
－211－

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１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託議案第１

号 名寄市犯罪のない安全で安心な地

域づくり条例の制定について（民生常

任委員長報告）

日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第４ 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第６ 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第７ 意見書案第１号 子宮頸がん予防ワク

チン接種の公費助成を求める意見書

意見書案第２号 小規模グループホー

ムの防火体制強化を求める意見書

意見書案第３号 コメの戸別所得補償

対策等の見直しを求める意見書

意見書案第４号 機能性低血糖症に係

る国の取り組みを求める意見書

意見書案第５号 森林・林業政策の早

急かつ確実な推進に関する意見書

日程第８ 報告第１４号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託議案第１

号 名寄市犯罪のない安全で安心な地

域づくり条例の制定について（民生常

任委員長報告）

日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第４ 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第６ 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第７ 意見書案第１号 子宮頸がん予防ワク

チン接種の公費助成を求める意見書

意見書案第２号 小規模グループホー

ムの防火体制強化を求める意見書

意見書案第３号 コメの戸別所得補償

対策等の見直しを求める意見書

意見書案第４号 機能性低血糖症に係

る国の取り組みを求める意見書

意見書案第５号 森林・林業政策の早

急かつ確実な推進に関する意見書

日程第８ 報告第１４号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員
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４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

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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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

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、

１０番 駒 津 喜 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第１回定例会付託議案第１号 名寄市犯罪のな

い安全で安心な地域づくり条例の制定についてを

議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、佐藤勝委員長。

おはようご〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成２２年第１回定例会付託議案第１号 名寄市

犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定に

ついて、民生常任委員会における審査の経過並び

に結果を御報告申し上げます。

委員会は、市民部長を初め担当職員の出席を願

い、平成２２年４月２１日、５月１１日、６月１

４日、６月１６日、６月１７日の５回にわたり開

催し、担当職員から資料の提出も含め説明を受け

た後、慎重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、条例制定の趣旨として

近年複雑多様化する社会情勢を踏まえて名寄市、

市民、地域活動団体、事業者及び関係行政機関が

役割を自覚し、互いに連携し、協働し合って地域

の安全は地域で守る、人と人とのつながりを大切

にともに支え合うという意識のもと、市民一人一

人が条例の趣旨を理解し、安全で安心な地域づく

りを担うところにあります。現行の名寄市生活安

全条例を見直し、新たに用語の定義及び基本理念

の明記、事業者の責務の明記、犯罪被害者等への

支援を盛り込んで内容を整理したものであります。

提案を受けた条例案は全１１条で構成され、第

１条で目的及び内容を定め、第２条では条例の解

釈に当たり用語の意義を明確にし、第３条は運用

の解釈指針となるもので、理念や方針を明らかに

し、市民一人一人がしっかりとした意識を持ち、

市民運動として行動することが安全で安心な地域

を築き活動を継続させていくことを明記していま

す。第４条から第６条では、目的達成のため基本

理念にのっとり、市、市民、事業者の役割、責務

を明確にし、第８条で関係行政機関及び地域活動

団体等で連絡調整及び協議するための協議会を組

織することができることを定めております。さら

に、第９条では犯罪のない安全で安心な地域づく

りをするための総合的な必要な施策について基本

となる事項を定めています。附則の施行期日につ

いては、平成２２年７月１日から施行する内容と

なっております。

各委員から出された主な質疑では、第２条の定

義で説明される語句と説明文との間の空欄に「と

は」などの助詞、動詞を入れると平易でわかりや

すいのではないか、第４条の市は自治基本条例の

市とリンクするのかについては、１ますあけたの

は従前の条例に倣いあけた。第４条は、自治基本

条例の表現に倣い文言を整理したとの答えであり

ました。

提案の条例は犯罪に特化しているが、現行条例

は総合的な生活安全条例の位置づけであり、犯罪

に特化した必要性は何か、過度の監視社会になる

おそれがあるのではないかについては、名寄市の

犯罪の状況は特に件数がふえてはいないが、全国

的に凶悪化、潜在化が多く見られ、そのことを防

ぐため地域全体で取り組みを進めていくことを提

起した条例と考えている。名寄市でも数年来、凶

悪犯罪があることは事実で、犯罪被害者への支援、

社会的弱者に対する配慮を踏まえて見直しを図っ

たとの答弁でありました。
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さらに、非常に大事な条例であり、市民からの

パブリックコメントも含め、市民を巻き込んだ議

論が必要ではないかについては、提案の条例はほ

ぼ道の条例を踏まえたもの、犯罪被害者への支援

で各関係機関を網羅して連絡調整していく部分は

名寄市独自のものであり、他市町村もその流れに

ある。今回提案に当たっては、社会福祉団体、行

政機関、老人クラブ等のさまざまな分野から２０

人で構成されている生活安全推進協議会に素案を

示して、その中で市民意見、団体の意見をいただ

いているとの答弁でありました。

犯罪の範囲として強盗、殺人だけではなく、い

じめ、セクハラ、ＤＶ、不法投棄、人権問題など

を総称したものか、条例に基づいた施策はどこで

検討することになるのかについては、法律に触れ

るものは当然のこと、そうでなくても被害者が出

てくるものは犯罪に含まれると解釈している。条

例制定後、名寄市安全安心地域づくり推進協議会

を立ち上げ、そこに実際の活動、情報の提供、広

報啓発活動を図り、市の責務として進めるとの答

えでありました。

その後、委員から次の８項目にわたっての疑問

点が提出され、委員間で議論をして整理を行った

ところであります。①、条例名に犯罪を入れるこ

との是非。②、市、市民等は自治基本条例に沿っ

た文言整理をすべきこと。③、第３条中に「優し

さ」の文言を挿入すべきこと。④、第３条、基本

理念については既存団体に限定すべきではないこ

と。⑤、第８条中、分析は協議会の限界を超える

役割であること。⑥、第８条、協議会の構成に関

し、既存団体に限定せず公募市民も入れること。

⑦、施策の実施状況の公表、人権に配慮を加筆、

修正すべきこと。⑧、施行期日を市民周知を図る

ことから７月１日より延ばすこと。以上について

委員間で議論を重ね、次のとおり整理をしたとこ

ろであります。

①につきましては、市の提案は犯罪を基軸とし

ており、犯罪を抜くと極めて広義の解釈になり、

似て非なるものとなる、違和感がある。②につき

ましては、市の責務の重大性から市を先としてい

る。③につきましては、「優しさ」は旭川の例で

入っている。犯罪が起きる背景に人間関係の希薄

さがあり、人を思いやることの大切さは認識する

ものの、人により程度、解釈の異なる形容詞・修

辞句は用いるべきではない。④につきましては、

第２条中、地域活動団体は市民等に含まれるので、

これに置きかえ修正する。⑤につきましては、名

寄市だけの表現だが、説明対策に協議会としての

分析は必要であり欠かせない。⑥につきましては、

市民公募については市はその考えを持っている。

第８条中、関係行政機関、地域活動団体等につい

ては、④と同じく地域活動団体は市民等に含まれ

るので、これに置きかえ修正する。⑦につきまし

ては、施策の実施状況の公表については、第９条

の施策の推進の条項に書き加え修正する。人権に

配慮については、第３条、基本理念に書き加え修

正する。⑧につきましては、施行期日は市民周知

を図るため、８月１日に修正する。

以上、委員会としての提案を受けての条例案に

つきましては整理をし、次のとおりといたしまし

た。

第３条第１項中、「役割分担による協働の下

に、」の次に「常に市民等の人権に配慮し、」を

加え、同条第５号中「地域活動団体」を「市民

等」に改める。

第８条第３項中、「、地域活動団体等」を「と

市民等」に改める。

第９条中、「政策を行うものとする」を「政策

を行い、その結果を市民に公表するものとする」

に改める。

附則第１項中、「平成２２年７月１」日を「平

成２２年８月１日」に改める。

ただいま申し上げたとおり、当委員会に付託さ

れました平成２２年第１回定例会付託議案第１号

名寄市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の

制定につきましては、全会一致で修正すべきもの
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と決し、修正部分を除く部分を原案のとおり可決

すべきものと決定したところであります。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

川村幸栄議員。

１点、質問させていた〇５番（川村幸栄議員）

だきたいと思います。

本当に慎重な審議をされたことに敬意を申し上

げたいと思います。今回修正された中で、常に市

民との人権に配慮するというふうな文言が入れら

れています。この議論の経過をもう少し詳しくお

知らせをいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

今川村議員〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

のほうから、人権に配慮しの議論経過を聞かせて

ほしいということでありました。今ちょっと資料

を開きますので、時間をお願いいたします。

先ほどの報告の中にもありましたが、関係行政

機関あるいは地域活動団体、市民等も含めて近年

犯罪に対する防衛意識の高まりがある中で監視カ

メラ等を初めとして、特に都市部においては監視

社会の度合いを増してきているという中で、この

条例の中で人権に配慮することによって、それを

一定程度抑制するということを一つの防波堤とし

て人権に配慮という文言を入れたわけでございま

す。これについては、委員会内の議論についても

当初からやはりこの文言は必要であるということ

で、他市の条例の制定等も比較検討しながら、今

回この条例の中に組み込んだわけでございます。

御理解を願います。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（川村幸栄議員）

私もこのそれぞれの市民の皆さん方の人権といい

ますか、個人情報であったりプライバシーの問題

が、今やはり犯罪に対する意識も高まっている反

面、こちらのほうの意識も高まっているのではな

いかと。ここをやはり担保できるような、そうい

う内容があったらというふうに思っていましたの

で、このことが組み込まれたということで担保さ

れ、またこの条例を施行していく中で、そのこと

を本当に重要に考えていただきたい、そのことを

お願いをして終わります。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど私の〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

報告の中に一部字句の間違いがありましたので、

訂正をお願いいたします。

皆様の資料の第９条中の部分ですが、私「政策

を行うものとする」あるいは「政策を行い、その

結果を市民に公表するもの」というふうに読み上

げましたが、これは「施策を行うものとする」、

「施策を行い、その結果を市民に公表する」とい

うふうに改めていただきたいというふうに思いま

す。「政策」を「施策」に変えていただきたいと

思います。大変申しわけありません。よろしくお

願いいたします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第１回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時１７分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）
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日程第３ 議案第１８号 平成２２年度名寄市

一般会計補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

佐藤靖議員。

それでは、何点か御質〇２番（佐藤 靖議員）

問したいと思いますけれども、７款１項１目商工

業振興費、（仮称）複合交通センター整備事業、

土地取得及び土土の補償料で１土 ０５１土 ０ 

００円にかかわってでありますけれども、この用

地については過去西條に売却した部分も含めてで

ありますけれども、相当議会内で議論もしてきた

課題でありますし、この土地が有効に活用される

のが議員それぞれの願いであります。ただ、この

土地については、特に昨年を振り返りますと７月

１７日あるいは７月２０日、議会報告会というの

を市内４カ所で開催をしました。総合福祉センタ

ーでやったところでは、中尾副市長も来ていただ

きましたけれども、相当各会場で市民の皆さんが

その成り行きをを注目しているというか、どうな

るのだという話があります。

しかし、議会側としては５月２７日に市、西條、

商工会議所の３者協定書あるいは７月２４日に市

と西條の仮契約を受けて、それと前島市長もこの

議会は民間が進める事業に余り踏み込まないほう

がいい、あるいは商工会議所も塩漬け用地の再開

発を早期に実現してほしいという強い思いもあっ

て１０月３０日の臨時議会で西條さんへの売却を

決めたと。このときの一番の原点は、さきの代表

質問あるいは一般質問の中でも議論されましたけ

れども、やはりここは土地開発公社、土土用地、

そして西條に売る用地、これを含めて一体開発を

するのだというのが一つの大きなものであります。

また、３者協定書というのをしっかり遵守するの

だということが１つ基本にあります。

そして、何といっても今だんだんシャッター街

になりつつあり、活性化が薄れてきている名寄地

区の中心街をにぎわいを取り戻すのだと、これが

大きな基本として取り組まれて、議会としてはい

ろんな議論ありましたけれども、市民の皆さんの

いろんな思いはありましたけれども、異例ではあ

りますけれども、議長が発言を加えて全会一致で

売却をすると。約 ８００土円の売却売売が出て

いましたけれども、これから夢があるものがつく

れるのだという思いで可決をしたと。あのときの

議長の発言を振り返ってみても３者による基本協

定書の内容を尊重し、所期の目的である市街地活

性化を柱に商店街のにぎわい創出と高齢化社会へ

の対応を通じて市民の利便性向上を目指した事業

展開が図られるように強く要望すると。あるいは、

できるだけ早い時期にその施策について議会に報

告できるように対応することを望むと、この２つ

がありました。

我々も西條さんの意向あるいは西條さんにして

みれば定住自立圏構想がだめになっても、その事

業がだめになっても高齢者向け住宅については自

力でもやるのだと、くい打ちを早くしたいのだと

いう思いがありましたけれども、今現在それはこ

の８カ月が経過して全く姿が見えない。そういう

状況からいって、市民の皆さんに改めて一体開発

という言葉も含めてでありますけれども、今ここ

で１土 ０００土円、１土 ０５１土円、土地だ 

けで言うと用地取得ですから違いますけれども、

この予算を計上してやると。ところが、計画の先

が見えないと。計画の中については、代表質問あ

るいは一般質問の中でもいろいろなその後の経過

があるにしても、余りにも見えない中でまたこれ

で土地を買って事業を進めるということをしてい

くと。議会としても来月また議会報告会をすると

きに、正直どういう説明を市民の皆さんにしてこ

の土地の取得というのを認めてもらうのか、改め

て市民理解が得られるかどうかを含めて少しお考

えをお伺いをしておきたいというふうに思います。

それと、もう一つは、１０款６項９目天文台費

の天文台維持管理費で、駐車場の整備ということ
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で ０００土円上げておりますけれども、これは

市長の思いもあってこれから夏休み、天文台に多

くの人が来るときの対応ということで緊急的にや

るということでありますけれども、天文台は御承

知のように昼ばかり人が来るわけではありません。

夜も当然来るわけでありますけれども、その照明

対策というのは、駐車場のときには一定余り明る

い照明をすると今度天文台に影響すると、暗い照

明だと交通事故が心配されるということがあると

思いますけれども、その辺はどういうふうにお考

えになっているのか、この２点をまずお答えをい

ただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の土地の利用の〇経済部長（茂木保均君）

関係について御質問をいただきました。これまで

も経済常任委員会あるいは議員協議会等々で説明

をし、今回の代表質問、一般質問の中でもいろい

ろと御論議をいただいているところでございます。

なかなか民間の部分の事業展開が見えないとい

うことでございます。これにつきましては、何度

か御説明をさせていただいてございますけれども、

この景気の状況あるいは国の一定の補助というも

のを見込んでいた部分が見込めなくなったという

ような、こういう状況の中で西條のほうも新たな

事業展開という部分でなかなか計画が立たないと

いうようなことであります。

実は、６月の初めに西條のほうからもこのこと

についての申し入れが市長のほうにございました。

西條としては鋭意努力をするということで、１つ

は福祉住宅といいますか、住宅型の有料老人ホー

ム、これにつきましては本年度やるというような

ことで進んでおりましたけれども、道内でもう一

カ所の部分が優先的にするということになったと

いうことで、これについては来年度というような

お話をいただいております。さらには、集客施設

のいわゆるスーパーマーケット部分に併設をする

部門が、これは今現在交渉中ということで、これ

は決まり次第やるというようなことで御返答をい

ただいているところでございます。

ただ、建物が西條さんがやるスーパーマーケッ

ト部分を先行してやるとどうしてもコストの面、

そういったものがどうしても高上がりになるとい

うようなことを含めて、この商業施設の部分に併

設する部分についてはあわせてやりたいというこ

とで、これが決まり次第着手をしたいと、こうい

うお話をいただいております。それから、高齢者

の賃貸住宅につきましては、これはいろいろ先ほ

ど申し上げましたように国の交付金が得られない

というところでかなりの見直しをしております。

今の中では高齢者の賃貸住宅という視野もござい

ますけれども、一般のマンションというか、アパ

ート的なものということも視野に入れているとい

うお話を聞いてございます。

いずれにいたしましても、３者協議に基づきま

して定時あるいは随時協議をしておりまして、私

どもとしてもこのことについては会議所とともに、

いろいろと注文もつける部分も含めてお願いをし

ているということであります。非常に経済状況が

見えないというところで、民間のそういう投資の

部分についてかなり厳しいという状況も一定程度

理解せざるを得ないということで私どもも判断を

しておりますが、いずれにいたしましてもこの土

地についてはいろんな経過があって西條が求めた

わけですから、あの土地をいつまでも遊ばせてお

くというようなことはないということを確約をい

ただいておりますので、その点については私ども

としても信頼的な部分を含めて西條あるいは会議

所とともに、３者協定に基づく趣旨に沿った事業

展開について、引き続いてこれを遵守していただ

くというようなことでお話をしているところでご

ざいます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、天〇教育部長（鈴木邦輝君）

文台駐車場の照明と事故防止対策、安全対策につ

いての御質問についてお答えさせていただきます。

御存じのように、天文台は１３時の開館後２１
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時に閉館いたしますので、開館時間のうちおよそ

半分が夜間にかかる部分もございます。現在天文

台の周辺には、駐車場を中心といたしまして野外

の照明施設が何灯かついておりますが、もともと

この照明灯に関しては箱形の中に照明器具を収納

をして直下、その下を直接照らすようにして光が

上部のほうに反射にならないように、そういう仕

様のものを使ってございます。

ただ、一般入館者がプラネタリウムの鑑賞であ

るとかという部分につきましてはこれでよろしい

のですが、天文台主催の観望会であるとか、これ

から北大が設置をいたします天文台の部分での観

測となりますと、北大側からも一般車両の照明も

しくは天文台の窓からこぼれる明かり等も実は観

測の邪魔になるのだというようなお話もございま

す。この部分で照明灯の設置につきましては難し

い部分もあるのですが、現在は直下型の照明のほ

うでしのいでおります。

今後駐車場の整備の中でも照明灯につきまして

は、安全対策を行いたいと思っておりますが、い

ずれにしましても明るくすることは防犯には当然

役立つわけですけれども、観測には若干ふぐあい

があるというちょっと二面性を持っている部分が

ありますので、工夫はしていきたいと考えており

ます。いずれにしましても、防犯と事故防止には

十分注意を図りながら照明設備の設置について、

これから新しく設置する部分については考えてい

きたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

天文台の照明について〇２番（佐藤 靖議員）

は、駐車場の照明については今部長がおっしゃる

とおり、ただやっぱり心配されるのは本当に観測

に影響があるというのと余りに足元を照らして暗

過ぎると、例えばお年寄りあるいは子供が車のと

ころから走っていても見えないと。ここは非常に、

だからといって人をつけると今度人件費がかかる

という難しい問題もありますけれども、少ししっ

かりと研究検討をされて特に観測あるいは事故防

止に土全を期していただきたいと、ぜひそれは強

く求めておきたいと思います。

駅横の土地の関係でありますけれども、今茂木

部長おっしゃるように１つは経済動向あるいは経

済の状況、国の一括交付金の問題、政権がかわっ

た、いろんな問題が絡んでのものでありますけれ

ども、実際に今回補正で上がってきているのは市

の関係する部分あるいはバスターミナルを含めた

設計をしていくのに必要で、あの土地をあのまん

まにしておいて設計も人の土地の上に勝手にする

わけにもいかないということもわかるのです。そ

して、もう一つは、大臣認可を受けた事業につい

ても５年間の中でやるのだということであります

ので、それは中で計画が変わっていくのはしよう

がないと、ある意味ではそういうこともあるのか

もしれません。それも認められた内容であると。

ただ、それで市民の皆さんの理解が得られるの

か。あの ８００土円の売売が出ただけでもあれ

だけの議論を呼んで、またそこの姿が見えないと

きにまた土地を買って、いやいや、計画はつくり

ますよ、来年度から高齢者住宅は建てますよと、

そういうことだけで本当にできるのか。今までの

事業とは違うというのは私どもわかるのです。と

ころが、一般の市民の皆さんにこれだけ財政が苦

しい、財政が厳しいと言っていて、やっと買って

何もしない、また買って計画はこれからですとい

うことが理解を得られるのですかと。そういう意

味では、例えば今回出ているこの部分については

凍結をして、きちっと計画ができて、それから土

土との交渉を、土地の契約をするということにで

きないのか、改めてその辺をお伺いしておきたい

と思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員からお話しいただ〇副市長（中尾裕二君）

きましたとおり、昨年の議会の市民説明会のとき

に私も出席をさせていただきまして、市民の皆さ

んのお話を伺いました。平成５年、６年当時に清

算事業団から取得をした価格と当然１５年程度の
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管理経費も含めて、あるいは当時想定をしなかっ

た地価の下落ということも含めて、買ったときよ

りも低い金額で売却したということで、市民の皆

さんに御心配をいただいたのは重々承知をしてお

ります。

平成５年、６年のときに清算事業団から、特に

先方の都合で鉄道事業の再建ということで資産を

処分するという、こういう時代背景のもとに、で

きれば行政に一括売却をしたいというお話をいた

だいて取得をしたわけですけれども、そこの土地

につきましては当時から事業計画を持たないで、

いわば事業団の要望にこたえて、もう一つは名寄

の顔としての土地を、例えば民間の方に切り売り

をされて思わしくない事業展開をされるのもいか

がなものかということも含めて対応させていただ

いたということでございます。それ以降、文化セ

ンターのホールの機能を持つものとして当時の土

土シアターを模した建築をしたらどうかという議

論もありましたけれども、やはりしっかりとした

ホールが要るということと場所については現在の

文化センターの隣接地にぜひという市民の声が強

くて、その計画も立ち消えになって以降計画は持

ち上がりませんでした。

結局は、事業展開をしたくても名寄市の財政状

況では、なかなか国の補助メニュー等がなければ

単独で自前での開発はなかなか難しいと、こうい

う状況で推移をしてきておりましたけれども、今

回国の政策としてまちづくり交付金、現在は政権

がかわりまして社会資本整備等総合交付金という

名前に変わりましたけれども、これらを活用する

ことで駅横のバスターミナルあるいはインフォメ

ーションセンターと、さらには念願であります市

民会館のホールの建てかえ、これは場合によって

は長年の名寄市民の夢でありました文化センター

大ホールの意味合いも持った建物を整備するとい

うことで国交省のほうに申請をしておりまして、

３月に認可をいただいたと。これは、事業全体の

計画そのものの認可もいただきましたけれども、

予算上はあくまでも２２年度の事業に対して交付

をいただくということで、この部分は公共が受け

持つ部分の全体の設計部分と調査部分と、あわせ

て土地がひっかかります土土が持っている用地と

建物の部分の取得費と補償費もあわせて認可をい

ただいたと、こういうことでありますので、ぜひ

長年の事業展開を模索していた部分が国のメニュ

ーによって日の目を見るということですので、こ

れについてはしっかりと対応していきたいと思っ

ております。

また、全体の建設計画につきましては、もう一

つ現在新政府が進めております地域主権に絡んで、

これの核となる財源手だてということで来年度か

ら一括交付金制度が導入されます。この一括交付

金と私どもが認可をいただいた社会資本整備等総

合交付金がどういうつながりを持つのか。場合に

よっては、一括交付金の内数として今回認められ

た社会資本整備等総合交付金が入るのかと。これ

を見きわめないことには、交付金の全体像がわか

りませんで、よって財源手だても難しいというこ

とですので、これは恐らく今回の参議院選挙後に

全体像が出てくると思いますので、その時点でし

っかりと規模も含めた建設計画を立てて市民の皆

さんにもお知らせをして、御意見をいただいて進

めてまいりたいと、このように考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

副市長がおっしゃるこ〇２番（佐藤 靖議員）

とはよくわかるのですけれども、１つはやっぱり

市民感情として、これは過去土地開発公社の審査

を議員協議会でしたときも要するに遊休土地の後

をどうするのだと、処分をしなければいけないの

ではないかと。例えば市民の皆さんにとってみれ

ば、営林署跡地、警察署が移転するのだよと。そ

れで買ったけれども、今もまだ空き地です。駐車

場として使ってくださいというのはありますけれ

ども、空き地として置いてある。そして、今度土

土の西條に売った土地も ８００土円の売売を出
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して売ったけれども、結局は着手できない。また

今度この土地も一体開発と市のバスターミナルや

何かも含めて計画をつくるときにまた買うのです。

目的はわかりますけれども、姿が全然伴っていな

い。そして、またそれを買うというのだったら、

私は逆にきちっと計画がつくられてから買うとい

うことが本当に、副市長のおっしゃることはわか

るのですけれども、市民の皆さんに説明をすると

きにそれがないと理解が得られないのではないの

ですかと。

だから、うがった見方をすれば、きのうも質疑

をしましたけれども、表現の速やかにという表現、

直ちにあるいは遅滞なく速やかにという表現、行

政側としてはあの３者協定書を結ぶときに、極端

な例ですよ。これうがった見方をすると、やっぱ

りこの事業は難しいと、直ちにということにはな

かなかならないと言っていたのが直ちにというこ

とでしたけれども、文面的には難しいということ

で直ちに遅滞なくということではなくて速やかに

という表現にしたのではないかと。これは、あく

までもうがった見方であります。

もう一つは、高齢者住宅をつくるのだと言って

いて、きのう野間井建設水道部長からいただきま

したけれども、法律上、建物の構成はありますけ

れども、出口が１カ所というのは、出入り口が１

カ所でなくてやっぱり出入り口は２カ所と、道道

のほうも許可は得たようでありますけれども、そ

の作業だって最近やっと決まったというような状

況ではないの。それを持って、またこれを買って

計画、その次のを買ってからまた計画していきま

すということが本当に市民の皆さんが今ここにお

金を費やしてやるということ、あるいは町中を見

てもメープルさんがなくなって、もうあそこは空

き地になっている。本当ににぎわいというのはど

う創造するのだと。当初の言っていた２８事業、

これをどう展開するのか。いや、それは商工会議

所ですと。西條さんのあの土地は、いや、それは

西條さんですと。いや、市のほうはここだけです

と。それなら、本当の一体開発あるいは点を線に、

面にと言っていた当初のことというのが大きくず

れてきて、それぞれ独自になっているのではない

のかという印象さえも受けてしまう。

それと過去、これは手間本経済部長が現役のこ

ろからこの市街地活性化については、市民の皆さ

んも入れてしっかり議論をしていく、にぎわいを

つくるためには市民の皆さんの協力を得ないと絶

対ににぎわいはできないですよと。それが結局行

われないまま、商工会議所のまちづくり委員会あ

るいは文化ホールについては検討、懇談会でした

っけ。それをつくってやっていると。ここで改め

て３者協定書の重みがあると言うのなら、この３

者に市民の皆さんを入れてもう一回きちっと議論

をしていくというぐらいの姿勢がないと、なかな

かこれはうまくいかないというふうに感じますけ

れども、その点について改めて答弁を求めて終わ

りたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から御指摘のあり〇副市長（中尾裕二君）

ましたように市が平成５年、６年に清算事業団か

ら取得をした ５００平らの土地につきましては、

まさしく遊休資産の売却という側面も確かにござ

いました。あの当時コープさっぽろと、それから

西條ということで引き合いがありましたので、そ

の意味からすると高く買っていただくほうに売却

するというのが資産の有効活用という面からする

と、そういう考えも成り立ったのかもしれません

けれども、一方でその前に徳田の地区に大型店が

進出をしまして、全国的な傾向として皆さん御存

じのとおり中心街が疲弊をすると。まさしく名寄

も同じ現象が起きておりまして、さらに駅横に

０００平方メートルを超す店舗展開では、いよい

よ商工会議所傘下あるいは商店街連合会傘下の商

店が立ち行かなくなるということで市のほうに要

請がありましてできれば共存できる事業について

市のほうでも売却がやむなしというのであればお

願いをしたいという、こういうお話をいただきま
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して、西條については事業展開については名寄市、

さらには商工会議所と相談をして、商店街と競合

をしない共存できる道をぜひ進めたいということ

での３者協定での西條に対する土地の売却と、こ

ういうことでございました。時期につきましては、

文言では確かに年数の時限は区切っておりません

けれども、名寄市が現在進めております駅横ある

いはホールの建てかえ事業につきましては国の時

限で採択後５年間という区切りがありますので、

西條の展開する事業につきましてもぜひ市と連動

する形で最終的な整備の完了は同じ時期にという

ことで３者協議の中でしっかりと話をしていきた

いと思います。

ただ、これまでも議会でやりとりをして繰り返

しお答えをさせていただいておりますけれども、

西條に売った ５００平方メートルの開発につい

ては民間活力を生かしての開発ということでござ

いまして、あくまでも主体は西條のほうで実施を

すると。これは、慈善事業でするわけではござい

ませんで、西條のほうもやっぱりしっかりとした

企業戦略に基づいて事業展開するということでご

ざいますので、本体も含めたトータルな戦略とい

うことでタイミングも見ながらやはり事業展開を

すると。当初想定をしていたときと変わっており

ますのは、国の補助金が当初３割あるいは１割の

補助ということで事業を組んでおりましたけれど

も、これがゼロになったということと、さらに当

時と比べましてまた一層景気が後退しているとい

うことでございますので、多少経済部長も答弁を

しておりますけれども、当初の予定よりはおくれ

ぎみでありますけれども、しっかりとこれは３者

協定の中で協議の中で詰めていって進めていくと、

こういうことで御理解をいただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけありません。〇副市長（中尾裕二君）

３者協定、少なくとも ５００平方メートルの西

條さんが民間で実施をするというのが、３者協定

の事業の内容について商工会議所あるいは市の意

向、これは当然市民の皆さんのニーズもしっかり

と受けとめながらのことになりますけれども、作

業でありますので、ここに市民の方あるいは第三

者機関が入るということはその成り立ち上、極め

て困難と思っておりますけれども、一方では今回

土土から取得をする土地も含めて平成１２年に取

得をした北側の用地につきましては、これは公共

事業でございますので、またここの部分につきま

しては、より参議院選挙後の全体的な財源スキー

ムがまとまりました段階で事業を詰めて、議会に

も市民の皆さんにもまた改めて相談をしたいと、

このように考えております。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、１点お尋ね〇５番（川村幸栄議員）

をさせていただきたいと思います。

６款の農林水産物処理加工施設用地の問題にか

かわって御質問させていただきたいと思います。

今回の代表質問、一般質問の中で明らかになって

きましたこの食肉センターの件についてですが、

大きなお金がかかるという中で、財源負担につい

ては今ニチロ畜産とも協議中というようなお話が

されていました。ただいまの土土横の話もそうで

したけれども、なかなか市民にとってはっきり見

えてこない。これも今検討中、これも今協議中と

いう中で大きなお金がハードのところに使われて

いくというところで理解に苦しむというような声

もあるわけです。この食肉センターの部分につい

ては、この間の代表質問、一般質問の中での答弁

の中でも地域活性化の問題等々出されていて、こ

れは必要だというふうに私も思っております。

しかし、その中で今回一般質問の中で出されて

いました子宮頸がんワクチン、さきの予算委員会

の中でも私もちょっと出させていただいたのです

が、予算の関係でなかなか難しいというお話もさ

れていました。さきの答弁の中では１学年、大体

６００土円から６５０土円ぐらい生徒数によって

かかるというふうな答弁がありました。いろいろ
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見てみますと、確かに小学校６年生から中学校３

年生一斉にできればいいのですけれども、１学年

ごとに全額負担を助成をしている市町村もありま

す。ですから、例えば小学校６年生だけを対象に

するということであれば６００土円から６５０土

円ぐらいの予算でできるというふうになるのかな

と思います。

市立病院などでもこのワクチンの接種が始まっ

ているわけで、市民の皆さんの要求度が高まって

いるのかなというふうに思っているわけです。国

で助成してもらうのが一番だというふうに私も思

います。私も女性団体とも一緒になって国への要

望も出したり署名も集めたりしているところです

けれども、早く国のほうの助成が実現できればい

いというふうには思うのですが、しかしこの子宮

頸がんワクチンの場合、命にかかわる問題という

ことでは緊急性が高いのではないかなというふう

に私は思っています。先ほども言いましたように

ハードの部分でも必要性は感じますけれども、協

議中であったり検討中であったりということでい

えばソフトの部分での、緊急性のソフトのこの部

分をどのようにこれから対応されていくのか、市

民の皆さんが納得できるようなお考えをぜひ御説

明をいただければというふうに思いますが、よろ

しくお願いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のように、〇副市長（中尾裕二君）

なかなか計画の全体像が見えていない段階での市

民の皆さんの御理解というのは極めて難しい部分

あろうかと思います。今日現在の課題と中長期的

に次の世代に残すべきものも含めて設備投資をす

る部分等、いろいろ行政サービスもあろうかと思

います。

御指摘のように、ワクチンのお話もありました

けれども、全体的な行政サービスの中でどうして

も財源は伴います。もちろん財源を抜きにしてで

もやらなければならないという緊急のテーマもあ

ると思います。今回一般質問等でもお話をいただ

きましたワクチンの部分につきましては、既に市

立病院におきましても国保診療所におきましても

ワクチン投与は始まっておりますので、市民の皆

さんは御利用いただくことができます。

それから、議員のお話のように小学校６年生を

対象としますと年間六百四、五十土円ぐらいの一

般財源がかかるということですが、これにつきま

しても例えば皆さん生活にお困りでワクチンがな

かなか接種できないということでもないというふ

うに思っておりますので、例えば生活保護に準じ

た世帯、こうやって線引きするとまた違う数字も

出てくると思いますし、この辺につきましてはま

た今後ちょっと研究検討をさせていただきたいと

思います。

それから、もう一つ、市が設備投資をするとき

は、もちろん丸ごと自賄いで対応できれば速やか

に計画も立てて、さらには議会にも市民の皆さん

にも相談をしてということで対応できますけれど

も、今回の駅横の開発につきましても、あるいは

食肉センターにつきましても国の補助メニューが

あって初めて日の目を見るという、こういうこと

でございますので、時宜を失して事業展開が見え

なくなるということもありますので、ここについ

てはここの部分のまた説明をしっかり市民の皆さ

んにもしながら御理解をいただいて進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かにお金はかかりま〇５番（川村幸栄議員）

すし、食肉センターの部分もずっと計画の中にあ

って進められてきているわけですし、過疎債、国

庫補助等を使いながらということでなってはいる

のですが、やはり市民的に考えると大きなお金が

動くハードの部分は何かすぐ決まるような、私た

ち議員としての説明もちょっと不十分かなという

ふうには反省をするのですが、そういうふうに受

けとめがちです。やっぱり一番緊急というか、命

にかかわる、また暮らしにかかわる、日ごろせっ
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ぱ詰まった部分の支援のところがやはり市民の皆

さん方にとっては大きな部分を占めているのだと

いうふうに思うのです、受けとめ方としては。で

すから、そこの部分をやはり今副市長がおっしゃ

ったように十分な説明、市民の皆さんへの説明を

繰り返し繰り返し行っていただくということが必

要でないかなというふうに思っています。

また、今ワクチンの助成の部分でも非課税世帯

へのというお話もありました。それも含めて、確

かに経済的にそんなに困らない方もいらっしゃい

ますけれども、やはりすべての子供たちが一様に

支援をしてもらえるような、そういう部分をして

いくことで、さきの一般質問の中でもおっしゃっ

ていましたけれども、やっぱり地方が声を出して

動き出せば国も動かざるを得なくなるというよう

な、そういった部分も必要かなというふうに思い

ますので、ぜひ鋭意検討をしていただくことをお

願いして終わりたいと思います。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、２点ほどお〇４番（竹中憲之議員）

聞きをしたいというふうに思います。

１つは、６款１項２目、今川村議員からも話が

ありましたと畜場の扱いについてであります。私

から代表質問でもさせていただきましたけれども、

国のメニューの中で農水省のと畜場のほうについ

ては不採択という状況になって、結果としては今

年度から加工施設をやるという状況で提案をされ

たわけでありますけれども、何が何でもやっては

だめだということではないのでありますが、中身

的に加工施設をやるということは結果としてと畜

場もやらざるを得ないということですね、裏を返

せば。そういう状況にあるだけに、今回の議会で

何人かの方も質問をされていますが、本当にそれ

では今緊急性があるのかどうかと。私は、やるな

とは言っていませんが、緊急性があるのかどうか

と。これだけの１６土 ０００土円ですか、から

かけてことしから来年、再来年にかけてやる事業

をもう少し遅くできないのかどうか。補助メニュ

ーですから、確かに期限が切られていますけれど

も、そういう意味ではどうもしっくりいかないと

いうのが中身だと私は思っていますし、状況的に

総合計画の中でもありませんから、そういった意

味ではどこでどういうふうにこの計画が持ち上が

ったのか。ここ二、三年の中で、ローリングも含

めてなぜそれではできなかったのか、あるいは提

起ができなかったのかというのは、私自身非常に

不快に思っているところであります。そういった

意味では、市民への説明責任も含めて、結果とし

ては借金になるわけでありますから、そういった

意味ではその辺の中身について再度お聞きをした

いというふうに思います。

次に、今佐藤議員からも言われました７款１項

１目の駅横の扱いでありますが、これも若干私も

質問をさせていただきましたけれども、当初から

（株）西條とのとことん一体開発だというふうに

実は言われてきて、結果的にはこれが進んでいな

いと。一方で、一体開発なのだから旧国鉄が持っ

ていた土地を買収をしたところも含めて今回土土

の土地を取得をすると。私は、どうもそこが見え

てこないのであります。西條がどういうふうにつ

くっていくかということも見えない中でそこを取

得する。代表質問の中でも話をいたしましたが、

あの土地はどこへも逃げていかない土地でありま

して、そういった意味ではどうも私自身は理解を

できないし、にぎわいづくり、にぎわいの創出の

拠点としてつくるのであれば、佐藤議員も言いま

したように市民を入れて、西條の問題でなくて、

入れてきちっとしない限り、私はもし間違ったと

きに汚点を残すだろうというふうに思っています。

確かに補助メニューですから、期限が切られて

いますので、早急にということはあるのかもしれ

ませんが、しかし私はそういった意味でどうも理

解ができないし、けさもある方から言われました。

本当にやるのですかと、やってきちっとできるの

ですかと、にぎわいづくりも含めて。私は、西條

さんのあの土地を西條に売ったときに、確かに３
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者協議の中でやられました。しかし、あれをつく

って一体化するに当たって、にぎわいづくりをす

るためには商店街ではなくて市民がどうつくるか

なのですよね。私はそう思っています。ですから、

私は市民も入れてどういう考え方であそこをつく

っていくのか。３・６も含めて、６丁目を含めて、

あるいは病院までの一つの枠をどう考えていくか

ということも私は必要だというふうに思っていま

して、そんなところについて答弁を求めたいと思

います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

について御質問をいただきました。食肉センター

につきましては、それほど従来から論議があった

ということではないのかもしれません。ただ、平

成１９年にニチロ畜産側のほうでこれからの名寄

工場における計画といいますか、そういったもの

を立ててございまして、そのときに市のほうにと

畜場の改修についての要請というものがございま

した。その時点ぐらいからいろいろと全道的なと

畜場の状況を含めて、これは道のほうでミートプ

ラン構想というのがありまして、増頭等について

はなかなか勝手にできるという状況ではありませ

んから、そういった部分で道全体の状況等々を調

べながら、あるいは補助事業だとかそういった課

題も含めて、担当のほうではいろいろと構想を練

ってきたという経過があります。

さらには、平成２０年の時点で建物が四十数年

たっているというようなことで耐震の調査をやり

ました。調査の結果につきましては、既に申し上

げてありますように１土点げ点としますと ８１

９点ということで、文科省基準でいけば建てかえ

が必要だという、こういった構造診断の結果であ

ります。こういう中で、２０年度ぐらいから具体

的な計画をやっぱり立てなければならぬというこ

とで、担当の農務課を中心としながら、ニチロと

いろいろ協議をしながら、と畜場の新築あるいは

改修の計画についていろいろ協議をしてきました。

なかなか国の補助事業、いわゆる農水省の補助事

業があるのですが、補助事業の基準からいいます

とこのと畜場というのは国でもかなり再編合理化

をやってきた経過があります。したがいまして、

つくりたいところで勝手に何ぼでもできるとか、

あるいは増頭できるという状況がありませんで、

あるいは北海道あるいは県単位でそこそこの人口

規模等々に応じた形での再編合理化を図っており

まして、道内においては北海道畜産公社が主体に

やっているというのが実態でございます。

名寄市においても平成１２年ごろだったと思い

ますけれども、ＢＳＥの関係を含めて衛生対策に

対応した施設にしなければならぬということで約

２土円近くかけて施設の改修をやってきた、ある

いは浄化槽の改修もやってきた経過がございます。

そういった状況の中で、ニチロも名寄において将

来的にもやはりこの事業を展開していきたいと。

そういう中でもニチロもマルハと合併なんかをし

まして、名寄における状況をどうするのかという

ようなこともありましたけれども、何とか北海道

においてはと畜場を含めた部分が名寄しかござい

ませんので、名寄のと畜場、加工場、一体的な施

設として将来的にもやっていきたいと、そんなよ

うなことが示されました。加工場については十勝

にもあるのですが、そんなことで先ほど来の部分

の中身について具体的に計画をしてきたという経

過があります。

ただ、なかなか財源対策というものが伴わない

ということで、総合計画のローリングにも２０年

ごろからいろいろ相談させていただいていました

けれども、２０年、２１年度でやはり具体的な財

源の裏づけがないということで、なかなか総合計

画のローリングで上げるような状況ができません

でした。しかし、２０年から２１年度にかけて国

でいろんな経済対策が出ました。何とかこれにの

っかってやれないのかということもいろいろ模索

しましたけれども、なかなか金額も大きいもので

すから、あるいはやはり基本的な部分は農水省の
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採択基準というものがありますから、なかなかそ

れにはのせてもらえなかったという経過でござい

ます。

そういう中で、きのうもちょっと説明しました

けれども、農山漁村活性化支援プロジェクト交付

金、これに実は２０年度の補正予算という形で実

は上げまして、そうしたときにと畜場部分はやは

りいわゆる大動物で３５０頭ベースなのです。し

たがって、その部分はだめと。しかし、加工場に

ついてはメニューにもあるということで、これは

何とかなるというようなことになったわけであり

まして、いろいろ内部協議もしました。ニチロ側

とも話しました。そういう中で、何とかこの事業

の期間に、加工場もだめになってしまうと、この

計画全体が頓挫してしまいますので、２２年度設

計、２３年度実施というような加工場をやれば何

とか国の補助にのれるというようなことがありま

して、これを何とか実現させようというのが今回

のねらいであります。

それで、先ほど来ちょっとお話のあると畜場で

あります。と畜場が先ほど来言うように補助メニ

ューがないというところで、昨日も御説明いただ

きましたけれども、本当に今現在の状況で申しわ

けなく思っておりますけれども、財源については

と畜場債という中身だけしか明確にお示しができ

ないということについては、非常に申しわけなく

思っておりますが、鋭意ニチロさんとも応分の負

担、これは応分の負担という部分の金額について

は、今現在申し上げられる状況ではありませんけ

れども、これについてはニチロさんも当然のよう

に考えているわけでありまして、この部分につい

ては一定の負担をいただくと。それから、非常に

財政状況は厳しいということはありますけれども、

北海道のほうにもできる範囲の応援ができればな

と、そういう思いでいろいろとこれから要請活動、

一部やっておりますけれども、要請活動を進めて

いきたいということでございまして、来年度の予

算編成時期等々、道に明らかにしたいなというふ

うに考えているところであります。

それから、駅横の関係でございますけれども、

これについては先ほど中尾副市長からもいろいろ

御説明いただきました。一体開発というのが基本

ではありますけれども、基本的にはやはり民間で

やる部分、公共でやる部分というようなことで、

そういう中で例えば壁の色だとか施設のデザイン

だとか建物のいろんなものについては何とか一体

的に見えるような、そんなような施設展開をやっ

ていきたいというふうに思っておりますし、これ

についても非常に申しわけなく思いますけれども、

このまちづくり交付金を活用して公共部分をやる

わけで、これについてはもう今採択をいただいて

おりまして、これでもしだめということになった

場合は全体的な計画、またこれも狂ってしまうと

いうことがありますし、来年度にまでこの土地取

得等が回っていけば、全体的な計画が大きな狂い

が出るというところで、何とかこれを一つの契機

として西條の施設展開あるいは５丁目、６丁目に

通じるにぎわいというもの、これを契機として何

とか促していきたいと、そういう思いでございま

すので、どうか御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

と畜場のものについて〇４番（竹中憲之議員）

は、どう答弁をいただいても理解ができないとい

うのが中身でして、６土円からのお金が必要にな

ってくるわけですね。結果としては、議員協議会

での説明ですとと畜場も加工場も計画どおりやり

たい雰囲気での説明でありましたけれども、どう

もこの算出方法等々を含めて理解ができないとこ

ろもありますが、ただ雇用の問題でいくと確かに

２０名ほどの雇用がされるというふうに資料には

載っておりますけれども、家族を含めて５６名と。

しかし、これがどういう算出方法なのかわかりま

せんが、これは２０名直接雇用、家族を含めて５

６名ということでありますが、名寄へ流入してく

るということでの計算でしか見えないのです。こ

れは、地元採用もあり得ると私は思っています。
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そういう意味でいくと、ここはどうも理解ができ

ない。技術者が２０名も来るとは私は思いません

から、そういった意味ではその算出方法を含めて、

これはあくまでも施工するに当たって数字だけは

合わせたのかなというふうに実は思います。現状、

代表質問のときに私がお尋ねしたときに市長は、

公約ですからやらせていただきますという言い方

をされました。しかし、市民説明をきちっとしな

いままいくとしたら、これは大変な問題になりま

すし、自治基本条例の中でも協働のまちづくりの

中できちっとうたわれているわけですよ。５条で

したかね。それもやらないでこのまま突っ走ると

いうことは、私はいかがなものかというふうに思

います。

駅横の問題についても一方で民間、（株）西條

ですから、それはそれとしても一体開発と言って

きた中身がここへ来て一体開発にならないという、

私のこれは思い込みなのかもしれません。がしか

し、私はそういった意味では西條が見えないだけ

に、あるいはこの議員協議会の資料で見ますと６

月初旬には土土北海道用地買収協議着手、中旬に

は複合交通センター基本計画にかかわる関係者協

議等着手、もう既に中旬です。そして、市民説明、

意見を聞く場はどこですか。１１月ですよ。これ

は、協働のまちづくりをするために市民と一緒に

なってどうつくろうかというときには、もう少し

早い時期での市民の意見を求めるということが私

は協働のまちづくりの一つの基本でないかという

ふうに思っていまして、そういう意味では非常に

駅横の問題もと畜場の問題も私自身は市民に説明

できませんし、もう少し詳しいところでお願いを

したいというふうに思いますし、と畜場、かえっ

て申し上げませんが、と畜場の問題は部長が言い

ましたように国の施策の中で多く集約されている

ことは承知をしていまして、このままいくと名寄

のと畜場からニチロは引き揚げるという状況にな

るのかなというふうに思っていることは、私も若

干それは危惧をしているところでありますけれど

も、しかしこれだけの大きな金を使うということ

自体が私自身はちょっと解せないということで再

度答弁を求めたいというふうに思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センター、と畜場〇副市長（中尾裕二君）

の再整備につきましては、先ほど経済部長のほう

から答弁をさせていただいたとおりなのですけれ

ども、築後４６年を経過して、既に耐震も含めて

構造の調査をして、この先そうはもたないという

判断もありまして、今計画を進めているところで

ございます。この計画につきましては、新総合計

画の中にも織り込みをしておりますが、実際に実

施をするということになりますと大変な資金を要

するということで、なかなか国の財源手だても含

めたメニューがなければ実際に実施計画には移せ

ないと、こういう状況にありました。

一方で、国のメニューが今回経済対策も含めて

出ていましたので、これに申請を出して、このこ

とにつきましては議会の委員会等でもお話をさせ

ていただきながら、これまでの進捗状況について

はお知らせをさせていただいたつもりであります。

計画自体は、と畜場の部分がメニューにのらなか

ったということでありますので、ここの部分につ

きましては財政負担を軽くする意味でも全面改築

ではなくて既存の建物を活用したリニューアルと

いうことで対応させていただいておりまして、現

在のところ６土 ０００土円の事業費でと畜場債

を活用して２０年で償還をしていくと。ここの部

分につきましては、具体的な国の補助メニューが

のる前に前市長の段階からニチロの経営陣とは改

築計画について協議をしておりまして、名寄市の

自腹の部分については一定の負担をさせていただ

くと。額については、まだニチロのほうの取締役

会議等で正式決定しておりませんので、協議の段

階というふうなお話ししかできませんけれども、

一定程度の負担をして双方で協調してやっていく

ということに、この件では話が一致をしておりま

すし、一方で委員会でもお知らせをさせていただ



－227－

平成２２年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

きましたが、今後の課題ということですけれども、

北海道のほうにも支援策があるということですの

で、これについても相談をさせていただいて、で

きるだけこの６土 ０００土円がききをされると

いうことでの協議は現在進めておりますので、ぜ

ひこの点につきましては御理解をいただきたいと

思います。

それから、駅横の開発につきましては、一体開

発ということでの御指摘もございました。この事

業につきましては、あくまでも民間と名寄市が協

働をして一つの事業をつくり上げるということで

はございませんで、 ５００平方メートルのほう

については民間活力で対応していただくと。ただ

し、自由な事業展開をしていただくということで

はございませんで、これは土地を売却したとき、

議長からも発言の中でしっかりといただいて大変

強く受けとめておりますけれども、事業内容ある

いは事業の期間についても３者で協議をして一致

をした部分で進めていくということでありますの

で、この部分については全体的な一体の一つの面

での開発になるということでの一体開発という表

現をさせていただいておりまして、これについて

はお互いの開発の効果を高め合って相乗効果を生

むということも含めての一体開発という言葉を使

わせていただいておりました。当然両方の事業に

ついては、人の流れもまた生み出すということで

ありますので、これらも含めて一体の同じ思いを

持った開発ということで進めていきたいと思って

おります。

それから、市民の皆さんの御意見をいただくと

いうことでのお話もございました。これにつきま

しては、４月から自治基本条例が施行したわけで

ありますし、市民と協働のまちづくり、あるいは

市民の参画ということも高らかにうたっているわ

けですので、これにつきましては先ほどの佐藤議

員の御質問にもお答えをさせていただきましたけ

れども、参議院選挙後には一括交付金あるいは総

合交付金の全体像が見えてくるということで期待

をしておりますので、この時点で実施計画の本体

の部分も練り上げをして、また議会に相談をする

のと、あわせて市民の皆さんの御意見もいただく

機会を設けまして、しっかりとニーズを把握して

意向を酌みながら作業を進めていきたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になりますけれど〇４番（竹中憲之議員）

も、中身的に交通センターの扱いあるいはと畜場

の問題も含めて財政的にはかなり厳しい状況にな

って、結果的にはと畜場債を使っても償還、返さ

なければならないお金でありますから、それは２

０年なのか５０年なのかは別にして、将来借金を

負うと、若い人に借金を負わせるということです

から、そういう意味でいくとこの交通センターの

問題、と畜場の問題、両方とも補助がなければ、

あるいは一括交付金が多くならなければこれはで

きないということになるのではないかと。そのと

きには、実は責任問題として私は浮上をしてくる

のかなというふうに思っていまして、そういうと

ころの中身についてどのように市長はお考えなの

か、お聞かせをいただいて終わります。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの話であり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、ＢＳＥ問題のときでしたかね。い

ろいろとあって、名寄のと畜場も危ういという話

があって、何とか今、しかしながらいろんなお力

もいただいて今しっかりとこうやって脈々と営業

を続けてきていただいているということでありま

す。加えて、今部長からもお話があったとおりこ

れは勝手に増頭とかということができない、北海

道の食肉計画に沿ってこれは許可をいただいてい

るということも含めて、ある意味でこの今のタイ

ミングがチャンスなのだろうというふうに私は考

えています。中期的に１０年、２０年先を見据え

た地域のしっかりとした足腰、経済の基盤を確立

することが何よりも自立した地域をつくっていく

ことが大事だということをお訴えをさせていただ
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いて、食肉センターの問題に関しても常々選挙で

もいろんなところでお話をさせていただいて御理

解をいただき、当選をさせていただいたものとい

うふうに思っています。食肉センターは増頭にな

ることによって、これから運送業だとか、あとそ

うした食肉の関連の加工だとか冷蔵庫の問題だと

か、そうしたクラスターが生まれてくる可能性も

ある。そんなことも含めて、ぜひともこの今の国

のそうした補助金の採択をいただいているこのこ

と、いろんな意味での今のタイミングをチャンス

だと思ってやらせていただきたいということで御

理解をいただきたいというふうに思います。

土土の駅横に関しても同様に、今までいろんな

皆様方がお話しいただいたとおり降ってわいてき

た話ではなくて、いろんな議論の積み重ねの中で

今この補助金のタイミングだとか、そうした中で

取得していかなくては今後先が見えないという話

だというふうに理解しています。これも中長期的

に見て、名寄の駅横というのが観光ということも

含めてしっかりとしたにぎわいづくりをしていか

なければならない。そうした意味で、長い目で見

て必要な事業だというふうに判断をするものです

から、こちらに関してもそうした意味での今がチ

ャンスだというふうに考えて整理をしていくとい

うことで御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時２５分

再開 午前１１時２５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

加藤市長。

ちょっとどういう意味で〇市長（加藤剛士君）

の責任ということか、わかりかねますけれども、

常にしっかりと責任を持って一つ一つの政策を判

断しているつもりでございますので、よろしくお

願いいたします。

谷内司議員。〇議長（小野寺一知議員）

二、三点お伺いした〇２１番（谷内 司議員）

いのですけれども、私自身経済委員であって、そ

の委員がこのようなことを申し上げるのは大変申

しわけないのですけれども、きょうは議決という

ことですので、この後委員会もないので、あえて

聞かせていただきますけれども、前回のときに、

土地を売買するときに、１０月末だったと思いま

すけれども、議長の配慮によっていろんなことが

起きたときには逐次情報を流してそれなりにしな

さいよという言葉があったと思うのですが、前回

５月に行われたときの委員会のときにもその報告

はなく、また６月１５日のときに行われたときに

もそんなような報告もなかったことなのですけれ

ども、５月のときに私が申し上げて、昨年の１０

月のときに早急に測量と工事をしたいので土地を

売買してほしいという、緊急にそういう提案があ

って売買した経過があります。それであっていま

だにそれが、雪が解けてもその工事がなされてい

ないのはおかしいのではないかと言ったときに、

そのときの答弁のときに担当の方が言ったのは、

何か陸橋のほうに道道のほうの出入り口があるか

ら、それの許可がおりなければできないのだよと、

そんな話の説明がありましたけれども、それ以上

のことは言わなかったのですが、いまだにそれが

陸橋のほうの許可もおりているにもかかわらず、

くい１本も打たない、草がぼうぼうで草刈りもし

ていない、あんなような状態であるから今現在こ

のような問題が出てくるのかなと。あそこで工事

が始まれば、やっぱりそこの中で一体感も生まれ

てくるし、その中でバスターミナル、複合交通セ

ンターですか。そういうのも着手するということ

も認められると思うのですが、本当に西條さんが

それをやるのか疑問なのですよ。

ある市民からいっぱい言われているのですが、

前にも、その委員会のときにも申し上げましたけ

れども、市民からいっぱい言われているよと。や

ると言ったのにいまだにやらないのですよ、やっ

ていないのに本当にやるのかと。そうすると、こ
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の間も言われましたけれども、あそこの老人施設

をつくるのも有料で８土円も９土円も、あんな高

いものだれも入らないだろうと。入らぬから、そ

うしたら空き部屋ができたら困るからやらぬので

はないかとか、そんなうわさがいっぱい飛び交っ

ているのですよ、そういうことばかりが先行され

て。ですから、あのときに早急に事業をしたいか

ら、測量とくいを打ってやりたいから、それをや

らせてくれと言うのですから、それこそ認可がお

りたらすぐやるべきなのです。それを今になって

５年あるからとか、そんなことはないのです。そ

れを早急にやるべきでないですか。だから、あえ

て本当に西條さんがあのときに出した計画のとお

り事業展開をするのかしないのか、その辺をお願

いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど来ちょっとお〇経済部長（茂木保均君）

話しさせていただいておりますけれども、非常に

あそこに何の形も見えないというところが今谷内

議員の言われる部分として私どもも感じていると

ころでございます。これについては３者協議、先

ほど来何回か繰り返しますけれども、月に１回程

度やらせていただいておりまして、その都度事業

の進展状況というか、交渉状況についてお伺いを

しているところであります。何らかの形であそこ

で先行してできるものが一つでもないのかという、

そんなことも当然私どももお話の中でさせていた

だいておりますし、あれだけの広場ですから、せ

めて何かのイベントができないのかとかというこ

とも含めてお話をさせていただいているわけであ

ります。

事業については、先ほど説明したとおりいろん

な状況変化の中でおくれているということについ

ては、西條との話し合いあるいは申し入れもいた

だいておりますから、先ほど話したとおりでござ

いまして、それぞれ高齢者の賃貸住宅については

計画が整い次第行う、あるいは住宅型の有料老人

ホームについては明年の春に着手をしたい、ある

いは西條が直営での商業施設につきましては現在

ほかの２社と鋭意詰めているということで、詰ま

れば何らかの形で着手できるのではないかという、

こういう御返答をいただいておりますので、そこ

の部分を何とか具体的にというようなことでお話

し合いをさせていただいていますので、そのこと

については御理解をいただきたいなと思っており

ます。

それから、経済常任委員会の中でそれぞれ説明

しているつもりですけれども、時間的なものが合

わなかったりして多少ずれる場合はあるかもしれ

ませんが、極力３社協議の内容なり、あるいはそ

れぞれの事業展開が進んだ段階では経済常任委員

会の中で御説明をし、御意見をお伺いする機会を

持っていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

別に私は反対するわ〇２１番（谷内 司議員）

けでないのですけれども、経済常任委員会で質問

をしたのですけれども、委員で。だから、昨年１

０月末に売買して終わって、そのとき議長の話の

中で、その点あったときにはちゃんと報告しなさ

いよと、協議しなさいよと言ったのに、今までだ

って１回か経済常任委員会の中で報告したことあ

りますか。委員会を何回もやって一回もないです

よ。だから、それがあって前回のときにこれはど

うなっていると私は聞いたのですよ。そうしたら、

そんな答弁だったのです。もっとそれを３社協議

をしたなら、こういうぐあいになっていますよと、

今現在こうだと、そういうことをそこの場所で委

員会の中でも報告してくれれば我々も委員として

わかるのですけれども、それがなかったからわか

らないから、あえて今回聞かせてもらっているの

ですけれども、その中でこれから協議が調えば、

いろいろな事業展開をしていくと言うのですけれ

ども、この間もある人から言われたのですけれど

も、またあそこにおふろができないかなんて、そ

んなことを言われまして、ふろがどうのこうの、
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またそんな話をしてきたという話を聞いていまし

たけれども、まだそれが決まっていないようなの

です。

だから、去年の１０月の末に土地を売ってくれ

と言ったときに、測量とくい打ちでしょう。くい

を打ちたいと。ということは、くいを打つという

ことは、もう全部それはそういう計画できたので

はないですか。ここにこういうものをつくる、こ

こにマーケットをつくるからくいを打ってつくり

たいとか、もうそういう計画できたから、測量と

くい打ちをやらせてほしいから土地を早急に欲し

いと言っているのですよ。それを今になって、そ

れが協議が調えばなんて言っているのはおかしい

ではないですか。だから、あえて私が聞いている

のは本当に西條さんはやるのですかということを

聞いているのですけれども、部長から西條さんが

やりますという言葉は聞けないのですけれども、

あえてお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

西條との話し合いの〇経済部長（茂木保均君）

中では、西條は実施をすると。時間は多少かかる

かもしれませんが、３者協定に基づく目的に沿っ

た事業展開はすると、こういうふうにお伺いして

おりますので、それを信用しております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。それ〇２１番（谷内 司議員）

はわかりましたけれども、だからあのときに、去

年の暮れにああいうような形の中で大至急やるか

ら、その土地を売ってくれなんて言っていて、そ

うしたら私どもも本当にすぐ測量をしてくいをや

るのだなと思ったのがいまだにできないというこ

とは、おれらもだまされたのかなと。だから、市

民に言われているのですよ。あの土地をそういう

中で売って、これが本当にできなかったときは、

あなたたち議員の責任だぞと、あなたたちにも責

任あるのだと私どもは言われているのですよ。そ

こまで言われると、やっぱり市民の人たちはそれ

だけ不安を持って、それなりのものがあって言っ

ていると思うのです。ですから、私たちもやはり

反対をするのではなくて、あの道路の計画の中で

早急にやってほしい。そして、早くくい打ちをや

って、そしてそれが見えてきた中で一体感を持っ

てその横でバスターミナルの交流施設でもつくっ

ていけばいい。それを何もしないで、一番先にそ

の施設が何もくい打ちもしないでバスターミナル

なり、そればかりを先行してやろう、やろうとい

うからこういうことになると思うのです。その辺

の順序を間違えないようにきちっとやってくださ

い。それでお願いいたします。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

今それぞれ議員のほ〇１１番（佐藤 勝議員）

うから質問あるいは意見が出されておりますが、

私も基本的には先ほど市長が申し上げたとおり１

０年先、２０年先を見据えてやはり必要な事業で

あるというふうには思っております。ただ、その

進め方、手法に関してなかなか私たち、というこ

とは市民の皆さんがすとんとこないと、理解でき

ない部分があるものですから、いろいろ質問なり

意見が出ているのかなというふうに思います。

そういう観点から何点かお聞きしますが、初め

に食肉センターに関してなのですが、ニチロ様に

関しては地域イベント等にも非常に貢献をしてい

ただいております。そんなことで、この名寄市に

とってはなくてはならない企業だという認識は皆

さん同じくお持ちだというふうに思います。ただ、

さりとて６土 ０００土円の借り入れを起こすに

当たって年間の償還額、元金と利息を含めての償

還額が幾らになるのかというようなこと、それか

らまだニチロ様の負担分については協議中だとい

うことなのですが、６土 ０００土円の借り入れ

を起こすに当たって、中身がまだきちっと整って

いない中での提案というのがやはり私は市民理解

をいただけない、拙速だというふうに言わざるを

得ないわけです。

金額が金額ですので、先ほど竹中議員も申し上

げておりましたが、そういうことで金額からいっ
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て、代表質問の中でも少し私申し上げましたが、

総合計画と公約の関係、３年ごとローリングとい

うような関係もありますが、どのようにローリン

グ、実施計画に組み込んでいくのかと。それが無

理くり入ることによって、当然はじき出される事

業あるいは先延ばししなければいけない事業が出

てくると。川村幸栄議員もおっしゃっていました

が、やはり市民の生命にかかわる事業も多々ある

中で、そういったことが犠牲になる可能性もある

という中で、総合計画の中にどのように組み込ん

でそれを市民の皆さんに見ていただくという部分

を、そういった作業がまだなされていないのでは

ないかというふうに思わざるを得ません。そのこ

とをきちっと整理してからでなければ、私たちも

なかなか今回の提案にはうなずくことが難しいの

ではないかというふうに言わざるを得ません。

それから、同じくこの複合交通センターにつき

ましても、これも代表質問で申し上げています。

それから、去年の１０月３０日の臨時会でも申し

上げましたが、やはり市民周知を図っていく、そ

れからもう一つ、信頼関係をしっかりと保ちなが

らやっていかなければ、その一角が崩れることに

よって本来進めていかなければならない事業もと

まらざるを得ないというような状況も起こってく

るかなというふうに思います。そんな意味では、

去年の１月２６日の経済常任委員会で老人ホーム

の建設を民間と連携をして進めていくという報告

があったはずであります。それがその後いつの時

点で、伊達のほうにその優先順位を奪われたとい

うような話もありますが、それがいつの時点でわ

かったのかと。それを先ほど谷内議員もおっしゃ

っていましたが、それがわかった段階でいつ経済

常任委員会あるいは議会のほうに報告なりがあっ

たのかということも少し時間、タイムロスがある

のかなというふうに言わざるを得ません。そんな

ことからいって市民周知、それから信頼関係の構

築、それをどのようにやってきたか、考えている

かということについてまずお答えを願わなければ

なりません。

それから、もう一つ、都市再生整備計画につい

て、そもそものこの事業の主体はどこが担うべき

なのかと。市なのか、あるいは商工会議所がどこ

まで担うのか、その辺の役割分担がなかなか見え

てこないものですから、３・６の動きについても

見えてこないと。今駅横が盛んに議論されており

ますが、例えば複合交通センターについては商工

会議所が移るというような情報もありますが、そ

の辺の確たる情報と、それであれば商工会議所が

抜けたあの一帯はどうなるのだろうというような

ことも含めて、先ほどから一体感を持った開発と

いうのはお話の中に出てきていますが、これは決

して駅横の中のあの地帯一帯だけの（株）西條と、

それから市が持っている土地の一体的な開発のみ

ならず、この整備計画全体の中での一体感を持っ

た開発というものがなかなか私たちの目には見え

てこないものですから、どうなっているのだろう

というような疑問と不信がわいてくるということ

になってくるかというふうに思います。以上につ

いてお答えを願います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問をいただ〇副市長（中尾裕二君）

きました。これまで駅横も含めて、土地のやりと

りの話で終始をしておりまして、なかなか本体計

画といいますか、上物が見えてこないということ

で市民の皆さんの不安、不信あるいは議会のほう

の意向というのもあるというふうに受けとめてお

ります。

３者協定に基づいて、少なくとも月に１度は３

者協議を進めておりまして、この中で西條が進め

ようとしている ５００平方メートルの土地の部

分につきましては、議会の意向あるいは市民の思

いもその都度私どものほうで西條のほうに伝えさ

せていただいて、時として不信感もあるというこ

とも含めてお話をさせていただいております。西

條のほうでも市民に支えられての商売を展開をし

ているということも含めて大変重く受けとめてお
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りまして、鋭意事業化に向けて、全部がみずから

の直営の部分ということではございませんので、

相手と協議をしながら実現化ができるものについ

てはその都度進めていくということでお話をいた

だいております。このことは、経済部長が答弁を

させていただいたとおりでございます。

それから、食肉センター、と畜場の関係で起債

の償還がどのぐらいかということでお話をいただ

きました。昨日、２０年のと畜場債を全くニチロ

の負担も、あるいは今協議をしようとしておりま

す道のほうの支援もなかりせば、２０年償還で元

金だけで年間 ０００土円、これは現行の金利か

ら想定をしますと利息も含めておおよそ四千二、

三百土円の年間の元利償還になろうかと思ってお

りまして、このことにつきましては前期の総合計

画の際には長期的な起債の管理も含めた運用とい

うことで単年度１２土円、５年で６０土円ですか。

そういう起債の縛りをかけまして、これまで財政

の健全化を進めてまいりました。後期計画は、こ

としから実際に作業に入りまして、２４年度から

後期計画ということでございますので、事業のボ

リュームも含めてどのぐらいの起債の縛りをして

管理をしていくかというのは、今後の後期の総合

計画と、あわせて中期財政計画とも整合性を保ち

ながら総枠を決めてまいりますけれども、大枠が

同じとしてもこの起債の管理の中でしっかりと保

護をしていくと、こういうことで考えております

し、今お話をさせていただいた四千二、三百土円

というのはあくまでも全部名寄市が負担をしてと

いうことでございますので、ニチロとの協議が調

った際のニチロの応分の負担あるいは場合によっ

ては道の支援も含めますとこれが相当分ききされ

ると、こういうことでございますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

それから、都市再生整備計画の実施主体は、現

在市が計画をしております部分につきましては公

共事業でありますので、市が行政として行うと、

こういうふうに考えておりますが、一方で商工会

議所のほうも建物の老朽化が著しく進んでおりま

して、場合によっては駅横のほうに進出というこ

とも案として持たれているようでありますので、

これは会議所のほうの正式な機関決定ということ

でございませんので、会議所のほうの意向も伺い

ながら、どういうふうにあの地域で整備をしてい

くのかは今後詰めていきたいと考えておりますけ

れども、しかしそのことにつきましても会議所が

進出した場合には、会議所に係る負担については

会議所でしていただくと、こういうことでありま

す。

また、会議所の移転した後の跡地利用という話

もいただきましたけれども、あそこの土地は会議

所の土地でございますので、私ども特に相談は受

けておりません。今後何らかの相談があれば、ま

たお話を伺ってということで対応したいと思って

おります。

それから、常任委員会も含めて、どうも議会に

タイムリーに情報が流れていないのではないかと

いうおしかりもいただきました。最近、各常任委

員会を積極的に開いていただいて、正副委員長等

とも相談をさせていただきながら、その都度のテ

ーマについてお諮りをさせていただいております

けれども、御指摘のように確かにおくれがちで不

十分ということもあろうかと思いますので、その

辺につきましてはまた正副議長あるいは正副委員

長に相談をしながらしっかりと情報を提供して、

場合によっては具体的に３者協議がそう進展がな

くてもその時点、時点での報告も含めて対応させ

ていただくということでさせていただきたいと考

えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

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）

ただきましたが、食肉センターの関係からお話し

しますと、まず今中尾副市長の御答弁で全額市が

負担した仮の話として元利合計で ２００土円、

３００土円の返済額になるというふうなお話が
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ありました。これは、過日の質疑の中で経済部長

がニチロ様の企業としての立地によって今後年間

０００土円ほどの還元といいますか、地元に対

する潤いが生まれることが予想できるというよう

なお話があったかというふうに思います。これは、

単単に単し引きしますと ０００土円ぐらいが名

寄市の中で潤いをもたらすということになります

ので、大変これは結構なことではないかというふ

うに思うのですが、やはりそうはいいながら何と

かニチロ様にはこの地に残っていただかなければ

いけないわけですが、やはりこれは相手との交渉

事ですので、なかなか途中でそういった情報を流

すということは御法度でしょうけれども、ただ市

民の皆さんはそこのところがわからない中で、暗

やみに手を突っ込むようなことなどをなぜ我々議

会がオーケーするのだというふうになってしまう

と答えに窮すると。確かにいろんな数字が出せた

としてももう少し市の持ち分、それから事業者の

持ち分というものが見えてこなければ難しいとい

うのは、これはやっぱり指摘せざるを得ません。

それから、もう一つ、道というふうなお話も出

てきましたが、道のどのあたりの補助金、助成金

を期待しているのか。今御案内のとおり、道も財

政運営に四苦八苦というような状況でございます

ので、本当道のほうに幾らにしても助成金、補助

金が期待できるのかというその信頼度、確度がな

かなか見えてきません。そのあたりもしっかりと

伝えていただきたいというふうに思います。

それから、ローリングについては、総合計画に

ついては、やはりいずれにしても大きい金額が入

ってくると。総体の中では６０土円という縛りが

あったにしろ、何千土円という金額が入ってくる

わけですから、そういったことがそれによって当

然事業の取捨選択をしていかなければならないこ

とに対する考え方もしっかり市民の皆さんに伝え

ていかなければならないというふうに思いますの

で、それについての考え方をいま一度御答弁を願

います。

それから、複合交通センターにつきましては、

今この都市整備計画については公共事業であるか

ら、今の市が中心となってというのはわかるので

すが、やはり商工会議所の動きがまだ定かでない

ということであります。これ商工会議所がそこに、

複合交通センターに入るということは、物すごく

この全体の流れの中では大きなことだというふう

に思います。ですから、そこのところを、地べた

の図面は私たちもいただいていますが、例えばレ

ンタサイクルにしても非常にデザインも含めてま

だ、平面図はあったにしても立体図が全く見えて

いないと。前回も中尾副市長の御答弁の中で、や

っぱり名寄市のランドマークとしての建物あるい

はその位置づけをしていきたいというのであれば、

もう土土の用地を取得するに当たって商工会議所

がここに来るのか来ないのかの確度も含めて、５

年間の計画とはいいながら余りにも見えなさ過ぎ

ると。一つ一つ解決しながら前へ進んでいくこと

は大切なことでありますが、結果、全体像が見え

ない中で一つ一つ積み上げていったら、当初予定

していたものとはかなり変わってしまったものが

でき上がるというようなことはよくある話であり

ます。ですから、私たちは市民の皆さんに説明す

るに当たってもそこのところがきちっとできなけ

れば立ち往生してしまうということでありますの

で、そのことについて改めてお聞きをいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

ですけれども、いわゆると畜場の財源の関係であ

ります。先ほど来お話ししていますようにと畜場

債以外の部分についてニチロの応分の負担、さら

には北海道のというようなお話をしておりますが、

これについてはまだ具体的な金額を申し上げる段

階にないということで御理解をいただきたいと思

います。道は、一応地域づくり総合交付金という、

こういった補助制度がありまして、国の制度にの

らないような事業について一定の支援をする事業

メニューがございますから、これらの中で何とか
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当てはまらないかというようなことについて協議

をさせていただきたいなというふうに考えてござ

います。

それから、ニチロの関係の負担については加工

場の関係もございます。加工場とこのと畜場、食

肉センターと両方合わせてどれぐらいの部分にな

るかということで、一定の事業費がある程度見え

た段階においては、これはきちっとした基本的な

協定書を交わして、将来的な負担もきちっといた

だくものはいただくというようなことを交わして

いきたいなというふうに思っておりますし、先ほ

ど申し上げましたように来年度の予算編成時期あ

るいはことしのローリング、総合計画のローリン

グの時期ありますから、そういった時期をにらみ

ながら財源対策を明らかにしていきたいというふ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

なと思っております。

それから、複合交通センターの関係であります

けれども、これは公共部分については従来からお

話ししていますようにベースはバスターミナル、

それからインフォメーションセンターということ

がベースであります。そこに会議所の事務所とい

うものがどういう形で入ってこれるのかこれない

のかということでありますけれども、基本は公共

施設ですから、名寄市がやる事業をベースにしな

がらということになります。ここの部分について

も会議所の部分については、これまでも協議させ

ていただいていますので、その方向づけをなるべ

く早目に決めていかなければ詳細設計に入れませ

んから、あるいは基本計画に入っていけませんか

ら、これについてはなるべく遅くない時期に会議

所の事務所の関係については整理をしたいなとい

うふうに考えております。

私からは以上です。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

私自身、市の行政の目〇副市長（中尾裕二君）

的は住民福祉の向上に尽きると、このように思っ

ております。それゆえの行財政改革ということで

ありまして、人件費の節減もしながら住民サービ

スを確保するということでこれまで進めてまいり

ました。実際に大学問題あるいは病院の運営につ

きましても改組の時期であるとか、あるいは病院

の拡大事業、職員の人件費も削って事業費の確保

をしたという経緯もございまして、今回もまさに

１０年後、２０年後の名寄の経済をしっかりと支

えていく企業にはしっかりとした支援が必要とい

うことでのお願いをしております。

議員からは、ニチロの負担の部分あるいは道の

支援の部分が見えないので、市民もなかなか不安

感が払拭できないという、まさにそのとおりだと

思いますけれども、これまで鋭意それぞれニチロ

あるいは北海道とは別のテーマでもしっかりと協

議をして、これまで信頼関係に基づいてしっかり

とした負担もいただきながらの事業展開というこ

とであります。むしろ私ども説明をしている中で、

議会のほうから私どもの日ごろの行政の執行のあ

り方が不足しているのか、どうもしっかりとした

信頼をいただいていないということをいたく反省

をしております。ぜひこれまでの経過も含めて、

あるいはこれまで私どもが手がけてきた行政対応

について、いま一度信頼をしていただいてやって

いこうと、こういうことでぜひ御理解をいただけ

ればと思っておりますので、お願いをいたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間も経過しており〇１１番（佐藤 勝議員）

ますが、中尾副市長が今市側に対する信頼をいた

だいていないというふうな言い方をされましたが、

私は全くその逆で信頼を崩さないために情報も早

期のものを求めるし、それから市民の皆さんが理

解できるような中身を示してほしいということを

言っているわけでありまして、決して不信をもと

に話をしているのではなくて、あくまでも少なく

とも私、それから議会も含めてよろしいかという

ふうに思いますが、信頼をベースにしてこういっ

た議論をしているということはこの場ではっきり

と申し上げておきます。ですから、信頼を崩さな
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いでくれと。これは、前回も同じことを言って恐

きなのですが、市側と私たち議会、それから議員、

そして今回であれば事業者、特に私は何度も申し

上げますが、ニチロ様には何としてもこの地に残

っていただかなければなりません。これは、それ

こそ１０年後、２０年後を見据えるまでもなく、

きょう今現在でも欠かすことができない事業者で

あるというふうな認識を私はもちろん皆さんも持

っているというふうに思います。ですから、そう

いったことを市民みんなでそういった思いを共有

できるような情報をきちっと私たちに流してほし

いと、私たちにも情報を持たせてほしいというこ

とを申し上げているわけでありまして、その点、

副市長の誤解とまでは申し上げませんが、思い違

いもあろうかというふうに思いますが、最後にお

伺いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員のお話しされてい〇副市長（中尾裕二君）

る部分については、十分理解をしながら答弁をさ

せていただきました。現在相手があって、相手と

交渉をしている部分でありまして、先方も企業と

してしっかりとした機関決定をしない限りは、数

字は公表できないということでございますので、

かなり煮詰まった協議はさせていただいておりま

すけれども、これは場合によっては協議が調わな

くなるというリスクもあるわけですから、お知ら

せをできる段階で速やかに議会のほうにも市民の

皆さんにも明らかにさせていただくということで

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

１３時まで休憩して、〇議長（小野寺一知議員）

午後から引き続いて審議を進めたいというように

思います。

なお、今協議の中で昨年の用地売却に当たりま

しては、私のほうからも特に理事者に対しまして

情報を議会に漏れなく伝えてくれというようなお

話をしておきましたけれども、それが多分に欠落

している部分もございましたので、今のような不

信感を招いているというように考えておりますの

で、ぜひこれからはそういうことのないように私

からもまた強くお願いをしておきたいというよう

に思います。

休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

ほかに質疑はございませんか。

熊谷吉正議員。

補正予算の中の６款〇１９番（熊谷吉正議員）

１項５目の畜産業費、そして７款１項１目の商工

業振興費の関係、いずれも食肉センター絡みある

いは駅横の複合交通センター整備事業に関連して、

最初に午前中のやりとりを聞いていながらの関連

で質疑をさせていただきたいと思います。

その前に、午前中に竹中議員からの市長の御答

弁あるいは佐藤勝議員の副市長の答弁を聞いて若

干ちょっと違うかなという感じがして、冒頭危惧

をするのですけれども、市長の答弁の中で食肉セ

ンターについては選挙で勝ったし、市民もそれを

認めていただいているので推進をしていきたいと

いうようなことでお話があって、それはそれで当

然なのかもしれませんが、もう少しやっぱり謙虚

さも必要なのかなという感じがしておりまして、

自治基本条例ではありませんけれども、当然その

後に、答弁の後に基本条例なども含めて説明責任、

情報公開、市民の合意や議会のしっかり理解を得

てということがあって初めて完結する言葉なのか

なという感じもしておりまして、少しおごり過ぎ

てはいないのかなという感じがして心配しており

ます。見解があればお知らせいただきたいと思い

ます。

副市長の関係も、いろいろ説明責任を指摘をさ

れて、お答えの中に時折必要に応じて正副議長だ

とか正副委員長にも説明をしてきましたというこ

とが言われておりましたけれども、それは当然な
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ことではあるのですけれども、正副議長、正副委

員長に説明というのはオーダーを与えていただく

場ではなくて、経過としてこんな作業の進捗状況

ですと。それに応じて議長や委員長がもっとちゃ

んとした場で説明したらいいのではないかという

ようなことでいろいろ御指導もあるのではないか

というふうに思っていますので、若干それを使い

分けされても立場であるほうからすると迷惑な話

なのかなという感じがしておりまして、若干２人

に苦言を呈しておきたいというふうに思っており

ます。お答えがあれば、それについてまずいただ

きたいと思いますが。

それで、駅横の関係も食肉センターも共通する

関係は、いわゆる自治体として民間業者に支援を

する、応援をするという関係については、もちろ

ん理由もなく制度をつくって、その枠の中で支援

をする、補助をするということではなくて、少な

くても市民全体の皆さんにそれが還元をされると。

経済的にも、あるいは便利さだとか、にぎやかさ

だとか、両課題ともやっぱりそういう共通項があ

って初めて成立する話で、一方的に民間に税金を

つぎ込むなんていうことはあり得ないのです。

特に駅横の最初の約束は、ほかの議員も言って

おりましたけれども、私どももこの間ずっと聞い

ていたのは国の制度、特に高齢者住宅の関係につ

いては国の制度が１割か３割かわからぬけれども、

あってもなくても西條さんの意思として決意があ

りますというふうに聞いておりますということだ

ったのです。そして、あとは３者協定の内容に基

づいて、もう本当に一日も早くということで、去

年の秋の臨時会で用地の買収について許可を、議

会でオーケーをして、今回の経過は皆さんが指摘

しているとおりで、あのいわゆる一体化計画だと

か３者の関係だとかを含めて、私どもにその説明

を、私どもというか、市民に説明をしている理由

がもう二つも三つも崩れて前提が崩れているので

す。

おくれている理由には、本当に茂木部長には２

つとも担当部で御苦労も多いのではないかと思い

まして恐きなのですけれども、これは副市長、市

長のやりとりする問題にもう既にきているのかな

というふうに思っていまして、そういう延びてい

る理由は、もう間違っていましたという整理がな

いと、経済状況がよくなっていないと。それは、

別にわずか半年間、決めてから半年、８カ月ぐら

いか、話が持ち上がってからもう１年以上たって

いまして、決して大きく飛躍的に経済状況がよく

なるという、これは名寄市だけの問題ではないで

すけれども、あるいはそういう国の制度が１割、

３割の補助がなくてもやるというふうに私どもは

この間聞いている。

それから、店舗の関係も集客施設が多少おくれ

るかもしれないけれども、当然いろんな相手、部

外、対外的なこともあるから。だけれども、先ほ

どの話ですと集客施設も店舗だけで走るというの

はいろいろメリットが出てこないというようなこ

とで、主要な理由づけがもう全部崩れてしまって

いるものですから皆さん不信が出てきているので

はないかと思っているのです。

ですから、日進の食肉センターの課題も駅前の

ものもやっぱり私は民間事業、民間参入、何でも

ありではないですよね。やっぱり民間ももうけな

ければいかぬですから、これは。どなたも会社を

やって、小さかろうが大きかろうが、もちろん株

主がいれば株主にも配当していかなければならぬ

というようなことで、市民がお客さんだといいな

がらも結局はそうではないことも実際の社会の中

ではあるわけで、やっぱり民間とこの際、この議

案が通れるか通れないかというのは、私は自治体

が民間業者に支援する場合は、やっぱりそれなり

の経営体の経営方針だとか、それにかかわる約束

事をしっかり明確に協定か何かを結んでいかなか

ったら、結果として責任が、先ほども言いました

けれども、だれが責任を持つのかと。順風げ帆で、

いやいや、やっぱりいろいろ心配があったけれど

も、よかったと、手をつけて。そう言われれば一
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番いいのです。私もできるだけ完成を早いうちに

見てほしい、あるいは事業も伝わってほしいとい

う気持ちは皆さんが言っているとおりなのです。

だから、その辺については大事な部分だと思いま

すから、この問題に限らずこれから、特に今回は

この問題なのですけれども、自治体が支援をする

という約束について不透明なままは、やっぱりな

かなか議会では理解は得られないということなの

です。

もし仮にこの事業をしないでやれば、先ほど言

いましたように子宮頸がん、６００土円から７０

０土円、これはやり始めれば未来永劫に続いてい

く話ですから、単年度では終わらないという慎重

さももちろんあるのでしょうけれども、これだっ

て国、道が、特に国が今、今までの流れを変えな

がら福祉に一つの流れを変えていくということに

なる、あるいは健康に関心を持っていくというこ

とになれば、そう遠くない時期にこれについても

始まるのではないかと思いますから、そういうこ

とを想定するとやっていこうという答弁が一般質

問や代表質問でも出ていることについては、これ

は超党派、全市民が願うことなので、これさえも

できないでこっちだけやるのかということに不信

が特に残ってきたのではないかと思うのです。そ

こは、しっかりわきまえて説明責任を尽くす、あ

るいは民間業者とは非公式なやりとりは表に出な

くても責任を持って協定を結びますと。

あるいは、ニチロさんにしてもこれから市場動

向もどうなっていくかわからない、道の食肉全体

の計画の中でどう動くかという問題もありますけ

れども、決してニチロさんも、いやいや、そんな

難しいこと言うなら撤退させていただきますと、

そういうことではないと私は思うのです。この計

画をのんでくれなかったら、市がやりたい、やり

たいということではないですよね、少なくても。

政策の根拠について、もう少ししっかり明確にし

た上で、そしてニチロさんがどれだけ負担するの

かということなどについてもしっかり明記して、

一般質問で木戸口議員が質問していたとおり、ま

さに食肉の部分だけ単品だったら、別にすぐにで

もいいのではないですかという話、制度面で。し

かし、一体なものだと、と畜も。そういう認識で

いるからスタート、見切り発車というのは非常に

皆さんも不安があるということを言われているわ

けです。やっぱり民間業者とのあり方について、

もう少し踏み込んで整理をしていただかなければ

ならぬと思いますので、見解をお願いをしたいと

思います。

それから、西條さんの問題についても、西條さ

んも御苦労は大変多いのだろうと思うのですけれ

ども、当初私どもに説明いただいた部分が全部説

明理由として変わっているのです。ここは、非常

にやっぱりこの条件が変わったと思うのです。御

苦労は、いろいろ私どももいろいろな機会をとら

えて聞いてはいるのですけれども、そうすると、

いやいや、一体的な運営あるいは事業というよう

なことで言うけれども、一体感をとらえないと。

それで、この件は私はやっぱり３者協議、市と

民間業者の西條さんと商工会議所、竹中議員も言

っていましたけれども、３者だけで本当に、議会

からも関係者同士で話を任せておいていいのかと

いうやっぱり不安、一般市民だれでもということ

ではないでしょうけれども、やっぱり駅横のにぎ

わいの関係では別にハードができれば、それで終

わったのではなくて市民皆さんにいいものにして

利用してもらうということで、これまでのいろん

な経験、道路をやった、アーケードをやった、さ

まざまなこともやっていますけれども、なかなか

やっぱり難しい。ですから、やっぱり一般市民に

そこをしっかり理解をいただくためには、３者プ

ラスアルファの市民の意見を受け入れる場を少し

担保しなければ、これは私ども議員もあなたたち

はそれだけで、はいと返事したのかという問われ

方を常にされるわけです。

私どもは、議会基本条例に基づいて言いたくな

いことも時には言わなければならぬ立場、役割と
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して。だから、やっぱり政策の根拠だとか提案理

由が変われば、もっと明確にしていただかなけれ

ばならないという午前中のやりとりは、私はもっ

ともだと思いますので、改めていわゆる３者協議

だけでは不十分、商工会議所が何かしら、いつの

間にかそこに入ったということ、これだってだれ

もわからない話ですよ。商工会議所ができ上がっ

たときにすとんと入ると、そしてそこを行く行く

指定管理者みたいな話だけで何の話なのかと、そ

れがにぎわいなのかということで、それは商工会

議所に負担はしてもらうけれどもといいながらも、

風連の駅前の自転車との関係とは全くわけが違う

わけでありまして、そこはちょっと甘いのではな

いかと思いますから、そういう場をつくる気持ち

があるかどうかお尋ねをしたいと思います。

それと、ほかの関係で、これは小さい話かもし

れませんけれども、２款１項１目の名寄庁舎のエ

レベーター、大変古いものなのですが、市債、風

連のも含めての、玄関のプロムナードを含めてで

すけれども、 ３７０土円起債を起こすというこ

とで、名寄庁舎のものはこれ以外に方法がなかっ

たのかどうか。エレベーターをやれば、やっぱり

これからも何十年間、いわゆる法定の点検か何か

にひっかかって、にっちもさっちもいかないのだ

ということであればわかります。それははっきり

しているのですね。だましだまし点検をしながら、

定期点検をやりながら、ほかに何かやりくりはき

かないのかと。この庁舎が１０年後、３０年後と

いうことまではいかないでしょうけれども、やっ

ぱり後期計画の後ろのほうあたりには何らかの形

で一定の耐震も含めて考え方を打ち出さなければ

ならぬというふうに思いますので、そういう面で

はダブった、いわゆる仕分けではないですけれど

も、しっかり他の政策、代替案がないのかどうか

ということについて経過をお知らせをいただきた

いと思います。

それから、１０款の６項の９目、天文台、大変

スタートから反応がよくて、連休のときにも本当

に駐車場が大変だったということで、うれしい悲

鳴で、早々に夏休みなんかを想定しながら駐車場

が必要だということですが、これもどれもこれも

金があれば、ぼんぼん、ぼんぼん進めていけばい

いのかと思うのですけれども、 ０００土円です

ね。これ単費で、カラマねを少し切って ０００

土円、整地、砂利を置く程度の話ですが、道が道

有地の中に、これは約束を既にされたものなのか

どうかわかりませんけれども、道が後は面倒を見

てくれると、天文台の近くに。これも行く行くは、

大きい大型バスか何かの転回場か何かにも使える

し、つくっても無駄にならぬという説明もちらっ

と聞いたような気がするのですけれども、そこは

間違いないのかどうか。このシーズン、少しやり

くりしてでも道がつくっていただけるということ

について待つことができないのかどうか。いわゆ

る投資をして、それがずっとその後も道の駐車場

もつくってもらう、あるいは市で仮につくった緊

急的な駐車場も将来ともに日常的に使っていく可

能性があるのかどうか。これは、集客の状況にも

よるのでしょうけれども、いわゆる代替案につい

ての検討経過についてお知らせをいただきたいと

思います。

それと、３回しかできないので、もう一点、こ

れは余りだれも取り上げないし、私も言いたくは

なかったのですけれども、７款の１項１目、商工

振興費、企業立地促進事業補助金、名寄給食セン

ターひまわり油、非常に話題になって頑張ってお

られるのかなという感じがしています。期待をし

ているのですが、いわゆる給食センターの代表取

締役は選挙が終わるまでは現市長、加藤剛士さん

ですね。実際に役職を代表権も含めて既にかわら

れていると思うのですが、いつおかわりになって

いるのかなと。全く現行の振興条例の枠の中で問

題はありません。ただ、役割、立場が急に選挙の

結果で大きく変わったということで、奥ゆかしさ

があれば、このぐらいの金は何とか捻出をして、

市にお世話にならぬでということもあってもよろ
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しいのかと。これは市民感覚なのですが、見解を

お知らせをいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

庁舎の改修の関係でエレベーターの問題でありま

す。

全体のこの ６００土円ほどのお金の関係につ

きましては、合併特例債を活用しまして名寄、風

連、両方の庁舎を一定の期間できるだけ長く有効

活用したいという考え方で、合併特例債を活用し

てそれぞれ使い勝手の悪い部分、それから特に名

寄庁舎のエレベーターの関係につきましては、部

品の関係が十分提供されづらくなってきておりま

して、なおかつ車いす対応にしたいと。１階庁舎

の関係につきましては、ピロティーから１階に上

がるところと１階から２階に上がるということで

自動昇降機つけておりますけれども、やはりエレ

ベーターを使って３階、４階まで行かれる方もい

ますので、その車いす対応も含めた形での改修工

事ということでありますので、御理解を賜りたい

と思っています。

それから、長年両庁舎の維持補修関係で検討し

てきたものをバリアフリー対策ということであれ

ば合併特例債も含めて認めていただけるというこ

とになりましたので、どちらかというと維持補修

的なものも入っているかと思いますけれども、そ

れらを含めてこの際に抜本的に対応策を打ちたい

ということで予算を計上させていただきました。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、食肉センターに絡〇市長（加藤剛士君）

む先ほどの私の発言がちょっと調子こいているの

ではないかというお話でしたけれども、市民の皆

さんに食肉センターに関しては早期の実現をとい

うことでお約束をさせていただいてこういうこと

になっていると。そして、今のタイミングでなけ

れば、将来的に絵を描けないやっぱり可能性もあ

るということを含めて、今回このような形でさせ

ていただいたと言ったつもりであります。決して

市民の皆さんの意見を無視してということでなく

て、そういったことであります。発言が偉そうだ

ったら、ちょっとお許しいただきたいなというふ

うに思います。これからも皆さんの意見をしっか

りと謙虚に聞きながら市政の運営を進めてまいり

たいというふうに思います。

ひまわり油の関係での御質問がございました。

これは、申請したのは去年の８月に名寄市のほう

に申請をさせていただいて認可を受けて、事業の

性質上１年間この経過を見て補助金をいただける

という、そうした内容の補助金だというふうに理

解をしております。数字をお見せできないのがあ

れですけれども、大変火の車の中でこれは立ち上

げた事業でありまして、ぜひともその部分も御理

解をいただいて、よろしくお願いしますというこ

とにさせていただきます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

正副議長あるいは正副〇副市長（中尾裕二君）

委員長のほうに相談をさせていただいているので、

それで報告が終わったというふうにお受けとめい

ただいたのかもしれませんけれども、私がお話を

したのはそういうことでなくて、懸案事項につい

て常任委員会に諮るべきか、あるいは議員協議会

で相談をすべきかということも含めて、これまで

正副議長あるいは正副委員長に相談をさせていた

だいているということでお答えをさせていただい

たつもりでしたので、言葉足らずな点がありまし

たらおわびをしたいと思います。

それから、食肉センター、屠場の関係で御質問

をいただきました。投資のほうが多いということ

になれば、当然事業展開というのは厳しいという

ことでありますけれども、数字的なものにつきま

してはニチロと鋭意協議中ということで数字の具

体的なものが明らかにできませんので、なかなか

説明がおわかりいただきづらい部分があろうかと

思いますけれども、投資とさらに今後の経済効果

等を図りますと当然地域振興に資するということ

での進め方をさせていただいているということで
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ぜひ御理解をいただきたいと思います。

それから、駅横の民間事業が計画をしておりま

す事業につきましては、３者協定に基づく３者協

議の中で定期的に協議をしながら進めております

けれども、残念ながらもくろんでいた国の支援策、

これがなくなりました。一方で、景気が著しく後

退をしているということで、当初の方針に沿った

計画そのものが内容として変わったということで

なくて、着手をする時期がどうしても当初の想定

をしていた時期と違っているということでござい

まして、これらについてはぜひ３者協議の中でま

た改めて要請をして、しっかりとした着手を求め

ていきたいと思います。

それから、ここの部分につきましては市民も入

った検証がということでお話しいただきました。

先ほどの議員の質問にもお答えをさせていただき

ましたけれども、あくまでも ５００平方メート

ルについては民間活力を生かした、しかも名寄市

の思いにも、名寄市の思いというのは市民の思い

にも商工会議所が中心市街地の存続をかけてとい

う思いも組み込んだ計画ということで進めており

ますけれども、ここにつきましては事業全体につ

いては市の財政支援等も全くないわけであります

ので、この協定の精神をしっかり生かした事業展

開をしていただくということでの検証、３者協定

の中でしっかりと進めていきたいと考えておりま

す。

それから、子宮頸がんの補助事業にもあわせて

設備投資の面での対比も含めた御指摘もいただき

ました。当然今日的課題にしっかりとおこたえを

するというのは、これもまた行政の役割でありま

すが、一方では中長期的に次の世代もにらんだし

っかりとしたまちづくりを先行して進めるという

こともまた大変重要な課題というふうにとらえて

おりまして、これらは現行の地方財政の中でどれ

だけ地方みずからが事業展開をできるのか、ハー

ドもソフトも含めてかなり厳しい状況はあります

けれども、ぜひこれらにつきましては市民の皆さ

ん、さらには議会ともしっかりと相談をさせてい

ただいて、緊急度、優先度をつけながら事業展開

をしていきたいと、このよ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。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄給食センターの〇経済部長（茂木保均君）

代表者の届け出の関係でございますけれども、４

月２０日ということで代表取締役、加藤剛士さん

から変更後、加藤高代さんということで届けがあ

りました。

以上です。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、天〇教育部長（鈴木邦輝君）

文台の駐車場の関係についてお答えさせていただ

きます。

今回の補正予算で、天文台北側の部分につきま

して補正予算で ０００土円以内の駐車場の整備

の予算を出させていただいております。この部分

につきましては、さきの御論議の中でもお答えい

たしましたけれども、夏休みに向けて、繁忙期に

向けて駐車場がどうしても足りなくなるというこ

とで、緊急ではございましたけれども、約２０台

分ぐらいの駐車場を造成をするものであります。

これにつきましては、市の工事で出た公共残土を

使って、工期的にも短い部分もございますので、

上の部分については土盛りの上に砂利敷きをして

簡易的に増設をするものであります。ただ、この

部分につきましては、将来的には駐車場周辺に路

線バスもしくは大型バスの乗り入れがあったとき

に現在あの周辺ではバスは切り返しをしないと回

転ができないものですから、切り返しできないよ

うに周回路で方向転換をできるような部分にも転

用することができますので、今回の整備自体も意

味があるものと考えております。

それから、東側の北海道でお願いをして整備す

る部分でございます。この部分につきましては、

道議、市長等にも御苦労をいただきましてお願い

をした部分もございます。現在道の担当者が何回
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か見えて、私どもで押さえている部分では本年度

に設計を行って、来年度について工事を行うとい

うことで、こちらについては舗装等を交えた本格

的な駐車場、駐車スペースの整備を行いたいとい

うことです。

北海道のほうといたしましては、道立公園その

ものは既に平成２２年度前に整備が終わっている

ものですから、なかなか難しい部分もあったので

すけれども、１つには道立公園は大きなエリアに

分かれてあります。天文台のあるところは、東側

の体験の森エリアという、現状では散策路しかな

いのですけれども、そちらに植林をしたりなんか

するような、そういうスペースがあります。そこ

に行くのには、ちょうど天文台の部分に車を置き

ますと、そちらへの導入の駐車場としても使えま

すし、また天文台の入館者の駐車場と併用もでき

るという部分で道の理解を得たところであります。

現在この２つの段階を追って２年間で天文台の駐

車場の不足の解消に向けて計画をしてございます

ので、御理解をいただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

大変申しわけございま〇副市長（中尾裕二君）

せん。１つ答弁漏れがあったということで、改め

てちょっと御質問を教えていただけますか。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

天文台のほうは、北〇１９番（熊谷吉正議員）

海道でつくっていただいてもことしつくる緊急的

な駐車場については、それ以降も大型自動車等の

転回なども含めて無駄にならないということで受

けとめておきますけれども、その下にある展望を

する中間ぐらいの駐車場ありますね。シバザクラ

か何かを上のほうから見るような。ああいう駐車

場の活用だとか、少し歩くようなことにもなりま

すけれども、いろいろ市民説明や利用者説明をし

ながら１年ぐらい不便かけるけれどもということ

の方法もあったのかなという感じがしますし、鈴

木部長の就任記念で了解いたしました。

先ほど漏れた部分については、食肉センターも

駅横の問題もそうですけれども、いわゆる民間業

者を支援する場合、やっぱりそれは経過の中では

民間業者の企業秘密だとか、いろいろ経営問題に

かかわる等があれば、それは全部全部出てこない

かもしれませんけれども、少なくとも事故になっ

てもやっぱり地域への貢献、責任、ポスフールの

ときにも社会貢献などについてもそういう約束を

されたと思うのですけれども、やっぱり皆さん、

ニチロさんの場合でいくと、出ていかれたら困る

と。そういうことで、とりあえず今がチャンスだ

というような話もしていましたけれども、食肉だ

けですとまさにオーケーと。私どももそれをぜひ

という話だけれども、と畜は今いわゆる適当なメ

ニューが非常に厳しいと。これは厳しいけれども、

北海道でも国でもいろいろ面倒を見てもらおうと、

あるいは３５０頭のものをもっと下げてもらうと

か、いろいろ制度面を変更してやっていくという

ことだけでも、結局はそれがだめな場合はイコー

ル市民負担にかかっていくわけです。

それと、先ほどから言われているたまたま上が

っている命、健康の問題では、どっちが優先する

といったら、それは決まっているのではないです

か。ここの補正では、子宮頸がんの補正予算は入

っていませんけれども、全額といかなくたって３

回に分けたうちの１土円ちょっとで１回目スター

トしてみるかと。国にも積極的に、これは超党派

で皆さん要望しているわけでありまして、中学１

年生か小学校６年の年代を少しずつ拡大をしてい

こうかとか、手をかけるという姿勢がないままに

これだけが優先だ、チャンスだということが理解

いかないからたくさんの意見が出ているのではな

いかと思うのです。そこをしっかり示さないと理

解が得られない。

特にそして民間業者との約束事については、そ

の信頼関係だとかという問題はペーパーしかない

でしょう、それははっきり言えば。西條さんの３

者協定の中で会議所も入りながらペーパーを、だ
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けれどもペーパーは残したけれども、すぐやらな

ければならぬのか１年後なのかという、だれもが

もうことしの春にくいを打っているという認識で

私ども議員全部とらえているのではないですか。

そして、当初言っていた急ぐのだという理屈が全

部崩れてしまって、また言いわけをしているとい

うことですよね、はっきり言えば。制度がなくて

もやるのだという決意をそうやって私どもも聞い

た。お店の店舗は、集客施設が多少おくれること

はみんなしようがないと、おふろがだめになった

のだから。だけれども、店舗はという話だってそ

う後回しな話ではなかった。それは、やっぱり店

にしてみれば両方一緒にやらないとメリットが出

ないと。そして、高齢者住宅についても何かしら

もう高くて入り切らないだろうから、一般のマン

ションか何かに切りかわるような話がぽろっと出

たり、そこにやっぱり信頼、信用が、やっぱり距

離感が出てしまって、本当に西條さんも頑張って

いろいろ苦労されていることについては私も聞い

ていますけれども、やっぱりそういうものを民間

業者と自治体が支援するとき、先ほどのひまわり

の話もそうではないですけれども、なかなか新規

事業を起こすといったら、それは３年後に、５年

後にいわゆる利売が出るかというのは大変な苦労

があると思うのですけれども、ただ生きた金に税

金をするためには、やっぱりそこまで民間業者に

も責任を持ってもらわなければならぬということ

なのです。ですから、もっとそういう協定や何ら

かの形で形に残して議会に報告、市民に報告する

という制度、担保みたいのが当然必要ではないか

というふうに思っていますが、改めてお聞きした

いと思います。

それと、駅横のものは３者協議にプラス私は公

募をしてでも市民の意見を取り入れる、特に何か

机上で一生懸命聞いている程度ですけれども、バ

スターミナルはメーンとしてわかりながらも自転

車を置く貸し自転車もそれは消えてなくなった、

あるいは商工会議所があそこへ入っていってだと

かいう話の中身だってこれからでしょう、にぎわ

いをどうつくるかという。市民の気持ちがなかっ

たら、つくった後にぎわいなんかは出ることない

です。ですから、そういう場を、多少それは面倒

くさい話になるかもしれませんね。３者でずっと

やられていたのに、公募した市民がまたそこにい

ろんな意見を言うということについての煩わしさ

はあるかもしれませんけれども、本当に一つの一

体感をつくっていくためにはそういう場を担保す

る気持ちがあるのかないのかということ、これは

必須条件だというふうに、単なる決まったものを、

いやいや、こうやって決まりましたということで

は、ちょっとすとんと落ちないのかなという感じ

がしております。

ひまわりの話は、油の関係はなかなか話題は非

常に広く広がって明るい話題ですけれども、実際

に利売を出すということについての大変さはわか

りますから、これ以上は言いませんけれども、多

少は奥ゆかしさもあって１回ぐらい飛ばして補正

を出したほうがよかったのかなという感じはする。

１年後が１年半後になっても別に大した倒れるよ

うな弱な企業ではないというふうに思いますので、

とりあえず話がわかれば、奥ゆかしさがあっても

いいのではないかという私の気持ち、市民の声で

すよ、これは。受けとめてください。

エレベーターの話は、わかりましたけれども、

１階の下から、もう玄関から、自動ドアから入っ

たら下まで通すという話でしたか、ここの庁舎全

体をどうするかという話まではとてもとても回っ

ていないと。あるいは、障害者や不自由な方につ

いては代替案として１階に来てもらったら全部必

要な業務は皆さんおりてきて用事を足すというこ

とも別に２階、３階、４階に上がらなくてもいい

ということは可能だと思うのですけれども、ここ

の庁舎全体を手を入れるというのは、まだまだ私

も絵は描けないのかなという感じがしますので、

無駄にならないということを確認をしてそこにつ

いては終わりたいと思いますので。
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駅横、食肉センターにかかわって、それから何

か道にかなり期待をされて１土円ぐらい地域政策

交付金を要望しているということですが、かなり

これは見込みがあっての話なのか、かなりやっぱ

りそこの辺ではと畜の関係では雰囲気としては重

たい、ほとんどが起債だということもあって、で

きるだけ見通しを確認をしておきたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

民間が事業展開をする〇副市長（中尾裕二君）

際に市のほうで財政支援をしていくと、こういう

場合には補助要綱等も含めて議員の御指摘のよう

な協定的なものは締結をしております。今回の議

論になっておりますと畜場につきましては、市の

建物で市営のものでありますので、ここの部分に

ついては財政支援というよりも当然市が実施をす

る事業について、食肉加工センターは屠場がない

と機能しませんので、その前段で一体整備をして

いく上でニチロのほうが応分の負担をするという、

逆に申しますとニチロの補助ということになりま

しょうか。そういう筋合いのものですので、お話

の協定等は屠場に関しては結んでおりません。

それから、３者協定にかかわっても御指摘をい

ただきました。ここにつきましても西條に売却を

した用地については、西條が自費で開発をすると

いうことです。しかし、もともといきさつがあり

まして、議員御案内のとおり公共的なものに資す

る性格を持ったもの、あるいは中心市街地の商店

に競合するような商売に著しく影響があるような

業種についても西條自身避けるということも含め

て３者協定をしまして、この趣旨に沿ってその都

度協議をしてしっかりと事業を組み立てていくと

いうことで進めておりますので、ここの部分につ

いて制約をかけるということには、趣旨から離れ

た部分については当然市のほうでも商工会議所の

ほうでもチェックを入れますけれども、市民の皆

さんが直接入ってということには、やっぱり趣旨

からすると大変難しいと。ただし、市民のニーズ

なり御意見についてはしっかりと承って３者協議

の中で伝えて反映をさせていただくと、こういう

ことはぜひ取り上げていきたいと、このように思

っておりますし、もう一点、子宮頸がんの関係で

も再度お話をいただきました。今議会で意見書と

して出されているようでございますので、これも

しっかりと重く受けとめて、今後の政策展開につ

いて検討させていただきたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

エレベーターの関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、あくまでも今の施設の改修と

いう考え方でおります。それから、２階にはエレ

ベーターの入口がありませんので、１階から上が

っていただいて４階へ行くときにやっぱり車いす

対応が最低必要だということでありますので、通

常エレベーターの耐用年数というのは１５年とい

うふうに理解していますけれども、できるだけこ

の庁舎も長い間有効活用はしたいなというふうに

思っていまして、できるだけ無駄にならないよう

な形の投資というふうで考えています。

それと、もう一件、障害のある方々につきまし

ては、ピロティーからの入り口のところに案内看

板をちょっとつけてボタンを押していただくとい

うようなこともしているのですけれども、わかり

づらいという、見づらいという意見もありまして、

それから市長が言っているワンストップサービス

を、もしくはそれにかわるようなサービス展開は

できないかということになりますので、少なくと

も体の不自由な人方につきましては職員が最低で

もおりていくと。それから、この間別な議員の答

弁の中でお答えしたのですけれども、試行でも受

付的なものを１階のところに、市民課の中に入る

のではなくて出すこともちょっと検討してみて、

試行でどれぐらいなお客さんが迷われたり困って

いるのかという実態も改めて確認をさせていただ

いて、窓口業務の関係を円滑に進めてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。
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中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけありません。〇副市長（中尾裕二君）

１点、答弁漏れがございまして、北海道の地域政

策補助金についてもお尋ねいただきました。現在

内々に道のほうとは相談はさせていただいており

ますけれども、金額あるいは果たしてどうなのか

ということも含めて今後詰めていくということで

ございますので、ぜひ御理解いただきたいと思い

ます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

各議員がおっしゃっ〇１９番（熊谷吉正議員）

ていましたように食肉センター、と畜場も含めて

必要なものとして皆さん認めて、前向きに質疑を

やっていたと思うのですけれども、やっぱり食肉

センターは市の施設ですと。これは、当然使って

いただくものがなければそれは建てないわけで、

だからそことの関係は非常に明確にしたほうがい

いのではないかということなのです。もちろん使

っていただいて３年、５年、できてから。それは、

出ていってもらったらもちろん困るし、そういう

無責任なことはもちろんないでしょうけれども、

やっぱり市場も北海道全体の食肉の計画だとか、

市場の動向にもかかわるでしょうし、あるいはニ

チロさん自身の経営方針にも一名寄工場のことか

もしれませんけれども、北海道全体にとって非常

に１つか２つしかないという施設なわけで、やっ

ぱり位置づけは重要なところだと思うのです。

ですから、財源がまだまだ国にも、私どももい

ろいろそれは佐々木代議士やら、あるいは国レベ

ルでもいろいろ持ち上げていく努力はもちろんし

ていきますし、北海道でももちろんしていただか

なければならないのですけれども、これまでのや

りとりの中で来年以降の交付税あるいは交付金制

度の問題などについて、決してバラ色でないとい

う認識も共通認識あるわけてありまして、全国地

方からそれぞれ皆さん、課題、要望はたくさんあ

るわけです。それは、やっぱり取捨選択されてい

きながら制度の中でどう組み込んでもらえるかと

いうのはわからないのです。企業側の負担も利子

負担程度のものでいいのかどうかも含めてすれば、

そこはしっかりしてという予定がされている６土

０００土円に最大限これは口で頑張りますと言

ってもどのぐらい本当に抑制されていくのか、単

費の持ち出しを含めてわかりませんけれども、や

っぱりニチロさんとのやりとりはしっかり議会に

も見えるようにしてもらわなければなりません。

それは、ニチロさんだけを名指しに言っている

わけでなくて、すべてのこれから支援をするいろ

んな民間事業に対する……やっぱりひまわりだっ

てそうです。５年後、１０年後にはしっかりした

ものに育てて、税金で後から返してくださいとい

うぐらいなところまで責任を持ってもらう、やっ

ぱりそういうものだと思うのです、税金を使うの

は。やっぱりそういう厳しさが初めてこの新たな

段階に支援、助成、補助という制度があるからそ

れでいいのだということではなくて、入口はそれ

でいいけれども、出口までしっかり責任を持って

もらうという社会貢献、企業責任みたいなことを

何らかの形でやっぱり残すよう努力を内部で検討

してもらいたいと思います。これは、特定の企業

にだけではなくて、ぜひ検討の約束、口の約束で

はなくて何らかの形で残していただけるのかどう

かお知らせをいただきたいと思います。

やっぱり３者協議だけでは、私は不十分だと思

います。ぜひそこは、どういうハード物にしてい

くのか。もちろん運営のレベルでいきますとそれ

以降の話にもなりますけれども、やっぱり市民の

中には最終的に西條さんに譲渡をしたというのは、

地方の業者さんも全部欲しいという話があって、

しかしそこにまた大型店が入られたのではたまっ

たものでないという会議所や商店街の皆さんも含

めて、そして地元の企業を大切にしようというこ

とで皆さん理解し合って決めたのです。そういう

いきさつがあるから、こんなにおくれるのなら、

そうしたらまとめて売ったほうがよかったのでな

いかという乱暴な意見も今もあるのです、現実に。
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そして、つくってもらったものに市の施設、政策

でその中に入っていただくという、比較的それは

結果として安いものにつくか高くつくのか、私ど

もしっかり検証はしていませんけれども、市民の

中にはやっぱりいろんな意見が存在をしているか

ら議会の中でもこういう午前中からのやりとりも

やっていると思うので、その重みについてしっか

り改めて３者協定の重みを受けとめてもらうこと

と、市民の皆さんがちゃんと意見を述べる場を担

当していただけるのかどうか、そこをしっかりお

答えをいただきたいと思います。

最後ですので、もうこれで終わるのですけれど

も、公園費の中で遊具等の改修、修も関係で約

０００土円ほど出ておりまして、最近本当に管理

課のほうでも大変苦労をされていて、あちこちの

公園の遊具が壊れた、危険だということで、大体

それはその時点で使えない状態になるのです。そ

して、町内の皆さんもいつこれをそうしたらやっ

てくれるのよと。これは別に何百土円、何千土円

のお金ではないのですけれども、なかなか今計画

をつくろうということで調査をされて、中長期的

に更新をしていこうということなのですけれども、

先般も大学公園でたまたま木の遊具で滑ったか落

ちたか知らぬけれども、子供がけがをされて病院

に行ったということで、大事には至らなかったの

ですけれども、すぐその後全面使用禁止というこ

とで、一応点検したけれども、何でもないような

気がするという担当のお話で、私も行って見まし

たけれども、いや、どうだったのかなという感じ

もして、あれだけの公園の遊具をしっかり点検し

て、何でもなかったら何でもないということで使

えるような状態で市民に知らせるべきなのかなと。

確かにまた同じようなことがあったら、管理責

任を問われるという怖いものがもちろんあるので

しょうけれども、しっかり点検して何でもなかっ

たら何でもないということで私は判断をして、あ

れいつになったら解かれるかといったら、公開す

るまでといったら、これ結構なシーズン終わって

しまう。これからせっかくいい時期に向けて、子

供たちが楽しみにしているのではないかというこ

と、ちょっとその対応が拙速かなという感じがし

て、いわゆるこの補正予算そのものは、全体的に

更新をしていくということについてはいいと思う

のですけれども、若干その対応については市民の

声から批判が出ているような気がするものですか

ら、もちろんけがをされた子供や両親は大変だっ

たなという感じがしてお見舞い申し上げるのです

けれども、ちょっとその見解についてお尋ねをし

たいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か質問をいただき〇副市長（中尾裕二君）

ました。

御指摘いただいているとおり、事業計画につき

ましてはより精度の高い熟度を持って議会のほう

に相談をするということ、改めて肝に銘じて進め

ていきたいと考えております。

屠場につきましてのニチロとの関係あるいは北

海道との協議、あわせてただいまお話をいただき

ましたので、大臣政務官を通じての国の補助メニ

ューの模索についてもぜひお力添えをいただきな

がらしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

それから、駅横の件につきましては、西條にい

たしましても商工会議所にいたしましても当然消

費者としての市民の支援もまたなければ事業展開

が成り立たないわけでありますので、ぜひこの点

につきましては直接的に３者協定の中に組み込む

ということにはならないと思いますが、３者協議

の中でいかに市民の思い、意見等が組み込めるも

のとして構築できるのか、あわせて相談をさせて

いただきながら、ぜひ御指摘の部分について進め

てまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

公園の遊具の〇建設水道部長（野間井照之君）

件に関してであります。先般、今副議長が申され
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たように大学公園において事故、私どもの管理施

設である遊具において市民の方にけがをさせたと

いうことは大変申しわけなく思っていまして、す

ぐ現場を調査させていただきました。基本的に私

ども目視の中では、すぐすぐ危険な状態ではない

というふうに判断しましたけれども、やはり小さ

い子供、けがをしたのは４歳の子供でありました

し、全体的に遊具を見た限りでは基礎の部分、あ

るいは木製でありますから指が入るような割れが

あるということも含めて、一たんは全面的な使用

を禁止させていただいております。それで、今副

議長がおっしゃったように来年度から公園の長寿

命化計画を今調査をかけまして策定しまして、来

年度から早速遊具の取りかえにかかっていきたい

というふうに考えていまして、この大型公園、近

隣公園とか総合公園に関してはすごく大きな木製

遊具もございまして危険な遊具もございますから、

これを優先度を早めながら整備にかかっていきた

いというふうに思っていますし、常に危険と隣り

合わせの部分の遊具があるということは、やはり

市民に迷惑をかける率も高いということも含めて

一たんは使用を禁止させていただいて、なるたけ

早い時点で市民の皆さんの意見を聞きながら、そ

の遊具を再度つけるのか、あるいは違う遊び道具

をつけるのかを含めながら計画をさせていただき

たいというふうに思っていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

大石健二議員。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからも７款１〇６番（大石健二議員）

項１目の（仮称）複合交通センター整備事業に関

連して確認をさせていただきたい事項がございま

す。

午前中の質疑のやりとりの中で、土地開発公社

と民間企業との不動産売買に絡んで、売却売売

８００土円との表現が使われていたように記憶し

ています。果たして、私の手元に今資料がないの

ですけれども、会計処理上この ８００土円とい

うのは売却単売あるいは売却売で処理されていま

したか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じだと〇総務部長（佐々木雅之君）

思うのですけれども、市役所の場合には民間の複

式簿記方式のものとは違いますので、歳入で１土

４００土円だったかな。そして、歳出で２土３

００土円ということで、予算書上でその単額分に

ついては埋め込まれますので、結果、引き算する

と売却が ８００土円の単売が出ましたというこ

とになります。ここの分につきましては、先ほど

副市長が言いましたように当初は時価よりも安い

値段で国鉄清算事業団から購入したのですけれど

も、その後１５年間にわたる時間的な経過も含め

て利用目的を持たなかったことによって、２１年

度で買ったお金と売ったお金の単額は ８００土

円生じたということであります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の記憶では、市と民〇６番（大石健二議員）

間事業者でそれぞれ不動産鑑定士を立てて、当時

ずっと眠っていましたから、価値の減失、滅失、

減少、いろんな表現があるのだろうと思いますけ

れども、実質市が売をして西條さんに対して売却

したという誤った誤解が当時もあったように記憶

しているのです。私の感性からいえば、これは売

却売という性質ではなくて価値の滅失、減失、減

少による評価売だろうというふうに考えるのです

が、この考え方はいかがでしょうかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

民間の会計処理で〇総務部長（佐々木雅之君）

言うとそういう言い方かもしれません。逆に当時

安く買って高く売った場合にはどういう表現をす

るかというと、公会計上につきましては買った値

段、売った値段で単額が出ましたというのが正し

い表現なのかもしれません。

以上です。

東千春議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、若干お伺〇２３番（東 千春議員）

いをしたいと思います。午前中から３時間ばかり
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質疑が行われているのですけれども、同様の食肉

センターと駅横のことでちょっとお伺いをしたい

なというふうに思います。

両者ともやはり民間と一緒に事業を行うという

中の事業の立て方ということで、これもやはり一

つの協働のまちづくりの一環なのかなというふう

に思っております。個人との協働あるいは団体な

んかとの協働もありますけれども、やはりこれか

ら企業との協働ということもこれからはいろんな

場面で出てくるのかなというふうに思います。そ

ういったところで、やっぱり事業の進め方の難し

さであるとか、そういったこともあるのかなとは

思いますけれども、そういった中にあってもいつ

かは決断をしなくてはいけないし、判断する適切

な時期というのがきっとあるのだろうなというふ

うに思っております。

今回このような提案をされたわけですけれども、

議会としてもやっぱり本来であればすべてがすっ

きりくっきり解明されてから提案をされると、よ

しわかったぞという話になるのだろうなと思いま

すし、逆の立場でいえば、もし自分だったら、こ

ういう状況の中で提案はしたくないなというふう

に思うわけなのです。ということは、結局こうい

うふうに、必ずこういうふうな質疑になって苦し

い答弁をせざるを得ないというふうな状況になる

のは、これはわかりながらの提案だろうというふ

うに私は思うわけです。

しかし、それの中にあっても大局的に、そして

長期的に見たときに今このタイミングでこういう

提案をするのがベストだというふうに思われて提

案をされたのだというふうに思うのです。という

のは、例えば食肉センターの問題でも、では今の

タイミングを逃すと一体どうなってしまうのかと

いう、そういった心配を一方では考えながらきょ

うの判断をしなくてはいけないということもあろ

うかなというふうに思うのです。多分理事者側の

皆さんは、きょうこのタイミングで出すというこ

とがベストだと思って提案をされたのだと思いま

すので、では逆にワーストのシナリオというのが

あるのだろうと思うのです。食肉センターにして

も今回提案をしない。そうしたら、その先どうな

っていくか。どなたかもおっしゃっておりました

けれども、いなくなってしまったら困るという心

配だってあろうかというふうに思います。また、

駅横の問題でもまちづくり交付金の総体的な取り

組みがこの先どうなっていくのかという問題、こ

れは１カ月、２カ月とか、１年、２年とかという

問題ではなくて、これは名寄市がこれから進めて

いく事業全体にも変わっていくことかもしれませ

ん。そういった中で、ワーストのシナリオ、どう

いうことが心配されるのかという部分について御

説明をいただければ、私どももこれから市民の中

に入ってこの件について説明をしなくてはいけな

いという立場になりますので、ぜひわかりやすく

御説明をいただければと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターの関係〇経済部長（茂木保均君）

について申し上げたいというふうに思いますが、

従来からニチロ畜産とはいろんな形で施設のあり

ようについては協議をしてきたというお話をさせ

ていただいております。マルハとニチロが経営統

合いたしまして、道内あるいは全国的にいろんな

かち合う部門については整理、統合をしておりま

す。名寄の近くでは士別がデイジー食品工業（富

良野市）の冷凍工場を持っていたのですが、ここ

については関連の仕事でしたけれども、これを廃

止というような例もございます。そういう中で、

私どももこの経営統合した段階で名寄のと畜場が

どうなるのかということで心配していた向きもあ

ります。

ただ、ニチロの社長を含めて重役の皆さん、年

に数回いろいろ時の情勢の状況を持ちながら表敬

にごあいさつに来ていただいている中で、現段階

においては名寄の工場については何とか存続をし

たいと。存続するに当たっては、やはり今のまま

ということにはなかなかならぬというようなお話
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もいただいております。具体的にここをやめると

か、そういう話にはなってございませんけれども、

やはり今のままで将来的に続けることについては

やっぱり厳しい面も出てくるというようなお話も

一部いただいている部分もあります。いずれにい

たしましても、かなりと畜場そのものが先ほどお

話ししましたように老朽化しているものですから、

ここは名寄市としてのと畜場でございますので、

その時期はもう来ているのだなという、こういう

判断は従来からございました。当然今回加工施設

も含めてということで、いろいろ御議論をいただ

いているところでございますけれども、ここは将

来的なことも見据えてこの事業の展開をして、こ

の食肉事業、いろんな経済効果も含めてあるとい

う判断をしておりますので、さらに内容を明らか

にしてお示しをし、御理解をいただきたいなと考

えております。

それから、と畜場の関係については、どうして

も日程的なものを若干お話しすれば、施設をつく

るためにいろんな法的な手続が必要です。あそこ

は、皆さん大体１回ぐらい視察したかなというふ

うに思うのですが、今加工場を建てようとしてい

るところは農地でございます。農地なのですが、

一応名寄市が２年くらい前に取得しておりまして、

市営牧野の草地というような位置づけにもなって

おりますけれども、農地でございますので、そこ

の農振法の除外、農地の除外、それから農地転用

の手続が必要です。さらには、都市計画法に基づ

くこれは迷惑施設というか、そういう位置づけに

なりますので、都市計画上のと畜場の区域変更と

いうのですかね。そういった手続も必要になって

まいります。その上での施設設置というようなこ

とになりますものですから、どうしてもスケジュ

ール的に若干タイトな面もありますけれども、今

回御提案させていただいた実施設計及び調査経費

も含めて御承認をいただいて作業を淡々と進めさ

せていただければというふうに思っております。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の開発につきまし〇副市長（中尾裕二君）

ては、決して直接的に利売を生むといいますか、

加工施設とは違った側面を持っております。もと

もと清算事業団から平成５年、６年に土地を取得

してからあそこにどの事業を展開をするかという

ことで、総合計画等でも論議になったところであ

りますけれども、なかなか財源手だてがつかなく

て市の自力での開発というのが到底見込めない状

況にありましたので、何らかの財源を手だてをし

て事業展開をするということで想定をしておりま

したけれども、結局は１５年手つかずのままとい

うことで、土地開発公社のいわば塩漬けの土地を

処分をするという決断をして民間の企業に開発を

ゆだねたというのが実態でございます。しかし、

一方では、やはり公共性の高い名寄の顔としての

位置づけの場所でございますので、それについて

は名寄市、商工会議所と西條で協議をしながら事

業展開を進めるということでさせていただいてお

ります。

公共の部分につきましては、これまでの総合計

画の中にも複合施設ということでインフォメーシ

ョンセンターあるいはバスターミナルの整備も含

めた事業が盛り込まれておりました。御指摘のと

おり、自前で開発ができるのであれば、もう少し

財政状況を見てという判断も一つあろうかと思い

ますけれども、今回の交付金という財源手だてが

あったと。もう一つは、名寄市民の長年の夢であ

りました文化センターの大ホールの建設、これも

財源手だてがなくて進みませんでした。もう一つ

は、市民会館のホールが老朽化をして、どうして

も建てかえをしなければならないと。この２つの

構想を一つにまとめて、ぜひこの際の財源手だて

のあるときに整備をして次代にしっかりと財産と

して残していきたいということでの事業展開でご

ざいますので、ぜひ御理解をいただきたいと思い

ます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

特に駅の横に関して〇２３番（東 千春議員）
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は、ただ単に駅の横だけの課題ではなくて、それ

以外のものにも波及をする制度の使い方であると

いうことですので、苦しい中にあってもしっかり

した判断をしていかなくてはいけないのかなとい

うふうに思っております。

食肉センターにつきましては、この議場の先ほ

ど来の議論を聞いておりましても、最悪あそこが

なくなってもいいのだというふうな議論の経過で

はないと思っております。あそこは、やはり何と

しても守っていかなければならない施設だという

ふうに多分他の議員の方の発言を見てもそのよう

な見解があるなというふうに思っております。そ

して、議論がされているのはそのタイミングの問

題かなというふうに思っておりますけれども、や

はりどこかで決断はしなくてはいけないというこ

とであれば、これはやはり勇気のある決断をする

というのがやっぱり地方分権の時代においては、

苦しい状況であっても判断をするときにはしっか

りと判断をして前に進むというのも一つの方法な

のかなというふうにも思っております。最悪な事

態には、私もならないだろうなというふうには思

っておりますけれども、前回副市長が雇用が２０

名ふえることを予想していると。そのときに ０

００土円程度の経済効果、少なく見積もっても

０００土円程度、０広く換算すると ０００土円

程度の経済効果が認められるのではないかという

ふうなお答えをいただいたかなというふうに思う

のですけれども、最悪のことにはならないとは思

いますけれども、現在働いている方だっていらっ

しゃるのです。４０名ぐらいいらっしゃるのでし

ょうか。５０名ぐらいいらっしゃるのでしょうか。

では、そういう企業が本当にこのまちから１つな

くなっていくという場合を考えたときに、ではど

ういう効果になっていくのか。それと、プラス２

０名になったとき、ではどういうふうになってい

くのかという部分でもう少し内容的に詳しく教え

ていただければありがたいなというふうに思いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと資料を見ま〇経済部長（茂木保均君）

すので、少々お待ちください。名寄工場の人員の

シミュレーションというか、そこがございまして、

これは今現在５４名ということなのです。今現在

が５４名ということで、最終的には１９年の時点

から見て２０名ということなものですから、若干

タイムラグがあるのですが、最終的に６５名とい

う部分がいなくなったらということでの部分とい

うのは、具体的にちょっときちっとした数字はは

じいておりませんけれども、やはり家族を含める

と３倍ぐらいの形になりますから、１８０ぐらい

の家族がいなくなると。ニチロは、そういう場合

は、恐らく名寄工場というよりは十勝のほうにも

持っておりますので、十勝と一緒になるというか、

そんなことも想定はされるなというふうに考えて

おります。ここの名寄市が持っているところ、ほ

かのところが来てやるというのは、通常今の段階

では考えられませんので、工場で働く人あるいは

家族を含めて１８０程度の人が減るという、これ

はあくまでも推定でございますけれども、考えら

れるということになろうかなと思います。それに

伴う経済的な売失といいますか、そこまでは具体

的にはじいておりませんけれども、そんなような

状況でございます。

黒井徹議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が手を挙げると食〇１８番（黒井 徹議員）

肉センターで、何回か一般質問でもいわゆる施設

の老朽化についての対応をどうするのだという話、

何回かさせていただきました。今回加藤市長にな

って、選挙公約といいますか、何とか名寄市の雇

用確保あるいは経済の振興、畜産の振興のために

この食肉センターの早期改築をという約束をされ

ています。

今回補助事業等の期限といいますか、そういう

中で加工センターを着工する、設計するに当たり、

いわゆると畜のほうも一体的な開発をしなければ

ならぬというようなことで提案をされていると思
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うのですけれども、いろいろと今東議員からもあ

りましたようにいわゆる誘致企業といいますか、

名寄で経済活動をやっている企業が撤退すると、

その後必ず出てくるのが何か対策はなかったのか

と。いわゆる松沢光学ですとか士別のデージーで

すか。そういった中で、雇用がぼんといきなり喪

失してしまうというようなことになると、必ず行

政でもう少し支援がなかったのかと。最近では温

泉もそうですけれども、あれも市民生活にとって

大事な施設だったのだけれども、撤退をしてしま

ったと。

いわゆる熊谷議員からもありましたように、民

間企業とのかかわり合いは何か一定程度のルール

が必要ではないかということですけれども、必ず

いなくなった後にはそういう話が出るというふう

に私も記憶しています。そういった意味では、大

事な企業であれば行政として支援ではなくて、今

回は支援ということにはならないと思うのですけ

れども、企業を積極的に戦略を持ってやることに

ついて我々行政側、と畜としてできるものは前向

きに検討しようというのが普通の流れでないかな

というふうに思います。

ただ、市民への説明、いろいろ福祉との関係で

市民の説明が不十分であったり、非常に財政厳し

い中でそれだけの予算を投入をして本当にどうな

のだという、これは一般市民の物の考えとしては

全く当然だというふうに私も理解はします。ここ

は、しっかり行政として我々議会としても認識を

し、説明をしていかなければならぬというふうに

思います。

そこで、私も何回か質問をさせていただいた中

では、今の加工施設の事業内容等の中に本来であ

れば、本来かどうかはわからないのですけれども、

浄化施設を含めてこれも補助対象になるべきでな

いのかなと。ただ、この浄化槽というのは結構大

きな金額、ウエートを占めています。いわゆる今

の加工施設を改修をしてと畜処理場であれば、こ

の６土円という金額ではなくて、たしか４土円程

度でできるというふうに私も聞いていますので、

ここら辺のもう少し補助メニューに入らぬのか、

あるいは先ほど道のほうからありましたように地

域政策補助金等でこの分を見ていただけるのか、

あるいはニチロ側としてもこういう厳しい議論を

市民に認識していただくように厳しい議論を議会

側でやっているということを含めてニチロ側も、

８土円と金額を私が言ってしまうとおかしな話

になってしまいますけれども、そこら辺の認知度

をもう少し深めていただくということはできない

のか。改めてそこら辺をちょっとお伺いをしたい

なというふうに思います。なかなかさっきから協

議中というようなことで、金額等はなかなか言え

ないということでございますけれども、そこら辺

の認知ぐあい、認知度といいますか、そこら辺を

ちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の食肉センター〇経済部長（茂木保均君）

の改修の関係で、当然ニチロのほうもこのことに

ついて名寄市に全面的にお願いするという、そん

な認識は持っておりませんで、やはり税金という

形の中で施設整備がということですから、それは

我々もそれ相応の対応ということを含めてニチロ

さんにはお話をさせていただいておりますので、

十分このことについては承知の上でニチロ側も事

業展開をされるというふうに考えております。

この６土 ０００土円というと畜場の部分の金

額、これは今の現有のと畜場及び加工施設を改修

をしてということで、当初全体で見れば新築を全

くすれば１０土円以上のそういう部分をききした

部分でありますけれども、ここの部分については

現段階においてというような押さえをしていただ

きたいと思いますので、さらにという部分も出て

くる可能性はございます。

それから、今お話ありました浄化槽の関係なの

ですけれども、と畜場で浄化槽というのは、これ

は上水と下水という部分を含めてなくてはならな

い施設でありまして、いわゆる使う水の量からい
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うとと畜場のほうがき倒的に多いのです。加工場

のほうの水の使う度合いというのは非常に少ない

わけです。と畜場のほうでは、大体１頭当たり約

４トンぐらい水を使うというふうに言われており

まして、この部分がもし加工施設のほうに、いわ

ゆる浄化槽の部分が事業として回せれば補助の対

象になるというようなことになりますけれども、

現段階においては加工施設のほうに浄化槽を持っ

ていくのはちょっと難しいのかなという、そうい

うような状況でございまして、と畜場のほうでや

っぱり浄化槽のほうは整備しなければならぬのか

なという、そんなことであります。この辺の部分

については、さらに内容を詰めて議会のほうにも

明らかにしていきたいなと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

加工のほうも浄化槽〇１８番（黒井 徹議員）

は必要だというようなことも含め、設計というの

は、これはあくまでも予算の段階で、いわゆる加

工場のほうはある程度あれですけれども、と畜の

ほうは今の加工場が新しくなった段階で設計をし

ていくような格好になるので、そういう大枠の中

で６土円というような話をしているのではないか

と思いますので、まだまだ最終的に一体的な改修

をする中では経費の削減も可能だというふうに私

も思いますので、ここら辺は十分研究をしていた

だきたいなというふうに思います。

やはり福祉行政も大事ですけれども、やっぱり

名寄市で経済的なこと、あるいは雇用を確保して

人口削減について歯どめをかけると。将来的に重

要な施策だというふうに思いますので、これらを

しっかりとそれぞれ常任委員会あるいは市民向け

の説明等も今までももう少ししっかりやるべきだ

ったのではないかと。加藤市長も私の公約ですか

らというふうに言い切ったかどうかわかりません

けれども、公約としてはよかったなと思うのです

けれども、なかなか公約だからすべてできるとい

うことではないので、これは皆さんの理解を得な

がらやっていかなければならぬというふうに私も

思いますので、これは謙虚に受けとめながら皆さ

んに理解をしていただくことが大事でないかなと

いうふうに……私を褒めていただいているのです

か。思います。そんなことで、私はいろんな意味

で何か今回はその加工施設等については十分理解

をしたいと。ただ、と畜場についてはもう少し研

究をしながら有利な政策をそれぞれ道、国の施策

もそれぞれの先生方の協力も得ながらやっていく

というのが大事でないかなというふうに思います。

それから、関連といいますか、駅横なんかにつ

いても私も何回か質問をさせていただいています

けれども、本当に地元の企業に優先的にといいま

すか、譲ったらいいのでないかと。多少のといい

ますか、 ８００土円という売ではないというふ

うに言いますけれども、いわゆる支出が多い分に

ついてはのみ込むというような決断をして、これ

は我々議会としても大きな決断だったと、市民向

けに対して大きな決断だったというふうに思って

います。そんな中で、いわゆる何も見えない３者

協議もあるわけですけれども、行政側としても苦

しい答弁はしているというふうに思います。これ

は、やはり主体的にやる、民間がやる、西條さん

がやる、そういったものをきちっと誠意を見せて、

つつかれて、いや、実はこういう状況ですと西條

が言うのではなくて、常に行政側、商工会議所に

民間が報告をしながら、よりよいものを市民に提

供できるようにというその姿勢を示すことが大事

ではないかと。それが私たちに見えれば、しっか

りと理解をしていけるのではないかと。今さら後

戻りはできないというふうに思っています。それ

をしっかりして土土の土地の確保もしていかなけ

ればならぬと。これは、もう当たり前の話なので、

ここはしっかりと理事者として認識をしていただ

かないと私はだめだというふうにここは思ってい

ます。地元で育てられた企業、そして我々もそれ

をきちっと認知しているわけですから、そのこと

をしっかりと理解をしていただかないと、私も本

当に腹立たしい気持ちで実はいるのですけれども、
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１０月に決断したときにはそういうことはないと

いうふうに確信を持って決断をしていますので、

我々議会の責任とかではなくて、やっぱりだれか

も言っていますが、信頼を裏切られるというのは

一番つらいのではないかなというふうに思います

ので、これはしっかりと理事者側に認識をして３

者協議を、あるいは市民に理解をしていただける

ようにしっかりやっていただけるように私として

の要望、苦言を呈して終わらせていただきたいと。

よろしくお願いいたします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

答弁漏れありました〇議長（小野寺一知議員）

か。

鈴木教育部長。

申しわけございませ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ん。私、先ほど熊谷議員の駐車場の部分の答弁で

一部言葉足らずのところがあったかなと思ってお

答えをさせていただきたいと思いますが、道の整

備に関してはまだ正式に道から決定を受けたもの

ではございません。一連の私どもの要望に対して

かなり好感触を得ているという部分でございます。

済みません。その辺、御理解をいただきたいと思

います。大変申しわけありません。

ほかに質疑がござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんようですので、以上で質疑を終結いたしま

す。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２６分

再開 午後 ４時１１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。

これより議案第１８号の採決に入りますが、議

決に当たり附帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、平成２１年１

０月３０日開催の第６回臨時会において、市、商

工会議所、株式会社西條による３者協定の尊重、

一体的開発及びにぎわい創出を基本に、議案第１

号 財産の処分について議決をした以降、さまざ

まな状況の変化に苦慮しながらもいまだに具体的

着手に至っておらず、市民の間では計画完遂を疑

問視する声が出ており、議会に対しても説明が不

十分と受けとめざるを得ません。これらを踏まえ、

議案第１８号に係る土土駅横整備事業に対しては、

平成２２年第３回定例会までに具体的計画を明ら

かにすること、２つ、市民及び議会にさまざまな

手法を用い説明責任を果たすこと。以上、意見を

付するという附帯決議をつけることに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、そ〇議長（小野寺一知議員）

のように決します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

加藤市長。

今ほどは大変な慎重審議〇市長（加藤剛士君）

の中、附帯決議ということでいただきました。し

っかりと重く受けとめさせていただいて、これを

しっかりと今後受けとめて仕事をしてまいりたい

というふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会計
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補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

０号 平成２２年度名寄市老人保健事業特別会計

補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２２年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算を議題といたします。

６月４日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第７ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成

を求める意見書、意見書案第２号 小規模グルー

プホームの防火体制強化を求める意見書、意見書

案第３号 コメの戸別所得補償対策等の見直しを

求める意見書、意見書案第４号 機能性低血糖症

に係る国の取り組みを求める意見書、意見書案第

５号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関

する意見書、以上５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。
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本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

日程第８ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

４号 例月現金出納検査報告についてを議題とい

たします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承を願います。

日程第９ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第１０ 委員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定されました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２２年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ４時１９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 山 口 祐 司


