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平成２２年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年３月９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 議員の辞職について

日程第３ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議員の辞職について

日程第３ 一般質問

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 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１３番 高 見 勉 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

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 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 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 山 内 豊 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

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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〇議長（小野寺一知議員） 休会前に引き続き本

日の会議を開きます。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 川 村 幸 栄 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２ 議員の辞

職についてを議題といたします。

高見勉議員から平成２２年３月３日、議員の辞

職願が提出されております。

お諮りいたします。高見勉議員の辞職を許可す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、高見勉議員の辞職を許可することに決

定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

風連望湖台センターハウスの存続について外３

件を、佐藤勝議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） おはようございます。

議長よりお許しをいただきましたので、通告順に

従いまして大きな項目で４点について一般質問を

行います。

初めに、ふうれん望湖台センターハウスの存続

についてお伺いをいたします。この件につきまし

ては、過去幾度か質問してまいりましたが、今回

行財政改革の流れの中で改めて廃止を含む存続論

議が起きておりますので、このことについて改め

てこの場からお聞きをいたします。

１月１４日の地域を初めとする各種団体との意

見交換会を初め、それに先立つ行政区長会議等で

の意見交換会でさまざまな意見が出されておりま

すが、その意見交換会で出された地域市民の主な

意見について御報告、御説明を求めます。

また、このことについては従来指定管理を受け

ております振興公社の対応も含めて市のほうから

今後のあり方についてさまざまな御説明がされて

おりますが、改めて市の望湖台センターハウスに

対する考え方についての御説明を求めるものであ

ります。

さらには、意見交換会の中で示されましたボイ

ラー関係についての修繕コストあるいは今後のそ

れ以外の修理を必要とされるところについて、も

し考えているところがあればお答えを求めるもの

であります。

さらには、望湖台振興公社の株主の皆さんの今

後のセンターハウスについての考え方がございま

したら御説明を願うものであります。

以上を踏まえまして、新年度以降の、２２年度

以降の望湖台センターハウスの今後の存続につい

ての予定と見通しについて御説明を求めるもので

あります。

２点目であります。この冬の除排雪の経過と課

題についてお伺いをいたします。今期の積雪と除

排雪の経過については、既に御案内のとおり積雪

は昨年と比べても非常に多いというデータが出て

おります。ただ、降雪については例年より少ない

ということでありますので、私たちの感覚と出さ

れたデータに多少の違和感があるわけであります

が、いずれにしましてもこの冬については市民の

皆さん、特に市街地区の市民の皆さんについては

大変な除排雪の御苦労をされていることについて

は御案内のとおりであります。

そういう状況の中で、今期については公共事業

の減少によるダンプカーの削減等がありまして、

従来３班体制でとっていた除雪体制が今回はなか

なかそういった体制が組めないというようなこと

もあって、当初予定しておりました排雪作業が大
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幅におくれるというようなこともありまして、結

果市民の皆さんに多大なる御苦労をおかけしてい

る実態があろうかというふうに思います。これは、

なかなかそうは申しましても一自治体での対応に

は限界があるかと思いますが、今期の反省あるい

は経過を踏まえて来期に向けてどのような体制を

もって市内、それから郊外の除排雪に当たるかに

ついて御説明を求めるものであります。

３点目であります。緊急通報の対応についてお

尋ねをいたします。初めに、消防事業に携わるす

べての皆様に日ごろの防災、救急活動に対しまし

て心からの敬意と感謝の意を表するものでありま

す。

さて、この冬に発生した火災の初動態勢に対し、

市民から不安の声が届いております。市民すべて

の安心、安全確保について市の対応、体制につい

てお伺いをいたします。

最後になりますが、４点目であります。市内小

中学校教育の今後に望むことということでお尋ね

をいたしますが、このことについてはさきにもお

伺いをしているわけですが、昨年行われました全

国学力・学習状況調査に基づいて改善プラン等も

名寄市としては出されているわけですが、現状の

小学校、中学生の学力向上に対する課題は何なの

かということについて改めてお示しを願います。

それから、改善プランにも示されておりますけ

れども、学力向上に向けて今後考えられる対策に

ついてお尋ねをいたします。

名寄市の小学校、中学生教育の今後について教

育長として目指すところ、望むところがあればお

答えを求めるものであります。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） おはようございます。

ただいま佐藤議員からは、大きな項目４点にわた

り御質問をいただきました。１点目は私から、２

点目は建設水道部長から、３点目は総務部長から、

４点目は教育部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

大きな項目１点目、ふうれん望湖台センターハ

ウスの存続について、初めに市民との意見交換会

で出された主な意見についてお答えをいたします。

名寄市行財政改革推進本部で廃止検討になってい

ましたふうれん望湖台センターハウスについて、

昨年の１１月から１月までに８回、約２００名の

方々との意見交換会を実施いたしました。意見交

換会に参加していただきましたのは、風連地域の

方々で行政区長会議、特例区協議会、地区の老人

クラブ、東風連行政区の皆さんでございます。

主な意見としましては、１つ目には地域住民の

憩いの場となっており、老人の生きがいである。

利用者の減や赤字を数字で示されても理解できな

い。地域の人には健康を含めて寄与している、私

たちも利用するので、当面存続してほしい。２つ

目には、できれば存続してほしい。宿泊者が重荷

であれば、宿泊部門を廃止したらよいのではない

か。３つ目には、リニューアルをし、サウナをつ

くれば近隣の人にも来てもらえるのではないか。

４つ目には、合宿に関してはウエートトレーニン

グの施設が重要になっている。そういう施設があ

るというだけでＰＲ効果が違う。５つ目には、工

事関係者の利用が多いと一般の利用者は敬遠する。

６つ目には、公共温泉はどこも赤字と聞いている。

なぜ風連の望湖台が廃止検討か理解できない。７

つには、地元といえども古くなると魅力がなく足

が向かない。日向温泉や五味温泉を利用している。

８つ目には、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。現在の利用者数で

の維持は難しいのではないか。９つ目には、廃止

後のサンピラー温泉等を利用できる手だてを示し

てほしい。１０番目には、センターハウスの内部

努力も最近は目に見える。こういう論議になった

のも一つの効果かもしれない。また、センターハ

ウスがなくなると自然公園自体の価値もなくなる

のではないかなど、さまざまな御意見が出されま

したが、やはり強く訴えられましたのは高齢者の
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憩いの場をなくさないでほしいというものが多く

の意見でございました。認定を受けていない高齢

者のデイサービスといった意味合いが強く、バス

により送迎してもらい、１日のんびりとおふろに

入り、遊んで帰る場所をなくさないでほしいとい

うものでございました。なよろ温泉サンピラーで

はなく、このセンターハウスがよいのだと多くの

方が強く訴えられたところでございます。

次に、市側の説明と対応についてお答えを申し

上げます。市では、望湖台センターハウスの沿革、

利用者数、料金収入の推移、市が支払っている委

託料、修繕料、ふうれん望湖台振興公社の経営状

況、老人クラブの利用人数などをお示しをし、望

湖台振興公社の課題として施設の老朽化、利用者

の減少、組織機構を挙げ、ボイラーと配管につい

ては経年劣化が進み、給排水設備全体に疲労破壊

が予想されることなどを説明いたしました。さら

に、昨年１２月にボイラーが故障し、現在は中古

のボイラーをリースでしのいでいることなどを説

明いたしました。望湖台振興公社の正社員は２名、

準社員が１名、パート３名の体制で、宿泊者がい

る場合には正社員２名が交代で泊まっている状況

など現状をありのまま説明したところでございま

す。現時点では、工事関係者の特別宿泊がセンタ

ーハウスの主な収入源であり、市としては既に観

光施設としての役割は終わり、高齢者の憩いの場

やデイサービスといった福祉的な意味合いが強い

と考えております。

次に、（３）、ボイラー関係の修繕コストにつ

いてのお尋ねがございました。ボイラーの修繕コ

ストにつきましては、平成１８年度に７４万０

００円、熱交換器及び三方弁の取りかえ、１９年

度はございません。２０年度は８３万０００円

で制御盤交換工事及び修繕、２１年度は現在で修

繕等に４０万円をかけてございます。ボイラーを

新規に設置するとなると、同時に配管もすべて直

さなければならない状況であり、それらの経費は

大きなものと予想されております。新規でボイラ

ーを購入する場合は、約３５０万円ほどかかると

いうことで、そのほかに配管等の取りかえについ

ては実態を見なければわからないということでご

ざいますが、大きな金額になろうかと考えてござ

います。また、その他の修理につきましても老朽

化している施設であり、ここがということはござ

いませんけれども、特に水回りの関係について修

理、修繕が必要と考えているところでございます。

また、正式に積算はしておりませんけれども、全

面改修となれば市建築課によりますと１億００

０万円くらいの金額になるということでございま

す。

次に、（４）、株主の考え方についてでござい

ます。意見交換会には、株主の皆さんともお話し

合いをしてございます。その中で１つには、工事

関係者の宿泊が多くなっている状況では一般客の

利用は大きくは望めないのではないかと。ちなみ

に、平成１９年度から２１年度現在までの累計で

総宿泊者数が６４７名おります。うち工事関係

者が５１１人と、全体の７８％を占めておりま

す。一般宿泊者は１１６人で２２％と、工事関

係者がほとんどを占めているという実態にござい

ます。２つ目には、望湖台に限らず、行政の運営

する施設で公共温泉にかかわるものは黒字が難し

い実態にあるのではないか。３つ目には、現在の

施設は老朽化しており、市外からの観光客の入り

込み数をふやすことは困難である。４つには、こ

れまでも廃止という言葉も浮上していたが、今日

まできてしまった。今後については存続、廃止で

あっても市理事者の決定に従うという、こういっ

た意見も出されてございます。

次に、（５）、今後の予定と見通しについてお

答えをいたします。施設整備に関しては、大きな

資金を投じて改修することは難しく、民間人によ

る事業展開や福祉施設としての活用につきまして

もこれまでの関係者との協議の中では難しい状況

にございます。現在望湖台センターハウスの利用

者の大幅な減少を解消すべく、望湖台振興公社役
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員、社員一丸となって利用者の増に向けて取り組

みを進めております。今後は、バスの試験運行も

視野に入れながら、来年度の前期には再度地域説

明会を開催し、市の方向性を出していきたいとい

うふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 私からは大き

な項目２点目、今期の除排雪の経過と課題につい

てお答えをさせていただきます。

最初に、今期の積雪と除排雪の経過についてで

あります。今期の除排雪については、まず気象状

況について気象庁のデータによりますと、降雪量

は１１月、８２センチで平年比マイナス２９セン

チ、１２月、２１０センチ、平年比マイナス１７

センチ、１月、２２０センチ、平年比プラス１９

センチ、２月、１１５センチ、平年比マイナス４

６センチで、２月末現在トータルで６２７センチ

メートル、平年比でマイナス６８センチとなって

います。最深積雪は、１１月が２７センチ、平年

比でプラス８センチ、１２月、５９センチ、平年

比でプラス４センチ、１月、９８センチ、平年比

でプラス１７センチ、２月、１１３センチ、平年

比プラス３０センチ、そして２月末現在は９２セ

ンチメートルの平年比プラス９センチとなってい

ます。例年に比べると、議員が言われるように降

雪量が少ない状態なのに積雪が多いことが今期の

特徴で雪が多いイメージになっています。

除雪出動の経過は、１２月までは市街地で名寄

地区が１１回、風連地区が１８回、郊外では名寄

地区１３回、風連地区１９回、１月、２月では市

街地で名寄地区が１５回、風連地区が２７回、郊

外では名寄地区２７回、風連地区３５回となって

います。予定している回数は、市街地が名寄地区

４０回、風連地区５０回、郊外では名寄地区５５

回、風連地区６５回としていますので、名寄地区

が少し少ないように思われますけれども、１月の

吹きさらしやわだちの解消のために臨時的に出動

している回数がかなりあるために、時間的な拘束

を考えるとほぼ両地区とも予定どおりだというふ

うに考えております。

排雪については、名寄地区が１２月下旬より東

３条通、西２条通、市立病院周りの幹線道路から

開始し、積雪が多いこともあり昨年より５日早い

１月８日から生活道路のカット排雪を開始しまし

た。例年から比べると１週間から１０日ぐらい現

在ではおくれをとっている状況でございます。風

連地区は、１回目を１月１３日より排雪を実施し、

３月１日より２回目に入り、ほぼ例年どおりとな

っているところであります。

次に、小さな項目２点目、３点目、課題と解決

策と来期に向けてであります。除雪については例

年どおりと考えておりますが、排雪については運

搬車両の一定の確保ができなく、名寄地区におけ

る生活道路のカット排雪が２月中に終了すること

ができませんでした。運搬車両の確保が困難な状

況となった背景には、ここ数年前から公共事業の

削減により事業者が少しずつではありますが、ダ

ンプの保有数を減らしていること、国、道と排雪

作業が重なることや近隣国道４０号、音威子府バ

イパスのトンネル工事などが冬期工事があり、相

当影響を受けたというふうに考えております。こ

としは、作業を２セットで行っていますが、例年

の作業ベースに戻すには３セットが必要で、現在

の雪堆積場との関連で考えれば１セット、ダンプ

数にすると１２台以上の確保が必要ですが、来年

度以降も運搬車両の確保が難しいことも想定され

ますから、運搬サイクルをよくするには雪堆積場

を近隣に確保することが課題というふうになって

います。来年度へ向けて町内会などとも相談させ

ていただきながら公共の遊休地、例えば営林署跡

地、雪フェスが終わった後の南広場、大きな公園

または民間の所有地などを利用することなども視

野に解決策を検討させていただきたいというふう

に考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 私のほうからは、

大きな項目３つ目の緊急通報の対応について答弁

いたします。

ことしに入りまして、１月１６日と２月１６日

に風連地区、名寄地区におきまして建物火災が発

生しておりますが、いずれも本署及び出張所が互

いに出動し、消火活動を行いました。これらの火

災では、幸い大事に至ることはありませんでした

が、今後も本署と出張所が連携を密にし、より効

果的な体制を構築していくよう努力してまいりま

すので、御理解をお願いいたしたいと思います。

平成１８年３月２７日に旧名寄市と旧風連町が

合併し、新名寄市が誕生したわけですが、消防体

制につきましては平成２０年４月１日から災害受

理の一元化を図ることができ、本署、出張所体制

の中で人事交流をすることが可能となり、出動態

勢の強化を図ってきているところであります。旧

風連町の勤務体制を本署の勤務と同じ状況にする

ため、隔日勤務体制を組むことにより平日の勤務

人員が出張所長を含め５名の職員が勤務すること

となっております。この人員により風連地区で火

災が発生した場合には、火災種別により職員、消

防団員を招集し、本署からは１個小隊が災害現場

に出動するマニュアルを作成しております。また、

地理的条件等も考慮し、各出張所勤務日の消防隊

編成の中には旧風連町の職員を配置し対応してい

るところですが、出張、休暇等により最低勤務人

員を３名とし、最低人員が欠けた場合には休みの

職員を勤務させ対応しているところであります。

業務の中には消防水利、消火栓４４基、防火水

槽１４基がありますが、これらの点検や冬期間に

つきましては除雪などが含まれますが、勤務人員

が少ないため火災や救急出動に対応できる体制で

これらの業務に当たっております。名寄地区にお

きましても３４７基の消火栓の除雪を当日勤務す

る職員で対応しておりますが、除雪が追いつかな

い状況となり、特にことしは気温の低い日が多い

ことで雪が解けずに積雪深がいつもより多い状況

となっており、市民の皆様には不安を与える結果

となってしまいました。

名寄地区の消火栓につきましては、多雪型とい

って高さが１５０センチの消火栓に年次計画で更

新をしてまいりましたが、風連地区の消火栓につ

きましては旧型で高さが約７０センチしかありま

せん。現在平成２３年度以降の総合計画の中で多

雪型への更新を検討しております。また、不安要

素の一つとなりますが、団塊の世代の職員の複数

退職等に伴い、技能伝承の問題も出てまいりまし

た。これは、消防活動技術や知識、経験を豊富に

持った職員の退職により災害現場における危険予

知能力や安全な活動技術の低下をもたらす可能性

が出てまいることになります。我々の業務は、火

災を初めとするさまざまな災害から市民の生命と

財産を守ることを任務としておりますので、職員

の教養、研修、訓練を重ね、さらに市民の皆様の

信頼を得られるよう努力をしてまいりますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 私からは大きな項目

の４、市内小中学生教育の今後に望むことについ

てお答えをいたします。

全国学力・学習状況調査結果からは、国語では

読解力はあるが、文章の作成など活用力に課題が

ある、算数、数学では簡単な四則計算やグラフの

読み取りはできるが、筋道を立てて証明すること

が苦手であるなどの結果が出ています。また、中

学生は本に興味を持ち、読書に親しんでいること

もわかりました。そのほか各学校では、独自に学

力テストを実施し、児童生徒の実態把握に努めて

ございます。基礎学力に課題があるとしている学

校や知識の理解はあるものの、言語活動や活用す

る力が不足していると評価している学校など、各

学校や学年によって違いはありますが、名寄市全

体では総じて全道のほぼ平均であるというふうに
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押さえてございます。

現状の課題についてでありますが、平成２０年

度の各学校の学校評価結果や２１年度の指導改善

プランに示しました３年間の結果の傾向から、授

業時間内で十分に理解できない場合や授業時間に

は理解したつもりであっても復習など確かめを行

っていないために定着していないなどの課題があ

ります。また、自分のよいところは少ないと答え

る子が多く、自分は必要とされているのだ、みん

なのために役立っているのだなどの自己有用感や

自信を持たせながら学習意欲をどう高めるかが課

題であります。子供一人一人に基礎的、基本的事

項を確実に身につけさせる授業づくりはもちろん、

わかる喜びを味わえる授業、次の勉強が楽しみと

なる授業、学級経営や生徒指導など総合的な教師

の指導力の向上が求められてございます。家庭生

活面では、家では多くの時間をテレビや携帯電話

に費やしていることなど、生活習慣や学習習慣が

課題となってございます。

そこで、学力向上に向けての考えられる対策で

ございますが、課題の一つである学力の定着につ

いては子供一人一人に違いがあるため、特に個別

指導が重要であると押さえております。教育委員

会といたしましても指導方法、指導工夫、改善加

配などの制度を活用したり、支援員の配置などを

通して教員の増員を図りながら個別指導体制の整

備に努めてまいります。

課題の２つ目であります教師の指導力の向上で

ありますが、名寄市教育研究所の研究活動の支援、

指導を通して教師の指導力の向上など教員の研修

活動に努めてございます。そのほかにも各学校で

は、指導主事の訪問を要請したり、自主的に公開

研究を開催するなどして成果の共有化を図るなど

教師の指導力の向上に積極的に取り組んでおりま

す。また、家庭との連携につきましては、家庭学

習の状況調査や昨年度策定した家庭での学習環境

に視点を当てた５つの提言と２３の方策をもとに

今年度はさらに重点化した家庭で取り組む５つの

ポイントも作成してございます。今後も各種制度

の活用や教師の指導力の向上を図るとともに、家

庭学習など家庭との連携を一層図りながら進めて

まいりたいと考えております。

小中学生教育の今後の望むことについてお尋ね

がありました。子供たちは、学校、家庭、地域の

中で学び育っており、それぞれの場で責任を持っ

て育てていくことが大切であると考えております。

今後も学校は学びの場として、基礎的、基本的な

事項を一人一人に丁寧に指導するとともに、家庭

においては早寝早起き朝御飯などの基本的生活習

慣などの定着を図り、地域社会においては公徳心

など社会的なモラルを学ぶ場をつくっていかなけ

ればなりません。学力向上に向けてそれぞれの学

校では、指導改善プランを校内研修で活用したり、

学校独自の指導プランの作成、授業後の到達度チ

ェック、朝学習やミニプリントの配付、小学校の

家庭学習の時間を１年生では１０分、２年生では

２０分、６年生では１時間として保護者に具体的

に示すなど家庭との一層の連携を進めてございま

す。特別支援教育においては、名寄版の「すくら

む」の定着に向けて幼稚園や保育園の活用を図る

必要があります。地道でありますが、それぞれの

場から子供たち一人一人に目を向け、認め励まし

ながら指導していくことが大切であり、教育委員

会といたしましても今後も学校、家庭、地域が一

体となって子供を育てる体制を支援、整備してま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。順不同になろうかとも思いますが、

改めて再質問をさせていただきます。

初めに、これは再質問ではありませんが、消防

の関係について、やはり地域住民にしますと初動

態勢、出動態勢についての１つ不安があるわけで

ございまして、そのあたりについて日ごろから市

民の皆さんに十分に消防体制のあり方、通報も含



－54－

平成２２年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

めて周知を願いたいということがございます。

それから、御答弁の中にもありましたとおり総

合計画の平成２３年からのっぽの消火栓の設置を

風連地区において進めていくというふうなお話で

ございましたが、これについては一朝事あるとき

には非常に大きな役割を果たすものでございます

ので、努めて前倒しでの設置を求めておきたいと

いうふうに思います。

それでは、再質問に入ります。初めに、望湖台

の関係ですが、今回意見交換会ということで御答

弁のとおり１１月から各種団体、各地域で行われ

たわけですが、私も参加させていただいた中で思

いましたこと、それから地域の方もお話しされて

いましたが、意見交換会ということではありまし

たが、やはり初めに廃止ありきというような印象

を持ってお話を伺った地域住民の方が多かったと

いうことであります。しかしながら、市の説明に

対しても十分な理解を持ちながら地域の方はお聞

きをしておりましたし、そんな中で私は非常に地

域の市民の方から出された意見で本当に実感もこ

もっていますし、建設的ですし、市はやはりこう

いう発言が出てくると苦しいだろうなというふう

に思ったことの一つは、御案内のとおり内部の体

制も変わったということで、先日もすき焼きです

か、パーティーがありました。それから、今月は

なべのイベントを組むというような大変社員の方、

従業員の方が頑張っている中で、いきなり廃止と

か、なくすとかという議論ではなくて、そういっ

た内部努力、それから私たちもこれから努めて利

用度を高めていくので、今すぐの結論ではなくて

２年なり３年なりの経過を見てからの結論でもい

いのではないかと。非常に建設的な市に対する投

げかけ、問いかけがあったわけですが、やはりこ

れは受けとめざるを得ないなというふうに聞いて

いたわけです。そんなこともあったからでしょう

か。当初年度内、２１年度内、３月までの一定結

論ということが少し２２年度前期の中でというふ

うな考え方に変わってきておりますので、そのあ

たりはやはり意見交換会の成果でなかったのかな

というふうに思っております。

それから、新たな動きとしては市内の老人クラ

ブが新たに例会場を望湖台センターハウスに求め

たりというようなことで、利用度アップに向けて

の市内の動きも出てきております。

それから、私は従来から申し上げていることは、

市内には最近会議場等も減少傾向にありますので、

ぜひバスの便もあるわけですので、望湖台等を会

議等においても積極的に活用していく手があるの

ではないかというふうなお話をしているわけです

けれども、そのあたりについてやはり市民の皆さ

んに利用を呼びかけるのは大変結構なことだとい

うふうに思いますが、あわせて市側も各種関係団

体の会合、会議も含めて、これはサンピラーも含

まれるでしょうけれども、望湖台センターハウス

の利活用についての働きかけを強めていくような

考え方があるのかどうか、この点についてお伺い

をいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 今望湖台の状況につ

いてお話しいただきました。確かに意見交換会を

やった後、やはり私ども利用状況が非常に減って

きているというようなことで、このことについて

は各団体の皆さんにも強く申し上げました。やは

り利用が減るということは廃止というような、こ

ういう検討にもなってくるということで、いかに

利用を高めるということが必要なのだということ

をもう何回となく言わせていただきまして、今佐

藤議員が言われたようにその効果ということなの

かもしれませんが、新たな団体が例会を持つとか、

そういうようなことを含めて、あるいは新たな営

業の戦略を持ってというようなことで、望湖台の

ほうで新たな企画を持って呼びかけているような

宴会企画等もやっているというようなことで、例

えば昨年に比べると、利用者の関係あるいは金額

を含めて数字的には上がっているということはそ

のとおりであります。
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また、市としてということも当然なのですが、

いろんな会議、あるいは各団体のいろんな宴会、

こういったものについても、望湖台振興公社の役

職員一丸となって宴会企画も含めていろんな団体

に呼びかけているということで、このことについ

てはもう私どもとしても、そのことは十分やって

くださいということをお願いしておりますし、市

のサイドでも今後いろんな催しがあれば、いろん

な形で呼びかけたいとも思っておりますし、市の

パソコンの中でいろんな宴会企画については、掲

示板等で職員にも周知しているということでござ

いますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） よくわかりました。

風連地区にしますと、それから名寄地区も含めて、

長年なれ親しんでいる、利用されている方もいる

わけでありまして、それから加えてやはり意見交

換会の中でも出ておりましたが、保養施設という

よりも福祉的な施設の要素が強いのだと。ですか

ら、形の変わったデイサービスとしての利活用が

年々ふえてきているというようなこともあります

ので、バスの件も含めて今後十分に御検討いただ

きたいというふうに思っております。特にバスに

ついては、定期バスが走っていないということで、

市内の遠隔地の方に関してみると、なかなか利用

しづらいと。車を持っている方はともかくとして、

車を持っていない方は定期のバスがないというこ

とで、使用しづらいのだというような声も出てお

りますので、その辺もあわせて利用度を高めてい

くという方策を探るべきだというふうに思います。

いずれにしても２２０万円という昨年度の決算の

赤字は、決して回復、修復不能の数字ではないと

いうふうに思っておりますので、ぜひ意見交換会

の中でも出てきておりましたが、内部努力、それ

から利用度を高める、そして数年の経過を見なが

ら前向きに一定の最低限の設備整備も含めてやっ

ていくべきだというふうに考えるものであります。

ボイラーについても、ボイラー単体でいうと３

５０万円、それから先日配管等も見せていただき

ましたが、かなりひどく傷んできているのは見て

一見してわかるとおりでございますので、ボイラ

ーだけでは終わらないとは思いますが、そのあた

りも含めて最低限の整備をしながら今後の推移を

見守っていくべきだというふうに訴えて次の質問

に移ります。

除排雪なのですが、これは本当に今お話ありま

したとおり１月ですか。２月の時点ではプラス３

０％、前年比３０センチの積雪が多かったという

ことで、改めてことしの冬の雪の多さに驚いてい

るわけですが、私の友人も排雪に出ていまして、

１月については２９日出動したと、もうくたくた

だというふうなお話をされておりました。これは、

除排雪にかかわる方、職員の皆さんも含めて同じ

思いでなかったのかなと。職員の皆さん、それか

ら関係者の皆さんも疲れましたし、市民の皆さん

も疲れた大変な冬だったということで総括してよ

ろしいのではないかなというふうに思いますが、

ぜひ来シーズンに向けて市民の皆さんが少しでも

快適な冬を過ごせるように、さらなる体制整備を

図っていただきたいということで１点だけ、この

ことについてお聞きをして次に移りますが、路面

を削る作業、グレーダーだとなかなかスピードが

ないから、はかいかないのですが、開発等で持っ

ているトラックの腹の下にグレーダーのついた車

両整備等の今後の整備が必要ではないかと。なか

なか１２月、除排雪が入る前は路面がでこぼこに

なってしまって、あちこちに穴ぼこがあったとい

うようなこともありましたので、今後の機械装備

も含めて、路面を削るということについてどうい

うお考えか、この１点だけお聞かせください。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 今のは路面の

わだちの件だというふうに思いますけれども、特

に風連地区がそのわだちの関係がこの間の暖気か

ら少し多いような、市内も含めて各路線、多いと

いうふうに私のほうも現地を確認しております。
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名寄市内のほうは、少し多目に冬から削っている

ので、余り目立たないので、けさの風連市内を見

ても少しわだちが多いというふうに考えています

ので、今現状をもう一回把握しながら、どういう

対応をしていいか検討させていただきたいという

ふうに思っていますので、御理解いただきたいと

思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） 来シーズンの快適な

冬の生活に向けて御尽力を願いたいというふうに

思います。

それで、続いて４点目の小学校、中学校、生徒、

児童の学力向上に向けての点ですが、御案内のと

おり全国学力テストについては、北海道は最下位

をうかがう位置にいると。沖縄が最下位でありま

す、御案内のとおり。それから、秋田が非常にす

べての小学校、中学校においては上位をキープし

ているということで、先ほど名寄市においては全

道の中ぐらいに位置しているということでありま

すが、全道自体、北海道自体が２００７年から３

年連続で４７都道府県の中で４６位という位置づ

けですので、最下位の中での中くらいの位置とい

うのは最下位だということになろうかというふう

に思います。そんな中でのこともあったものです

から、学力向上に対する取り組みについて、改め

て過去にもお聞きをした中で繰り返しになること

を承知でお聞きをしました。

指導改善プランについては、すばらしい先生方

の御意見、それからデータが載せられているわけ

ですから、これに基づいてやっていくと必ずや一

朝一夕には無理にしても数年後には名寄の子供た

ちの学力向上は間違いなしというふうに確信をす

るところでありますが、しかしながらやはり現実

としては、現状としては非常に問題が多いと。

１つは、やはりお話にありましたとおり教員の

加配、それから先生方の指導力の向上、それから

家庭学習の密度を高くするということに尽きるか

と思いますが、まず今後の加配について、加配教

員の問題について、数値目標としてどの程度まで

持っていくのだというようなことももしございま

したらお答えを願いたいと思いますし、それから

この指導改善プラン、すばらしいプランができて

いるわけですが、これを検証する手だてがなされ

ているのかと。やはりこれは学校ごと、それから

先生方でかなり当然のこととしてばらつきが出て

こようかというふうに思います。そんな中で、ど

のように一定の評価なり検証することで、この改

善プランが着実に実践をされて、それが成果に結

びついているということが検証できるのかについ

てお尋ねをいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 藤原教育長。

〇教育長（藤原 忠君） 名寄の全国学力・学習

状況調査における成果についても今お話がござい

ました。学校によって、この学力だけを見たとき

にばらつきはあるわけでありますが、全体として

は北海道の水準をいっているということでありま

す。しかし、全国的に見れば、それが決して大変

喜ばしいということではございませんので、私た

ちはこのことに、全道並みだということに満足す

ることなくやはりしっかりと学力の向上に努めて

いくことがまず第一に求められることかなと、こ

んなふうに受けとめてお聞きいたしておりました。

１つは、教員の加配と教員の指導力についてお

話がございました。加配につきましては、名寄市

単独では教員の増は行っていないわけであります

し、これからも大変難しいのかなと。現在の財政

状況からは大変難しいと、こう判断しております

が、国や道ではそれぞれさまざまな場面において

加配の制度を設けております。そういう中では、

名寄市はそれを積極的に活用させていただきまし

て、平成２１年度では１５名の加配教員をいただ

いております。これは、かなり多いのではないか

なと、こんなふうに私自身自負しているところで

ございますが、こういう中でそれぞれの学校が教

育活動の充実を図っていくと。今教職員の人事、

２２年度についても行っているわけでございます
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が、さらに加配はふえるという見通しで今最大限

の努力をさせていただいているところでございま

す。

なお、教員の指導力の向上については、１つに

は名寄市教育研究所、これも管内では非常に珍し

い名寄市が経営している教育研究所があるわけで

ありますが、この活用を今図っております。１つ

は、システム化といいましょうか。教育研究所の

中に特別委員会を設定して、例えば平成２０年度、

２１年度は家庭の実態調査をいたしました。こう

いう実態調査に基づいて、どういう学校での対策

が必要なのか、こういうようなことをしっかりと

研究しております。また、各教科では指導法のあ

り方などをそれぞれの教科において研究を進めて

おりまして、これらを共有化することが先生方の

質を高める大きな有効な手段になるのではないか

と、こう思ったりしております。

それから、指導改善プランの検証につきまして

は、これは改善プラン、大変すぐれたものが、北

海道でも自慢できるものができ上がっております。

これをしっかりと先生方に定着するためには、や

はり校内研修が不可欠ではないかと、こう思って

おります。校内研修を行い、それを公開する。言

ってみれば他に開く、こういうことによって共有

化を図っていく。指導改善プランに基づいた公開

授業を行い、それをほかの学校にも反映させてい

く、こういう取り組みを２２年度もしっかりやっ

てまいりたいと、こう考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） わかりました。私も

決して学力がすべてという意味で言っているので

はなくて、今回は最下位に低迷をしている私たち

の北海道、それから名寄市の学力のあり方につい

てお話をさせていただいたということですので、

御理解を願いたいというふうに思います。

それから、時間も迫っておりますが、教育長に

今の問題も含めて、今後の小学校、中学校、それ

から幼児教育も含めて、今後やはりそれぞれの連

携した教育活動が大変重要になってこようかとい

うふうに思いますが、プロの教育家としての名寄

市の今後についてお考えがございましたら、５分

でお願いをいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 藤原教育長。

〇教育長（藤原 忠君） ありがとうございます。

私は、人格形成や、それから将来を決める大切な

時期はやはり義務教育にあると、こんなふうに押

さえているところであります。したがいまして、

風連、名寄が合併して新しい名寄市が誕生以来、

常に義務教育の安定に大きな視点を当ててまいり

ました。具体的にその一つは、やはり生徒指導で

あります。基本的な生活習慣とか基本的な学習習

慣、これなくして砂上の楼閣であると、こんなふ

うに考えておりまして、かつての旧名寄市では荒

れた中学校などが実際にございました。こういう

ことをしっかりと教訓にしながら安定した生徒指

導、このことを目指してまいりました。その大き

なあらわれとしては、小中学校生徒指導連絡協議

会を立ち上げながら当面する生徒指導の課題につ

いてしっかりと掘り下げを行っているところであ

ります。現在は、例えば携帯電話にかかわること、

それから暴力行為にかかわること、実は今全国的

には暴力行為が戦後最多を数えております。言っ

てみれば、荒れた学校が非常にたくさん今出現し

ている。そういう中で名寄市がそういう事例がな

いということは、やはり安定した教育が進められ

ているからではないかと思いますが、かつての荒

れた中学校をやはり手本にしながらしっかりと気

を引き締めてこれからも続けていかなければなら

ない。

そして、もう一つは、今話題になりました学力

向上対策であります。これは、なかなか学校の努

力とあわせて家庭の協力も必要になってくるもの

かなと考えておりまして、やはり家庭での基本的

な学習習慣の定着、これにもしっかり切り込みを

かけていかなければならない。しかし、これは言

うに易しく行うに非常に難しい課題を抱えており
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ます。もう何年かこの家庭学習の励行について名

寄市は進めているのでありますが、なかなか難し

い部分がある。しかし、それに負けずに継続的に

進めていかなければならない大切な問題であると。

学校においては、個別指導をやはり充実していく

必要があるのではないかと。そういうことで、こ

こ一、二年の大きなねらいはチームティーチング

といいまして先生方２人が教室に入る。そして、

若干つまずいている子供は１人の先生がそこにつ

いて、つまずきを解きほぐしながら授業を進めて

いくとか、こういうことに先生方の多くを充てて

おります。こういう中で、個別化を図って子供た

ちの落ちこぼれとか、こういうものをしっかりと

防いでいく、こういうことも大切でないかなと。

それから、３点目は、やはり特別支援教育の充

実でございます。名寄は、全道に先駆けて名寄版

「すくらむ」を作成し、これは子供たちの人生史

といいましょうか、生まれたときから何かの障害

があってもそれをきちんと記録しながら、やがて

就労までそれを役立てていく、こういう「すくら

む」というものをつくりました。これをしっかり

と市民に定着させ、保護者に定着させ、子供をし

っかりと教育していく、そういう手だてにしてい

きたいものだと。

それから、名寄では発達検査を行っています。

これは、他の市町村には余り例のないことであり

まして、例えば旭川などは何か変だなと思って検

査を受けるのに何カ月もかかる、順番待ちであり

ます。しかし、名寄は保護者のニーズにおいて適

宜この発達検査を行いながら必要な手だてを教育

活動の中に組み入れていると。こういうところも

大変進んだところであり、今年度は中学校に言語

学級ができました。言葉に障害のある子供に専門

の学級をつくり、指導することができる、こんな

ことも取り組みとして上げております。さらには、

幼、小、中の連携も大切であり、このやはり一番

いい手本は私は風連地区ではないかと思うのであ

ります。風連地区に小１プロブレム、それから中

１ギャップは現在発生しておりません。こういう

のを手本にしながら、しっかりと幼、小、中の連

携を図ってスムーズな教育が推進できるように努

めてまいりたいと、このように考えております。

一番大切なことは、子供たちに大きな志を持たせ

ることであります。このために今後も最大限の努

力をしていかなければならない、こんなふうに考

えております。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１０番（佐藤 勝議員） ありがとうございま

した。まさに教育長が最後におっしゃった志を持

つと。前回も夢をしっかりと小さいうちから持つ

ことができる子供を育てていきたいというふうな

言葉があったかというふうに思いますが、突き詰

めるところ、その１点に行き着くのではないかな

というふうに思いながら聞かせていただきました。

最後になりますが、今期で勇退を表明しており

ます島市長に対しまして深甚なる敬意の念と、そ

れから感謝の念を申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で佐藤勝議員の

質問を終わります。

島市政の総括について外３件を、黒井徹議員。

〇１８番（黒井 徹議員） おはようございます。

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

質問をさせていただきます。

まず、１点目ですけれども、島市政の総括につ

いてお伺いをしたいと思います。島市長は、平成

８年に就任して以来、旧名寄市長を約１０年、足

かけ１０年というのですか、在任され、さらには

風連町との合併した新名寄市において初代市長と

して４年を惜しまれつつ終えようとしております。

常に財政の健全化を念頭に、市民の福祉の向上と

市内経済の振興に努力をされてきたのは多くの市

民が認めるところと私は思います。特に名寄短期

大学の４大化の実現、６市町村の合併協議を経て

風連町との合併、それに関する政策、道の駅、再

開発事業、風連中学校の移設と、いわゆる３大事
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業を着実に実施されてきました。さらに、４月オ

ープン予定のきたすばる天文台など、ここではす

べての事業を申し上げることはできませんが、私

としては基幹産業である農業の振興に多くの力を

注いでいただいたことに感謝と敬意を表したいと

いうふうに思います。そこで、島市政の総括の意

味で３点についてお伺いをしたいと思います。

まず１点目に、１４年間の市政執行で一番印象

に残る事項あるいは一番御苦労のあった政策をお

伺いしたいというふうに思います。

２点目に、後ほど質問もさせていただきますけ

れども、文化センター建設や中心街の振興など未

実施事業もあり、心残りのこともあろうと思いま

すが、市長が目指してきたまちづくりはどの程度

できたのかをお伺いをいたします。

３つ目になりますけれども、４月１８日には新

市長が決まりますが、継続事業、懸案事項を含め

引き継ぎ書を作成すると思いますが、総じてどの

ようなまちづくりを目指してほしいのか、具体的

にはなかなか答えづらいものがあろうかと思いま

すけれども、総論で結構でございますので、あれ

ばお答えをいただきたいというふうに思います。

大きな２番目でございます。食肉センターの今

後について、この質問は以前にもさせていただき

ました。老朽化した施設は、そう長い間放置して

おけないということはもちろんでございます。２

０年１２月の答弁では、ニチロ畜産からは食肉セ

ンターを核に将来的にわたり経産牛事業を継続し、

１日８０頭対応の加工場及び対応ラインの整備、

冷蔵、冷凍設備整備、内臓処理施設の新施設の設

計が検討されているとあります。また、市として

も道北唯一の食肉センターであり、地場産業とし

て畜産の振興、経済活性化、雇用の場確保から重

要な役割を果たしているので、具体的に検討する

とあります。

そこで、どのような検討をして、現在どの程度

まで積み上がっているのかお伺いをしたいと思い

ます。まず、事業の見通し、ニチロ畜産の加工施

設の新設計画の進捗状況と食肉センター事業に対

する補助あるいは融資事業のメニューがあるのか、

ないとすればどのような対応をするのかお伺いし

たいと思います。さらに、想定される事業費はい

かほどになるのかもあわせてお伺いをしたいと思

います。

大きな３つ目でございますけれども、政権が交

代して新しい農業政策が出ておりますけれども、

その影響についてお伺いをしたいと思います。現

政権の目玉でもございます子ども手当、あるいは

農家に対しては戸別補償制度というものが出てお

ります。ことしは、モデル事業として米の戸別所

得補償制度が始まり、水田利活用自給力向上事業

とともにセットでの米の需給調整と麦、大豆、飼

料作物等の自給率アップを目指しておりますが、

いろいろと課題もあります。

例えば米の所得補償は、定額部分と価格下落時

に補償する変動部分があり、１つは補償見込みで

いわゆる業者が相場を下落させてしまうのでない

か、また豊作時に需給調整をしないという方針で

ございますので、大幅に豊作による価格下落はし

ないのかと。もう一つは、今の財政で変動部分の

予算を確保できるのか、心配は尽きないわけでご

ざいますけれども、やってみなければわからない

というのが今の現状ではないかというふうに思い

ます。米農家につきましては、モデルでも実施さ

れるということは一定の安心感はありますが、酪

農、畜産、畑作、野菜農家は２３年度からという

ことでございますので、タイムラグということも

ありまして大いに不満のあるところでございます。

そこで、４つほど質問させていただきます。

まず、１と２についてはあわせてお伺いをした

いと思います。戸別補償制度と、それから水田利

活用自給力向上事業の内容についてと従来の産地

づくり事業等との名寄市における総額でどの程度

違いがあるのかお伺いしたいというふうに思いま

す。

３つ目になりますけれども、激変緩和対策で従
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来の産地づくりとの金額に大きな隔たりが農家に

反発が出まして、特に転作率の高い北海道は農家

経済に重大な影響を及ぼすことになり、国は本年

度に限り激変緩和措置を講じることになりました。

今まで各市町村で協議会を経て、重点作物あるい

は振興作物ごとに交付単価を設定しておりました

けれども、緩和措置として先ほど申し上げた激変

緩和は２６０億円を予算化をして、うち北海道に

１３３億円が配分されております。名寄市として

どの程度の額が道のほうに不足額を報告している

のかお伺いをしたいというふうに思います。

４つ目でございますけれども、農業予算の総額

の中で、戸別補償をする中で土地基盤整備事業に

ついては約６０％カットして１２９億円となっ

ております。一方で、地方向けの農山村地域整備

交付金として５００億円を創設をいたしました

が、満額とはなりません。本年度から着工する東

地区を初めとする名寄市の影響はどの程度になる

のかお伺いをしたいと思います。

また、北海道で実施しているパワーアップ事業

につきましては２２年度で終了いたしますが、今

後の見通しについてもお伺いをしたいというふう

に思います。

最後になりますけれども、４番目、中心市街地

の事業についてお伺いをしたいと思います。この

事業については、大変市民の関心も高く、まずは

駅横事業、中心市街地の活性化、文化ホール等に

ついてお伺いをいたしたいと思います。

１番目に、駅横の開発ですけれども、９月の第

３定例会におきまして市有地を西條デパートさん

に売却を正式に決定をさせていただきました。そ

の時点で、まちのにぎわいづくりや市民の納得の

いく事業にするために３者協議を行って方向性を

見出すということになっておりましたが、その後

の協議経過と現在確認できている計画についてお

伺いをしたいというふうに思います。

２番目に、都市再生整備事業ですけれども、以

前の中活事業の２８事業計画から大きく変更され

ているのか、事業の内容についてと、その後関係

者等とのいわゆる熟度はどの程度に増してきてい

るのかをお伺いしたいというふうに思います。

最後になりますけれども、文化ホールについて、

地元新聞等で報告をされておりますけれども、今

までの市民懇話会でどのような協議をされていた

のかをお伺いをしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（小野寺一知議員） 島市長。

〇市長（島 多慶志君） 黒井議員からは、４項

目にわたって質問をいただきました。１項目は私

のほうから、大項目の２、３、４項目の（１）、

（２）までは経済部長、（３）につきましては教

育部長から答弁をさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。

最初に、私の島市政の総括についてということ

で述べよということであります。これまでも申し

上げておりますが、自分の進めてきた仕事を総括

するというのはなかなか難しい面がございますが、

平成８年の初当選以来、通算１４年間にわたり旧

名寄市の市長及び新名寄市の初代市長として、多

くの皆さんに支えていただき、市政執行の重責を

担ってまいりました。この間、平成４年にバブル

経済が崩壊し、少子・高齢化と過疎化が同時に進

行し、世界的な経済の低迷から税収が伸び悩み、

また国の補助金の見直しや交付税の削減など、収

入が減り続ける極めて厳しい財政状況の中でまち

づくりに取り組んでまいりました。名寄市立大学

の開学、道立公園の誘致・建設、名寄市立総合病

院の増築、東病院の開設、冬季国体スキー競技大

会の開催、風連町との合併、新名寄市総合計画の

策定、道の駅、風連本町地区再開発事業、天文台

の建設など、多くの政策の実現に努めてまいりま

した。どの政策も多くの市民の皆さんのご理解と

ご協力により推進し、心に残るものばかりであり

ますが、その一部について述べたいと思います。
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私は、昭和３０年代に財政再建団体に、昭和５

６年に一般会計が赤字に転落した経験から、常に

健全な財政と将来を見据えた「身の丈にあったま

ちづくり」との調整を図ることを市政運営の基本

としてまいりました。国鉄の民営化・広域配転、

各事業所の縮小など、人口減少に歯止めがかから

ず、さらに誘致した企業の一部が撤退する中で、

新たな視点の人口増加の対策として、大学開学や

自衛隊の増強促進も推進してまいりました。

大学については、教育水準のほか、財源問題が

大きな課題となりました。固定資産税の税率を上

げることを提案したため、市幹部職員からも猛反

対されましたが、昭和３５年以降、地域における

女子の高等教育と栄養・看護師等の人材を供給し

てきた実績と更なる必要性を国・道に訴え、職員

と一丸になって財源問題をクリアし、開学するこ

とができました。本年３月、第一期生が社会に羽

ばたこうとしています。今後、人材も含めた教育

環境の充実が重要であると考えています。

次に市立総合病院につきましては、不良債務を

一般会計からの繰入金で解消を図った後、歴代院

長はじめスタッフの努力により、道北の地方セン

ター病院として、地域医療の確保に大きく貢献し

てきました。また、平成１５年１１月国立療養所

名寄病院の廃止に伴い、近隣市町村との共同運営

を模索しましたが、果たせず、民間の力をお借り

し、名寄東病院を上川北部医師会に運営委託し開

設いたしました。当初懸念された運営赤字は１年

で脱却し、現在まで健全経営を続けており、慢性

期医療を担当する病院として、名寄・士別両市立

病院と連携を強化し、益々重要性が増しています。

安全・安心な医療を担保するため、計画的な医療

機器の更新と施設の改修が必要と考え、地方交付

税を東病院基金に積み立てしています。

平成１８年３月２７日に風連町と名寄市が合併

し新名寄市が誕生しました。私は、収入が減り続

け、それと連動して職員を減らし続けなければな

らない多くの市町村の現状を見るにつけ、生き残

りをかけて合併の選択をしました。台所が苦しい

市町がお互いの１００年の歴史を尊重しながら、

協力して「北・北海道の中核都市」を目指す、新

名寄市総合計画を策定しました。私は、職員に

「合併は必ずしもバラ色ではない」と言ってきま

した。合併補助金や合併特例債を活用して、懸案

であった公共施設の整備は順調に進めることが可

能になりましたが、合併後１０年を経過すると、

普通交付税の合併算定替えの財政支援が縮小し始

め、１５年が経過すると現時点と比べて約４億円

の交付税が減額されることになります。行財政運

営の効率化は職員及び議会、さらに市民にも求め

られることになります。どのように痛みを分かち

合うことができるか、市民に理解していただくか

十分な説明が必要と考えています。職員には組織

・機構のスリム化と人件費の独自削減の協力をい

ただき、健全な財政を維持して次の代に引き継ぐ

ことができるものと考えています。

私自身が目指したまちづくりが出来たかとのご

質問でございますが、市民の皆さんのご理解の下、

住民自治の推進・保健、医療、福祉の充実・環境、

生活基盤の整備・産業の振興・生涯学習、文化、

交流の推進など、平成９年度に策定した第４次名

寄市総合計画、平成１８年度に策定した新名寄市

総合計画の各施策を進めることができたことに満

足しているところであります。

新しいまちづくりでは、新名寄市総合計画の５

本の柱によるまちづくりを推進することで、まち

の活性化を図り北・北海道の中核都市をめざして

まいりました。文化センターホール、名寄駅横再

開発事業、食肉センター改築など、検討・協議を

始めたものの、未完の事業、課題もあります。ま

た、名寄市自治基本条例は本年４月に施行となり、

市民により丁寧な分かりやすい情報の提供が求め

られることになります。市民の価値観も年々多様

化に拍車がかかり、意思決定がしにくい状況にな

ってくると想定されますが、しっかりと将来を見

据えた取組が重要と考えています。これからも、
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名寄市立大学をはじめ道北地区におけるセンター

病院としての名寄市立総合病院、大規模商業施設、

各種生活関連サービス機能など既に一定の都市機

能が集積されておりますので、北・北海道の中核

都市として周辺市町村と連携し、圏域全体の活性

化を図ることで交流人口の拡大と、更に魅力ある

まちづくりを進めていただければと思っていると

ころであります。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私からは、大項目２

点目から４点目の（２）までお答えをいたします。

初めに、大項目２点目、食肉センターの今後に

ついて、小項目（１）の事業の見通しについてお

答えをいたします。ニチロ畜産株式会社では、加

工施設の冷蔵庫、電気系統などの障害解消、浄化

槽の劣化等及び将来的な処理頭数の増頭も含め、

平成１９年に改修の年次計画を立ててございます。

そこで、食肉センターも含めた全体的な将来計画

を協議する中で、昭和３９年８月竣工の老朽化し

た食肉センターの耐震強度が問題となり、耐震調

査を行っております。平成２１年１月末に構造診

断調査を実施したところ、耐力度において１万点

満点で本建物は８１９点となり、文科省基準ベ

ースで判断すると０００点以下は建てかえが望

ましいという結果が出てございます。また、鉄筋

等のたわみはなく、現時点で倒壊するような心配

はない、改修補強を考えた場合は数カ月工場閉鎖

による工事となり、稼働しながらの構造補強は困

難で通常の補強工事より多額となると、こういう

ような結果が出てございます。

これらのことを踏まえ、平成２１年度に食肉セ

ンター、加工施設、両施設を一体的な加工処理施

設ということで新築計画の補助事業を検討し、農

水省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に

採択希望を提出いたしましたが、加工施設だけが

平成２３年度事業完了予定での採択内示となって

ございます。その後、食肉センターにつきまして

は平成２１年度に補正予算をにらみながら、農水

省、北海道の助言をいただきながら地域活性化・

公共投資臨時交付金での採択希望を提出しており

ましたが、非常に厳しい状況でございます。今後

も食肉センターの補助事業採択への試みを行って

まいりますが、処理頭数、牛換算で３５０頭以上

が採択要件となっているため、現在のところ採択

は難しいと考えてございます。

次に、小項目（２）の想定される事業費につい

てお答えをいたします。食肉センターと加工施設

を一体的に整備する場合の総事業費は約２１億

３００万円と見込まれ、内訳は食肉センター約９

億０００万円、加工施設約９億７００万円、

浄化槽約１億６００万円となります。農水省の

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金で内示を

受けている加工施設への補助申請は、浄化槽の案

分も含め約１０億８００万円を予定しており、

５割の補助金が約５億９００万円となり、補助

残については有利な起債措置の対象にもなってお

ります。食肉センターは、浄化槽の案分も含め約

１０億５００万円を予定していますが、先ほど

申し上げましたように補助事業等の見込みがなく、

さらに今のところ有利な起債措置も難しい状況に

なってございます。

そこで、加工施設を食肉センターに改修し、現

在使用している設備の一部利用も含めた検討をニ

チロ畜産と進めておりまして、まだまだ詰める点

はございますが、おおむね約５億円が見込まれて

おります。平成２３年度の加工施設が完成後、平

成２４年度から営業に支障のない形での改修が可

能と考えてございます。浄化槽につきましては、

食肉センターの改修を別にいたしましても改修の

時期となっております。以上のことを考慮いたし

ますと、加工施設が有利な補助事業の内示を受け

ていることもあり、ニチロ畜産が名寄市での計画

性を持った生産活動を行っていただくためにも早

期に食肉センター改修計画の方向性を示すことが

必要だと考えているところでございます。

次に、大きな項目３点目、新農業政策の影響に
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ついて、小項目（１）、戸別所得補償制度につい

てお答えをいたします。国では、農業従事者の減

少、高齢化の進展、農業所得の激減、農村の崩壊

など危機的状況にある日本の農業を安全で安心な

国産農作物の安定供給のためにも産業としての持

続性を速やかに回復することが必要として、意欲

あるすべての農家が農業を継続できる環境を整え、

創意工夫ある取り組みを促していくことを目的と

して戸別所得補償制度を導入するとしております。

平成２２年度は、恒常的に生産に要する費用が

販売価格を上回る米に対して所得補償を直接支払

う米戸別所得補償モデル事業が国費３７１億円

で実施されることになってございます。交付対象

者につきましては、米の生産数量目標に即した生

産を行った販売農家で、水稲共済加入者または前

年度の出荷、販売実績のあるものとされてござい

ます。交付対象面積につきましては、主食用米の

作付面積から一律１０アールを控除して算定され

ます。交付単価につきましては、定額部分として

標準的な生産に要する費用と標準的な販売価格の

差額である１０アール当たり１万０００円を全

国一律単価として交付されます。名寄市の現段階

における定額部分の交付額は約４億５００万円と

見込んでございます。また、変動部分として当年

産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、

その差額をもとに変動部分の交付単価を算定して

交付することとなってございます。米のモデル事

業につきましては、変動部分に対する国の財源的

な不安はありますが、主食用米の作付に関しまし

ては収入増につながるのではないかと考えており

ます。また、畑作物等の取り扱いについては平成

２３年度からの本格実施に向けて今後検討するこ

ととしております。カボチャやスイートコーン、

タマネギなど当市の土地利用型の野菜作付の多い

作物につきましては、所得補償の対象外となる品

目によっては農業経営に非常に大きな影響を与え

ることが懸念されます。具体的な支援策を早期に

示し、今後の営農に支障が生じないよう北海道を

通じ国に要望しているところでございます。

次に、小項目（２）の水田利活用自給力向上事

業についてお答えをいたします。本事業につきま

しては１６７億円が予算化されており、自給力

の向上を図るため水田を有効活用して麦、大豆、

米粉用米、飼料用米等の戦略作物の生産を行う販

売農家に対して主食用米並みの所得を確保し得る

水準を直接支払いにより交付し、従来の助成金体

系を大幅に簡素化し、全国統一単価の設定などわ

かりやすい仕組みとすることとしております。交

付対象者につきましては、これまでの需給調整に

参加してこなかった農家が参加しやすくなるよう、

米の生産数量目標の達成にかかわらず助成対象と

なります。交付単価につきましては、麦、大豆、

飼料作物で１０アール当たり３万０００円、ソ

バ、加工用米で２万円、その他作物では１万円と

なってございます。

次に、小項目（３）の激変緩和措置についてお

答えいたします。ただいま説明いたしました水田

利活用自給力向上事業と現行の産地確立対策を比

べて助成額が減少する地域における影響をできる

限り緩和するための措置となります。単価設定の

弾力的運用につきましては、その他の作物助成を

活用した単価調整として北海道協議会は国と協議

の上、その他作物助成１０アール当たり１万円を

活用し、戦略作物への加算を行うとなってござい

ます。同協議会での調整単価につきましては、１

０アール当たりてん菜、豆類、バレイショを１万

０００円、野菜、花卉を１万円、地力増進作物、

景観形成作物、その他作物を０００円と設定す

る予定でございます。麦、大豆、飼料作物、１０

アール当たり３万０００円のグループ間での単

価調整としましては、北海道協議会は国と協議の

上、麦、大豆、飼料作物の総交付見込額の範囲で

これまで単価の低かった飼料作物の単価を減じて

麦、大豆の単価を上乗せすることになっておりま

す。同協議会での調整単価につきましては、１０

アール当たり麦、大豆を３万０００円、飼料作
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物を３万円と設定する予定でございます。

次に、激変緩和調整枠の設定でございます。単

価設定の弾力的運用等の取り組みを行ってもなお

交付額の減少分の激変緩和を行う必要がある場合

の措置として別途の激変緩和調整枠を設定するこ

ととしておりまして、調整枠予算として２６０億

円が計上され、うち北海道枠が１３３億０００

万円の配分となりました。北海道協議会では、地

域協議会へ要望額の取りまとめを行っておりまし

て、名寄地域協議会では３億２５１万円となり、

激変緩和措置調整枠を活用した加算措置の要望額

として報告いたしてございます。現在、同協議会

で全道調整を行っておりまして、名寄地域協議会

への配分が決まり次第、名寄地域協議会の決定を

得て生産者へ説明を行ってまいります。水田利活

用自給力向上事業に対する激変緩和措置の単価設

定への弾力的運用及び激変緩和調整枠と複雑な手

順をたどることになりますけれども、最終的な単

価は産地確立対策の単価に近づくものと考えてご

ざいます。

次に、小項目（４）の土地基盤整備事業の見通

しについてお答えいたします。平成２２年度の国

の農業農村整備事業の予算が２１９億円と６３

％の大幅減となりました。名寄市の５地区におい

ては、予算要求のおおむね６０％の予算づけとな

っております。風連の瑞生地区及び名寄地区では、

平成２２年度で事業が完了予定のため１００％の

予算措置となっておりますが、事業継続地区のお

くれなどが想定され、今後の農業生産や農業経営

の影響が懸念されております。一方、農山漁村地

域の総合的な整備を支援するための交付金５０

０億円が創設され、継続地区において本対策での

事業取り組みが可能となり、名寄市では東地区が

対象となり、現段階では予算要求１１億５００

万円に対しまして５億８００万円で５３％の予

算となってございます。都市基盤整備につきまし

ては、安全で高品質な農畜産物を安定的に生産し、

機械化作業体系の確立と農業経営の安定化に必要

な事業であり、国の予算確保に向け、今後も関係

機関、団体と連携協力して要望してまいります。

また、現行のパワーアップ事業につきましては、

それぞれ受益農家の負担軽減のために実施いたし

ておりますけれども、これまでも市長会等を通じ、

北海道に要望しておりましたけれども、今後も関

係団体と連携して要望活動を進めてまいります。

次に、大項目４点目、中心市街地の事業につい

て、小項目（１）、駅横開発の３者協議について

お答えいたします。名寄駅駅横地区の整備計画に

つきましては、引き続き株式会社西條、商工会議

所、行政との協議を重ねて開催しております。

まず、株式会社西條の事業計画の進捗状況でご

ざいますが、１月７日から各整備予定地区の整備

不可欠なボーリング調査に着手しているところで

ございます。これまで計画を進めていました商業

施設に併設する施設では、現在相手方と接触を行

っているとの報告も受けているところであり、時

期が来ましたら正式に公表したいと報告を受ける

とともに、高齢者向け賃貸住宅建設では定住自立

圏交付金の交付が困難となったことから、内容を

精査して建設するとともに、新たに住宅型有料老

人ホームの建設、運営について運営の事業者と提

携して推進したいとの報告とともに、事業の着手

については４月中旬から事業を進めると報告を得

ているところでございます。

次に、昨年１１月に商工会議所が行政に対して

行いました商業経済にかかわる行政要望の折に株

式会社西條、行政との計画に商工会議所も参加し

たいとの要望がありました。中心街のにぎわいに

貢献することが可能か、具体的な参画の手法につ

いて双方で協議しているところでございます。一

方、市ではこれらの計画を実現するために不可欠

なＪＲ北海道や関係する企業と用地補償、買収協

議を進めており、平成２２年度中の用地取得に向

け必要な業務を取り進めることなど、定期的に必

要な情報交換と協議を行っているところでござい

ます。
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次に、小項目（２）、名寄地区都市再生整備計

画についてお答えをいたします。まちづくり交付

金の交付を受けるために策定する計画となってお

り、策定した計画の内容については北海道、北海

道開発局との協議及び審査を得て国土交通省本省

で最終審査を受けているところでございます。通

常であれば、３月末までに国土交通大臣の認可証

を受領し、４月１日から事業に着手できる予定で

すが、平成２２年度からは仮称ですが、社会資本

整備総合交付金制度に事業が統合されることから、

現在は国や道の指示を待っている状況にございま

す。

名寄市が計画した事業内容につきましては、市

街地中心部の魅力を高めて市街地のにぎわいを初

めとする活性化が大きな目標となっており、その

手段として１つには駅横地区の民間事業者との整

備、開発、２つには３・６地区の再開発事業、３

つには市民文化ホールの整備を主たる事業とする

ほか、４つには中心部、市街地内の景観対策や市

街地郊外からアクセスしやすい公共交通機関の再

整備を進めていく中で市街地中心部のにぎわいを

再編しようとするものでございます。これらの計

画につきましては、これまでの中活計画の論議の

中でにぎわいの創出、市街地環境の整備、都市機

能の強化が課題であると事業の洗い出しが行われ

た２８事業の中から計画達成に不可欠な事業に絞

り込みを行い都市再生整備計画としているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 私からは大きな項目

の４の（３）、市民ホールの協議経過についてお

答えをいたします。

市内の文化団体や経済団体、住民組織から選出

された方に学識経験者を加え１５人で構成した文

化ホール市民懇話会は、平成２１年１０月７日に

発足し、本年２月２６日まで５回の会議を行った

ところでございます。懇話会では、北海道文化財

団のアドバイザーからの助言を交え、新たな文化

ホールの建設位置、建設年次、施設形状、活用方

法などのテーマに沿って議論をしていただきまし

た。協議内容につきましては、懇話会報告書とし

て３月１０日に市に対して提出の予定となってお

ります。

報告書では、文化ホールの役割、建物の規模、

建設位置、建設年次、そして文化ホールの活用方

法についての提言となっており、特にホールの規

模については市民や関係団体が使いやすい５００

席前後と全道大会を誘致可能にする７００から８

００席、建設位置についても管理事務室や駐車場

の関係で市民文化センター西側用地と中心市街地

のにぎわいづくりやアクセスの関係で中心部に建

設をとの両論併記での報告となる予定でございま

す。また、懇話会では将来の担い手である若者の

意見も聞くようにとの提言もあり、これからも多

くの意見を聞きながら今後の計画に反映させてい

きたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） それぞれお答えをい

ただきまして大変ありがとうございました。

島市長の市政についての総括については、後ほ

ど島市長本人から発言あるいはごあいさつもあろ

うかというふうに思ってはおりましたけれども、

先走って質問に対して丁寧に率直にお答えをいた

だきましたことを心から感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。総括は十分今の答弁で私も理

解をいたしました。

１つだけお伺いしたいことがあります。１３年

６カ月、長い間市政に携わって大変激務をこなさ

れてきたのではないかなと思います。私は、一見

見たところ大変市長は健康で丈夫そうだなという

ふうに思っているわけですけれども、やはりこう

いう政治活動といいますか、それをやるのには健

康が一番大事だと、こういうふうに私も自覚はし

ているのですけれども、なかなか自覚と現実は違
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うというのが私の思いなのですけれども、島市長

におかれましてはどのような健康管理で１３年６

カ月やってこられたのか。私たちの参考になれば

というふうに思いますので、一言だけお聞かせを

願いたいというふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 島市長。

〇市長（島 多慶志君） 私は、総務部長の時代

に１カ月だけ入院をした経験を持っております。

これは、不摂生がたたったなという実感でござい

まして、それ以降は自分の健康管理によって市民

の皆さんや職場に迷惑をかけないということを基

本に心がけてまいりました。特に皆さんにお伝え

をするようなことはございませんが、現在も雨の

降らない日は歩くと、このことに心がけておりま

すので、議員の皆さんも歩くことに心がけていた

だくと健康維持につながるのではないかと、この

ように思っているところであります。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） 大変ありがとうござ

いました。先日も歩くスキー大会に呼ばれて行っ

たら、皆さんからあなたは歩かぬのかと言われて、

やっぱり反省をしなければならぬなというふうに

思っていますので、心がけたいというふうに思い

ます。長い間、名寄市のために御努力をいただき

まして、今後とも一市民として御指導いただきた

いのと、また今までできなかったことに今後は時

間を費やしていただければなというふうに思いま

す。大変御苦労さまでした。ありがとうございま

す。

続きまして、２番目、食肉センターについては

十分理解をいたしました。その補助事業等がなか

なか食肉センターの規模的に合わないということ

もあろうかと思いますけれども、冒頭申し上げま

したように施設は大変古いということで、何とし

てでも一体的な開発を望みたいというふうに思う

わけですけれども、ニチロ畜産が今後ともあそこ

でこの道北あるいは北海道のセンターとして残し

ていくためには、行政としてもある一定程度の事

業計画を積み上げていかなければならぬというふ

うに思いますので、市長がかわっていくわけです

けれども、今後ともしっかりと計画を練っていた

だきますよう要望して終わらせていただきたいと

いうふうに思います。

３番目の新農業政策についてでございますけれ

ども、米については定額払い１万０００円があ

るということで、これは今新政権の中での戸別補

償等については評価をしていかなければならぬと。

さらには、いろんな追加対策で複雑多岐にわたっ

ていた政策がかなり集約をされたということが我

々農家にとっても十分理解はできるわけですけれ

ども、ただやっぱり補償額、交付額が一定ダウン

すると。本年は、激変対策で対応していただける

ということで安心感はあるわけですけれども、来

年以降についての影響というのは多くなるのでは

ないかなと思います。先ほど不足額といいますか、

その激変対応に３億０００万円というようなこ

とが要求されているというふうに聞きましたけれ

ども、もし来年からなくなればその額は名寄市に

入ってくる額からダウンされるということで、そ

ういう理解でよろしいのかちょっとお伺いをした

いと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 所得補償制度がこと

しは米がモデル的にやられるわけですけれども、

来年以降は畑作あるいは酪農、畜産にもこの所得

補償制度を導入するということになっております。

ただ、野菜については所得補償制度は導入しない

ような、そういう報告がされておりますけれども、

特に影響あるのは野菜だとか花卉だとか、あるい

は畑作物でも所得補償から外れるもの、こういっ

たものが影響するのではないかなというふうに考

えております。特に２２年度は激変緩和という、

こういったことで一定の対応はやっていただきま

すけれども、この部分については来年度も特に所

得補償の対象外の作物、これについては何らかの

対応が必要なのだろうなというふうに我々担当レ
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ベルでも考えておりまして、今後の動向を見なが

らこの部分については関係の動きを含めて要望し

ていかなければならない案件だというふうに考え

てございます。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） 畑作等の補償は来年

からということで、まだよく政策が見えない部分

はあるわけですけれども、やはり農家経済にとっ

てはそういう交付金も含めて一つの経営というこ

とでございますので、野菜がないということ、結

構名寄は野菜が多い中では３億０００万円とい

うのは大きな額ということで、ちょっと不安を残

さなければならぬなというふうに思っています。

次に、土地基盤整備事業ですけれども、報告あ

りましたように５３％しか予算がつかないという

ことと、来年以降この政策予算がカットされたま

までいきますと東地区においては非常に大きな影

響が残るのではないかなと。さらには、道のパワ

ーアップ事業がもし継続されないというようなこ

とであれば、当初事業を起こしたときから大きな

誤差が出るということで、これはその地域の人た

ちにとっては大きな痛手になるのではないかと思

いますけれども、そこら辺の影響はどのようにお

考えかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） コンクリートから人

にというようなことを含めて、あるいは今回は所

得補償の財源ということのにらみの中でこの土地

改良の予算が大幅に減額されたということであり

ますが、一般的な公共事業と違いまして土地基盤

整備につきましては、農家サイドにとれば生産の

一つの手段でございますから、この部分について

は昨年のような冷湿害対策等も土地改良事業を施

しておればその影響は非常に少ないという、そん

な調査結果も出ております。

したがいまして、この辺の部分を十分現政権に

は理解をしてもらって予算の確保に努めるような、

そういった要望活動を進めていかなければならな

いということが当然のようにあるかというふうに

思っておりまして、このことについてはもう既に

２月１８日に北海道あるいは市長会、町村会、Ｊ

Ａ中央会、農民連盟、こういった合同の部分で民

主党幹事長あるいは農水省の政務三役あるいは道

選出の国会議員等に対して要望活動を既にやって

いるということでございますし、今の状態のまま

いけば、本当に極端に言えば１０年かかってしま

うということで、こんなことがないように要望活

動を進めていきたいと思います。

それから、パワーアップ事業につきましてもこ

れは非常に農家負担の軽減のためには必要な事業

というふうに考えております。名寄市の財政負担

も非常に大きいわけですけれども、これは今まで

もそうでありましたし、今後の部分についてはま

だ道のほうで明確な対応についてはっきりしてお

りませんけれども、これにつきましてももう既に

地元の宗谷線の市長会だとか、そういったところ

も通じて道のほうに要望していくような、こんな

活動を既にやっております。そんなことで御理解

をいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） 基盤整備については、

本当に生産の基盤ということで、公共事業という

ふうには私も思わない。やっぱり農家のこれはい

ろんな対策、経済対策あるいは後継者担い手対策

につながる根幹をなす事業というふうに思ってい

ますので、道のパワーアップ事業を含めて今各関

係機関との協議をしているということでございま

すので、これをさらに実施をしていただいて影響

が少なくなるように努力をしていただきたいとい

うふうに思います。まだお聞きしたい、確認した

いことはあるわけですけれども、時間がございま

せんので、４番目のほうに移らせていただきたい

というふうに思います。

まず、駅横でございますけれども、有料老人ホ

ーム等でございますけれども、一番気になるとこ

ろは西條さんの商業施設と同時に併設を予定され
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ているものが何なのかというのが非常に気になる

ところです。さらには、複合施設の中でこれらの

計画も今どの程度まで協議されているのか、ここ

ら辺を改めてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

さらに、あわせて伺います。都市再生事業、ま

だ資本整備事業に統括されるというようなことも

ございますので、これらについてもできれば経過

報告等を我々議会側にもある程度の時期に報告を

していただきたいなと。こうなったからという、

いろんな議論があるわけですけれども、なる前に

は報告できないということもあろうかと思うので

すけれども、決まってからではなくてある一定の

時期にそういう報告をいただきたいなというふう

に思いますので、これは要望をしておきたいとい

うふうに思います。

それから、文化ホール、市民ホールですけれど

も、市民懇話会の中で規模についても場所につい

ても両論併記ということで、市民も判断しづらい

部分もあるわけですけれども、これはいつだれが

協議をして決めていくのか。理事者側、我々議会

側も市民の多くの要望を持ってそちらに場所なり

規模なりを決定したというのはすごく理解できる

わけですけれども、どっちでもいいよという懇話

会の結論というのは本当にどっちでもいいのか、

ここら辺を改めてこの２点だけお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 駅横の３者協議の経

過でございますけれども、これにつきましてはも

う随時市、株式会社西條、そして会議所とやって

おります。ただ、相手がいるというようなことで

株式会社西條のほうもなかなか具体的なという部

分が出てこないのも実態であります。ただ、先ほ

ど今段階では公表できないがというところの部分

で、集客施設の部分の横の部分については詰めて

いるということでございます。さらには、老人ホ

ームあるいは老人マンションという部分について

は、これについては４月以降の部分で着手できる

ような方向性で我々も聞いているということで御

理解をいただきたいと思います。このことについ

ては、本当に議会の皆さんにも随時というような

ことでのお話をさせていただかなければいかぬと

いうふうにも認識しております。特に経済常任委

員会等々を通じて、その部分についてはできる範

囲でお話をさせていただきたいなというふうにも

思っております。

さらには、この３・６を含めた都市再生整備計

画の関係の熟度といいますか、そういった部分で

ございますけれども、これについては中活論議の

中で一定程度出てきた事業を中心として３・６地

区の再開発の部分、この部分を何とか一定程度ま

とめたいというような方向で会議所を含めて議論

をしているところでなのですが、なかなかこの部

分については会議所あるいは地権者を含めてまだ

まだ事業化という部分に向けての協議が不足して

いるというように考えてございまして、引き続い

てこの部分については鋭意精力的に内容を詰めて

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 文化ホールの関係で

ございますけれども、文化ホールの懇話会につき

ましては、市民の皆様がどういうような御意見を

お持ちなのかということで、さまざまな方々に参

加をしていただきましてその意見を集約をしたと

いうことであります。その中で席数については５

００あるいは８００という、そういったような話

がありましたけれども、これについても話の中で

は市民が主体となって使えるような席数というこ

とで、５００ということが大勢を占めていたわけ

ですけれども、その中でもやはりもっと小規模の

中で市民が使える部分での小ホールも必要ではな

いかと。例えばその小ホールが必要であれば、大

きな全道大会の規模のものも持ってこれるような、

そういったものが必要だろうということで５００
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あるいは８００といったような、そういったよう

な意見も出て、その懇話会の中でどちらかという

ことで決められるのは非常に困るといったような

こともありまして、そうした席数のことになりま

した。

また、建設位置につきましても、ほとんど文化

ホールの西側ということで、これは管理の部分だ

とか、あるいは駐車場の部分だとかということで

御理解をいただきましたけれども、その中でもや

はり今のまちの中での活性化といいますか、まち

づくり、そういったものをどうしてもにぎわいづ

くりをしたいという中で中心部に持ってくるとい

うことも捨てがたいという、そういった意見もご

ざいまして、それぞれ一つに決めるということで

はなくて両論併記と。今後は、平成２２年度に向

けてということになると思いますけれども、議会

の皆様にも、あるいは今後市民の皆様にもそうい

ったような御意見をいただく場があれば、そうし

た懇話会での意見はこうであったということも含

めて皆様からまた御意見をいただきながら、２３

年以降に向けての基本計画だとか実施計画、それ

らに反映をさせていきたいということでございま

す。

以上です。

〇１８番（黒井 徹議員） 終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で黒井徹議員の

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５９分

再開 午後 １時００分

〇議長（小野寺一知議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

まちづくりの規範から外１件を、大石健二議員。

〇５番（大石健二議員） 緑風クラブの大石健二

です。議長より御指名をちょうだいいたしました

ので、これより通告に従い２件４項目について質

問を行います。

最初に、まちづくりの規範から、名寄市自治基

本条例についてお聞きをいたします。さきの定例

会で名寄市自治基本条例審査特別委員会に付託さ

れていた名寄市自治基本条例が今定例会の初日に

議決をされました。新年度からの条例施行に伴い、

市民の皆さんへの周知、習得及び市職員への周知、

習得などを初めとする今後の施策、その対応と課

題について取り組みをお聞かせ願います。

次に、名寄市行財政運営から、冬期間の道路環

境の向上についてお聞きをいたします。名寄市の

ポータルサイトを拝見しますと、建設水道部の提

供情報にある維持管理センター情報一覧にこの冬

の除雪、排雪、排雪助成事業の各項目についてそ

れぞれ記載をされています。いずれも名寄地区、

風連地区の両地区ごとに除雪延長、歩道延長距離、

排雪延長距離などを初め、市民が排雪の際に利用

するダンプカーへの助成制度など、それぞれにつ

いて触れておられます。これらの除雪費と排雪費

の経費対比のほか、除雪、排雪事業計画について

の進捗にかかわる中間経過報告と今後の対応につ

いてお知らせをお願いいたします。

さらに、名寄市行財政運営から、２点目の名寄

市行財政改革についてお聞きをいたします。市民

の皆さんの中には、私たち議員の資質を問う御意

見や向上を願う要望が多いことは十分に承知して

おります。その一方で、名寄市の市職員の資質向

上を問う声があるのもまた事実です。ちょうど１

年前になります。昨年の第１回定例会で、職員の

資質向上を図るための人事評価は、まず隗より始

めよの例えもあり、一般職員からではなく幹部職

員から取り組んではどうかとただしました。その

際に試行的になるが、２０１０年から幹部職員の

人事評価に取り組みたいとの答弁が行われました。

仄聞するところ、この２月より名寄市職員人事評

価制度の試行の実施が取り組まれているとのこと

です。この名寄市職員人事評価制度の仕組みと今

後の推進策、そしてこれまでにクローズアップさ

れた課題、問題点についてお聞かせ願います。



－70－

平成２２年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

最後に、行財政運営から、３点目の中心市街地

の再生と活性化についてお聞きをいたします。市

街地再開発については、島市長の行政報告の中で

名寄駅の隣接地に関するいわば駅横再開発につい

て触れています。この駅横再開発を包含した名寄

市中心市街区域の再生と活性化への取り組みと現

在までの進捗状況、経過、今後のタイムスケジュ

ールについてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） ただいま大石議員

から大きな項目で２つの質問をいただきました。

大項目の１と大項目２の小項目（２）につきまし

ては私のほうから、小項目１は建設水道部長から、

小項目（３）は経済部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１のまちづくりの規範から、名寄

市自治基本条例施行に向けた今後の取り組みにつ

いてお答えします。本定例会で名寄市自治基本条

例が可決され、４月１日からの施行となりますが、

まずは市民の皆さんにその内容について市広報で

お知らせをしていこうと考えています。施行に向

けましては、まちづくりの基本原則として定める

情報共有を進めるための情報発信のあり方につい

て既に検討しており、この２月から取り組みを始

めているところであります。具体的には、市政の

透明性を確保し、開かれた行政を進めるための庁

議等での決定事項の概要や行政運営執行に関する

情報として毎月開かれております部次長会議の要

約会議録を市ホームページ上で公開しており、ま

た総合計画の見直しの作業内容とあわせて総合計

画推進市民委員会の会議概要についても公開をし

ているところであります。今後は、まちづくりの

基礎情報である各種計画づくりの経過、市民活動

にかかわる補助、助成制度などをまちづくりに関

する情報として発信をしていきたいと考えており

ます。

条例で定めるまちづくりの基本原則の一つであ

る市民参加については、市民の意見を政策に反映

させるパブリックコメント制度の確立に向け準備

を進めており、自治基本条例に基づく制度、仕組

みづくりを進めていく予定であります。このよう

に市民参加を進めるためにも情報共有が重要と考

えております。名寄市は、市内に２紙の地元新聞

紙があり、さらにＦＭ放送もあり、議会のライブ

中継も導入されています。このことから、市民の

皆さんにはこれまでも十分な情報に接する機会を

つくってきたものと認識をしております。今後さ

らに行政ポータルサイトを主な情報発信手段とし

て活用していくこととし、インターネット環境に

ない市民の皆さんにどのようにして情報提供を進

めるかを研究してまいりたいと考えております。

また、全戸に配布されている市広報での情報発信

のあり方についてもあわせて検討したいと考えて

おります。

次に、大項目の２、名寄市の行政運営から、

（２）で行財政改革についてお答えします。地方

分権が推進される中、地方自治体は自己責任にお

いて自立的、効率的な行政を推進することが求め

られる一方、住民ニーズは多様化、高度化し、少

子高齢化、高度情報化が急激に進み、地方自治体

を取り巻く環境は日々変化し、こうした中、限ら

れた資源で最大の効果が得られるよう事務事業の

見直しや経常経費の節減を行い、組織経営の視点

に立って行政のスリム化と効率化を図るため行財

政改革を推進してまいりました。このような時代

に職員が市民福祉の向上のために柔軟かつ積極的

に行動できるよう、みずからの資質をより一層高

め、能力を最大限に発揮させるため人材育成基本

方針を定めております。

本年３月、従来の人事育成方針に人事評価制度

を導入するため、新名寄市人材育成基本方針を策

定しました。新基本方針では、人事評価は人事関

連諸制度の中核をなすものと位置づけております。

人事評価制度につきましては、国家公務員におい

ては平成１３年度の公務員制度改革大綱から検討
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がなされ、平成１７年度から試行を実施、平成２

０年度に国家公務員制度改革基本法が制定された

ところで、地方公務員においても制度化に向け、

現在国会において審議中となっております。名寄

市におきましても人材育成基本方針に基づき、公

平かつ客観的な人事評価制度の導入を通じた能力、

実績重視の人材制度を確立するため、本年２月に

人事評価の試行を実施したところです。今回の試

行につきましては、一般行政職のうち５つの部に

所属する課長職を対象とし、昨年４月から本年２

月までの期間を実施期間とし、職員が職務にどう

いう姿勢や態度で臨んでいるかなど職務遂行に必

要とされる能力に関する職務行政評価、人事評価

シートといいます。と職員の担当する業務内容に

即してその課題、目標に関する業務の達成状況を

評価する役割達成評価、目標達成シートを相まっ

て職員の職務遂行能力及び勤務実績をできる限り

客観的に把握するもので、今回は短期間のため後

段の目標達成シートは提出のみで評価しないこと

としました。今後におきましては、今回の試行を

踏まえ総括をし、国においても３年間の試行を実

施しており、より実効性のある評価制度の構築の

ため試行を重ねる必要があると判断しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 私からは大き

な項目２点目、名寄市の行財政運営から、冬期間

の道路環境の向上についての道路環境の改善とそ

の対応についてお答えをさせていただきます。

除排雪事業の中間経過報告と今後の対応につい

ては、午前中の佐藤勝議員と重複する部分がござ

いますが、御了承をお願いいたします。名寄市の

除排雪事業の市民周知は、ポータルサイトを初め

１２月の広報紙配布時に協力を呼びかけたチラシ

を全戸に配布しております。ポータルサイトへの

掲載方法については、能力や技術的なことを反省

し、建設事業の中でも特にすべての市民に密着し

た事業でありますので、除排雪費の費用や事業の

大切さ、大変さなども掲載し、事業への協力をい

ただく努力をしていきたいというふうに考えてお

ります。

延長と単価を含めた事業計画と今後の対応につ

いては、事業費は平成２１年度で約３億０００

万円ほどの予算計上をし、除排雪の単価は市街路

線が名寄地区１７６キロメートル、４０回出動予

定でキロメートル当たり２００円、風連地区は

２３キロメートル、５０回出動予定でキロメート

ル当たり２００円、郊外路線で名寄地区１９６

キロメートル、５５回出動予定で９００円、風

連地区は１４１キロメートル、６５回出動予定で

１００円で行っており、風連地区の除雪単価が

名寄地区より安価なのは市所有の機械を貸与して

いるためでございます。排雪については、全面排

雪、カット排雪、平均してキロメートル当たり７

６万円程度で実施しています。２月末現在で降雪

量６２７センチ、平年比マイナス６８センチで、

積雪深は平年比９センチ多い９２センチとなって

いますが、運搬車両が夏場の公共事業の影響で減

少ぎみであることや排雪作業が国、道と重なるこ

と、冬期に近隣で大きな公共事業があったことが

重なり、排雪作業が１週間から１０日ほどおくれ

たために市民の皆様には雪の堆雪場がなくなり、

道路への雪出しが目立った状況となっています。

新年度以降もダンプ台数の確保が難しいと予測さ

れますので、公共の遊休地や民間の所有地の利用

も視野に町内会とも相談をさせていただきながら

対応させていただきたいというふうに考えており

ます。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私からは、大きな項

目２点目の３番目、中心市街地の再生と活性化等

について、再生と活性化の推進と今後の課題につ

いてお答えをいたします。

名寄市では、平成２１年度から中活計画にかわ

る都市整備を具体的に推進する手段として国土交
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通省所管の都市再生整備計画を策定し、平成２２

年度当初から事業化できるよう準備を進めてきて

おります。この計画では、ＪＲ名寄駅前地区、３

・６地区の整備、文化ホールの建設等を事業の中

心として事業計画を立案し、国土交通省本省と協

議しているところでございます。とりわけＪＲ名

寄駅横地区での取り組みでは、民間事業者、商工

会議所、行政と３者で協議しながら事業の具体的

な構想を取りまとめているとともに、一体開発に

不可欠なＪＲ北海道の用地取得に向けた必要な協

議も進めており、事業の実現に鋭意努力している

ところでございます。また、教育部の所管であり

ます文化ホール建設についても市民懇話会におい

て建設に必要な構想を取りまとめたところでござ

います。

一方、３・６地区の再開発事業につきましては、

中活計画の中で掲げられ、民間事業を中心として

事業化が計画されておりました３事業を都市再開

発法の事業採択基準に合致するよう地権者を含む

団体と協議を行っているところであります。本事

業は、あくまでも民間事業であることから事業の

採算性のほか、事業の実施に不可欠な組織の立ち

上げについて協議をさせていただいておりますが、

事業者側での準備が不足していることから事業化

にはまだ時間を要するものと判断しているところ

でございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。再質問の順

序が入れかわるかと思いますが、あらかじめ御了

承ください。

それでは最初に、冬期間の道路環境の向上につ

いてお聞きをしたいと思います。今定例会でも私

を含めて３人の議員の方が冬期間の除排雪につい

て質問をされる、あるいはされたようです。私は、

他の議員と余り質問がバッティングしないように

何とか経費面のほうでちょっとお聞きをしてまい

りたいというふうに考えています。

先ほど部長のほうからお話をいただきました経

費について、ちょっと私のほうも繰り返しになり

ますが、確認の意味も含めて質問をさせていただ

きます。排雪、１キロメートル当たりで７６万円、

除雪が名寄市内と郊外でそれぞれ若干値段が違う

ので、平均値を出して５５０円とすると、排雪

費は名寄市内外の除雪費の約１３５倍になろうか

と思うのです。風連の市街、郊外を合わせて、こ

の平均単価１キロ当たり６５０円になろうかと

思いますが、この除雪費用が排雪費と対比をする

と除雪費の２０５倍になろうかと思います。こと

ほどさように除雪費と排雪費は、そのように倍率

が違うのだというのがよくわかりました。

排雪をすると、道幅が広くなったり、あるいは

車の流れもよくなったり、道路の見通しもよくな

ったり、雪かきも楽になると。極めていいことず

くめなのですが、何せ経費が百数倍になる、ある

いは二百数倍になるという、こういう観点からい

くと実態をもう少し市民の皆さんにコストパフォ

ーマンスというか、そういう投資効果についてこ

ういうことになるのだというお知らせをする必要

がもう少しあれば、民間に委託している玄関前の

排雪を道路の四隅に積み上げるだとか、そうした

一挙に解消は無理かもしれませんが、啓蒙啓発に

つながるのではないかというふうに考えるのです

が、いかがですか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 排雪の方法あ

るいは除雪の方法については、名寄市も風連町も

もうかなりの歴史を持っていまして、今のやり方

がベストだというふうな考え方は持っています。

ただ、例えば今までは全面排雪のほうが少し若

干高いのですけれども、時間がかかるということ

も含めると、ことしのような雪が多いような状況

には、当面はカット排雪を１回させていただくよ

うなこともことしは試しでやってみました。金額

的にはさほど変わらないのですけれども、市民の
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生活の中においてはスピーディーな部分でカット

排雪ですと少しダンプ数が少なくなるということ

も含めて、サイクルが早いということも含めて早

く終了したということもありますから、今後は今

大石議員から提案を受けたような部分で、少しロ

ータリーから積む方法も含めて検討しながら実施

をしていきたいというふうに考えていますので、

御理解をいただきたいというふうに思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） ぜひ市民へ経費の観点

からも除排雪に対する理解を求めていくことが必

要だろうと思うのですが、先日の質問のヒアリン

グの際にちょっと私は意外だなというふうに感じ

た点があるので、再度確認も含めてお聞きをした

いと思います。

生活道路と幹線道路というのがあるのですが、

私は路盤改良から幅員からそういうことが幹線道

路と生活道路の違いかなと思っていたのですが、

意外と幅員や路盤改良ではないのだと。例えば生

活道路というのは、その地域に住まう人が日常的

に使う道路を生活道路と言うのだというふうに教

えていただいて、生活道路と幹線道路とはそうい

うような認識で区別をするのだなというので認識

を新たにしたところなのですが、その地域に住ま

う地域住民の方に対する除排雪に対する理解を深

めていただくためには、その地域の住民の皆さん

と除排雪業者と名寄市の３者がそれぞれ役割を分

担されて何とかスムーズに、今冬のように生活道

路の高いところでは積み上げられて三、四メータ

ーぐらいになってしまったと。車のフロント部分

をかなり押し出さなければ左右確認ができないと

いうようなケースを拝見していますと、先ほど申

し上げたようにその地域に住まう生活道路を利用

する地域の住民の皆さんと除排雪業者と名寄市と

いう観点から、もう少しスムーズな除雪と排雪を

行うために何とか３者のパートナーシップといい

ますか、距離に換算して地域の住民の皆様にも経

費の距離に応じた案分をお願いするだとか、そう

いう３者によるパートナーシップ制度というのは

考えられませんか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 非常に難しい

かなというふうには思いますけれども、ただ、今

大石議員の提案のように私ども今は一方的にやっ

ている部分がございますので、今後は今言ったよ

うに例えば市が交差点の雪取りをしますというふ

うにお願いをすると。すると、２日もしないうち

にその交差点がいっぱいになってしまう状況が現

状であります。それを例えば町内会の方々にお願

いをしに行って出さないでくださいと言っても、

これは一定程度まちの中の広い道路を持っている

というか、宅地の広いところを持っている方には

全然支障ないのですが、例えば麻生だとか西のほ

うにある８号から西のほうの道路が狭くて宅地も

雪捨て場がないというような状況のところでは、

すぐやっぱり道路に出さざるを得ない状況のとこ

ろもかなり地域的によってはあるようなふうに思

います。したがいまして、今提案されたような部

分も確かにわかるのですけれども、道路に出すこ

とも本当は悪いことなのですけれども、一定程度

黙認をせざるを得ない状況も名寄市内のことしの

ような場合はございます。ただ、今後町内会とも

連携をとりまして、その辺も含めてどういうふう

な対応策がいいか。例えば道路に出していただい

ても待避所的な除雪の仕方でいいのかも含めなが

ら、町内会とも連携をとりながら除排雪を実施し

てい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います。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） 今野間井部長のほうか

ら、町内会とも十分に協議をしていきたいという

お話なのですが、さらにそこをもう一度確認の意

味でお聞きしたいのですが、今おっしゃっていた

そういう地域によっての道路事情がかなり影響す

るのだという部分なのですけれども、その冬期間

における除排雪事業に対する関係部分と地域の住
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民の皆さん、新しく地域連絡協議会という組織も

でき上がってきているようですが、こういった組

織と話し合う用意というのはお持ちなのですか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 今の段階では、

そういう段取りはしていませんけれども、今後そ

ういう形をとれるかどうかを研究させていただき

たいというふうに思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） これまでも限られた予

算や人材、機器、お話によるとダンプカーが今の

ところ名寄市近在で７０台、うち使えるのが３０

台ぐらいしかないというふうにお聞きしておりま

すが、こうした中で道路の延長、車の台数がふえ

る、あるいは少子長寿化で玄関前の雪はねが困難

になってくるお年寄りがふえている。加えて除排

雪事業者のドライバーあるいは技能を持っている

方も高齢化をして技術の伝達というのがうまくい

かないというふうになってきている中で、非常に

今後も名寄市の除排雪事業に対する不安が尽きな

いのですけれども、見通しとしては明るいものが

あるのでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 今大石議員が

言われた問題は、名寄市ばかりでなくて実は札幌

市だとか旭川市でも大きくクローズアップされて

います。これは、１つには先ほどから申し上げて

いるように夏場の公共事業が少なくなることによ

って重機を業者が持てなくなっていく、あるいは

ダンプも５台あったものを１台取りかえるのに２

台下取りをして１台にしていくというような状況

の中にあって、非常に機械の設備が整わないとい

うふうな状況になっていて、これはどこの状況も

同じだというふうに思っています。

ただ、これから今の状況を打開していく方法と

しては、先ほど申し上げたようにいかに少ない機

械で市内の除雪を仕上げていくかということが課

題でありますから、機械に含めてもこれから北海

道の雪寒で買うようなことも、補助金を受けられ

るようなこともまだ道があるというふうにも、機

械を買う道があるというふうにお聞きしています

し、市内の空き地を利用した堆雪場所も確保しな

がら何とか市民生活を守っていかなければならな

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいと思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） 以前、随分人から騒が

れたかなという……騒がれたという表現はどうか

と思いますが、脚光を浴びていた言葉があろうか

なと思います。利雪、親雪、克雪とかという言葉

があったかなと思うのですが、最近めっきり聞か

ないなと思っていて、名寄市のどこかのサイトに

あるかなと思って探してみましたら、部次長会議

の３月１日の議事録にちょっと出ていたのです。

全くないわけではないのだなというふうに、予算

無視をしたわけではないのだというふうに安心は

しているのですが、どうも書いている内容が雪祭

りだとかの写真を撮影してそれをホームページに

載せていくのだみたいな、ちょっと少しお寒いか

なというふうに感じたのですが、名寄は２月に雪

を使ったイベントがございます。せっかく排雪し

切れない雪を利雪、親雪、克雪という観点から、

期間限定にこだわらない何か雪に関するプロジェ

クトみたいのをつくって、ただ雪の塊ではなしに

形づくっておくと、ただの雪の塊ではなしに形を

形成した置物ということにもなろうかなと思いま

すが、そういう利雪、親雪、克雪の観点からの排

雪を考えると何かお考えはお持ちですかね。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 利雪、親雪、

克雪からの観点でいえば、今の雪フェスも排雪の

雪を入れさせていただいてあの大雪像をつくって

いると。また、小さい雪像も排雪の雪を利用させ

ていただいています。ただ、その部分で今の例え

ば道路にある雪は親雪的な部分でなくて、それは

市民から見れば邪魔物かなという観点でしか見え
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ないのかなというふうに思っていますから、その

克服のほうが私どもの仕事としては先決かなとい

うふうに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） 次に質問を移らせてい

ただきます。

中心市街地の再生と活性化についてお聞きをい

たします。午前中も黒井議員から質問があったか

と思いますが、バッティングをしない範囲の中で

確認と質問をさせていただきます。私のほうは、

今回３・６事業についてお聞きをいたします。３

・６事業は今、先ほど茂木部長のほうでおっしゃ

っていましたが、準備中である、協議中であると

いう単語が出てきたのですけれども、風連地区の

再開発と比べて一体進捗にかかわる上で何がネッ

クになっているのかお教えいただけませんか。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私も明確にその部分

について比較できるような材料ということにはな

りませんけれども、やはり風連地区もかなりの準

備期間といいますか、試行錯誤といいますか、い

ろんな話し合いをしながら取り組んできたという

部分でいえば、名寄の部分についても平成１９年

からですかね。中活論議の中からきたという点で

は、なかなか期間的な部分についてもまだまだ時

間がかかるのかなというふうにも思っております。

それと、もう一つは、やはりあくまでも例えば

再開発事業の場合は民間事業ということになりま

すから、そういう意味におきましてはいわゆる民

間団体といいますか、あるいはその事業をやろう

とする地権者、リーダー、こういった部分がやは

りかなり前向きに事業をとらえてまとめるという、

こういった気概がかなりなければなかなかまとま

らないという、こんなことも私自身としては感じ

ている部分でございます。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） なかなか言いづらいと

ころをお聞きして大変申しわけなかったなと思い

ますが、十分に今茂木部長のお話をインターネッ

トの向こうでお聞きしている方も随分いらっしゃ

るだろうと思います。さらに、風連地区の再開発

の工事竣工後、例えば固定資産収入だとか、そう

いうＢバイＣといいますか、その観点から見ると

風連はどういう今後の効果、あるいは税収の面か

ら見てどういう効果が数字的にあらわれてくるの

かお教えいただけますか。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 今手元にそこら辺の

部分の数字、あるいはいわゆる経済効果とか、あ

るいはＢバイＣ、投資効果という部分について持

ってきておりませんけれども、単純に考えても２

５億円程度の大きな事業ということになりますか

ら、これらの部分の中でこの事業をやる上での効

果ということ、それから当然それに伴う投資の効

果ということですから、あの地域の商店街あるい

はそこで働く雇用のことも含めると、かなり関連

といいますか、連関的な経済波及効果というのは

想定されると思いますけれども、具体的な数字的

なものはちょっと今持ち合わせがございませんの

で、また後ほどお示しをしたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） 私がお聞きした３・６

開発のネックになっているというのは、先ほど茂

木部長のほうからおっしゃっていた気概を持った

リーダーの不在だとか、いろんな要因もあるので

しょうが、どうも地権者と所有権者が必ずしも同

一ではなくて、開発後の保留床と権利床にまつわ

る主張が異なっているから、なかなか共同歩調が

とれないのだというお話を聞いているのですが、

この辺はいかがなのでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 確かにそういった部

分もあると思います。やはり再開発事業をやる上

では、その残留した建物なり建築規模というもの

が今の段階ではまだ不明確でありますし、また保

留床の取得者、こういったものが一定程度明確に



－76－

平成２２年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

なってこなければ事業展開というのはなかなか難

しいというような状況もございますので、この辺

の部分をやはり一定程度詰めていかなければ、事

業化という部分にはなかなか結びついていかない

ということがございますから、この辺が一番ある

意味難しい点だろうというふうに考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） そうすると、あと技術

的な問題でちょっと先走りながらお聞きしたいの

ですが、今後諸問題を抱えて協議中あるいは調整

中という問題がクリアしていく暁には、例えば土

地を持っている所有権者による事業組合ができて、

土地を持っている方々による新たな組織でその所

有権者と定期借地権などを結んで家賃にかわる借

地代の支払い、そういったもので保留床をかなり

少な目にして建物を建てて、その床を床面積で貸

していって、その家賃を事業組合で集金をして土

地の権利者に支払うという、そういう手法という

のは可能なのでしょうかね。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） １つには、そういう

手法もあるかもしれません。なかなかそういう事

業を具体的にどなたかがやっていただけるという

ような前提が必要でしょうけれども、具体的にそ

ういった状況ができれば、そういった手法も出て

くるかなと思います。ただ、この事業については

２２年から２６年と５年間の事業ということで都

市再生整備計画のこの事業の認可を受けようとい

うことでございますから、この２２年度、来年度

あるいは２３年度、この２年間ぐらいがせいぜい

タイムリミットだというふうに私どもも考えてお

りますから、これまでもそれぞれ鋭意いろんな協

議を進めておりますけれども、特に２３年度、２

２年度につきましては今お話あったようなことを

含めて具体的な事業化に向けた協議を進めていか

なければならぬと、こういう考えでおります。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） かなり考え方、方針と

いうのは、経済部の中では煮詰めているのだなと

いう感じがいたしました。ただ、平成１２年に大

店法が廃止をされて、皆さんの中にはまちづくり

３法というようなお話をされている方がいるので

すが、私は決してあの３法がまちづくりとは思っ

ていないのですけれども、そういったまちづくり

３法という悪法のもとで大型店、ショッピングセ

ンターが際限なく出店し始めたと。それによって

近在近郊の商店街が疲弊していったというように

記憶をしているのですが、名寄においても徳田地

区にショッピングゾーンあるいは大型店が出店を

して、売り場面積はふえるのだけれども、その分

小売売り上げが伸びているかというと必ずしもそ

うではないと。あるいは、雇用の増大につながっ

ているのかというと市内外の商店街からの移籍に

しかすぎなかっただとか、意外と増大だとか売り

上げの全体的な伸長につながっていないと、そう

いう意外と皮肉な状況が起きているのですけれど

も、時代も人の要望もニーズも変わってきている

中で商業、町中の中心市街地の活性化というのも

今までとは違ったやり方でとらえていかないと、

もちろん核となる中心市街地の皆さんなのですが、

こうした方の見直しの観点と志向が大幅に抜本的

に変わっていかないと、私は商店街の再構築は難

しいだろうと思うのですが、茂木部長、いかがお

考えですかね。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 非常に難しい部分だ

というふうに思っております。こういった空洞化

した状況の中で、非常に町中のこの活性化といい

ますか、そういったものを図るという部分では非

常に難しい状況かなと思いますけれども、しかし

何もしないでいるということにはならぬというこ

とで、これまでもいろんな論議をしながら、何と

かこの中活の論議から都市再生整備計画の中での

再開発事業というようなことでそれぞれ積み上げ

てきた経過がありますから、何とかできる事業に

ついて、私の思いとしては商業者の方を含めて何
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とか一つでも二つでも一つの事業展開をできるよ

うにというような思いでございます。この部分に

ついては、特に商店街の皆さんも公共的な施設を

という思いも強いというようなことで、文化ホー

ルの部分も両論併記の部分で出ておりますけれど

も、そういった公共的な施設、なかなか今の時点

で総合計画の中を見渡しましても具体的に公共部

門があそこの中にというのは難しい状況もありま

すけれども、恐らくこういった部分も風連の例を

見るとあるのかなというふうにちょっと思ってお

りますけれども、今後そういうことも含めて検討

ということになろうかなというふうに思っていま

す。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 少し補足なの

ですけれども、再開発事業に関して、例えば床を

貸して財源にするという手法はございませんので、

基本的には期間が５年なら５年決めます。土地も

皆さんでさらにして、そこに建物を建てて床を買

っていただいて財源とすると。その買っていただ

いたものをその後、事業が終わった後、貸すこと

には問題ないのですけれども、その時点ではその

人たち、組合員の人たちに買っていただくと、あ

るいはほかの人たちに買っていただいて、それを

財源として使うために貸しながらそれを財源にす

るということはございませんので、一たんは買っ

ていただいて、それからその方が貸すという手法

は勝手ですけれども、財源的には借りる方法はな

くて一たんは買っていただいて財源にすると、そ

ういう方法で再開発事業は進めるということであ

りますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） 今野間井部長のほうか

らお話があった定期借地権のお話ですね。確かに

おっしゃるように定期借地権のほうは何種類かあ

るようです。一定の一般定期借地権事業用借地権、

あるいは建物譲渡特約つき借地権という、そして

それぞれ５０年、１０年、３０年以上と。いずれ

も期間が来たときには契約の更新がなく、建物を

取り壊して更地にする、返還……違うのだ。では、

ちょっと御説明していただけますか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 再開発事業で

は、そういう定期借地権的な部分ではないという

ふうに私は理解しています。それは、例えばこの

間あったイオンさんの大型店ではそういう定期借

地権とか、そういうのが発生してくる場合もござ

いましょうけれども、私どもが今考えているよう

な市街地再開発事業の中では借地ではなくて、皆

さんが土地を出し合って１筆の土地に１回させて

いただくと。その上に大きな建物を建てて、床を

それぞれの皆さんに買っていただくと。それを財

源として事業を起こすと。そして、国の事業も入

れて、当然ながら３分の１の国の国費を入れて、

その床と自分の持っている３分の１のお金でその

建物を建てていくと。出ていく方には補償金を払

っていくと。そして、床をとりあえずはＡさんな

らＡさん、ＢさんならＢさんに市民の方に買って

いただいて、それを財源に充てていくという形で

再開発事業を進めると。今大石議員が言われてい

る借地権の問題は、例えば大型店が大きく土地を

借りて１０年なら１０年、２０年なら２０年の一

定期間土地を借りて借地権を設定していくという

方法は、名寄のところにもあるのかもしれません

けれども、それとはちょっと違うニュアンスかな

というふうに思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） よくわかりました。そ

うすると、ちょっとそちらの話をもう少し煮詰め

ると、それぞれの床を買って事業展開するとなる

と、新たなテナントというかディベロッパーは別

にして、テナントの入居の采配、レイアウト、デ

ザイナーといいますか、テナントミックスといい

ますか、そういったタウンマネジャーみたいのが

必要になってくるなという。そういう強力なリー

ダーシップを持った人が新たにまた必要になるな
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という感じがいたします。どうもありがとうござ

いました。

それでは、時間の関係で……

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員、答弁がち

ょっとありますけれども、よろしいですか。

〇５番（大石健二議員） お願いします。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 先ほど風連地区の関

係で、固定資産税の関係がちょっとございました

けれども、改築前を１とした場合、改築後は５

倍から３倍の固定資産税の税額になるということ

でございます。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） それでは、次の質問に

移らせていただきます。

自治基本条例について質問をさせていただきま

す。４月１日に新年度から施行される条例ですか

ら、今からあれこれ言うのもどうかと思いますが、

とりあえずは今回は市民への周知、習得あるいは

市職員への周知、習得、これについてもう一度お

話を聞きたいというふうに思います。

この自治基本条例を最初につくったのは、私の

記憶が正しければニセコ町だったなというふうに

思います。ニセコ町というのは先駆者ですから、

いずれのまちでも新たに自治基本条例を制定する

ときにやっぱりお手本になるのです。お手本にな

る自治体というのは、絶えずやっぱり見られてい

る、あるいは参考にされるという意識が働きます

から、かなり条文、条項についてもより研ぎ澄ま

されていくものになるのだろうと私は想像するの

ですが、ただそのニセコ町の後人と言うとどうか

と思いますけれども、後を追う形で制定していく

自治体というのはなかなか大変だなというふうに

考えるわけなのです。例えば北海道行政条例でし

たか。めったに出てこないのですが、意外と道の

職員でも知っている人がいるかいないかわかりま

せんけれども、意外とお手本にされていないなん

ていうことを考えますと、名寄市の自治基本条例

をつくっただけに終わらせないためにもう少し市

民周知あるいは市民に自治基本条例８章の３５条

でしたか。これを習得、周知をしていただくため

に制定あるいは市民懇話会が答申をした、あるい

は議会に諮って議決をしたいろんな日でもいいの

ですが、そういった特定の日に市民と市職員が共

同歩調でまちづくりのノウハウを醸成するような

アクションが起こせないものでしょうかね。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 自治基本条例の制

定におきましては、市民懇話会をつくる前には大

学の先生も入れまして市の職員の若手係長グルー

プによるワーキンググループも立ち上げまして、

職員内部での議論も実は進めてまいりました。そ

の後１年有余を含めまして２２回程度市民懇話会

での議論をしていただくときには、Ａｉｒてっし

であるとか地元新聞紙を使って、それから自治基

本条例の制定の過程ということも含めて、それか

ら各種団体との会合も持ちましてるる説明をして

きて、そこを積み上げた中で市民懇話会の答申案

が出てきまして、そこに市の条例としての若干の

修正を加えまして今回こういう運びになったとい

うふうに理解をしています。

今後の問題につきましては、いろんなまちづく

りのイベントはそれぞれ担当部課で数多くやって

おりますので、それとまちづくりを進めていく部

分でいうと名寄地区におきましては地域連絡協議

会を実は動かしておりますので、そこはなかなか

それぞれの町内会の活動が活発であったことも含

めて容易な状態ではないのですけれども、そこは

広域的な小学校区を区域とする地域連絡協議会の

イベントの中等も含めてどのように絡めていける

かどうか、この辺についても検討してまいりたい

というふうに考えております。

具体的な例でいいますと、環境サミットの関係

も含めまして島市長からの発案でありましたけれ

ども、小学校区ごとに子供たちの通学路を親子、

市職員も含めて一斉清掃というか、そういうこと



－79－

平成２２年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

も過去にやった例はありますので、協働のまちづ

くりと自治基本条例の趣旨を理解してもらうため

の市民との協働のイベントということがどんな形

になるかちょっとわかりませんけれども、検討し

てまいりたいと思っています。基本的には、まず

は制定されたことによりまして、具体的に市役所

のほうでさまざまな情報発信も以前よりも進めた

形の取り組みを既に２月から実施をしておりまし

て、中身の問題についてはいろいろ御意見あろう

かと思いますけれども、さまざまな情報発信を続

けていく中で市民の皆さん方にも御理解を賜りた

いというふうに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） ありがとうございます。

ただ、私どもも含めていろんな階層の人間、世代

の人間がいるのだろうと思うのですが、規範を習

得していくには積極的な習得と消極的な習得があ

るだろうと思うのです。例えば言葉もろくに話せ

ない子供の場合は、何々するとしかられるという

のがあります。そういうふうに何々するとしから

れるという、そういうのではなしに大人でもある

脅威があると、その脅威にさらされてしなければ

降格させられる、あるいは賃金が削減されるだと

かというようなことも仕事の能力次第では出てく

るものですから、ぜひ積極的に習得ができるよう

な職員の皆さんがそういった庁内キャンペーンを

もし今後お考えであれば、なければないで結構な

のですが、そういう市職員を対象にした積極的な

習得を図る庁内キャンペーンみたいなのはお考え

はありませんかね。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 今までも各職場に

おきまして情報発信という形でいいますと、ホー

ムページを使ってさまざまな補助、助成制度の関

係についても担当部課単独でいろんな情報の発信

はしてまいりました。昨年の１０月にインターネ

ットのコンテンツも修正をかけまして、できるだ

けわかりやすい情報発信ということについても心

がけてまいりました。ただ、今後は自治基本条例

が制定されましたので、職員の数については行革

も含めてスリム化を図っている中でよりよい市民

との協働のまちづくりを進めるためにはどのよう

な助成制度が、個人なのかグループなのか、それ

から会社関係なのかも含めて、さまざまなまちづ

くりを支援するような助成制度も市はたくさん持

っておりますので、それらを積極的に職員の手づ

くりで補助、助成制度というものをホームページ

上に今公開をして、そこからそれぞれ個別の持っ

ている担当課の助成制度のほうに結びつけられる

ような、そういうものを通じまして、もしくは先

ほど言いましたけれども、庁議等の決定事項につ

いて住民生活にかかわるような決定事項があった

場合については各種、先ほども３月の部次長会議

録を見ていただいたということなのですけれども、

各種団体、個人からの要望も相当あります。その

要望の処理てんまつにつきまして、これからは各

担当部のほうでも読みまして、それを公開してい

く中でよりよい政策決定の過程についてもお見せ

するようにしていきたいなというふうに思ってい

ます。ただ、限られている状況の中ですので、キ

ャンペーンと言うかどうかは別にしましても、そ

こは４月の自治基本条例の施行に向けまして、新

たな取り組みとして職員研修の一環も含めて進め

てまいりたいなというふうに思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 大石議員。

〇５番（大石健二議員） ちょっと時間がなくな

ってしまいましたが、人事評価制度について１点

お聞きします。

評価項目の基準といいましょうか、知識、技能、

企画力など９項目がございました。さらに、役割

達成評価等を入れると１０項目です。ただ、その

中で評価基準の尺度、物差しの目盛りが全く見え

ないのです、あれでは。あれを使ってどのように

自己考課をする人、あるいはそれを上長考課する

人が判断基準の材料とする目盛りがわからないも

のですから、どうしても客観といいながら主観に
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走らざるを得ないなというふうに思うのですが、

いかがですか。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） ことし２月に初め

て試行しまして、その前には昨年もその人事評価

の評価する側のほうの研修会も実はありました。

そこは私は行っていないのですけれども、実際に

今回自分の所管の課長を評価した段階で、今議員

おっしゃるとおりかなり難しいなというのは実感

として感じました。ここら辺につきましては、基

準のあり方も含めて試行を繰り返していく中で、

他市の状況も勘案しまして今後取り進めていきた

いというふうに考えています。現状としては、か

なり難しい評価だったなというふうな認識をして

います。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で大石健二議員

の質問を終わります。

ごみ減量化と分別のあり方について外３件を、

竹中憲之議員。

〇３番（竹中憲之議員） 議長より指名をいただ

きましたので、さきに通告いたしました４点につ

いて質問をさせていただきたいというふうに思い

ます。

大項目の１点目は、ごみの減量化と分別のあり

方についてであります。私は、年に１回程度のペ

ースでこの問題を質問をさせていただいておりま

す。最終処分場の分別が一向によくなっていない

というのは、私だけではないというふうに思って

います。埋め立てごみ、最終処分場の分別の状況

と現状と指導のあり方についてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

昨年の１０月、ごみの分別ガイドブックが更新

をされました。たしか前回は１８年だったと思い

ますが、それよりも見やすくなったことは確かで

ありますが、しかし一向にこの分別がよくならな

い原因についてきちっと整理をしていかなければ

ならないだろうというふうに思っています。また、

資源ごみ、リサイクルの分別も瓶や缶、ペットボ

トル、その他のプラ、そして紙製容器包装類の分

別について現状どのような認識を持っているのか、

また市民、企業へのガイドブック以外での周知や

指導についてどのように行っているのかについて

お聞かせを願いたいというふうに思います。

２点目は、住宅リフォーム助成事業についてで

あります。３年間の時限で住宅リフォーム助成事

業が行われました。関係業者は、かなりのメリッ

トがあったと思います。さきの第１定開会時の島

市長の行政報告では、本年度の事業件数が１月末

で３１１件、これは申請工事額が６億０００万

円ということだそうでありますが、３年間の申請

工事総額は１３億円で雇用の促進に大きな成果が

あったというふうに報告をされました。確かに入

冬期あるいは春先の工事が多くあったことは事実

かもしれませんが、新しい雇用がどれだけそこで

できたのかというのはどうも疑問なところがござ

います。１３億円の総事業費で、名寄における経

済効果ははかり知れませんが、行政としてどのよ

うな分析をされているのか。助成事業におけるメ

リットはある程度わかりますが、反対にデメリッ

トもあったのではないかと思いますが、お聞かせ

を願いたいというふうに思います。

大項目の３点目は、公営住宅の家賃滞納問題に

ついてであります。監査報告にもありましたが、

１９年度が６３０万円、２０年度が８７９万

円の滞納額になっています。１年間で２４９万円

もふえているという現状にあるわけでありまして、

この滞納の中身について、滞納額別滞納者につい

てお知らせを願いたいというふうに思います。ま

た、年々増加をしている滞納者に対する対応はど

のようにしようとしているのか、徴収をどう進め

ようとしているかについてお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。

最後に、４点目、もう既に本日大石議員あるい

は佐藤議員も質問がされていました除排雪の問題

についてであります。今冬は、既に報告のあった

ように入冬期は穏やかな状況にあったことは確か
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であります。年が明けて１月中旬から気候が大き

く変化をし、積雪が一向に下がらないという状況

にありました。このような状況の中で、排雪がス

ムーズに行われなく、多くの市民からの苦情もあ

りました。このような道路事情の中で、今冬交差

点での出会い頭の事故が多く多発したというふう

に私は思っています。特にボンネットの長い車は、

交差点を半分出さないと両サイドが確認をできな

いという状況にあったことだけは確かであります。

直接警察へ行って調べたわけではありませんが、

例年より物損事故が多かったことは確かではない

かと思います。多かったことが確かでないかとい

う漠然としたことですが、これは板金業の方から

聞いた話として、下手をすると１カ月で修理が終

わらないと。これは、部品の供給の問題もあった

ようでありますが、それだけ事故が多かったとい

う中身になっています。物損で終わればよいので

ありますが、とうとい命が奪われる、そういうこ

とになれば悲惨なことであります。今冬の排雪が

非常に悪かった原因はどこにあったのか、また対

策はどのようにしたのか、そして２２年度の対策

はどのように考えているかについてお聞かせを願

いたいというふうに思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま竹中議

員から４項目にわたり御質問がございました。１

項目めにつきましては私から、２項目めは経済部

長、３項目、４項目につきましては建設水道部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、ごみ減量化と分別のあり方

について、最初に最終処分場の分別対策について

お尋ねがございました。最終処分場における生ご

みの混入につきましては、私どもといたしまして

も大変苦慮をしているところでございます。昨年

の９月から１０月にかけまして、名寄、風連、両

処分場におきまして埋め立てごみの組成調査を実

施したところでございます。その結果、容積割合

で内淵処分場では７％、風連処分場では３％の生

ごみが混入していたところでございます。原因の

一つといたしまして、袋の中に生ごみを入れて外

から見えないように故意に出しているのが見受け

られたことから、処分場での受け入れ時に搬入者

への分別指導をさらに強化する対策として事業系

ごみ分別排出マニュアルを作成いたしまして処分

場窓口で配布、説明し、協力をお願いしていると

ころでございます。

事業系ごみにつきましては、平成２１年度にお

きまして、炭化センターと協力いたしまして６月

には大型店に対するごみの分別調査、指導を実施

いたし、さらに８月には市内事業者５店に対して

も分別指導を行って、それぞれに先ほどの事業系

ごみ分別排出マニュアルを配布いたしまして、排

出した事業者の処理責任についても説明し、協力

をお願いしてきたところでございます。新年度に

おきましても引き続き計画的に取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

また、市民への分別の周知につきましては、毎

年開催されておりますふれあい広場や産業まつり

などのイベント時にごみ分別の啓発ブースを設け、

来場した市民の方々に段ボールコンポストの普及、

廃食用油や古着の回収など、ごみの減量化につき

ましてＰＲをし、理解と認識を深めていただくよ

う取り組んできたところでございます。さらには、

従前より行っております学校等への分別方法の説

明、指導、現場見学などについても継続して実施

してまいりたいと考えているところでございます。

処分場に生ごみや資源ごみを混入させないこと

が処分場の延命、さらには飛来するカラスの減少

などにもつながるものと考えているところでござ

います。市民の皆さんの分別に対する理解と認識

を深め行動していただくことがごみの減量化につ

ながるものと考えておりますので、今後とも継続

的に粘り強く説明なり指導、啓発等を実施してま

いりたいと考えていますので、御理解を賜りたい
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と存じます。

次に、資源ごみの分別の現状についてお尋ねが

ございました。ごみの資源化を進めるに当たりま

しては、家庭から排出されるごみが適切に分別さ

れていることが重要でございます。資源ごみの分

別につきましては、製品に表示されているプラマ

ーク、紙マークに従って分別をお願いしていると

ころでございます。銀紙等がコーティングされて

いるもの、紙製品に金属あるいはプラスチックが

張りつけられている容器包装等、新素材、新製品

が次々と開発、販売されております。これらの搬

出の仕方につきましては、昨年発行いたしました

ごみ分別ガイドブックにも記載をしているところ

でございますし、またごみ出しの際には中身を残

さない、水ですすぐなどリサイクルを意識しての

出し方についてもお願いをしているところでござ

います。資源ごみにつきましては、収集し、容器

リサイクル協会を通じ指定業者に搬入をしている

ところでございます。名寄市におけるこれらの資

源ごみにつきましては、汚れ、他との混入率とも

によいということでＡランクという評価をいただ

いているところでございます。

マークがついていない、あるいはコーティング

されている、紙かプラスチックか判断がつかない

などの問い合わせもございます。ガイドブックに

記載されておりますごみの分別区分にて排出をお

願いしているところでございますけれども、私ど

もで判断のつかないものにつきましては関係機関、

団体に問い合わせした上でお答えをしているとこ

ろでございます。分別を徹底することでごみの減

量、リサイクルなりリユースが進むと考えている

ところでございます。マークの確認、汚れを落と

してからの搬出、他のごみとまぜて出さないなど、

市民の皆様に対し理解と協力を求めるためにさま

ざまな機会を通じ、啓発活動を進めてまいりたい

と考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと

存じます。

私からは以上でございます。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私からは、大きな項

目２点目、住宅リフォーム助成事業について、小

項目で２点にわたり御質問をいただきました。

初めに、３年間の経済効果についてお答えをい

たします。住宅の改修を促進し、快適な住環境の

整備と市内建設産業の振興及び雇用の安定を図る

目的のため、平成１９年度から２１年度までの３

年間の事業として実施してまいりました。１９年

度は１４９件で工事事業費３億４２１万円、２０

年度１６２件、３億４７８万円、２１年度、現

在時点ですが、３１７件、６億９７７万円と３

年間で約１３億円の事業費でございます。この間

の市の補助金は総額で１億５６０万円のため、

１０倍以上の経済波及効果を生み出しました。元

請はもちろん、下請や関連産業、雇用を含めた経

済全体による波及効果については把握してござい

ませんが、かなりの経済効果があったものと考え

てございます。しかし、今年度で一区切りをつけ

ることもございまして、冬期間においても申請が

あるなど地域経済に大きな影響をもたらしたもの

と理解しているところでございます。

次に、小項目２番目、助成事業におけるメリッ

ト、デメリットについてお尋ねがございました。

住宅リフォーム促進事業の３年間の経済効果は、

大変大きいものと考えております。また、多くの

工事を受注した会社においては、厳しい経済環境

の中で雇用の面でも一定程度の効果があったもの

と考えております。メリットといたしましては、

景気、雇用対策など景気波及効果が大変大きなも

のがあった、また地元企業の育成につながった、

住環境の改善、耐用年限の延長につながった、４

つ目には高齢社会に向けての施設整備、バリアフ

リー工事などができたというようなことがメリッ

トとして考えられます。

また、デメリットでございますけれども、３年

間の時限の事業であったということで、この助成

事業により３年間で６２８件の住宅リフォームが



－83－

平成２２年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

実施されました。しかし、最終年度に駆け込みを

含めて半分以上の事業が集中したということがご

ざいました。２つ目に、次年度以降の事業の縮小

というものが懸念されるという、こういった課題

もありますけれども、２２年度につきましてはこ

としの１月に国の住宅エコポイントの制度ができ

まして、市の制度はなくなりましたけれども、国

の制度を活用しての支援がございますので、リフ

ォーム事業については今後も一定程度確保される

のではないかなというふうに考えております。デ

メリットにつきましては、それほどないのではな

いかと、こういうふうに考えてございます。

また、市外企業の雇用の関係についても、市外

から大変忙しいときには従業員をかりてというよ

うな、そんな状況もございましたけれども、これ

につきましては一時的に繁忙をきわめたという向

きもあろうかというふうに思っておりまして、企

業努力によってこういった対応もされたものとい

うふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 私からは大き

な項目で３点目、４点目についてお答えをいたし

ます。

まず、３点目、公営住宅家賃滞納問題について

の滞納の現状についてであります。公営住宅は、

もともと収入が低く住宅の確保に困っている方に

対し、定期的な募集により快適で安心して暮らせ

る住宅を提供しており、家賃の決定については入

居者が申告をした収入額を基礎として使用料を定

めています。しかし、今日の経済状況あるいは雇

用状況の悪化に伴い、全体入居者の約１０％が家

賃の支払いが滞っており、平成２０年度決算時に

おいては８９名の方、８７９万０００円ほど

となっております。そのうち滞納期間が約３年か

ら４年の期間に２６名の方が集中しております。

長期滞納者の中には７０万円以上が４名おり、な

おかつ１０年以上で１００万円を超えている方が

１名いる現状であります。

次に、徴収対策についてであります。家賃の納

期は毎月末となっておりますが、電話、はがきに

よる督促はもちろんでありますが、滞納者宅の訪

問により納付促進、一括納付困難者については分

納による相談も受け付けており、今後は保証人に

対しても周知を図るなど対策を強化していきたい

というふうに考えております。また、収入があっ

ても再三の催告にも応じない悪質な滞納者には、

市民目線での公平性を確保する観点から、改めて

市独自に滞納期間、金額ばかりでなく督促や訪問

回数等を明記したガイドラインを来年度中にも作

成し、家賃の納付と建物の明け渡しを求める法的

措置を含め対応を終えていきたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

次に、大きな項目４点目、除排雪のあり方につ

いてであります。先ほど大石議員にもお答えした

とおり、降雪量が平年より少なく積雪量が平年よ

り多いという気象状況になっております。排雪作

業につきましては、公共事業の影響や国、道との

作業が重なること、運搬車両の確保が難しいこと

から排雪作業が１週間から１０日ほどおくれ、交

差点を含め道路の見通しが悪い状況となっており、

市民に大変御迷惑をおかけしている状況になって

おります。３月下旬には、一通りの排雪作業を完

了できる見通しとなっていますし、これからの時

期、卒業、入学シーズンになることから、学校周

りにおける見通しの不良箇所の解消を実施してい

きたいというふうに考えております。

来年度以降もダンプ台数の確保が難しいと予測

されますので、繰り返しになりますけれども、公

共の遊休地や民間の所有地の利用も視野に、町内

会とも相談をさせていただきながら対応させてい

ただきたいというふうに考えております。名寄警

察署からは、交差点における一時停止の標識が確

認できることや路面のアイスバーンの解消に滑り

どめの砂の散布などの要請を受けて実施してきて

おります。今後も警察官の緊急な要請については、
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交通安全の観点から昼夜を問わず対応していきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいというふうに思っています。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） それぞれ答弁をいただ

きましたから、簡単に再質問をさせていただきた

いというふうに思います。

最終処分場の生ごみの扱い、７％、３％という

ことでありましたが、開会日のときに議案第１６

号で実は１２９万円の損害賠償をしているのです

よね。このことは、同じ方でありますが、三十数

万円前回も損害賠償をしているわけです。これは、

ただ単に内淵の処分場にカラスが集まる、その集

まる中身が生ごみということに私はなるのではな

いかというふうに思って毎回このような質問をし

ているわけであります。今回議案第１６号で出さ

れた扱いについては通りましたけれども、１２９

万円の血税を、損害を受けた方はこれでも済まな

いと言っているかもしれません、中身は。しかし、

税金をそこへつぎ込むということは、非常に私は

問題ではないかというふうに思います。ですから、

数年前から内淵の最終処分場の分別のあり方につ

いて、私はずっと訴えてきたわけでありますが、

一向によくならない。これは、市民のモラルの問

題もあるかもしれませんが、行政としても一定の

指導をしていかなければならないというふうに私

は思っています。

また、リサイクルの扱いですが、昨年行政とし

て調査をした中で、たしか３６％ほどが資源ごみ

というふうにたしかプレスされていたというふう

に思いますが、そのこともただ単にリサイクルと

いうことだけでなくて、いわば埋め立て処分場の

延命にもつながっていくということが両方あるわ

けです。今いきなり満杯になったら、何十億円も

またかかるわけです。そういうことも含めて、私

は一つ一つ小さいことからやっていかなければな

らないというふうに思っていますが、そんなとこ

ろを行政としてもう少し力を入れていただきたい

というふうに思うのでありますが、どうお考えで

しょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま特に内

淵の部分についてお尋ねがございました。それで、

平成２０年度の埋め立てごみの搬入量の割合から

申しましても名寄、風連、合わせて７３８トン

ほど埋め立てごみが出ているわけでございますけ

れども、このうち約００８トンほどが内淵にお

ける事業系のごみということでございます。した

がいまして、そういった部分でいけば先ほども申

しましたけれども、１つには引き続き計画的に新

年度におきましても事業所訪問を行う中でマニュ

アルに基づいた指導なり協力を求めてまいりたい

と考えているところでございます。また、新年度

における新たな試みといたしましては、指導強化

週間というのですか。そういったものを設ける中

で、処分場への受け入れ時に私ども生活環境課の

職員も限られた人数でありますけれども、その週

間には現地に赴いた中で埋め立てごみの内容検査

というか、点検等も実施させていただく中で分別

の指導なりを徹底して協力を求めてまいりたい、

そのように考えております。

それから、あわせまして１つには昨年１０月に

全戸配布いたしましたガイドブックでございます

けれども、これらにつきましても必要に応じて出

前講座なんかを実施してまいりたいと考えており

ますし、さらには広報、地元紙、ＦＭ等を通じた

集中的なこういった埋め立てごみに対するキャン

ペーン等も展開する中で、こういった事業展開を

する中で市民の皆さんの理解と協力を求めてまい

りたいと考えておりますので、ぜひ御理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） 生ごみの問題について

は、搬入業者に言っても仕方がないので、それは

企業にどれだけ入ってきちっと指導していくかと。
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事業系のごみが多くその中に含まれているという

ことですから、そういった意味では今後少ない職

員の中で企業へ訪問するのも大変かもしれません

が、それは今後の中身でいくと大きな財産になっ

ていると思いますので、努力を求めておきたいと

いうふうに思います。

あと、リサイクルの関係のところで、実はある

業者の方が紙製容器包装類の紙類の分別が余りよ

くないという話がされて、非常に苦労をしますと。

これは、昨年の春だったと思いますが、そういう

話を聞きました。部長の先ほどの答弁であります

と、かなり素人では分別がしづらい、そういう紙

製のものが多くなってきているというのも事実だ

と思います。私もどこに入るのかわからぬものは、

もう既に私自身は申しわけないのですが、最終処

分場の埋め立てのほうに入れてしまうという方式

をとるようにはしていますが、しかし精いっぱい

分別をすることで私は私なりに努力をしているつ

もりですが、そんな中身について承知なのかどう

かお聞かせください。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいまお話の

ございました業者さんの話については承知してお

りませんけれども、後段ありました部分でいけば

最近の新製品等も含めた中で区分の判別がつかな

いという部分の市民の皆さんのお声については承

知しているところでございます。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） あと１つは、転入者の

周知の扱いであります。住所異動、窓口に来たと

きに恐らく中身は全部一式出すのでしょうが、転

入者かどうか実はわからないのでありますが、過

日ある集積場に生ごみが黄色の袋に入らないまま

ありました。これは収集業者が、市の委託業者が

収集するわけですから、その後行ったらなかった

のです。なかったから、持っていったのかなとい

うふうに私は思ったのでありますが、そういうこ

とも多々見受けられるのかなと。これは、生ごみ

の収集日でありますから、それは確かに生ごみに

入れたのだと思いますが、そういうことも１つあ

りますから、そういう中身について市内巡回され

るときや何かを含めてもう少し点検をしていただ

ければというふうに思います。ごみの問題はまた

の機会に、年に１回やらせてもらっていますから、

余り部長とやりとりはしたくないので、２点目の

住宅リフォームの扱いです。

これは、なぜ私が質問をしたかというと、実は

メリットはわかるのでありますが、デメリットが

余りないなというふうに先ほど答弁されましたけ

れども、基本的には直す建て主と業者のいわばよ

い中身で業者はそれによって生活が成り立つ、あ

るいはやっていただいた建て主にはいい生活環境

ができるということでこの事業を始めたというふ

うに思いますが、しかし建設を含めてど素人がす

ぐそこへ入って仕事ができるという状況にはない

のですよね、特に木材の場合は。土木関係の鉄筋

コンクリートですと、生コンを運んだりというこ

ともできるのでしょうが、しかしそういう状況に

ないだけに結果として名寄市外の業者を入れてい

わば工期を守るということが現実にはあるのです

ね。現実にはあるのです。それは、私が昨年たし

か言ったはずですが、そういうことも結果として

はあるというふうにだけそれは押さえていただい

て、どことは言いませんが、そういうことだけは

押さえておいていただきたいというふうに思いま

す。

それで、今回の３年間の時限で行われた住宅リ

フォーム事業ですが、あるところでこんな話を聞

きました。１００万円でなくて、２分の１の５０

万円ならやりたいことあるのになという話も実は

聞いたことがあります。ある人に言わせると、５

０万円で何できるのよというふうに言っている方

もおりました。一方で、介護、福祉にかかわるも

のは福祉のほうでありますから、直接そこにはか

かわらないと思いますが、２分の１事業の議論経

過はあるのかどうかについてお聞かせを願いたい
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というふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 今１００万円以上の

事業というものに対して５０万円というようなこ

とについての議論ということでありますけれども、

これはこの事業を当初立ち上げる時点でどのぐら

いの部分がいいかということ、あるいは先進的な

事例の部分も含めて検討をした結果の中で１００

万円以上ということにした経過があります。そう

いう中で３年間やってきて、竹中議員から言われ

ている部分については、また改めて今後の部分で

やる場合の一つの課題というふうに、提案という

ことになろうというふうに思っておりますけれど

も、この３年間やったことをきちっと検証をし、

そしてまたこれからの部分で考えられる部分、例

えばバリアフリー改修あるいは耐震改修、環境に

配慮した改修だとかいろいろございますから、そ

ういった部分をいろいろ調査検討し、中小企業振

興審議会だとか、あるいは建設関係の業者ともい

ろいろ聞きながら、市民ニーズをきちっと的確に

とらえた内容でこの次にこの事業がやれる場合は

十分そのことを考えながら対応したいというふう

に考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） 中身的には、そう多く

の議論がなかったようでありますが、１３億円の

経済効果、私は１３億円以上経済効果があったと

いうふうに実は思っています。新築の場合は、そ

う大きく増減はしないと思うのです、見積もりと。

しかし、リフォームの場合は結果的に申請額より

もいわば見積もり、市に出ている見積もり申請額

よりも通常ですと１０％ぐらいの増減があるので

す。下がるか上がるかは別です。ほとんどは上が

るというふうに見たほうが私はいいのではないか

と思っています。ですから、１０％というと１億

０００万円、これが申請額以上に私は経済効果

があったというふうに見ていますが、その辺再度

経済効果の扱いについてお聞かせを願いたいとい

うふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 先ほど申し上げまし

たのは、市の補助金と比較しての事業費の部分で

１０倍以上のという、こういった１つの単純な経

済効果のお話をさせていただきましたけれども、

いろいろ経済連関的な見方で見ますと一つの事業、

１３億円というその事業費からいわゆる資材関係

の部分であるとか、運送関係の部分であるとか、

あるいは雇用の部分であるとか、そういったもの

を連関的に計算する手法があるようですけれども、

今回なかなかその部分をお示しをするというよう

な状況にはなりませんでしたけれども、そういう

部分で概算的にはじけば事業費の７倍、８倍ぐ

らいの経済効果があるという、そんなような見方

をしている部分もございます。そういう部分と、

それから議員言われましたように事業別の部分、

ここに１００万円以上から５０万円刻みでそれぞ

れの見積もりの金額別の数字がありますけれども、

恐らくはどちらかというとやっぱり工事をするこ

とによって、ついでにここもというようなことを

含めて下がるよりは上がる部分というのが私も多

いのだろうなというふうに解釈はいたします。そ

の部分がどれぐらいかというのは、数字的にはつ

かんでおりませんけれども、恐らくその１３億円

を上回っていることは間違いないだろうというふ

うに考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） 余り資料がないような

ので、これ以上話してもどうしようもなりません

から質問をやめますが、２分の１の助成の問題は

新たなところでまた再度議論をさせていただきた

いというふうに思います。

あと、３点目の公営住宅の扱いであります。お

おむねわかりました。おおむねわかりましたと言

ったら怒られますが、理解をいたしましたので、

それはそのような状況で早急に、２２年度中と言

わないでガイドラインをつくるのは早目につくっ
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たほうがより効果的でしょうから、そういった意

味でいくとガイドラインを早くつくって滞納を減

らすということを心がけていただきたいというふ

うに思います。

４点目は、除排雪の問題でありますが、佐藤議

員あるいは大石議員は若干違うほうから攻められ

ておりましたが、私は排雪の扱いについてやり方

をもう少し変えてはどうなのかというふうに実は

思っているのです。カット排雪する場合、実は非

常にロータリーがいっぱいいっぱいの高さのとこ

ろが多いのでありますが、カット排雪はどうして

も。その残った高いところも少しカットをすると。

いわばタイヤショベルでカットをして、少々雪が

道路幅が狭くなっても押し上げられるような方式

はどうなのかなというふうに私は思っているので

す。そういうことをすれば、若干道幅はそんなに

狭くならないというふうに実は思っているのです。

それはどういうことかというと、特に交差点、

先ほど答弁ありましたけれども、交差点に雪を置

くと、排雪したら雪を置くということが多くあり

ますが、交差点、特に歩道のあいていないところ

は目いっぱい山積みになります。そこを１回カッ

トした残った上だけ高いところをカットすること

によって、実は車の通行にも大分よくなるという

か、見通しがよくなるという状況になるわけです。

私はそういうふうに思っているのです。というの

は、ことしの交差点での出会い頭の事故、非常に

出会い頭だけでなくて側面事故も多いのです、結

構。それは、見えないからといって出た瞬間にも

う既に横に車がいるという、そういう事故も結構

ありました。そういう意味からすると、交差点の

カットだけでなくて高いところの除雪もきちっと

やれないのかどうか。そんな技術はないと言われ

ればそれまでですが、私はあるというふうに思っ

ているのです。そういう意味からすると、きちっ

と私はやったほうが多くのとうとい命もなくさな

いで済むのではないかというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 一般道路の…

…よくわかりませんが、２段ばねというのでしょ

うか。先にショベルでとって、その後カットする

とそこにまたこういうふうに雪がいくから、少し

余裕があるのではないかという判断なのですけれ

ども、多分時間的な余裕がことしの場合を見てわ

かるようにこれはないというふうに私は判断しま

す。一般の交差点の部分は、これは私ども前に東

小学校かどこかの地域懇談会のときかどこかでも

提案された部分がございます。それで、一応担当

とは相談したのですが、やはり１回とるときも羽

根が要るのですよね。羽根が要るので、そういう

羽根つきのトラックは確かにあるのですけれども、

歩道をはねていくとかいうのは最高にいいのです

けれども、ただそういう段階をとっていくという

部分ではやっぱりショベルしか方法がないという

ことも含めると非常に作業的に難しいと。時間が

かかると。竹中議員言われたように交差点には私

どもも三、四年ぐらい前から非常に力点を置いて

いまして、していないように見えるのですけれど

も、町中は特に交差点の除雪は多目に入れている

というふうに思っていますので、ぜひ御理解をお

願いしたいというふうに思っています。

〇議長（小野寺一知議員） 竹中議員。

〇３番（竹中憲之議員） 部長は、町中は交差点

を余分に、余計にやっているというふうに言われ

ますが、私はどうもやれていないなと。それは、

周りの人が雪を出すかどうかは別にしてもどうも

よくない。ことしの場合は特に、それは機械の問

題もあるのかもしれませんが、よくないというの

が現実だと私は思っています。

それで、出会い頭の事故が多いところは２回、

３回同じ場所でやっています。先ほど答弁あった

ように一停の標識は見えなくならないようにとい

うふうに言われていましたが、交差点で先に行く

車をよく見ていると、一停では冬とまらないです

ね。ほとんどとまりません。初めから見えないか
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らとまらないのです、一停では。そういう車が多

いです。そこで、昨年ちょっとやった雪を投げな

いでという旗だとか、あんなものをやったことあ

りますが、事故だけの問題でいくと事故多発地帯

とか、そういうような看板もつけてやれば少しは

気になるのかなというふうに思っていますので、

そんなことも２２年の冬にはできるような対策も

一方で考えていただければというふうに思います。

排雪の問題については、非常に大きなたくさんの

問題がありますけれども、２２年度に向けてのい

ろんな施策は部長の中では頭の中に描いているよ

うでありますから、それに期待をして私の質問を

以上で終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で竹中憲之議員

の質問を終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で本日の日程は

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 ２時４９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 川 村 幸 栄

署名議員 谷 内 司


