政権の方次であ

る教職課程６年制と教育職員免許法の改正との関

連もございます。３つ目には、学生１００名と教

員七、八名の増加、これに伴う施設の増設及び財

源確保が必要になってくると。続いて、４つ目に

は安定した学生の確保と就職先の確保、こうした

問題が想定をされます。また、大学院の設置につ

いても全国的に見ても４年制大学において大学院

を併設していない大学は今や少数となっておりま

して、高度専門的職業人の養成や本学教員の安定

的確保のためにも必要なことであると思われます

が、研究指導員の確保や研究室の増設、こうした

ことが課題として挙げられます。

次に、風連地区のコミュニティセンターの地域

移管についてお答えいたします。議員も御承知の
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とおり、各地域にありますコミュニティセンター

の管理につきましては、合併協議では地域による

自主管理を基本として地域協議を進め、協議が調

った施設から地域組織への維持管理を行うとなっ

ておりますので、この方次に沿って指定管理者制

度による管理運営に関する協議を地域の各関係町

内会と行ってまいりたいというふうに考えており

ます。

御質問の現状と方向性でありますけれども、３

月に各関係行政区長にお集まりをいただき、今後

の進め方について御説明をさせていただきました。

この時点では、風連地区の各地域におきましては

４月から区域の再編を含めて町内会制度へ移行を

され、新しい組織が発足されることが決まってお

りましたので、今後風連地区町内会連絡会、特例

区協議会に御説明、７月から各関係町内会等との

協議を開始したいと考えております。また、地域

コミセンの７施設の現行の維持管理費については、

施設の規模等によって施設間に相当の差異がござ

います。また、地域の自主管理となりますと当然

住民の方々に一定程度の負担が伴いますので、施

設整備をしてきた経緯等を考えると、維持管理費

のすべてを地域に求めることは困難であると考え

ておりますので、維持管理運営費について各施設

ごとに一定金額を委託費として助成する形を考え

てございます。

今後地域に主体的になって維持管理を行ってい

ただくためには、各地域住民の負担が均一となる

ような調整が必要であり、また風連地区で自主管

理をしている地域の会館あるいは名寄地区で地域

の方々が自主管理をしている施設に住民の方がど

の程度負担をしているかを参考にするとともに、

特に地域の皆さんの理解を得ることが先決であり、

理解が得られなければ物事は進められませんので、

余り過度な負担とはならぬようにどのような形で

自主的な維持管理、運営をお願いするかを使用料

の改定も含め、十分な協議が必要であると考えて

おります。

また、各施設につきましては、建築年数が新し

い施設で平成１０年、古い施設では昭和４８年と

いうふうになっておりまして、今後の修繕、補修

の関係につきましては地域協議の中で具体的に出

てくるものと思いますので、大規模なものにつき

ましてはその時点で緊急度合いを見きわめながら

年次計画で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いうふうに思いま

す。

私の答弁は以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の５、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政次行方次についてお答えいたします。

まず初めに、ふうれん地域交流センターオープ

ン後の現況についてでありますが、ふうれん地域

交流センター風っ子ホールは風連町本町第１種市

街地再開発事業の一環として建設が進められ、風

連福祉センターと風連母と子と老人の家の機能を

あわせ持つ新たな地域の文化、福祉団体の活動拠

点施設として平成２２年３月に完成し、引っ越し

など館内の整理を行い、４月１２日に市民の皆様

への貸し館業務を開始いたしました。４月１９日

にはオープニングセレモニーを挙行し、多数の市

民の皆様の祝福を受けたところであります。

オープン後の利用実０についてでありますが、

４月は１９日間の開館日数で ５１４名、６９件

の利用があり、平成２１年度の風連福祉センター

並びに母と子と老人の家とあ較しますと、地域交

流センターの開館日数が１１日間少なかったこと

から ９％、利用人数で１５７名の減少となりま

した。５月からは全日の開館となりましたので、

利用人数実０は ７６７名、５８件と前年度とあ

較しますと１ ２％、利用人数で２０６名の増加

となり、多くの地域の皆様に有効に活用されてい

るところであります。また、地域交流センターを

利用していただいている皆様からは、エレベータ

ーがついて大変便利になったとか、あるいは旧福

祉センターにあべ料金が少し高いような気がする
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などの声もあるところでありますが、今後も種々

の要望等につきましてはしっかりと承り、対応を

検討してまいりたいと考えております。

次に、名寄市文化ホールの建設についてお尋ね

がございました。さきの駒津議員並びに佐藤議員

の代表質問にもお答えいたしましたが、文化ホー

ル建設の今後のスケジュールにつきましては、来

年度中に計画を煮詰め、平成２４年度ないし２５

年度には建設着工し、最終年度を平成２６年度に

予定しております。財源につきましては、駅横再

開発整備事業で取り組んでいます国土交通省の社

会資本整備総合交付金を活用することを予定して

おります。現在の市民会館大ホールの老朽化に伴

う代替施設としての役割もあるところであります

ので、市民会館の解体についても本事業で取り組

めることから、解体を含め平成２６年度中の終了

を予定しているところであります。建設位置につ

きましては、とりわけ重要な事項と考えていると

ころでありまして、できるだけ早い時期に市の考

えをお示しし、議員各位並びに市民の皆様にお諮

りしたいと考えております。名寄市にとりまして

もかけがえのない財産となりますので、将来に悔

いを残さないよう十分な議論を重ねてまいりたい

と思っております。

次に、教育関係施設の管理委託についてお答え

いたします。行財政改革推進実施本部では、毎年

推進状況を取りまとめておりますが、推進項目、

民間活力の導入につきましては、その多くは教育

関係施設となっており、また年度別当初計画にお

いて実施ではなく調査検討となっており、この間

各施設で業務または管理の委託について調査検討

をしてまいりました。各施設での調査検討の結果、

特に教育施設が持つ専門性、特殊性などにより管

理及び業務を委託するよりも直営が望ましいと判

断するものも多くあり、継続検討となっていると

ころでございます。例えば学校給食センターにお

いては、アレルギー給食を名寄市独自の事業とし

て推進しており、女性児童センターでは各相談業

務において個人のプライバシーに関する問題が多

くあるところであります。図書館、博物館におき

ましても司書や学芸員などの資格を有する職員が

必要であり、専門的な経験と知識が求められてい

る業務となっております。なお、調査検討の結果、

現時点での委託化が難しいと思われる教育施設に

つきましては、これまでもコスト削減に努めてま

いりましたが、今後とも臨時職員または嘱託職員

を配置するなどして財政的な抑制を図ってまいり

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、何点かについて再質問をさせて

いただきたいと思います。

初めに、加藤市長就任以来５０日余りが経過を

するわけですけれども、まさに民間からの首長と

して現在御活躍をいただいているわけなのですけ

れども、当然行政経験がないということは常々言

われているわけなのですけれども、５０日余りを

経過して思いと違った部分というか、民間目線か

ら見ていて、まさに行政の中に入り込んでみて想

像と違った部分というのがありましたら、５０日

間を終えての感想を含めて御答弁をいただきたい

と思うところでございます。まさに夢を語れるま

ちづくりを推進するということで、基本姿勢に挙

げているところでございまして、大人はもとより

子供たちがまさにこれからの名寄市の夢を語り合

える、そしてまた市長みずからが夢を聞くという

か、そういう場をじっくりとつくっていただきな

がら名寄のまちづくりに邁進をいただきたいとい

うふうに思うところでございます。

次の行財政についてもちょっと伺いたいと思う

のですけれども、まさに総合計画後期計画の中で

策定議論を経て、今後合併特例債の有効活用をさ

れるとは思うわけですけれども、後期計画の中に

も文化ホールを初めとして大きな事業費を必要と

するところでございますけれども、５年、１０年
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先を見据えたときに、まさに人口減少が続くとい

う中でありますけれども、公債費の償還負担が重

くのしかかってくるのではないかというふうに考

えるところでございますけれども、交付税等が今

後削減が予想される中において、現時点での公債

費の適切な管理についてどのように考えておられ

るか、財政全般を含めて再質問をさせていただき

たいと思います。

次に、今後の主要課題の部分についてでござい

ますけれども、初めに風連庁舎の部分なのですけ

れども、まさに先ほども佐藤議員も言われたので

すけれども、非常に空きスペースがあって、１階

へ入ってがらんとしているという寂しさというか、

これが庁舎なのかというような感じでいるわけな

のですけれども、５部体制から６部体制というふ

うに変わったわけですから、特に名寄庁舎、風連

庁舎というこだわりでなくてもう一部を風連に持

っていくとか、そういった議論も含めながら、非

常に自分が言うのも勝手みそですけれども、非常

に風連庁舎においてはここの庁舎より会議室等も

あって、使い勝手は非常にここよりは、失礼な言

い方かもしれないですけれども、使い勝手はいい

のではないかなというふうな感じもするところで

ございますし、風連、名寄といった旧来の２部、

３部で分けているというふうなこだわりにこだわ

ることなく、改めてまた新しい形の中での検討、

議論もいただきたいというふうに思うところでご

ざいます。

次に、特例区の関係でございますけれども、特

例区が風連においては終了するのですけれども、

地域連絡協議会という形の中で先ほども話が出て

いたのですけれども、町内会の連絡会議との整合

性といったものを十二分に図っていただかないと、

せっかく町内会組織へ移行して、それぞれ町内会

長さんも新しい形の中で頑張っていただいて、町

内会の連絡会議も任意ではというような形の中で

それぞれ情報交換をしながら進めているのですけ

れども、まさに地域においてはその方々がトップ

として、町内会長さんの方々がトップとして地域

課題の解決に向けて取り組んでおられますし、地

域の先頭に立って頑張っていただいているという

わけでございまして、町内会の連絡会も地域連絡

協議会も結局は風連は１つの形の頭は１つなので、

ちょっと名寄と違った形だというふうに考えると

ころなので、名寄についてはそれぞれ町内会があ

って校区別というふうな形の中で分かれて行うの

ですけれども、風連についてはどっちも１本とい

う形で頭は１つなので、そういった部分の連携と

いいますか、その部分を十二分にとっていただい

て進めていただきたいというふうに要望をしてお

きたいと思います。

次に、望湖台については、それぞれ加藤市長も

選挙期間中については住民要望も十二分に聞きな

がら、地域に入ったときにはその地域の重要性と

いうか、必要性を認識しておられたという部分は

理解をしているところでございまして、９月をめ

どにということでございますけれども、指定管理

も今年度で一区切り、５年間の契約が終わるとい

うふうな形でございますし、そういった部分も振

興公社との十分な議論もしてからというふうに答

えられておりますけれども、でき得れば特別支障

がないような状況であれば、トイラー等も非常に

傷んできていると、修繕費もかかるというふうな

形にはなっておりますけれども、使えるものであ

ればそのまま使えなくなるまで使いたいというよ

うな要望が地域には多いというふうに思いますの

で、そういった部分も十分考慮しながら、十分検

討をいただきたいというふうに考えているところ

でございます。

あと、教育行政次行方次のほうの地域交流セン

ターについてなのですけれども、これは施設の部

分においてなので建設のほうに関係あるかなと思

うのですけれども、あそこがちょうどでき上がっ

て国道側と道道側と両方バス停があるのですね。

ですから、道道側はバス停はこっち側は玄関があ

りますので、玄関の中で休めるというふうな部分
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が、冬でもだから寒さもしのげるし、問題ないと

思うのですけれども、国道側がちょうどバス停な

のですけれども、ちょうど下に軒下と言ったら変

な言い方かもしれないですけれども、ちょうどバ

ス停になるような場所がちょっとあいているので

す、建物の下が。ですから、そこをもし改造とい

いますか、何か窓等をつけてそういったふうに改

造ができるのであれば検討をいただきたいなとい

うふうに思いますので、これは要望事項にさせて

いただきたいと思います。

次に、市民文化ホールの建設についてですけれ

ども、これも先ほどから質問が出ているのですけ

れども、それぞれ答申については、立地場所につ

いては両論併記のような形の中で答申が出ている

という部分は拝見をしているのですけれども、２

３年度の計画ということでございますので、今教

育長からは早い時期に立地場所を決めたいという

ことでございますけれども、本当に早い時期には

決めていただかなければ、これはどっちが結論を

出すのか、行政側がやはり一定程度のものを出し

て議論をしていただくかというふうな形だと思う

のです。いつまでもこのまま意見を聞きながらと

いうふうにはならないと思いますので、今もそれ

ぞれこの間の新聞でも意見を募集しているのです

けれども、なかなかそんなに集まらないというふ

うなことも新聞には書いてありましたし、どこか

でやっぱりこっちから投げかけて、行政側から投

げかけて一定の結論を早い時期に出して、そして

またそのことによって建物の検討というものがま

た、長い期間どういったものができ上がるかとい

うのは、立地場所が決まらないことにはどういっ

たものをつくるかというふうなこともできないわ

けでございますし、そういった部分は改めてそう

いった時期等について検討というか、一定の判断

を持っておられたらお答えをいただきたいと思い

ます。

以上、再質問をさせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

質問にお答えしたいとい〇市長（加藤剛士君）

うふうに思いますが、まず５０日余りを経過して

率直な感想ということでありますけれども、何と

いいましょうか。全く環境が変わって驚きの連続

なのかもしれません。また、総会等もあって、な

かなか忙しさも含めてそれぞれ一つ一つの物事が

歴史も踏まえてきちっと認識しながら前に進めて

いけているのかという自戒もあるところでござい

ます。しかしながら、職員の皆さんの温かい御支

援もいただいて何とかここまでやってきていると

ころであります。ここまで接させていただいてい

るに当たって、職員の皆さん方の力量というか、

そうしたものも肌で感じますし、まだまだこの地

域をよくしていける財産はあるなということも改

めて痛感をさせていただいているところでありま

す。就任直後にわくわくしているという話をさせ

ていただきましたけれども、今もその気持ちに変

わりはないところであります。これからも皆様方

の御指導をいただければなというふうに思います。

また、いい意味での緊張感をこれからも持続して

いきたいと。変になれることなく、この緊張感を

常に維持しながら市政の運営に当たってまいりた

いと、このように考えております。

財政の全般のことについての御質問がございま

した。合併特例債、過疎債、これは同様に借入金

の元利償還金の７割が交付税措置をされるため、

７割補助と一緒で合併後これらを有効に活用して

きたところであります。しかしながら、御案内の

とおり返済期間は１５年と短いということから返

済能力の点で制限がかかり、全額を借り入れする

ことはできません。事業の厳選と年度間の調整が

必要だというふうに考えています。起債借入額に

ついては、前期計画では５年間で６０％円、これ

を目安としておりました。後期では、交付税措置

のない起債の借り入れを抑制をし、借入額と償還

額等を調整をして残高の減少に努めてまいりたい

と、このように考えております。

平成２０年度と２１年度は、国の補正予算で約
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１０％円の臨時交付金と本年度の地方交付税の増

額が見込まれて、本市も小規模他市町村と同様に

財政が若干好転する兆しは見えてきたところであ

りますが、一方で巨額な長期債務で菅新政権は財

政の健全化で地方交付税の抑制に方向転換するの

ではないかと、こんなような懸念も出始めており

まして、来年度から本格導入予定の一括交付金も

補助事業をたくさん抱える本市にとって悪い影響

が出ないか危惧しているところでもございます。

いずれにいたしましても、今年度後おから総合計

画後期計画の策定の準備に着手をいたします。合

併特例債を有効に活用しても３割の借金が伴うこ

とでありまして、あらかじめ減債基金に積み立て

も行い、いつでも繰上償還や公債費の償還財源に

充当できるよう将来を見据えた適切な公債費の管

理運営に努めてまいりたいと、このように考えて

おります。

続きまして、風連庁舎の１階の空きスペース等

のことがございましたけれども、先ほどもお話し

したとおり何せまだ２カ月足らずで風連庁舎にじ

っくりとまだ座って次務していないということも

ございます。業務内容等も照らし合わせて、お金

の関係もあるのでしょうから、そうしたことも含

めて管理職の皆さんとも相談をしながら検討をし

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。あわせて、市民の利便性、機能性、機

動的な行政運営の視点ということからも検討して

まいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。

続きまして、地域連絡協議会の話、地域連絡協

議会と今の町内会連絡会との役割の整合性という

ことなのでしょうか。あくまでもさっきも申し上

げましたけれども、地域連絡協議会は特例区協議

会の受け皿ということで認識をしているつもりで

ございます。新たな地域づくり、組織づくりであ

りまして、当然これまでの歴史も十分に踏まえて

よりよいものを、組織をつくっていく、その整合

性を図ってまいりたいと、このように考えており

ます。

望湖台につきましても、今ほどの意見も含めて

地域の御意見、そして株主の皆さんの御意見と、

そして会社の御意見も含めて総合的に９月中をめ

どに判断してまいりたいということでございます。

交流センターの部分について……これはこっち

でよろしいですか。ということでございますね。

私からの答弁は以上とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

中野議員から２つの再〇教育長（藤原 忠君）

質問がございました。

１つは、地域交流センターバス停のところでご

ざいますが、現在はバスを待たれている方のため

にいすは置いてあるわけでありますが、特にバス

の待合場所としてお話のとおり雨、風、雪などを

しのげる囲み等はしておりませんし、その計画は

なかったのでございます。今お話がございました

ので、どのような方法をとればいいのか、今後ま

た関係機関とも協議してまいりたいと、こんなふ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

と、このように思っております。

それから、市民文化ホールについても早い時期

に市が提案すべきと、こういうお話がございまし

た。ちょっと時間をおかりましてお話し申し上げ

ますと、実はこの市民文化ホールについては歴史

がございまして、名寄市社会教育中期計画という

のを平成２１年１月に策定いたしました。これは、

その中では文化大ホールを建設するという、そう

いう文言が入っておりました。この流れは、実は

旧名寄市では第３次総合計画の中に３大事業、３

つの大きな事業が組み込まれておりました。その

一つが市立病院の改築であります。これは、平成

４年に完了いたしました。それから、もう一つは

総合福祉センターの建設でございました。これが

平成８年に完成いたしました。そして、もう一つ

が文化大ホールの建設だったのでございます。し

かし、それが先送りされて合併まで至ったと。こ

ういうことから、社会教育中期計画の中では旧名
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寄市文化協会などが想定していた文化大ホール、

大という名前がついているのであります。この大

ホールの建設という思いがずっと流れてきていた

というのが１つあるのでございます。こういう熱

い思いが実は歴史の中にある。ところが、昨今に

なりまして市民会館が非常に老朽化してきたと。

それで、その代替施設が急を要する課題になって

きたと。こういう発想が１つ新たに生まれてまい

りました。それから、もう一つは、今盛んに議論

されております中心市街地活性化に伴うその事業

の一環として文化ホールをという、こういう３つ

の大きな線が入りまじってきておりますので、今

あるように大変思惑が錯綜しているということを

ひとつ御理解いただきたいと思うのであります。

思惑の交錯と市民ニーズが多角化してきているこ

とから、なかなか難しい問題に直面しているとこ

ろだと、こんなことを御理解いただきたいと思い

ます。

しかし、基本的には市民懇話会を立ち上げて名

寄市が諮問し、答申をいただきました。この答申

は、しっかりと重視してまいりたいということを

考えております。しかしながら、その中で設置場

所については両論が併記されておりました。その

後も名寄市教育委員会では市民の意見を広く取り

寄せているのでございますが、平成２１年からこ

としの６月までに１２件の意見が寄せられました。

この意見を大きく分類しますと、町中に建てるべ

きだというのが５件、それから市民会館跡地に建

てるべきだという意見もございました。それから、

文化センター横に建てるべきだという意見、その

他などが７件ということで、意見は実は拮抗して

いるのでございます。そのようなことを考えます

と、名寄市としてもやはり一定程度新しい市長を

迎えたことから決断を下し、市民や議会の皆さん

に意見を問う、そういう場面を設定していかなけ

ればならないと、こういうことを考えているとこ

ろであります。今中野議員から早い時期にという

お話でございました。先ほど答弁では、来年度中

に計画を煮詰めると答弁させていただきましたの

で、今年度中には場所並びに規模についても提案

するよう努力してまいりたいと、このようなこと

で御理解いただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇２５番（中野秀敏議員）

ただきました。

加藤市長におかれましては、６点の公約実現に

向けて、４年間の中でというふうなことでござい

ます。それぞれたくさんの職員、プロがバックに

おられるわけですけれども、職員につぶされるこ

となく、トップとしての指示をしっかりと出しな

がら、ちょっと苦言を申し上げますと、大学院の

設置または短期大学の児童学科の部分については、

所信表明では早期実現を目指してというのが次行

方次の中では十分に検討をしてから進めるという

ふうにちょっと後退したのでないかなというふう

に私個人的にはちょっと受け取っているわけです。

ですから、市長のなる前の思いとみずからが現場

に入ってからの思いとは、なかなか思うように進

まないというのがこれは現実だと思います。しか

しながら、そこは決してぶれることなく、しっか

りと名寄市のトップとして今後とも頑張っていた

だきますことを御祈念を申し上げまして、私の代

表質問を終わらせていただきたいと思います。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

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。

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２４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。
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