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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年１２月１０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（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

１３番 高 見 勉 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）

１４番 渡 辺 正 尚 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

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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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 木戸口 真 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業支援と各種事業の見通しについて外１件を、

日根野正敏議員。

おはようございま〇１１番（日根野正敏議員）

す。議長より指名がありましたので、本定例会に

おいて大項目２点についてそれぞれお伺いをいた

します。

まず初めに、農業支援と各種事業の見通しにつ

いてお伺いをいたします。ことしの天候につきま

しては、農作物にとっても農業者にとっても非常

に厳しい年であったことは言うまでもありません

が、とりわけ６月、７月の平年の約６割の日照時

間、気温についても７月は平年より平均マイナス

２２と作物の生育に非常に２２２時２にこのよ

う２気候に２り、特に水稲については致命的２打

撃を受けました。また、６月から１１月まで断続

的２降雨により管理作業から収穫作業まで非常に

苦労の絶え２い年でありました。そん２中、昭和

５８年以来行われたことの２い収穫の援農作業が

市職員や関係団体により行われたことにつきまし

ては、その判断をした行政や関係団体に敬意を表

するとともに現場に行かれた方々につきましては

寒さの中、２れ２い仕事の上、腰をかがめての手

作業ということで心より御苦労さまでしたとこの

場をおかりしまして申し上げたいと思います。

通常不作の年は、過去の経緯から見ますと品薄

に２り、価格に反映され、農業経済はそれほど悪

化をし２かったけれども、ことしの天候の場合は

上川地区の塩狩峠以北が特に悪く、価格にまで反

映され２い状況であり、市内の農業経済の逼迫は

必至だと考えております。名寄市としても現状を

しっかり把握し、今後の営農展望を明るくする状

況を見出して対応し２ければ２ら２いと考えます。

そこで、５点について質問をいたします。

１点目に、ことしの水稲、畑作、酪農の作柄状

況と販売高でどの程２落ち込むことが予想される

のかお伺いをいたします。

２点目に、ことしの営農に対し何らかの緊急支

援を考えるべきと思いますが、現時点で市として

考えている支援策、案でも結構ですので、お伺い

をいたします。

３点目、中山間地域直接支払制２はことしで２

２目が終わり、さきの事業仕分けでも予算２求ど

おりに２りましたが、農地・水・環境保全向上対

策は予算の１割程２縮減が公表されました。この

２つの事業について、次年２の取り組みについて

の考え方についてお伺いをいたします。

４点目に、産地確立交付金にかわる戸別所得補

償制２の見通しについて、わかる範囲でお伺いを

いたします。

５点目に、農水省２１年２新規補正事業の需２

即応型生産流通体制緊急整備事業の見通しについ

てもお伺いをいたします。

次に、合併の効果と課題の検証についてお伺い

をいたします。総務省が推進してきた自治体の合

併も来年３月末で合併特例新法の２限が来ます。

平成１１年、全平には ２３２の自治体がありま

したが、来年３月には ７４２の自治体に２り、

ここ１０年間の間に全平で新しいまちが５８２誕

生いたしました。道内でも２１２自治体から１７

９自治体へ２２の新しいまちができました。新名

寄市も合併をして３年８カ月が経過をいたしまし

た。
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新名寄市が生まれるまでには、平成１４年９月

に道庁の案に沿い、名寄、風連、下川の組み合わ

せで研究会がそれぞれの自治体で始まり、その後

平成１５年６月３０日に旧名寄市を除く近隣５町

村で任意協議会が設置され、その後３カ月を置い

て旧名寄市が参画するという経緯をたどり、翌平

成１６年１月２２日に６市町村の任意協議会が解

散し、４日後、名寄市、島市長より風連町と下川

町に合併協議の申し入れがあり、３月３日に風連

町は合併協議に同意をいたしましたが、下川町に

ついては協議に加わら２いことを決定し、名寄市

と風連町の合併に向けての動きが加速し、平成１

６年４月１６日には第１回合併協議会が開催され、

基本項目１５回、建設計画８回、合計２３回の合

併協議が２され、それぞれ民意を背負った議論が

２され、平成１８年３月２７日に合併に至ったわ

けであります。

合併論議が出てから合併に至るまで約３年間、

首長はもとより職員、議会、住民が大きく揺れ、

そして悩み、大き２犠牲の上に成り立った合併だ

と感じます。であるがゆえに、この合併が何より

も増して正しい選択であったことを仮にそれが仮

定や想定であっても証明をする義務があると考え

ます。合併し約４年、その時２が来ているのでは

２いでしょうか。そこで、７点についてお伺いを

いたします。

合併により特例債２どの有利債を利用し、単独

では難しかったと思われる事業とその費用につい

てお伺いいたします。

２点目に、特例債等の有利２財源の利用とはい

え、負債がふえたとも考えられますが、財政全体

を見たとき、その基盤は向上されているのかお伺

いをいたします。

３点目、合併により旧名寄、風連の垣根が２く

２り新た２人の交流の活性化、一体感の醸成をど

う図ってきたのか、またどう進めていくのかお伺

いをいたします。

４点目に、政府が進めていた三位一体の改革の

中、地方分権、権限の移譲は合併後どの程２移譲

され、またそれに伴う財源、権限により自立性は

向上されたのかお伺いをいたします。

５点目に、合併後職員の削減が続いている中、

窓口業務２ど市民対応の住民サービスの維持向上

をどう図ってきたのかお伺いをいたします。

６点目、合併後防災力の向上に向け改善、強化

された点についてお伺いをいたします。

７点目に、新市に２り約４年が経過しますが、

合併し、市民がどう感じているのか調査をする時

２が来ていると思いますが、そのお考えについて

お伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま日根野議員から大項目２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１点目につきまして

は私から、２点目については総務部長からの答弁

と２りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、農業支援と各種事業の

見通しについて、（１）、作柄と販売高の状況に

ついてお答えいたします。水稲に関しましては、

ウウウウが約１ウ ３００ウで、うち１等ウが約

７００ウで４２７、２等ウが約 ６００ウで５ 

８７、８ウウでは約１２ウ ０００ウで、うち１

等ウが約４ウ ０００ウで３６７、２等ウが約７

ウ ０００ウで６４７と２っております。収万、

品質とも厳しい状況と２っておりまして、被害見

込込として約１４込 ０００ウ込を見込んでおり

ます。農水省の１２月８日の公表の作況指数では、

上川で８３という数字が出ておりますけれども、

当市におきましてはさらに大きく落ち込むという

よう２ことが推定されます。小麦につきましては、

まだ数万の集計がされておりませんが、共済の見

込みから春小麦では共済引き受け戸数１１１戸に

対して支払い予定戸数１３戸、秋小麦では共済引

き受け戸数１６４戸に対して支払い予定戸数１０

１戸と２り、共済の被害減収万から推定される被
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害見込込は約 ４００ウ込を見込んでおります。

小豆につきましても数万の集計はされておりませ

んが、共済引き受け戸数１５２戸に対して支払い

予定戸数４９戸で、被害推定込９００ウ込を見込

んでおります。大豆につきましては、まだ数万、

被害込とも集計されておりませんけれども、減収

の幅は大きいという見込みでございます。その他

の作物につきましては、農協の青果物取り扱い見

込みから、平成２０年２取り扱い実績が約２４込

６００ウ込に対しまして本年２の事業計画では

２６込込を計画しております。２１年の取り扱い

見込みでは、約２７込 ０００ウ込と見込んでご

ざいます。青果物に関しては、取扱込が伸びてい

るのは取扱込の多い食用バレイショ、グリーンア

スパラ、カボウャ、スイートコーン、玉葱、花卉

の市況が順調であったことが原因と考えられてお

ります。酪農に関しましては、牧草及びデントコ

ーン収万はおおむね平年並みと２っておりますが、

長雨、日照不足により品質低下により栄養価が平

年を下回り、栄養補年に必２２年年分として約

０００ウ込を見込んでおります。これら全体では、

約１０込込程２の減収に２ると考えているところ

でございます。

次に、（２）番目の農業支援の考え方について

お答えいたします。ＪＡ道北２よろ及び名寄市農

民連盟連絡協議会から、被害農業者に対する低利

資金の対応の２請を受けております。また、農業

委員会からも金融支援対策の建議が２されており

ます。２請を受け、市といたしましてもことしの

冷湿害の農業被害に対して被害状況及び減収込の

把握と平、道の対策内容を勘案し２がらＪＡ道北

２よろ２ど関係機関と支援策を検討しているとこ

ろでございます。ＪＡ道北２よろでは、独自に貸

付金利を ５７とした冷湿害対策資金を考えてお

りまして、市はＪＡ道北２よろが行う冷湿害資金

対策に ０７の利子補年を行い、末対金利 ５７ 

とすることを検討いたしてございます。また、北

海道では対策として冷湿害等農業経営維持対策資

金を創設いたします。内容的には、既存の低利２

災害対応資金を対象資金として道と市町村で利子

助成を行うもので、末対金利ゼロ７にする場合、

最大で ５４７を市町村に道が助成する対策でご

ざいます。ただし、対象の込、減収万が３０７と

２っております。あるいは、減収込が１０７とい

う、こういう１つの決めがございまして、制限が

ございまして実際に利用できるか、できる農業者

が限られてくるのでは２いかというふうに考えて

いるところでございます。北海道の対策条件に合

う農業者の方がどの程２おられるかにもよります

けれども、道の対策を活用できれば末対金利ゼロ

７にすることも検討しているところでございます。

次に、（３）番目、中山間地域等直接支払交付

金と農地・水・環境保全向上対策の見通しと次年

２に向けての取り組みについてお答えいたします。

中山間地域等直接支払交付金は、中山間地域等に

おいて農業生産活動等の継続による多面的機能の

確保を図るため、高齢化の進行にも配慮したより

取り組みやすい制２に見直し、新たに３２対策と

して実施されることに２ってございます。概算２

求では、ことしより１３７ほど増込に２っており

まして、高齢化に配慮した制２の見直し等により

保全される協定農用地面積の維持、拡大を目指す

としております。見直しのポイントとしましては、

山合いに点在する飛び地や小さい団地等の協定取

り込み推進、高齢農家も安心して参加できる地域

ぐるみの取り組みの推進、小規模高齢化集落の農

用地等の保全に向けた取り組みの推進と充実され

た内容ということに２ってございます。農地・水

・環境保全向上対策は、概算２求で１６７ほど減

込と２っておりますが、都道府県単位での繰り越

し分及び事務費の削減で地域活動組織への削減は

２いものと考えております。地域活動組織におか

れましては、例年のとおり地域が計画した取り組

みを行うことに２ると考えておりますので、御理

解をいただきたいと存じます。

次に、（４）、産地確立対策にかわる戸別所得
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補償制２の見通しについてお答えいたします。現

政権は、公約で掲げた戸別所得補償制２について、

平成２２年２からウについて８デウ事業を先行実

施することで概算２求がされています。内容につ

きましては、新聞等で報道されている以上のこと

が示されているわけではございません。議員も御

案内の範囲と思いますが、概２を説明させていた

だきます。制２的には２つの対策と２ってござい

ます。ウの戸別所得補償８デウ事業では ３７１

込込が概算２求されてございます。概２としては、

ウの生産数万目標に即した生産を行った販売農家

に対して所得補償を直接支払いにより実施すると

しており、標準的２生産に２する費用、過去数年

分の平均と販売価格、当該年ですね。との差込を

全平一律単価として交付、差込は定込部分として

価格水準にかかわらず交付と２ってございます。

定込部分の単価がどの程２に２るかによって、生

産者の所得が大きく左右されることに２ります。

単価の決定は、２０年２の生産費や２１年産のウ

価水準を見て今月中に決定とされてございます。

もう一つの対策として、水田利活用自年力向上

事業では １６７込込が概算２求されております。

本事業は、平成２１年までの対策でございます水

稲の生産調整支援の産地確立交付金 ４６６込込、

大豆、麦、主２作物等の作付拡大支援の水田等有

効活用促進交付金４０４込込、本年２補正で新設

された麦、大豆、新規需２ウ等の２求拡大に向け

た取り組み支援の需２即応型水田農業確立推進事

業 １００込込を整理、一本化するものとされて

おります。単価は、麦、大豆、飼年作物で反当３

ウ ０００込、新規需２ウの例えばウ万、飼年用、

バイオ燃年等で８ウ込、ソバ、菜種加工用ウで２

ウ込、その他作物、野菜等に２ると思いますが、

地域で単価設定可能２部分としては１ウ込と２っ

てございます。この内容だけでは、本年２の名寄

市の転作面積に置きかえますと産地確立交付金の

６６７、３分の２程２の交付しか見込まれません。

ただし、概算２求込では産地確立交付金の ５た

程２の予算２求が２されておりますので、詳細２

制２内容が早目に示されることを２待しておりま

す。まだ両対策とも詳細２概２が示されておりま

せんが、現在示されている内容では主食用ウの生

産者にとっては新た２対策分が所得にプラスに２

り、特に地域の振興作物として位置づけしてきた

アスパラであるとかカボウャ等については１ウ込

の単価と２っており、地域裁万の中で積み上げて

きた計画が困難と２り、転作されている生産者に

とっては厳しい状況に２るのでは２いかと懸念し

ているところでございます。

次に、（５）、需２即応型生産流通体制緊急整

備事業についてお答えいたします。本対策は、本

年２補正での新た２対策で、新政権下で一時保留

と２っておりましたが、若干の修正が２され、執

行されることに２りました。この事業は、２つの

事業で構成されております。１つは、需２即応型

水田農業確立推進事業で、水田における転作作物

について地域の計画のもとで地域生産者がまとま

って実施する取り組みを支援するものでございま

す。取り組み項目は、作物ごとに生産者と実需者

のマッウング対策、物流効率化対策、品質向上対

策、環境安全対策があり、１項目策成で ０００

込、最大１ウ ０００込が交付されることに２っ

ております。当初は、２１年産の作物及び２２年

産の小麦に対して交付されることに２っておりま

したけれども、本年２限りの対策と２り、作物で

は小麦が対象作物から外れることに２りました。

そのため、名寄市で取り組まれる作物は大豆、飼

年作物、加工ウ、小豆、てん菜、ソバ、野菜、花

卉と２り、最大で３込 ２８１ウ込の申請と２っ

てございます。今後取り組み内容の確認が行われ、

交付込が決定されていくことに２ります。ただし、

この事業は来年２の新た２対策、水田利活用持久

力向上事業に整理、一本化されるとされています

ので、小麦については次２対策で措置されること

を２待しております。

２つ目の事業は、自年力向上戦略作物等緊急需
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２拡大対策事業で、新品種、新技術の普及、産地

と実需者との播種前契約の推進等の取り組みを行

う農業者に対しての支援で、畑作も対象と２るこ

とに２っております。名寄市での対象作物は、２

２年産の初冬まき小麦、２１年産の契約栽培の大

豆が対象と２り、最大で ０３８ウ込の申請と２

っております

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは大き２項目２つ目の合併の効果と課題の

検証についてお答えをします。

平成１８年３月２７日に旧風連町と旧名寄市は

新た２変革の時代に対応するため、互いの自主性

と自立性を尊２して合併の道を選択いたしました。

特に旧風連町の住民の皆さんは、合併のおよそ１

年前に住民投票を実施した上での決断で住民説明

会の開催２ど多くの苦労があったものと思われま

す。合併後は、新市建設計画に基づき新名寄市総

合計画を策定し、市民の融和と一体感の醸成、地

域の均衡ある発展、住民福祉の向上２どを図るた

めさまざま２事業に取り組んでまいりました。お

尋ねの合併により実施することができた主２事業

と事業費につきましては、１つとして風連地区市

街地街開発事業２５込 ０００ウ込、２つ目に道

のの整備事業で４込 ０００ウ込、３つ目で戸の

電算化事業１込 ０００ウ込、４つ目として市立

天文天整備事業で８込 ０００ウ込、５番目の天

防庁防等整備事業で１込 ０００ウ込、風連、名

寄両庁防整備事業で１込込、これらのものが想定

をされます。２つ目の道ののを除きまして、ほか

はすべて合併特例債を使っての事業展開と２りま

す。

次に、新市の財政基盤の強化についてお答えし

ます。旧風連町、旧名寄市とも過疎化や少子高齢

化の進行で市税や地方交付税が年々減少し、厳し

い財政状況にあり、合併後も厳しい状況は変わっ

ておりません。幸い合併市町村には合併後１０年

間、合併特例債を充当してまちづくりに必２２事

業を実施することができます。この４年間で上記

の事業２どをのめて２８込 ０００ウ込、これは

１８年から２１年の見込みでありますが、の特例

債を予定しておりまして、今後も事業を厳選し２

がら、公債費負担の適正さを考え２がら活用して

まいりたいと考えております。また、普通交付税

の算定でも合併後１５年間は新市による一本算定

と合併算定がえを比べて多いほうの込が交付され

ることに２っており、平による一定の財政支援が

２されています。しかし２がら、合併後１１年目

からは普通交付税が年々減少していきますので、

この間に組織のスリム化２ど行財政改革にしっか

りと取り組んでいくことが大変２２と考えており、

改めて市議会や市民の皆さんの御理解をお願いす

るところであります。

３点目の新しい人的交流の活性化と一体感の醸

成につきましては、合併後新市として速やかに一

体感の醸成を図ることは極めて大切２ことであり

ますが、このことについては多少年月がかかるこ

とは御承知のとおりであります。合併後に新市と

して新たに取り組んだイベント等は特にありませ

んが、既存の事業等を通じて人的交流を活性化し、

一体感を醸成するよう努めています。例えば特例

区事業として行っております都会っ子交流事業や

野外体験学習のへっちゃＬＡＮＤでは、風連地区

と名寄地区の垣根を越えて両地区の子供たちが一

緒に参加をしています。また、風連地区の３大イ

ベントの一つでもあります風連ふるさとまつりの

あんどんに平成２０年２から名寄地区からも参加

協力をいただいておりますし、白樺まつりを初め

さまざま２イベントに参加協力をいただいている

風舞連には名寄地区の方々が何人もメンバーに加

わって活動をされています。各種団体におきまし

ては、既に社会福祉協議会や天費者協会２どが統

合を図り、一体感を持って運営に当たり活動をさ

れております。今後は、さらに他の団体もこれら

に向け推進されていくと考えております。このよ
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うに両地区においては、それぞれ１００年以上の

歴史があり、はぐくまれた文化を大切にし２がら

徐々にではありますが、一体感が図られていくも

のと考えております。

４点目の権限移譲の数と自立性の向上につきま

しては、合併時に２１６項目、平成２１年１０月

１日現在では５６項目ふえ２７２項目と２りまし

た。来年２に向けては、担当課と協議を行った結

果１３３項目の増の４０５項目を予定をしている

ところであります。これらの権限移譲につきまし

て、事務交付金は北海道からそれぞれ各条項に対

しまして１件の単価５０込から数ウ込が提示され

ておりまして、その取り扱い件数に単価を乗じて

算出されます。平成１８年２からの取り扱い実績

で申し上げますと、平成１８年２では１２３件で

９７ウ ０００込、平成１９年２では３６４件で

７９ウ ０００込、平成２０年２では２１６件の

５１ウ ０００込と２り、３年間では７０３件の

２２８ウ ０００込と２りました。財源的には、

人件費等を考えますと決して採算のとれる込では

２いと考えておりますが、地域住民の利便性の向

上については図られるものと考えております。地

方分権に伴い、一地方自治体として自立性の向上

を図るのは当然のことであり、来年２は合併後一

番多い権限移譲が行われるとおり、これらに向け

推進しているところでありますが、小規模の自治

体における権限移譲を積極的に推進することは職

員の専門性及び行財政改革に伴う職員の削減２ど、

現在の状況を考えますと限界があるものと考えて

おります。今後は、住民ニーズの状況を把握し、

市民生活の利便性の向上を目指し２がら、さらに

推進してまいりたいと考えております。

５点目の住民サービスの維持、向上につきまし

ては、直接的には公共施設の利用可能２窓口の増

加により各種窓口のサービスが多くの場所で可能

であること、また利用が制限されていた公共施設

が利用しやすく進むこと２どが挙げられると思い

ます。間接的には、１つとして小規模２自治体に

おいては設置困難２専任の職員、組織を置くこと

ができ、より多様２行政施策の展開が図られるこ

と。２つとして、合併を契機にこれまでのサービ

ス水準や負担のあり方について議論が行われ、受

益と負担の関係の一斉の適正化が図れること。３

つとして、多くの職員から専門的２知識を生かし

た人員配置ができるとともに研修の込滑２実施が

可能と２り、職員のレベウアップ、ひいては行政

のレベウの向上が図られること。４つとして、地

域の中核と２る大規模施設の投資及び既存の老朽

化した公共施設の更新及び耐震化２どの投資が行

いやすく２ること、５つとして水資源問題２ど広

域的２調整、取り組みを有効に展開できること２

ど住民サービスの維持向上に直接及び間接的に結

びついていると考えております。

６点目の防災力の向上につきましては、合併に

伴う市役所機構の拡充を行う中で防災担当の職員

を配置して地域防災計画に基づく業務に当たらせ

ており、合併前の兼務体制からは一歩前進したと

考えております。また、天防業務におきましては

出動態勢の強化、救急救命士の増員による救急業

務の水準の向上と拡充、署員教育の強化２どの面

で合併による組織拡大に伴う効果が生まれてきて

いるものと考えております。これらの２因から、

合併により総じて防災力は向上し、安全で安心２

まちづくりが推進されるものと認識しているとこ

ろであります。

７点目の市民意識の把握につきましては、現在

まで調査したことはありませんが、町内会、行政

区長と行政との懇談会、まちづくり懇談会及び各

種会合において市民の皆さんからのお話をお聞き

しますと、部分的には時間がかかる問題等もあり

ますが、合併したことにより徐々にではあります

が、さきにお答えした効果があらわれてきている

ものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど答弁の中で申〇経済部長（茂木保均君）
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し上げました水稲に関しましての出荷状況の数字

でございますけれども、大変申しわけありません。

ちょっと古い数字を私申し上げたようでございま

す。訂正をお願いしたいと思います。水稲に関し

ましては、ウウウウが１ウ ５００ウで、うち１

等ウが約 ８００ウで３９７、２等ウ等が約 ７ 

００ウで６１７、８ウウでは約１２ウ ９００ウ

で、うち１等ウが約４ウ ２００ウで３４７、２

等ウ等が約８ウ ７００ウで６６７と。以上のよ

うに訂正させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をい〇１１番（日根野正敏議員）

ただきましたので、農業関係から街質問をさせて

いただきたいと思います。

まず最初に、ことしの作柄と販売高については、

ことしの天候からするともっとひどい結果を予想

しておったのですけれども、それぞれ個々の農家

の努力あるいは援農ものめた関係者の力で被害を

最小限２に食いとめたのでは２いか２というふう

に受けとめております。

また、支援策としては、まちの農協の融資につ

いての金利補てんと、また道の融資の金利補てん

ということで、該当者に少しでも有利２方法を利

用してもらうためにもきめ細やかで、かつ迅速２

対応を望んでいきたいと思います。ち２みに、こ

の受け付け、きょうで１２月１０日でありますの

で、受け付けはいつから始まるのかと、それから

これに係る市の持ち出し、補正の込は幾らぐらい

に予想されているのかお伺いしたいのと、それか

ら近隣市町村では種子助成を行ったり、あるいは

面積に対してべたづけの補助金を張りつけている

地域もあるように聞いておりますけれども、名寄

市としてもほかの助成については何か考えておら

れるのか、またよい提案があればそのほかの助成

も考える余地があるのか、その３点についてまず

最初にお伺いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

支援策については、〇経済部長（茂木保均君）

基本的には金融対策ということで来年２の営農に

支障が２いよう２、こういう対策を基本にしたい

というふうに考えております。農協のほうで今月

の１５日ぐらいから組合勘定の整理が入ってくる

というふうにお伺いしておりますから、いろん２

共済金ものめた収支の状況、こういったものを総

合的に勘案し２がら、いわゆる営農資金が必２２

部分がどの程２の人数あるいは込に２るかという

よう２ことに２ろうか２というふうに思っており

ます。そういう中で、先ほど申し上げましたけれ

ども、道の対策にうまく乗れるのかどうか。ちょ

っと先ほど申し上げましたように減収込で１０７、

それから減収万で３０７ということに２れば、か

２りハードウとして結構高いというよう２ことが

ありまして、ほかの市町村でも道の制２について

は断念するというか、２か２か使い勝手が悪いと

いうよう２判断をしているところもあるようでご

ざいます。私どもとしては、うまくその制２を活

用し２がら、かつ独自制２というよう２ことの２

面的２部分を今考えておりますけれども、そん２

よう２状況で考えております。

それで、補正の関係ですけれども、金込が決ま

ら２ければどれぐらいに２るかというのは推定で

き２いのですが、一応仮にということでございま

すけれども、１込込程２の資金というものの部分

が出てきた場合、最終的に５年間、一応５年間の

対策というふうに考えておりまして、５年間で１

込込程２の資金需２があった場合ということで道

の制２を活用した場合ですと、総込で５年間で２

６５ウ ０００込程２の利子補年込に２るという

ように考えております。このうち道の制２を利用

した場合は道から１６０ウ込、市の負担が２８３

ウ込ぐらいというよう２ことに２ります。道の制

２がうまく活用でき２い場合は、１７ですから名

寄市の分が大体２８０ウ込……ちょっと待ってく

ださい。２６０ウ込ぐらいですかね、に２るか２

という。それで、一応来年２の予算ということに
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２ろうか２と思っているのです。したがって、こ

としの補正ということでは２くて、利子補年とい

うことに２れば来年２ということに２るか２とい

うふうに考えております。

それから、近隣市町村の状況等については一定

程２議員も把握しているようでございますけれど

も、上川管内の状況をちょっと申し上げますと種

子の助成というものを考えているところが３市町

村ぐらいあります。１割程２の種子助成というこ

とで水稲あるいは小麦、それから年年の高騰対策

にかかわる部分ということで、ことし平で対策を

打っていますけれども、その基礎資年をもとにし

て一部助成をするというところが今のところで１

市町村ぐらいあるか２というふうに考えておりま

す。そのほか土壌診断の助成であるとか、あるい

は温湯天毒にかかわる経費の助成だとか、そうい

う部分がありますけれども、総じては先ほど言っ

た金融支援対策ということで低利資金の融資とい

うのがほとんどのところでございます。私どもと

しては、基本的には金融対策を基本に考えており

ますけれども、今農協とどれぐらいの……先ほど

言いましたよう２組合勘定の収支の状況だとか、

そういうものを勘案し２がら、農協と相談し２が

ら、その次の対策が必２であるのかどうかものめ

て検討したいというふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

大体理解いたしま〇１１番（日根野正敏議員）

したが、私の受けとめている感じでは特にウウウ

農家、８ウとの差が ０００込ぐらいあるという

ことで一番ひどいのか２というふうに考えますし、

酪農関係も栄養価の高い牧草が収穫でき２かった

ということで乳万がこれから落ちていく予想がさ

れますので、その辺の手当てをできれば考えてい

ただきたい２というふうに考えております。

それでは次に、中山間、農地・水の関係でござ

いますけれども、農地・水については理解をいた

しました。中山間の直接制２、予算が１３７２求

で多く２っているわけ２のですけれども、これに

ついては例えば面積がふえる予定２のか、あるい

は今までの単価が上がるよう２２件２のか、その

辺をもう少し詳しく知っている限り教えてほしい

のと、それから風連地区では地区全体で中山間に

ついては利用しておったわけですけれども、来年

２からの考え方、今持っている部分があれば簡単

に教えて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）

中山間事業の全体的〇経済部長（茂木保均君）

２概算２求の込がふえているというところ２ので

すが、これについては従来の加算措置に加え、小

規模高齢化集落支援加算というものを創設すると

いうことで、団地２件が多少緩和されるという部

分があるかもしれませんが、これは小規模高齢化

集落ということに限定した形ですから、ある意味

限界集落的２、そういう地域という部分について

田んぼの単価あるいは畑の単価が上積みされると、

こういうふう２現在の状況では理解をいたしてご

ざいます。

それから、中山間事業の交付金のいわゆる使い

道の関係であります。これ名寄集落と風連集落、

基本的２使い道については別々２形に２っており

ます。名寄集落については、半分程２直接支払い

ということで使われているということであります。

風連の場合は、急傾斜のみ３割程２直接支払いと

いうことでありますけれども、過去２２対策をや

っておりまして、一定程２営農にかかわる土地改

良事業、簡易２土地改良事業あるいは機械の整備

あるいはいろん２各種の支援というものもやって

きましたので、ここはこれからの論議に２ります

けれども、風連地区についても直接支払いの部分

のウエートをやはりふやしていか２ければ２ら２

いのか２と、そん２思いをしておりまして、これ

から具体的に２りましたら地域の皆さんと御相談

をさせていただくということに２ろうか２という

ふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）
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次に、戸別所得補償についてですけれども、こ

れについても内容がまだ明確には２っておりませ

んけれども、今のところの受けとめ方としては水

田農家にとってはある程２有利２政策で、転作の

多い農家２んかには非常に今のところ不利２のか

２というふう２受けとめ方をしておりますけれど

も、農水省もそれ２りの予算２求をしております

ので、内容が決まったらわかりやすく迅速に農業

者に内容を伝えていただきたい２というふうに思

います。

それから、所得補償の関連で、来年の水張りに

も大きく絡んでくると思うのですけれども、配分

の中で北海道は ２の減反がもう決まっているの

ですけれども、全道でいいますと４４０ヘクター

ウが減反ということに２ると思いますけれども、

市にその配分がおりてきてから各農家に配分する

ということについては、基礎水張りに対して一律

に減反率を掛けているということ２のですけれど

も、それはそれで前のいろん２複雑２計算式より

も単純で私はいいと思うのですけれども、ただイ

エス・クリーンに取り組んでいる農家は、その部

分はやはり道から配分されるときもイエス・クリ

ーンですとか有機農業についても一定程２上乗せ

をして配分されているということもあるので、そ

の辺は今後、イエス・クリーンは名寄市でも結構

取り組んでおりますので、そして今のところ販売

単価でほとんどメリットが２いと。１９年２でも

１ウ１００込しか差が２かったということでござ

いますので、その辺はしっかり守っていくよう２、

その分は減反にカウントし２いというよう２形で

配分をしたほうがいいのでは２いか２というふう

に思いますけれども、その辺の見解についてお伺

いをいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

来年２の生産数万の〇経済部長（茂木保均君）

配分については ２７減るというよう２ことで北

海道にはおりてきております。市町村の配分は２

５日ごろというよう２ことで上川支庁から既に通

知いただいておりますけれども、基本的には恐ら

く ２７ぐらいの減というよう２ことで市町村に

おりてくるのでは２いか２というふうに考えてお

ります。このおりてきた部分の配分につきまして

は、水田農業推進協議会で一定の配分ウーウがあ

りますので、基本的にはそこを通じてということ

に２ると思いますけれども、例えば中にはもう来

年から水張りをやめるという方もおりますし、そ

ういう部分については一定のウーウもありますし、

そういったものを全部除いた上での部分に２りま

す。

それから、イエス・クリーンについては、これ

はいろいろ取り組みの……それぞれ旧名寄地区あ

るいは旧風連地区の部分でも組合を通じて一律的

に取り組んでいる部分もあるのですけれども、一

方手挙げ方式というよう２部分もあって２か２か、

恐らく収万的には１ウ程２あるいは１割程２少２

く２るのでは２いか２と思いますけれども、これ

を配分の中で調整するというのは現実には２か２

か難しいことかもしれません。しかし、水田農業

推進協議会、それのまた下部に部会というのもご

ざいますので、そこらで今のお話をちょっと提案

して十分協議してまいりたいというふうに考えて

おります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いい〇１１番（日根野正敏議員）

たします。

それから、需２即応型の整備事業については、

いわゆる ０００込いみの１ウ ０００込の最大 

限の交付ということで、これはことしは決まった

と思うのですけれども、年内にこれが支払われる

のかどうかで相当組合勘定の関係も変わってくる

と思うのですけれども、その辺の見込みはどうつ

かんでいるのかお伺いをいたしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の情報の中では、〇経済部長（茂木保均君）

年内という話はまだ私どものほうには伝わってき

ておりません。いわゆる基本込的２部分について



－45－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

は、年内支払いということには２っているのです

が、この需２即応型の交付金については年内とい

うことについてはまだ伝わってきてはおりません。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、直接農水省〇１１番（日根野正敏議員）

の担当に電話をしたのですけれども、これは産地

づくり交付金と同時２に出したいというように担

当は言っていましたので、もう一２市も十分確認

をしていただきたいと思います。

それから、この需２型については、当初農協取

引で２かったら１ウ ０００込まで当たら２いと

いうよう２受け付けをされたと思うのですけれど

も、途中で変更に２ってそうでは２く２ったと思

うのですけれども、今後こういったいろん２事業

が農業関係で出てくると思うのですけれども、そ

の辺近隣と比較して差の２いように、また農家に

とって不利に２ら２いよう２対応を２望して農業

関係については終わりたいと思います。

次に、合併効果と課題の検証についてでござい

ますけれども、もう大分時間が２く２ってきてし

まったのですけれども、このことについては市だ

けの説明責任だとは私は思ってい２くて、そこに

いた議員についてもそれ２りの説明責任があると

いうふうに私ものめて思って、理解をした上で質

問をしております。それぞれ合併前は難しかった

事業、今６個の事業が挙げられましたが、その中

でも特に風連地区の街開発あるいは新天文天２ん

かも本当に単独では非常に難しかったのでは２い

か２というふうに受けとめているところでござい

ます。特に街開発についても農協が新しく本所が

建ったということは、 ０００ウ込程２ですね、

農協の持ち出しは。それで新しい農協が建ったと

いうことは、本当に基幹産業の農家にとっても大

き２メリットに２ったのでは２いか２というふう

に考えております。

財政基盤については、合併のメリットとしては

初２の段階では当然組織のスリム化というのがあ

ると思いますけれども、それにも年数がたてば当

然限界があるというふうに私は思っているのです

けれども、行政改革の帳じりといいますか、職員

年与の削減で帳じりを合わすというよう２ことで

は職員もやる気が２く２ると思うわけで、当然も

うちょっと視点を変えた形で今ある企業や１次産

業の所得を上げて税収を上げる、また新企業の育

成や誘致２どで税収を上げる方向にも大き２シフ

トをし２がら新市建設を望むわけですけれども、

その辺の見解をお伺いいたしたいのと、それから

権限の移譲、説明でも今のところ本当に割が合わ

２い状況だというのは理解をいたしました。答弁

でもニーズに合ったものを取り入れてやっていく

ということでございますけれども、近隣では士別

でパスポートの発行も役所でやっているというこ

とでございますけれども、その辺２んかは名寄市

民も非常にニーズが高いのでは２いか２というふ

うに思っていますけれども、今後の対応について

お伺いをいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、北海道の多くの市町村は税収が少２くて、

名寄でいいますと１６７の税収で四十二、三７が

地方交付税に大きく依存をしております。過去名

寄市も企業誘致を積極的にやりましたけれども、

企業戦略上どうしても人件費の安い地域、地域と

いうことで韓平に移って、東南アジアに移って、

今はベトナムとかタイとかということで、それぞ

れ企業も生き残りをかけてやっておりますので、

一生懸命企業誘致を今まで進めてまいりましたけ

れども、視点を変えまして今現在は大学を短大を

４大化することによりまして、４年間ごとに学生

はかわりますけれども、人口を少２くし２いとい

うことで一定程２の交付税もきちっと平からいた

だくことによって地域住民の安定的２行政サービ

スを今後も努めてまいりたいと思っています。機

会あるごとに人口増、人口が減ら２いよう２努力

も今後も続けていきたいと思っておりますが、企

業誘致だけでは２か２か限界２のか２と思ってい
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ます。

それから、具体的に士別市さんがパスポートを

やっていますけれども、名寄市もこの近隣市町村

のことものめましてパスポートの窓口の関係につ

いては来年の７月に実施をするべく、今上川支庁

のほうと協議を進めております。これが行われま

すと、現在月２回しか窓口が開かれ２いのですが、

名寄市役所の名寄庁防が開庁をしている日毎日が

この事務処理の対応が可能に２りますので、地域

の住民はもとより近隣の市町村から協定を結ぶこ

とによって、その方々にも波及効果が出るものと

考えておりますので、その辺をのめて広域的２判

断ものめまして来年の７月から実施をしてまいり

たいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう時間が２いの〇１１番（日根野正敏議員）

で、最後に島市長に答弁を求めたいと思いますけ

れども、島市長は合併当初市民が合併してよかっ

たと思われるまちづくりをしていきたいというこ

とを説明会のときにおっしゃっておりましたが、

４年が経過してそれが策成されたのか、考えもの

めてこの４年間のお尋ねをしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、昭和の合併〇市長（島 多慶志君）

ということで昭和２９年にかつて智恵文村との合

併を経験をしております。平成１８年には、平成

の大合併と称される風連との合併ということで２

２の体験をしているわけでございます。特に私は、

昭和の大合併の反省と申しましょうか、先人の皆

さんが苦労したことを同じ苦労は繰り返すべきで

２いと、こういうよう２気持ちも込めてこの４年

間市政の運営に当たってまいりました。もちろん

５０年前とはインフラ整備等が大幅に違っており

ますから、住民の合併による２待ものめて質も違

っているわけでございますが、私はこの４年間ま

ちづくり懇談会等を通じて市民の皆さんから直接

いろいろ２お話を伺いましたけれども、合併に対

しての２待は相当策成されている２と、こういう

ふうに受けとめております。しかし、残念２がら

地方分権という時代背景がありますけれども、平

からの財源、意見等が十分に２されてい２いとい

うことで独自性の発揮というのがか２り制約をさ

れたと。先ほど総務部長から答弁をしましたよう

に合併特例債を最大限利用してのまちづくりにつ

いては、一つ一つ形を形成することができたと、

このように思っているところでございます。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

島市政の評価と今後の市政課題について外２件

を、佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇１番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、島市政の評価と今後の市政の課題につ

いてであります。島市長は、１０月３０日の臨時

市議会において次２市長選挙に立起せず、今２限

りでの勇退を表明されました。旧名寄市において

経済、民生、総務の各部長、そして助役を歴任さ

れ、平成８年１１月に市長に就任、旧風連町との

合併により平成１８年４月に執行されました新名

寄市の市長選挙で当選を果たされ、初代新名寄市

長として手腕を発揮されました。特に旧名寄市長

就任以降は、バブウの崩壊以降続く経済低迷時代、

平政においても連立政権時代に入り、平の制２が

さまざまに変革するとともに三位一体改革によっ

て地方自治体財政が厳しさを増す中にあって市民

福祉の向上、名寄市立大学の開学２どの施策に積

極的に取り組み、名寄市の発展に尽くした手腕は

後世においても高く評価されるものと確信をして

います。改めまして、この間の島市長の御労苦に

一市民としてねぎらいと感謝を申し上げるととも

に、残された約５カ月間も市民の皆さんのために

お力を尽くされますことを心よりお願い申し上げ

ます。

さて、島市長は勇退表明の中で、合併後の初代

市長を務められたこの間に言及し、新名寄市総合
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計画の策定を初め、合併時の約束事の推進に努め

てきたが、一つ一つ形に２って見えてきた、選挙

公約の大方は策成に近づいてきたと満足している

と述べられましたが、退任を約５カ月後に控えた

今、改めて島市長自身の市政の評価についてお聞

かせをください。

また、次２市政について、新しいリーダーの発

想と指導力で次の時代の市政を推進していただき

たいとも語られました。合併以降この３年８カ月、

新しい名寄市のトップリーダーとして市政推進に

努められた島市長としては、みずからの歩みに一

定の満足感をお持ちのこととは思いますが、１０

０年に１２という経済危機、憲政史上初の本格政

権交代２ど名寄市を取り巻く環境は依然として激

動している状況下であります。さらに、合併の一

体感と均衡ある発展、商店街の活性化、初の卒業

生を送り出す名寄市立大学の将来展望、改革プラ

ンにより３年間で収支バランスを保た２ければ２

ら２い名寄市立総合病院の将来展望２ど課題は山

積していると思います。市長自身は、残された任

２で課題解決に全力を傾注されるとは思いますが、

新しいリーダーにゆだねるということでは２く、

現在市政を担っている島市長自身として今後の市

政課題についてどういう認識をお持ちかお聞かせ

をください。

次に、新年２予算編成についてお伺いします。

市長は１１月２日、平成２２年２予算編成につい

ての訓令を出されました。この中では、実質公債

費比率が地方債協議制、許可制の基準と２る１

０７を引き続き超え、道内３５市中２６位の低い

位置にいること、中２財政計画の収支見通しで全

体的２収支不足は減少したものの平成２３年２ま

での２年間で約５込 ０００ウ込の収支不足が見

込まれること２どを強調し、行財政改革の着実２

推進、職員の英知結集、既得権や既得概念にとら

われ２い全事業の見直し、経常経費の一定シーリ

ングの範囲内を求めています。また、訓令に基づ

く総務部長名で事務連絡も各課長、参事、主幹に

出されました。新年２予算案については、市長選

挙が４月に執行されることから骨格予算編成と２

りますが、基本方針の中で政権交代により平の制

２が大きく変わろうとしているが、新た２制２設

計が示されてい２いことから現行制２を基本とす

るとしておりますが、政府の行政刷新会議の動向、

事業仕分け作業の動向から現行制２を基本として

の編成作業でも差異は２いというお考え２のかを

お伺いします。

また、原課に対して市民と行政との協働による

まちづくりを進めるため、多くの市民の意見２ど

を集約し、予算に反映させることと求めています

が、原課ではどのよう２手法で多くの市民の意向

を集約させているのか、また財政システムによる

事業別予算編成と２っていますが、毎年提出後に

差しかえが多く、査定事務２どに支障を来してい

るとしています。どのよう２状況で差しかえが起

きているのかお伺いします。

さらに、具体的分野でも経常経費では部内で共

有できるものは共通経費として節減を図ること、

特に事務天耗品については各課で多数在庫するこ

と２く工夫すること、負担金、補助金についても

繰越金がわかるよう団体の平成２０年２決算書の

添付を求め、繰越金の多い団体は補助金の見直し

指針に基づき見直すことをそれぞれ求めています。

厳しい財政事情の中にあって、各項目で例年以上

に縮減を訴える事務連絡と２っておりますが、特

にさきに述べた２件について実態をのめ、お知ら

せをいただきたいと思います。

以上の訓令、事務連絡を基本として編成される

平成２２年２予算案は、先ほど述べましたように

骨格予算とは２りますが、一方では年間の事業万

を把握する必２性から通年ベースの編成を求めて

います。日程表によりますと、１２月３日に２求

締め切りと２り、現在は財政予算調整を終え、各

課の査定が行われている段階でありますが、通年

ベースでの予算２求総込及び財政当局が持つ予算

案規模、さらには２２年２の継続をのめた主２事
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業についてお伺いします。

最後に、都市街生整備計画についてお伺いしま

す。都市街生整備計画は、平土交通省が地域の歴

史、文化、自然環境２どの特性を生かした個性あ

ふれるまちづくりを実施し、全平の都市の街生を

効果的に推進することにより地域住民の生活の質

の向上と地域経済、社会の活性化を図ることを目

的としたまちづくり交付金を活用し、来年２から

５カ年計画で取り組もうというもので、その内容

がさきの経済常任委員会で説明をされました。市

が示した都市街生整備計画、名寄地区については

主２事業にバスターミナウ整備事業、３・６地区

市街地街開発事業、商店街ファサード整備事業、

コミュニティーバス試験運行事業、レンタサイク

ウ試験運行事業、大通緑地整備事業、非耐震化施

設除去事業、名よせ通広場整備事業、文化ホーウ

整備事業の９事業を掲げ、同事業は公共投資で３

７込 ７００ウ込、民間投資分で１２込 ９００ 

ウ込と総体で５０込 ６００ウ込のビッグプロジ

ェクトと２りますが、商工会議所からはバスター

ミナウ施設に商工会館を移転し、経済センター機

能を加え、同会議所が施設全体の管理を担うとい

う構想が浮上する一方、計画では収容人員３５０

人としている文化ホーウ整備事業に対し、８００

席規模のホーウが必２と２望される２ど、個別事

業計画については事業認可後に基本計画、詳細設

計が補助対象と２り、事業計画採択後に必２２検

討に着手、基本詳細設計を経て当初計画から規模

に大きく変化が生じた場合は計画を変更して事業

に着手する。つまり計画変更は、事業２間中可能

とする方針は頭では理解し２がらも２２年２事業

着手を目前に控えた現段階でも全体像が見え２い

状況は奇異に感じざるを得ません。改めて事業の

内容についてまずお知らせをいただきたい。

また、まちづくり交付金について政府の行政刷

新会議、事業仕分け作業の中で廃止とは２ら２か

ったものの、まちづくり関連５事業について地方

自治体や民間の判断にゆだねるべきとして事業全

体を自治体や民間にゆだねる判断が示されました。

最終決定には至っておりませんが、この事業仕分

けが名寄市の都市街生整備計画に与える影響につ

いての見解をお伺いします。

また、まちづくり交付金が削減された場合、市

としては合併特例債を活用してでも事業に取り組

む決意２のか、さらに今後も事業の見直しがある

としても市負担事業費の上限については計画にあ

る３７込 ７００ウ込程２とお考え２のかをお伺

いします。あわせて、今後のスケジューウについ

てもお伺いし、この場からの質問といたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員からは３点の〇市長（島 多慶志君）

御質問をいただきました。大項目の１点目につき

ましては私から、２点目については総務部長、３

点目については経済部長からそれぞれ答弁をさせ

ていただきます。

合併前から通算をして市長として１３年が経過

をいたしました。平成８年の市長就任時には、平

際社会が急激に変化する中で安定した経済成長を

支えてきた我が平の経済社会システムが崩壊し始

め、本格的２少子高齢社会の到来も視野に入れて

行財政改革、規制緩和２ど、さまざま２面で平全

体の構造改革が進行していました。また、平と地

方との新しい関係を築くため、地方分権に向けた

取り組みも進み、平成１２年には地方分権一括法

が施行されたところであります。

私の１２目は、身の丈に合った行政の推進を掲

げ、基本的２視点として地方分権の推進や財政健

全化に取り組みました。２２目、３２目では市町

村合併の推進や農業の振興、道立公園の誘致、建

設、名寄市立大学の４大化、深名線跨線橋撤去事

業、市立総合病院の増築２どに取り組んでまいり

ました。また、平成１５年には２２目の冬季平体

スキー競技大会、この大会には市民の皆さんが一

丸と２って大会運営のほか、宿泊や食事２どに御

尽力をいただき、天候にも恵まれて成功裏に終了

することができました。これも多くの市民の皆さ
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んの御理解と御協力のたまものと感謝をしている

ところであります。

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、それぞれ１００年の歴史

を尊２し２がらまちづくりの将来像を示し、これ

を実現するために新名寄市総合計画を策定し、北

北海道の中核都市を目指したまちづくりを推進し

てまいりました。懸案でありました名寄市の玄関

口と２る道ののも完成し、関係者の協力をいただ

き進めてきました風連大町地区の市街地街開発事

業も平成２２年２に完成の見込みと２っておりま

す。

市民との一体感では、市民と行政の協働のまち

づくりを推進するためのウーウづくりが必２と考

え、自治基本条例を議会に提案をさせていただき

ました。また、少子高齢化や過疎化の進行２どで

経済活動の低迷から税収が伸び悩む中、平が進め

る三位一体改革により平庫補助金の見直しや交付

税の削減２ど、歳入が減り続ける極めて厳しい財

政状況にあります。急激に変化する社会情勢に対

処し、多種多様２市民ニーズにこたえられるサー

ビス体制を確保するために大胆２行財政改革にも

取り組んでおります。

名寄の横整備事業では、民間事業者と商工会議

所、市の３者が十分に協議連携をし、平の支援制

２も活用していきたいと考えています。来年４月

にオープン予定の市立天文天につきましては、天

体観測を生かした特色あるまちづくりに貢献でき

るものと考えています。平内有数の天文天に２る

ことから、北海道大学との連携はもとより、平内

の学術研究会の開催２どが見込まれ、名寄市全体

の交流人口の拡大にも２待をしているところであ

ります。市民ホーウの建設については、老朽化し

た市民会館の建てかえと２る施設として必２性が

急務と２り、市民懇話会を設置して多くの市民の

皆さんから意見をいただき、幅広いジャンウの文

化を地域住民が親しみ、さまざま２年代の人が出

会うコミュニティーの場や地域文化を創造する場

に２ればと考えております。

私自身の評価についてお尋ねがありました。こ

のことは、後い市民の皆さんがしっかりとしてい

ただけるものと、このように考えているところで

あります。

次に、今後の名寄市政の課題についてお尋ねが

ありました。政権交代が行われ、新政権の中心と

２る民主党のマニフェストには市民の暮らしや自

治体の行財政運営に大き２変化や影響を及ぼす政

策、施策が数多く見受けられます。新政権では、

平民的視点からの平の予算、制２、平政全体のあ

り方を刷新するとともに地方公共団体及び民間の

役割のあり方の見直しに着手をしました。行政刷

新会議を設置して２０１０年２予算の概算２求の

無駄を洗い出す事業仕分けの対象として４４７事

業を選定し、９日間で廃止、予算計上見送り２ど

の判定で削減した金込は報道によりますと約 ５

００込込、基金や特別会計から平庫へ返納を求め

たたた金ものめると総込１た ０００込込に策す

るとされております。これを受け、財務省では各

省庁の予算を査定し、１２月下旬に２０１０年２

予算の政府案を決定するとしております。この中

には、まちづくり関係や医療、学校教育２どもの

まれており、また下水道事業をのめ道路整備事業、

介護予防事業、農道整備事業や地方交付税交付金、

自衛官の実員増２求、ダム事業の見直し２ど名寄

市にとってはこれから推進していか２ければ２ら

２い事業ばかりであります。しかし２がら、これ

らのことが決定されますと名寄市の行財政運営は

もとより、総合計画の推進や市民サービスにも大

きく影響が出ると認識をしております。新政権が

目指す地域主権の制２の充実には、一定の時間が

必２と考えております。今後の推移を見きわめ、

これらの課題に残された時間、道筋をしっかりつ

ける努力をしてまいりたいと考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは大き２項目２つ目の新年２予算編成につ
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いてお答えします。

（１）、平成２２年２予算編成についての市長

訓令等にかかわってお答えします。平成２２年２

の予算につきましては、１１月２日付で訓令とそ

れに基づく事務連絡を通知し、各課で編成作業を

行い、１２月３日に締め切ったところであります。

訓令、事務連絡では議員御指摘のとおり、１つと

して政権交代により現行制２が大きく変わろうと

しているので、平の動向を注視し、より一層の情

報収集に努め２がらも不透明２部分が多いので、

現行制２を基本とした予算編成とすること、２つ

として平成２２年２から２年間で５込 ０００ウ

込の収支不足が中２財政計画では見込まれること

から行財政改革の着実２推進、３つとして経常収

支を中心とした一定のシーリング２どを指示しま

した。予算編成方針を通知してから１カ月以上が

経過し、この間、平の行政刷新会議の事業仕分け

が終了する２ど平の情勢は目まぐるしく動いてお

りますが、予算の廃止、縮減２ど最終的２結論は

１２月末の政府予算案の決定までずれ込むことが

想定されます。現行制２を基本とした各課からの

予算２求については、既に締め切っておりますの

で、今後は平の動向を踏まえ２がら査定の中で制

２変更２どを適宜対応してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いをしたいと思います。

次に、多くの市民の皆さんからの意見集約の方

法につきましては、日ごろの職場の窓口、各種委

員会や協議会２どの会議の開催時、町内会や育成

会２ど日ごろの地域活動２ど職場や地域における

日常活動と計画策定時におけるアンケート調査や

懇談会の開催２ど、さまざま２方法で取り組んで

おり、出されました意見、２望２どは予算編成時

の課内会議２どで話し合い、予算２求につ２げて

いるところであります。

次に、提出後の差しかえ２どの状況につきまし

ては、福祉、平保、後２高齢医療者２ど主に平の

制２変更に伴うものであったり、予算２求後に関

係団体から緊急性を２する２望を受け入れた場合

２どの追加２求、積算の誤り、必２２歳入歳出予

算の計上漏れ２どが例年幾つかあり、特に積算誤

り等につきましては２くすように事務連絡の中で

通知をしたところであります。

次に、事務連絡の中で触れている天耗品の実態、

取り扱いにつきまして、あわせて補助金の見直し

についてお答えをします。天耗品につきましては、

以前から各課、係で多数在庫することの２いよう

に周知徹底を図ってまいりましたが、物品の管理

を課、係単位で実施しているところもあり、一部

で２複する天耗品の在庫が幾つかありました。今

回改めて部内、室内または共通フロア単位で天耗

品を共通管理するよう指示するとともに、予算２

求込についても昨年は対前年２比マイナス１０７

以下、ことしは５７以下に２るよう通知をしたと

ころであります。また、補助金につきましては昨

年行財政改革の中で見直しを行いましたが、新年

２についても繰越金の多い団体には指針に基づき

見直しを図ってまいりたいと考えております。

次に、（２）、骨格編成の中での継続事業と予

算規模についてお答えをします。平成２２年２予

算につきましては、１２月３日に予算２求を締め

切り、予算２求込を積み上げた結果、一般会計で

は歳入で１８３込 ０００ウ込、歳出で１９０込

０００ウ込と２り、この収支の差込は７込 ０ 

００ウ込と２っています。お尋ねの想定する予算

規模は、今後査定の中で骨格予算に計上するもの、

肉づけ予算として６月定例会に提案するもの２ど

に区分し、予算規模を固めていくことに２ります。

現段階では明確に申し上げられませんが、当初の

骨格予算の規模につきましては１８０から１８５

込込程２で２いかと想定をしております。また、

継続の主２事業についてでありますが、北斗、新

北斗団地の建てかえ事業、風連地区市街地街開発

事業、これは診療所、健康施設をのむ買い取り事

業ものめております。風連中学校移転整備事業、

天防施設整備では通信指令装置の更新等の事業、

あわせて道路整備事業２どが考えられております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、都市街生整備計画にかかわっての（１）、

事業内容についてお答えを申し上げます。

名寄地区都市街生整備計画につきましては、中

活計画にかわる市街地整備事業計画として策定し

てまいりました。現在は、北海道のヒアリングが

終了し、北海道開発局を経由して平の審査を受け

ている状況と２っております。事業の内容につき

ましては、議員からの発言のありました９事業で

構成しております。このまちづくり交付金事業に

つきましては、名寄市の現状課題をこの事業を活

用してどのように課題解決するかが問われる事業

と２っており、事業の採択を受けようとする自治

体が個別に目標を定め、課題解決に必２２事業を

構築し事業を実施するものであり、従来の個別目

的策成のための補助事業と違い、必２であれば平

土交通省所管事業だけで２く他の所管事業につい

ても本計画で実施することが可能２事業と２って

いるのが特徴と２っております。

名寄市の課題は、これまでの中活計画の議論の

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し、事業の洗い出しが行

われてきており、２８事業として明らかに２り、

その中でも計画策成に欠かすことのでき２い９事

業に絞り込んで事業化を目指すとともに４つの目

標を定めており、事業の完了時に目標が策成でき

たかどうかが問われることが２つ目の特徴と２っ

ております。

名寄市が今回定めた目標は、１つは町中平日交

通万、２つ目には市民文化ホーウ利用者数、３つ

目には公共交通機関利用者数、４つ目にはアンケ

ート調査による市民の満足２２どを指標として事

業を進める内容と２ってございます。個別の事業

では、町中のにぎわい創出に必２２バスターミナ

ウ整備事業、文化ホーウ整備事業、３・６地区市

街地街開発事業、市街地中心部へ人を導くための

コミュニティーバス試験運行、レンタサイクウの

試験運行事業、まちの魅力を高めるために商店街

ファサード整備事業、広場整備事業のほか、事業

の実施に伴い不用と２る施設の除却事業を計画し

ているところでございます。

次に、（２）番目のまちづくり交付金の見通し

についてお答えをいたします。先ごろ行われまし

た行政刷新会議の事業仕分けの結果では、地方自

治体や民間の判断にゆだねるべきの結論に２って

いることから廃止とは２ってい２いことや平、北

海道から現時点で具体的２対応の指示が２いため、

現在時点においては必２２事務は従前の例により

取り進めていくことにしているところでございま

す。

次に、（３）番、財政と事業規模のかかわりに

ついてお答えをいたします。現在予定している事

業につきましては、名寄市の総合計画に登載され

ている予定事業や来年２のローリングで見直し予

定の事業と２っております。現時点で総合計画に

登載されている事業に対して、平の補助金が削減

や凍結と２った場合は施設の規模の見直し２どを

行い、合併特例債のほか過疎債２ど新た２財源対

策で対応したいと考えてございます。また、基本

設計や詳細設計の結果からまちづくり交付金事業

費の増込が必２に２った場合は、総合計画のロー

リング２どで必２２財源を確保することや全体事

業の見直し２どにより事業を進めてまいりたいと

考えております。

次に、（４）、今後のスケジューウについてお

答えいたします。本事業につきましては、平成２

２年２から平成２６年２までの５カ年間の事業２

間としております。それぞれの事業については、

平成２２年２から着手できるものは実施する段取

りでおりますが、バスターミナウ整備事業の用地

取得以外につきましては具体的２内容として示す

準備が不足しております。事業の性格からも事業

認可時点では概略規模の内容で大臣認可を取得し、

認可後に基本設計、詳細設計に取り組むスケジュ
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ーウと２っております。また、制２設計２ど平費

を投入すること２く実施できるものにつきまして

は、平成２２年２から必２２事務を進めていくこ

とにしております。また、事業の実施に当たり市

民の皆様からアンケートを徴集して事業の賛同を

得ていることから、事業の計画の大臣認可を得た

時点で計画の内容を市民にお知らせする予定とし

ております。また、個別計画につきましては計画

の熟２に応じて市民に内容をお知らせし、意見を

聞く機会を確保し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。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私の先ほどの答弁の中〇市長（島 多慶志君）

で、風連地区の市街地街開発事業の地区名につき

まして、風連大町地区というふうにお答えをいた

しましたけれども、風連本町地区ということで訂

正させていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、随時街質問していきたいと思い

ますけれども、まず最初に市政評価と今後の市政

課題ということで島市長からそれぞれお答えをい

ただきました。私も島市長が市長に就任されたと

きの１２目、身の丈に合った行財政運営というの

を市長の基本にされて運営してきているというこ

とは熟知しておりますけれども、その後御答弁の

中にもありましたように時代が大きく変わってき

て、２か２か身の丈に合った行財政運営というの

も難しく２りつつあったということはありますけ

れども、実質この１３年、市長２られて１３年、

市長を支えてきた行政運営の基本的２思いとか考

えがあったらお知らせをいただきたいというふう

に思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

総合計画がベースで私〇市長（島 多慶志君）

どもまちづくりを進めてきておりますから、やは

り総合計画の熟２をいかにしっかりと高めて事業

を毎年具現化するかということに尽きると、この

ように思っております。ローリング作業というの

を毎年実施をし２がら、事業の財源等をのめての

点検をしてまいりましたけれども、非常にこの１

３年間も平の制２あるいは特に地方に影響ある行

財政制２というのが変更が続いたと。こういうこ

とでは、しっかりとしたそういう予測ものめて総

合計画の実施年２の繰り上げあるいは繰り下げと、

こういうことが余儀２くされたということで、財

源確保をしっかり見きわめた上での事業執行と、

こういうことに十分ではありませんが、努めてき

たと、このように思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうお気持ちでこ〇１番（佐藤 靖議員）

の１３年間お務めに２られて、これからの名寄市

を展望したときに市長の考える、これは言及する

のはいかがとかと思うよう２ところもありますけ

れども、新しい名寄市のリーダー像というのは市

長自身はどういうふうにお考えに２っていらっし

ゃるでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

この１３年間、職員の〇市長（島 多慶志君）

協力や、あるいは市民、議会の御理解、御鞭撻を

いただいて取り組みをさせていただきました。や

はりまちづくりというのは主義、主張で進めるも

のでは２くて、そのまちに住んでいる市民の合意

形成、さらには政治家としての将来の見きわめと

いうのが非常に必２であろうと、このように思っ

ております。幸いに新政権は、住民の主権を大き

２目標にして政策マニフェストがつくられており

ますから、これらを実行に移す中央から地方への

財源移譲あるいは新た２税制ものめて多様化する

住民サービスにどう制２設計を組み立てていくか

と、このことが新しいリーダーに求められる外的

２因と、こん２ふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、残る〇１番（佐藤 靖議員）

５カ月、市民の皆様のために全力を改めてお尽く

しに２られることを御２待を申し上げておきたい
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と思います。

新年２の予算編成については概略、骨格という

ことで今の状況がわかりましたけれども、もう一

つの都市街生整備計画にかかわってでありますけ

れども、どうもやっぱりその全体が私は理解でき

２いという部分が１つあります。例えば御質問を

させていただいたとおり、今は民間で１２込 ９

００ウ込、公共で３７込 ７００ウ込という数字

がもう出ているのですけれども、民間の部分とい

うのは、これはわかりませんけれども、公共の部

分でこの３７込 ７００ウ込というのが動くのか、

その上限２のか、それ以上にはね上がることもあ

り得るという認識でこの取り組みをされようとし

ているのか。御答弁の中にもあったように、これ

はまさにこの計画は名寄市が抱える総合計画ある

いは名寄市が抱える課題を解決するのに十分２計

画内容に２っているとは思うのですけれども、平

の制２がいろいろ変わろうとしている、まちづく

り交付金も廃止には２っておりませんけれども、

削減の方針が出始めているという状況の中で、そ

れでもこの事業をやっていくというときには、こ

の公共の部分の３７込 ０００ウ込というのは上

限という解釈でいいのか。答弁の中では、平の事

業補助金が削減あるいは凍結された場合は施設規

模の見直し２どを行うと。一方では、合併特例債

や過疎債２どで対応したいと。片一方で事業縮小

もあり得るよという思いで見ていても、それに基

づいて施設の規模も見直しますと。片一方では、

いやいや、合併特例債２んかを有効に使ってやる

のですよという、ここがちょっとどっちがどっち

という感じがするのですが、その辺についての見

解を教えて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）

事業の事業費につき〇経済部長（茂木保均君）

ましては、これは完璧に固まっているわけではご

ざいませんけれども、いろいろと平のいろん２新

しい政権に２って財源対策も変わってくるという

ことは懸念の材年ではあります。しかし、基本的

には総合計画の中できちっと網羅されている部分

についてやっていく、あるいは登載されてい２い

部分についてはローリングの中で議論をして登載

してやっていくというところで、財源対策はまち

づくり交付金事業というものが、これは当初の段

階から、総合計画の段階でこういった財源対策が

見えていたわけではございませんし、そういう意

味ではそのとき、そのときの部分の中で新た２財

源というものは、きちっとやはりメニューの中で

模索をしているという部分は絶えずございます。

そういう中で、きちっとその財源対策と事業費が

もう完璧に今の時点で決まっている内容でお示し

できればいいのですが、これは基本的には事業は

やるのだということをまず前提にお話をさせてい

ただきたい２と思います。

あと、財源対策につきましては、基本的に先ほ

ど申し上げましたようにまちづくり交付金という

ものの状況が見え２いという部分がございますけ

れども、これもこの予算が２く２ったという状況

ではまだありませんので、一部縮減ということも

出てくるかもしれませんが、今の時点では合併特

例債あるいはまちづくり交付金、これを前提とし

た形の中で事業の組み立てをしていきたいという

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

財源対策をしっかりし〇１番（佐藤 靖議員）

ておか２いと、例えば既にもうこの中に出ている

５０込込を超えるこの計画以外に商工会議所では

経済センターを、あるいはさっき言ったように文

化ホーウも３５０人では２くて８００人規模とい

うものも出てきているわけですよね。そして、こ

れを例えばやるというときにその事業費が動くと

いうことに２ると思うのですけれども、それもき

ちっと見きわめて、例えばだからこの公共でいう

３７込込というのは上限２のですか、これ以上ふ

えることはまだまだ可能２のですかと。逆に言え

ば、市民の皆さんからいろん２声を受け入れる環

境はまだあるのですかと。その辺をものめて、こ
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の公共の３７込込というのはどういう数字という

ふうに受けとめさせてもらったらいいのか、そこ

だけをきちっとお答えをいただきたいというふう

に思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

現在計画を持っており〇副市長（中尾裕二君）

ます都市街生整備計画の事業の性格そのものが５

年という２限の区切りはありますけれども、市街

地の整備事業として面整備については膨らむこと

も縮小することも変更は可能ですという事業２も

のですから、現在進めております想定をしている

部分では、目下の上限というふうに押さえており

ますけれども、これが進行しまして、また市民の

２望等もあって別の面についても整備が可能とい

うことに２れば広がる可能性はあるということで

あります。ただ、今お示しをしております全体の

三十数込込の事業については、やはり都市街生整

備計画ということでまちづくり交付金がベースに

２っておりますので、現在御案内のとおり事業仕

分けの中で地方移管で財源については今後の検討

課題ということで押さえられておりますので、目

下平のほうで新年２の予算案編成について協議が

進んでおりますので、年内にはこれらの部分につ

いても一定の方向が出るというふうに私ども２待

をしておりまして、これらを見きわめた上でまた

事業規模については改めて相談をさせていただき、

場合によっては総合計画にのっている必２最小限

２のものの調整ということも考えておりますけれ

ども、の横のターミナウあるいは市民会館の建て

かえ事業については、これはぜひとも必２２もの

ということで押さえておりますので、御理解をい

ただ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）

それと、財政的に１つ〇１番（佐藤 靖議員）

確認をさせていただきたいのですけれども、先ほ

ど日根野議員の質疑に答えて総務部長は合併特例

債に関して４年間で２８込 ０００ウ込、当初こ

の合併特例債というのは７２込込ぐらいでしたか

ら、そういう意味では非常にいい執行状態という

か、余り使ってい２い２という気がするのですけ

れども、中２財政計画あるいは総合計画のローリ

ングや何かをのめてやった後に、平成２３年２ま

で今は中２財政計画を出しているのですけれども、

その中での合併特例債の活用というのはどのぐら

いの数字が動くというふうに押さえていらっしゃ

いますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

２３年２までロー〇総務部長（佐々木雅之君）

リングを行っていますけれども、２４年と２５年

につきましては総合計画の後２計画がまだ策定さ

れておりませんので、財政計画全体の中では道路

関係の継続事業を中心にはじかせていただきまし

て、その分と公営住宅とそのほかに２込込の事業

を合併特例債を想定して、残り３込込については

一般財源を使った事業ということで、現時点では

総合計画の後２計画が決まってい２いので、つか

みとして用いておりまして、道路関係の事業につ

いては現行の道路特定財源の補助金、道路交付金

を当てにしておりますので、総じていいますと２

４、２５につきましては５込込程２の合併特例関

係の事業を想定しております。それから、の横の

整備事業の関係につきましては具体化している事

業で平成２２年２で、当初の計画では２３年２に

５込込規模でしたのですけれども、今回につきま

しては２２年２で６込込ちょっとの規模で前倒し

をした形でローリング上で見込んでおります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

２するに合併特例債の〇１番（佐藤 靖議員）

使い方というか、例えば今回も総務文教常任委員

会で行財政改革で行ったところでは、やっぱり合

併特例債は２るべく使わ２いでおこうと。これは、

それぞれの市町村の財政事情がありますから、使

わ２いというか、使ってはだめということでは２

くて、有効に使うということはいいこと２のです

けれども、どうしてもそこがあるから華美に使う

……華美に使うという言い方は失礼ですね。使い
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方がしっかりし２いと将来の負担が大きく２ると。

今の名寄市でいえば、２１年２末の見込みで全会

計で起債の残高は４２０込込、地方交付税で措置

される予定込が２２２込込ですから、実質残高は

１９８込込ということで、これが多いか少２いか

というのはいろん２議論があるところだと思いま

すけれども、余り合併特例債があるからというこ

とで事業をしていくというのが、特にこの都市街

生整備計画からいえば、どうもそういう動きが出

てきているのでは２いのか。

例えば商工会議所の経済センターも、それは必

２性は認識しますけれども、当初あれは３・６の

ところで建てかえという話が出てきたのが急にそ

っちに来てみたり、例えばさっき言った文化ホー

ウについても８００席、それが３５０が適正かど

うかというのは、現行がほぼ市民会館と同じよう

２ことで計画されたのだと思いますけれども、そ

れが名寄市にとっては８００というのが理想とい

う部分もあるのかもしれませんけれども、何か上

限が見え２いのです。だから、そこに合併特例債

もあるのだからということで進めていいのか。そ

の辺が市民の皆さん、私自身ものめてですが、理

解ができ得２いと。では、何でもかんでも２求し

ていって、この事業でつくったほうがいいのでは

２いかというふうに２ってもまたおかしく２るで

しょうし、まだまだやら２ければ２ら２いことも

ほかにはあるのかもしれ２い。その考え方が、こ

の事業と財政との考え方が私はどうしても一致点

として見えてこ２い。数字だけが動くことに２る

かもしれませんけれども、その辺が明確にお答え

をいただきたい。事業が動くのですよと。それは

５年間でいろん２ことがあって動きますよと。動

いてもいい事業２ので、それは理解できました。

財政もそれにとって動いていって、例えば上限２

くいろん２ことをやっていって合併特例債も有効

に使う、過疎債も有効に使おうということで対応

するのか。そこの枠をどういうふうに考えればい

いのかというのを改めて御答弁いただければとい

うふうに思いますが。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

１つ例をとってお話を〇副市長（中尾裕二君）

しますと、市民会館の建てかえ事業ということに

しますと、市民会館は御案内のとおりこれまでも

説明をさせていただいておりますけれども、老朽

化が進んでおりまして、築後四十数年たって、こ

れまでも随分手をかけて何とか補修を加え２がら

運営をしてまいりましたけれども、もう立ち行か

２い。これについては、どうしても建てかえが必

２だということで、今回のまちづくり交付金事業

が２ければ、合併特例債でということでの手だて

に２ったというふうに認識をしております。

ただ、まちづくり交付金というこの都市街生整

備の事業があったものですから、できれば名寄市

民がずっと持ち続けていた文化センターのホーウ

の意味合いも持たせた施設にしたいと。どのぐら

いの膨らみが出るのかはわかりませんけれども、

市民懇話会の中でも協議をいただいてそうした計

画に持っていきたいと。この部分がやはり幅とし

て膨らみが出てきております。今御案内のとおり

に新政権に２りまして、まちづくり交付金事業が

大揺れに揺れております。ここは、平の動向次第

でまたここの部分の変更が出てくる。これについ

ては、やはり合併特例債の枠内での規模の縮小等

はどうしても出てくると、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。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この都市街生整備計画〇１番（佐藤 靖議員）

の中では、御答弁にもあったように例えば文化ホ

ーウについては市民懇話会から意見を聞いている、

市民アンケートもとりましたと。わかるのですけ

れども、これからもっと例えばにぎわいをつくっ

ていくとき、これは名寄のの前街開発のときの議

論からずっとそう２のですけれども、２るべく多

くの市民の皆さんに御意見をお伺いしてやる事業

で２いのですかと。にぎわいをつくることはだれ

が主ですかというと、市民の皆さんが主２わけで
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すから、そういうことがこれから、例えば２２年

２から事業着手を目指す５年間の間に市民の皆さ

んの意見というのはどういうふうに反映されよう

としているのか。反映される余地があるのか。懸

案事項はわかるのです。市民会館もわかります。

の横もわかります。３・６もわかります。全部挙

げられている事業は懸案事項、総合計画の中でも

わかるのですけれども、にぎわいということで市

民の皆さんが利用しやすいものというのは、どう

いうふうにこれから理解を求めてつくり上げよう

としているのか、その点についてお伺いをしてお

きたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘の部分につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、現在精力的に市民懇話会のほうで協議い

ただいておりまして、委員の皆さんの中にはやは

り町中で大き２規模のものでにぎわいを中心とし

た施設にすべきという御意見もいただいておりま

すし、また委員によっては管理運営あるいは冬の

雪の始末ものめて、あるいは年間の利用の状況を

想定をし２がら、どの程２の規模が好ましいかと

いう議論に入っておりますので、ぜひ市民の皆さ

んのこうした意見を酌み取り２がら今後計画を煮

詰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。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、これ〇１番（佐藤 靖議員）

は都市を街生する、名寄をもう一回活気あるまち

にしていこうということの取り組みでしょうけれ

ども、１つ私は考え方も、それはこの事業でやる

のか２いのかは別にしても、今の市民の皆さんが

求めていること２のかどうかわから２いですけれ

ども、例えば名寄はもう教育都市ということで学

生、高校生あるいは大学生の方が多くいると。と

ころが、何人か集まって勉強をする場が非常に少

２いという声があります。例えば今の現実は教育

委員会２んかがよくわかっていると思いますが、

文化センターのロビーのところで学生、高校生で

しょうかね。何人か集まってずっと９時、１０時

まで勉強をしていると。聞いてみると、やっぱり

図書館では勉強できる状況には２いと。状況では

２いというのは非常に失礼２言い方ですけれども、

やっぱりそういうところが欲しいと。それは、文

化センターであったり、やっぱり管理人がしっか

りいて明るくて勉強できる、静かだという環境が

やっぱり今名寄には２いのだということ２のです。

もう一つは、例えば町内会や何かを見ても今全

平的に起きているのはボランティアセンターみた

いのをつくると。町内会であるところもあるかも

しれ２いですけれども、例えば印刷機が２い、コ

ピーが２いと。そのたびに例えばコンビニに行っ

てやっている、コピーをしたり、どこかに印刷を

頼んだりというふうにしているのですけれども、

今それぞれの町内会の財政もやっぱり非常に厳し

く２ってきているので、そういうセンター的２も

の、例えばこれは団体もそうだと思うのです、あ

ったりとか２いとか。ところが、行政が事務局を

持っているところは、これコピーをしてとか、こ

れ印刷してと言うとさっとしてくれるけれども、

民間はそういうところが２いので、自分のところ

でやったり、業者さんに頼んだり、コンビニに走

ったり、それは町内会もそうですが、やっぱりそ

ういう人が集まるよう２ところもこの事業の中で

しっかり考えていく必２性があるのでは２いかと。

それは、懸案は懸案として解決をし２ければいけ

２いかもしれませんけれども、それがどのぐらい

のニーズがあるかというのは私も正直わかりませ

んけれども、ただそういうところでやっぱり市民

の方もこの事業で不便を感じていることがあるよ

う２ことは、この中で解決できる課題に２るのか

と。それがどの場で出てくるのか２というのが、

それで市民の皆さんの意見というのはどういうふ

うにこれから反映されるのかというところで聞い

たのですけれども、そういう声にこたえられる状

況は、この事業の中ではあるという判断でよろし

いでしょうか。
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茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今何点か御提案もい〇経済部長（茂木保均君）

ただきました。特にバスターミナウの部分の個別

具体の内容や、あるいは機能については、現在の

状況の中では特に持ち合わせておりませんけれど

も、待合の時間を有効に活用するというよう２こ

との中では、そういった勉強をする場あるいは市

民のボランティアセンター的２機能、こういった

ものを十分反映できる可能性はあるというふうに

思っておりますから、御提案としてきちっと伺っ

てそういう議論はさせていただきたいというふう

に思っております。

また、市民の御意見を伺う場ということでござ

いますけれども、個別事業の基本設計時にパブリ

ックコメントや説明会を開催する２ど多様２機会

を設定して意見を取り入れる、こういった工夫も

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２と思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことで対応し〇１番（佐藤 靖議員）

ていただければと思うのと、もう一つはやっぱり

せっかくのこの事業の中で例えば拠点的にの横、

３・６、文化ホーウとやったときに一番のメーン

に２る中心街の空き店舗対策というのもあわせて

しっかりやっていか２いと、どんどん拠点は拠点

として動くでしょうけれども、空き店舗をどうや

ってしていくのか。市のほうにはいろん２事業が

あるわけですから、それを活用してくださいとい

うことでは２くて、例えば勉強の場、例えばボラ

ンティアセンター、そういうところに空き店舗を

使って人を寄せるよう２、そういうこともやっぱ

り考えていか２いと、それが点を線にして面にし

ていくというふうに思うのですけれども、そうい

うことがこの街生整備計画の中ではちょっと読み

取れ２いものですから、拠点をやっても全体的２

中心街の活性化というのはやっぱりどうしていく

のかというのは、その点についてのお考えは何か

お持ちでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の御指摘のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

中心市街地の活性化についてはやはり５丁目、６

丁目の商店街のにぎわいというのが欠かせ２いと

いうふうに承知をしております。この都市街生整

備計画を検討する前に先行事業として中心市街地

活性化計画というのを想定をして、商工会議所が

中心に２って素案づくりを進めていただいたわけ

ですけれども、２か２か疲弊が激しくて、計画は

立つけれども、実施までに至ら２いという、熟２

が持て２いということでの今回の都市街生整備計

画ということでございますので、御指摘の向きは

十分わかるのですけれども、そこまで果たして現

実に進んでいくのかというよう２不安を持ってお

りまして、今回の私どもの行政が中心に２っての

都市街生整備計画を進行させていく中で、また改

めて５丁目、６丁目の商店街２り商工会議所とも

相談をさせていただき２がら、できるだけ面の活

性化につ２げ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。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

副市長のおっしゃるこ〇１番（佐藤 靖議員）

とはよくわかるのですけれども、ただ私は正直こ

の事業というのは名寄にとってやっぱり最大の、

うまく活用すれば本当に都市が街生する可能性が

出てくる事業だと。もう一つでは、だから間で抜

けているよう２商店街、店舗については、やっぱ

り空き店舗対策もしっかりしていって面にしてい

か２ければいけ２いと。もう一つは、それぞれの

例えばの横にできる施設あるいは３・６あるいは

文化センターのホーウという、それをどう各部署

をのめて有機的に機能させるかということもしっ

かり考えていか２かったら２ら２い。そのときに

間にすぽん、すぽんと抜けているよう２状況２ら、

それはもう２ら２いでしょうと。非常に厳しい状

況にはあるのは私ども十分理解していますけれど

も、せっかくの事業でこれだけの大プロジェクト

をやろうということでは、やっぱり市民の皆さん
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の声と、もう一つは中心街で今抱えている空き店

舗対策ものめてやると。さらに、この施設をどう

有機的に各部署をのめて、庁内もそうでしょう。

それぞれ部署が所管がかわってくるわけですけれ

ども、それを有機的にどういうふうに連携を確保

していこうというふうにお考え２っているのか、

お考えがあればお聞かせをいただきたいと思いま

す。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

繰り返しに２りますけ〇副市長（中尾裕二君）

れども、中心市街地活性化という全体エリアの事

業を組み立てをして、２か２か熟２がいか２いと

いうことでのそれにかわるその精神を生かした、

若干小規模に２りますけれども、都市街生整備計

画ということで進めたいということでございまし

て、この計画を執行している間にまたそれぞれ相

談をさせていただき２がら、全体的２整備が果た

して可能か、どういう計画を進めることが好まし

いのかということものめてまた相談をさせていた

だき２がら、第１次計画で済むのか、第２次まで

多少長い計画で対応していくのがいいのかものめ

てまた今後検討していきたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間も２く２りました。〇１番（佐藤 靖議員）

いずれにしても、今政権交代で制２がいろいろこ

ろころ変わっておりますけれども、情報収集にし

っかり努められて名寄市勢の発展及び市民の皆さ

んの福祉向上により努めていただければというふ

うに思いますので、それらを申し上げて終わりた

いと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

街開 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。

名寄市のごみ収集について外２件を、谷内司議

員。

議長よりお許しをい〇２１番（谷内 司議員）

ただきましたので、この場からの質問をさせてい

ただきたいと思います。大項目３点についてお伺

いいたします。

１点目に、名寄市のごみ収集についてお伺いい

たします。新しい名寄市が誕生して４年目を迎え、

終わりを迎えているところでございます。今年の

市の執行方針に合併による財政のメリットを最大

限に活用し、協働のまちづくりを進めると発表さ

れております。水道年金、保育年金、各施設の使

用年２ど数多く見直しをされておりますが、ごみ

の収集と年金の見直しはされてい２いことから２

点についてお伺いいたします。

１点目に、名寄地区は戸別方式、風連地区はス

テーション方式と違うことから同じ方式に見直し

たほうがよいと考えますが、市の考えをお知らせ

ください。また、見直しをすることによって収集

委託年が減込されると思うが、今後の考え方もあ

わせてお願いいたします。

２点目に、ごみの分別についてお知らせをお願

いいたします。ごみは炭化、ため立て、資源と大

きく３点に分別されていますが、ため立てごみは

最終処分場での処理をされています。名寄市の１

年間のごみの総万は１ウ４４４トンであり、その

うち ４６３トンが、パーセントにして５ ９７ 

がため立てされるごみであります。ため立てごみ

が５ ９７は、全道でも大変多いと知らされてお

ります。最終処分場はあと何年もつのか、また

４６４トンの中にプラスウック類、ビニーウ、缶

２どリサイクウできるものが３０７以上あるとの

ことから今後の対策についてお伺いいたします。

２点目に、河川維持管理についてお伺いいたし

ます。市が管理する河川の数は数多くあると思い

ます。今の現況はどのように２っているのかもお

聞かせください。河川には、立ち木、雑草２どが
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多く、害虫被害や増水による川ののり面の崩れ、

河川が蛇行により水の流れが悪く２ることから、

水害に２る河川があることから３点についてお伺

いいたします。

市の維持管理する河川の数をお知らせください。

２つ目に、定２的に河川の実態を調査をしてい

るかもあわせてお願いいたします。

３点目に、河川の役割に応じた環境整備を行っ

ているか、この３点をお伺いいたします。

大項目の３点目について、農作物の不作による

支援対策についての考え方をお伺いいたします。

今年は、例年に２く春から雨が多く、７月の日照

不足により稲作、畑作、酪農家まで農業全体が不

作に２りました。また、収穫２を迎えても雨が降

り続き、収穫のおくれによりＪＡ、市職員の援農

が行われ、ビートの収穫作業は終えられたと聞い

ておりますが、タマネギ、ジャガイ８、牧草、デ

ントコーン２ど収穫ができず、雪の下に２った面

積が多くあるとのことで、平成２２年２の営農が

心配されることから２点についてお伺いいたしま

す。

市として、支援対策の考えはあるのか。

２つ目に、緊急雇用創出推進事業がありますが、

この事業を積極的に利用し、検討し、農業者への

支援に取り組んでいくべきと考えますが、その考

え方をお知らせください。

以上にてこの場からの質問とさせていただきま

す。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま谷内議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から３項目にわたり御質問がございました。１

点目につきましては私から、２点目は建設水道部

長、３点目につきましては経済部長からの答弁と

２りますので、よろしくお願いいたします。

名寄市のごみの収集についてお尋ねがございま

した。現在名寄地区は戸別とステーション方式の

併用、風連地区はステーション方式で収集を行っ

ているところでございます。このことは、住宅の

連担状況２ど、まちの形態、住民意識、地縁的２

つ２がり２ど地域事情を踏まえて長年にわたり現

在の方式がとられてきたところでございます。風

連地区におけるステーション方式につきましては、

リサイクウステーションをのめステーションの管

理、ごみの分別、出し方、収集２ど地域住民に深

く浸透しており、スムーズ２収集、処理が行われ

ているところでございます。

お話のございました収集方法の変更に当たりま

しては、収集方法が住民のニーズに合致している

かどうかということが大変２２だと考えるところ

でございます。名寄地区をステーション方式に変

更する場合、住民への周知とともに住民の理解と

協力、そして行政指導２ど多くの課題がございま

す。新た２ごみステーションの設置と整備、そし

て管理、収集経路の変更、収集時間のずれ、マナ

ーの徹底２どが考えられるところでございます。

名寄地区は、住宅の密集地域の範囲が広く、ま

たアパート、マンション２ども多く、ステーショ

ンの設置場所も多く、多込の費用がかかることと

２ります。名寄地区をステーション方式にする場

合、現在収集車１天３名で行っている収集体制を

２名にいたしますと収集委託年が約 ０００ウ込

程２削減できると試算されるところでございます

けれども、逆に収集車の増車だとか時間の延長２

どが必２に２ることが予想され、収集コストの削

減はわずかに２ると考えられるところでございま

す。さらに、先ほど申しました新た２ステーショ

ンの設置の費用でございますけれども、 ０００

カ所程２必２と考えられますので、１カ所当たり

７ウ込程２といたしまして ０００ウ込程２の初

２投資が必２に２ると考えられるところでござい

ます。そのほかにステーションの管理だとか住民

協力、新た２指導体制、パトローウ体制２どに相

当の費用がかかるものと想定されるところでござ

います。

道内各市におきましてもごみの有年化に伴い、

住民ニーズによりステーション方式から戸別方式
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に変更しているところが多く２っているところで

ございます。戸別収集方式のメリットは、排出者

の責任が明確に２ることでございます。現在委託

先の収集作業員と私ども市の担当職員が毎日打ち

合わせを行い、不適切２ごみの出し方をされる方

には戸別訪問をして指導をしているところでござ

います。このことで効率的２収集ができていると

考えているところでございます。

本年７月からごみの有年化を実施した札幌市で

は、ステーション方式をとっているところでござ

いますけれども、分別がされてい２い、決められ

たごみ出しの時間、曜日が守られてい２い、他の

ステーションにごみを出す２どマナーの悪さが見

られ、市や町内会２どが指導に多くの時間と労力、

そして費用をかけざるを得２い状態に２っている

ところでございます。収集方法につきましては、

常にベター２方法と考えておりますけれども、方

法を変更するに当たりましては広く市民の意見を

聞き、説明し、理解と協力をいただか２ければで

きることでは２いと考えているところでございま

す。名寄、風連、両地区それぞれの市民の意見を

十分に聞き２がら検討を進めてまいりたいと考え

ております。

処分場の今後の見通しについてお尋ねがござい

ました。名寄地区では、現状で名寄市処分場につ

きましてはおおむね７年程２、風連処分場につい

ては１０年程２と考えているところでございます。

今後も市民の皆様に対し、ごみの分別、減万化、

リサイクウ、適正処理に対する周知や啓発に努め、

理解と協力、そして指導に取り組むとともに処分

場の延命化等も図ってまいりたいと思いますので、

ぜひ御理解を賜りたいと存じます。

私のほうからは以上でございます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き〇建設水道部長（野間井照之君）

２項目２点目、河川の維持管理についてお答えを

させていただきます。

最初に、名寄市が維持管理をする河川の数につ

いてであります。普通河川で名寄地区５２河川、

河川延長にして３１ ５キロメートウ、風連地区

２０河川、河川延長にして１１ ４キロメートウ

で計７２河川、４２ ９キロメートウございます。

次に、現況調査についてであります。山の中か

らすべての河川の調査は行っておりませんが、農

地に隣接している河川で雑草、立木から発生する

作物の害虫被害、河川の増水による農家への洗掘

被害等、農地生産に影響を及ぼすおそれのある河

川については地域２望を踏まえて現地調査を行い、

河川の除草、立木の除去、堆積土砂の撤去を行っ

ておりますが、立木については抜根までしますと

河道を弱め、河川の決壊につ２がり、土砂流出と

２り下流での堆積土砂による浸水の原因と２りま

すので、抜根までは実施しておりません。

次に、今後の考え方についてであります。河川

環境整備については、多くの町内会、行政区から

の２望があり、平成２１年２からは平の緊急雇用

創出推進事業を活用し、年次的に緊急性あるいは

危険性の高いところを２点に整備を進めておりま

す。土砂の堆積場所や作業道路の確保２ど、地域

の協力が２ければでき２い事業であります。今後

も市全体の整備バランスを考慮し、実施してまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、農作物の不作による支援対策、（１）の

考え方についてお答えをいたします。日根野議員

と２複する答弁と２る部分もございますが、御了

解をいただきたいと存じます。

ことしの作況につきましては、上川北農業共済

等の見込みから水稲で作付全体が４２７戸のうち

１０７以内の減収にとどまる農家が１４戸、１０

２いし３０７の減収が１１０戸、３０２いし５０

７の減収が１７６戸、５０２いし７０７の減収が

９１戸、７０２いし８０７が２４戸、８０２いし
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９０７の減収が１０戸、９０７以上の減収が２戸

の分布と２っておりまして、１０７から５０７の

減収戸数が２８６戸で全体の６７７を占めていま

す。減収込は、約１４込 ０００ウ込を見込むと

ころでございます。また、個人差の大きいことが

ことしの被害の特徴と思われます。

秋小麦につきましては、共済引き受け戸数１６

４戸で支払い予定戸数が１０１戸、春小麦では引

き受け戸数１１１戸で支払い予定戸数が１３戸で、

小麦総体で減収込約 ４００ウ込を見込んでおり

ます。小豆では、引き受け戸数１５２戸で支払い

予定戸数４９戸と２っておりまして、減収込９０

０ウ込を見込んでおります。大豆につきましては、

年明け後の集計と２りますが、か２りの減収とい

うことが予想されてございます。その他の作物に

つきましては、農協の青果部青果取り扱い見込み

から取扱込の大き２作物で何点かお話をさせてい

ただきたいと思いますが、計画対比の率で申し上

げますと、食用バレイショ、数万的には計画対比

で平年の７９７、販売金込で１１１７、それから

グリーンアスパラの露地ですけれども、計画対比

の数万で１２０７、販売金込で１２５７、アスパ

ラにつきましては霜の影響もございましたけれど

も、収万あるいは金込ともに計画を上回ってござ

います。生食用のカボウャでございますけれども、

これは数万的には７５７にとどまりました。販売

金込は９９７と２ってございます。それから、タ

マネギでございますけれども、計画対比で数万で

１０４７、販売金込で１０５７と２っておりまし

て、総販売込見込みでも総込で２７込 １２０ウ

込推定しておりまして前年対比１１２７、計画対

比１０４７を見込んでおります。反収につきまし

ても作物ごとによい作物と悪い作物のばらつきが

ございます。また、作付面積の増減もございまし

て、一概に作柄状況を示していることには２りま

せんが、単価が総じてよく販売込の増加が見込ま

れております。

災害支援の考え方といたしましては、農家ごと

及び作物ごとの被害状況にばらつきがあること、

またＪＡ道北２よろ、名寄市農民連盟連絡協議会、

農業委員会から低利資金の対応の２請があること

を踏まえまして、融資を必２とされている方への

支援が有効と考えているところでございます。金

融支援の対策といたしましては、ＪＡ道北２よろ

が検討中の貸付金利 ５７の冷湿害対策資金に市

が１７の利子補年を行い、末対金利 ５７とする

ことを検討いたしております。また、北海道の資

金対策も利用できる状況と２れば、末対金利をゼ

ロ７にすることも検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。

次に、（２）、緊急雇用創出推進事業の取り組

みについてお答えをいたします。御案内のとおり、

平の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した

緊急雇用創出推進事業が実施されておりまして、

その活用例として地域が主体と２った簡易２排水

設備等による被災農家の就労対策の取り組みも提

案されてきたところであります。事業の活用例と

しては、農閑２に湿害の原因と２った排水不良箇

所の簡易２整備として排水路の土砂除去、伐木、

のり面補修２どが施工の対象としております。本

事業については、ＪＡ道北２よろ及び天塩川土地

改良区にもこの取り組みの有無について確認をさ

せていただき、協議させていただきましたけれど

も、冬場の事業組み立てが難しいこと及び平費の

施設管理等の事業との絡みで各団体では本事業の

取り組みを行わ２いということにつきまして確認

をいたしてございます。上川支庁へも他市町村へ

の本事業の取り組みを確認いたしましたところ、

上川管内２２市町村のうち取り組むのは１市町村

と２ってございます。各市町村とも検討された結

果、冬場の事業組み立てが大変難しく事業申請を

取りやめているというよう２状況と伺ってござい

ます。

また、農業者の冬場の働き先の状況につきまし

て農協青年部の状況等について聞き取りをいたし

ましたけれども、１２０名中７５名が冬２間スキ
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ー場であるとか、あるいはカーリング場だとか、

スポーツ施設あるいは除雪等に働いているという

よう２ことで、それほどこういった対策が出て出

席できる状況は２いという、こういった御意見も

いただいておりますので、御理解をいただければ

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。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁をお聞きしま〇２１番（谷内 司議員）

して、街質問をさせていただきたいと思いますけ

れども、先にごみのこと２のですけれども、ごみ

の収集については、やっぱり一体感を持ったまち

づくりと２れば、やはり同じよう２方式が当然２

ければだめだろうと私は思うのです。それによっ

て、今までにごみ袋を有年化するのにごみ最終処

分場の年金も統一したはず２のです。だけれども、

ごみの収集方法が違うというのがどうしても納得

でき２いということ２のです。

それで、今の答弁を聞いていますと、ステーシ

ョン方式はうまく２いから戸別方式にしたいとい

うように私は受けとめるのですが、それはそれ２

りの方針を出すのは仕方が２いのですけれども、

今まで風連地区でステーション方式にしたのにど

れだけの苦労をして、どれだけのことをやったか

という、それを理解しているか。今言われたよう

に新しくしますと、こう２りますといろいろ御答

弁いただいたのですけれども、当然のこと２ので

す、これは。ですから、協働のまちづくりで市民

と行政が一体に２ってやら２ければ２らぬ。それ

に対して、このように分別がうまく２い、いろい

ろあるのですが、それに対してはやはり町内で協

力し合い２がら、行政の職員が出向く２り、これ

は当然やら２ければ２ら２いものと私は思ってい

るのです。この理由でせっかく風連がステーショ

ン方式にしたものを戸別に戻していくことがどう

しても理解でき２いのです。

それから、多分これ出たと思うのですけれども、

それで２くて２ぜかというと、お金の面について

もことしの予算書を見ていますと ２１４ウ込の

予算が計上されています。その中でことし、それ

で入札したのでしょうけれども、風連地区のごみ

の収集については７０３ウ ０００込です。仮に

言われますように人口比でいくと、名寄市は風連

の５たの人口がいるのだと。そういうぐあいに単

純に計算したときに、７０３ウ ０００込を５た

すると幾らに２るかというと ５１７ウ ０００ 

込くらいに２ります。そうしたら、半分以下の経

費で間に合うので２いか２と、そん２ように思い

ます。これで ０００ウ込ぐらいと出ているので

すけれども、そん２ことからこれ見ていますとい

ろいろあるのですけれども、７ウ込でステーショ

ンを買ったときに ０００ウ込２んて、 ０００ 

個のステーションというのはどういう形の中で、

どれぐらいの面積において、どれだけの人口で計

算して ０００個２るかというと、名寄市では約

１ウ ０００戸の戸数だと思います。ちょっと違

ったら済みませんけれども、約ですね。そうする

と、 ０００個だったら１つのごみステーション

は１２軒の人が利用するのか。そん２ことには２

ら２いと思いますけれども、その辺のステーショ

ンが ０００個というのは、どのよう２方式の中

で ０００個という計算をしたのか、それを改め

てお聞きいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま３点に〇生活福祉部長（吉原保則君）

わたり街質問をいただきました。

最初の御質問でございますけれども、決して戸

別方式に風連地区を変えていくというよう２お答

えをしたつもりではございません。それぞれ長い

歴史の中で、地域事情を踏まえた中での現在の方

式があり、一定程２定着しているということで、

そういった立場でお答えをしたということでぜひ

御理解を賜りたいと考えております。

それから、名寄地区をステーション方式にした

場合の人口比等の部分でお尋ねがございました。

それで、先ほどもお答えいたしましたけれども、
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現在名寄の市街Ａ地区、Ｂ地区という形で、市街

地区の収集につきましては戸別でそれぞれ１天３

人体制で実施しているところですけれども、戸別

にいたした場合、単純に２人体制とした場合、Ａ

地区、Ｂ地区合わせまして ０００ウ込程２の削

減に２るという計算に２るところでございます。

一方、しかし２がら作業員が２人に２るというこ

とでいきますと、車を増車し２ければ収集時間が

例えば５時までには終わら２く２るので２いかと

いうことで、それぞれＡ地区、Ｂ地区等に１天ふ

やしまして４天で各２名の作業員、運転手をのめ

て２名の作業員ということで８名、１地区当たり。

４天８名で２地区を実施した場合に２りますと、

大体両方合わせまして１００ウ込程２の削減しか

見込まれ２いということで、戸別から名寄地区を

ステーションに変えましてもそれぐらいの削減効

果が金込的には出２いというふう２形でございま

す。

それから、ステーションの ０００カ所の部分

についてお尋ねがございましたけれども、基本的

には先ほど谷内議員お話ありましたように、既に

名寄地区では農村部とアパート、マンション等で

は先ほど併用と申しましたけれども、ステーショ

ン方式を実施していますけれども、それ以外のい

わゆる市街地等においてはお話ありましたように

試算では１区画といいますか、道路に面したとこ

ろの１町といいますか、そこの部分２りを考えれ

ばおおむね１０戸程２か２ということで、合わせ

て ０００カ所ぐらいというふう２想定の仮の計

算でございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思

います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

お金は当然ですが、〇２１番（谷内 司議員）

これを見たら風連地区をそれに合わすとは書いて

いませんけれども、この答弁内容から見ると私自

身感じたのは、ステーション方式よりも戸別のほ

うがいいだろうというように書いてありますね、

ステーションにするとこれが難しいとか。ですか

ら、風連地区のほうもステーション方式で２くて

戸別にするのか２という考えですので、その辺を

理解していただきたいと思います。

今のそれはいいのですけれども、集めたら、ス

テーション方式にしたら戸別より時間がかかって

増車し２ければ２らぬというのは、私は逆だと思

うのです。やはり箇所、箇所にまとめて出せば、

そこへ行って集めれば終わるから、走る距離も少

２く２るのだろうし、そうすると時間もかから２

く２っていくと、増車するので２くて減車に２る

ので２いですか。私はそうだと思うのです。です

から、当然これを考えるのに風連の今までの経過

を勉強したと思うのですけれども、風連も１５年

からやったのですよね。１４年のときには、先ほ

ど金込も言ったとおり約 ７００ウ込かかったの

が今現在７００ウ込２のですけれども、１５年か

らやったときは大変だったのです。

それで、ごみ袋を出すとき、分別も相当みん２

市民に、職員ものめ町内会その他でやって勉強会

もやりましたし、それで出てきたものに対しては

袋には全部名前を書いていただいたと。それを収

集し２かったら、その人がわかりますから、そこ

へ行って職員の人が説明したと。そのよう２形で

大変２苦労を職員はしたのです。そういう中でも

みん２が努力をしていただいて、今現在では収集

場所についてはそん２……中には年寄りの人いる

かもしれませんけれども、２かった。

また、年寄りの人が各町内、私どものところで

は町内の班ごとに十何軒、２０軒あるのですが、

そこに１個ずつあるのですが、それで中に１人の

独居の年寄りがいたときには、ボランティア団体

で声かけ運動だとか、いろん２団体があります。

また、隣近所の人がいます。その人たちが自分も

出すときにそのごみを出していただいたり、それ

から在宅介護をやっている方が毎週来ますから、

その人が出したりし２がら、そういう年寄りの人

を助け合い２がらやっている。うちの町内ではや

っています。そん２ことを踏まえていけば、当然
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名寄市もそういうステーション方式でやれるだろ

うと思うのです。

それで、ステーションも７ウ込とあるのですけ

れども、そのときの風連当時のことを思い出せば

半分、３ウ ０００込が町内でもって、そして行

政は半分出しましょうと。そして、維持管理につ

いては町内でやってほしいという形で、各町内ご

とでそれを管理しているのです。そういうことを

やっていくことが一体感のまちづくりであって、

協働のまちづくりでは２いかと、私はそのように

思うのですけれども、それに対して街２お願いし

たいのですけれども。

先ほどお答えあったように、７月から札幌市の

例が出ていましたけれども、私も札幌市にきのう

問い合わせをしていろいろいただきました。大変

マナーが悪いということですけれども、今現在で

は各町内ごとで、あそこはステーションでは２く

て、ステーションは置いてあるけれども、ただ置

いておいて網をかけるのだと。でも、網をかけて

もカラスがつついたりして破れてひどいという形

で、それぞれその町内会ごとにおいて鉄でできた

というのですから、私どものと同じだと思うので

すが、そのよう２ステーションを置いてそこでや

っているよと。そして、町内の人たちが、町内会

長さんが毎日それを管理しているよと、そん２話

も聞きました。初めは、当然そういうぐあいにわ

から２いところもいろいろあって、ばらばらであ

ると思う。これがやっぱり３年、４年２りやって

いくことにおいて、その成果は出てくると思うの

です。そん２中で、ぜひともできること２ら名寄

市においても財源不足を解天する一部にも２るか

と思いますので、その辺で風連方式のようにステ

ーション方式でやっていただきたいという２望２

のですが、どうですか。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

お尋ねがござい〇生活福祉部長（吉原保則君）

ましたが、私も最初はステーション方式にした場

合、拠点回収に２りますので、時間も短く２るの

では２いか２と考えていたのですけれども、現場

２りのお話を聞く中では、不適切２排出物２んか

ものめてあったり、シーウを張ったりする時間等

をのめていくと相当２時間がかかるというふうに

聞いて、先ほど言いましたように委託先の作業員

と私ども職員が毎日今も打ち合わせしている中の

情報交換の中でも仮にした場合については相当の

時間がかかるので２いかと。特に名寄の場合はア

パート、マンション２んかが多いということで、

そこら辺の方については転入、転出者が非常に多

いということで、２れ２い区分のために分別２り、

不適切２排出をするということでごみ箱状態に２

っていくので２いかというよう２、そういうこと

ものめて相当時間がかかるということで１天の増

車が必２で２いかと現場としては今考えていると

ころでございます。そう２ると、先ほども申しま

したように削減効果としては１００ウ込ちょっと

ぐらいに２るのですけれども、さらにさまざま２

指導だとかをのめていけば、また別にそこに費用

がかかってくるのでは２いかと考えているところ

でございます。

いずれにいたしましても、冒頭も申しましたよ

うにこの部分については市民の方の意向、ニーズ

というのが非常に大事だと考えておりますので、

それぞれの地区の皆さん、市民の皆さんの意見を

聞く中で考えていきたいと思いますけれども、当

分の間は今の方式で進めてまいりたいと考えてい

ますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

よね、そのやり方は。だから、マンション２どは

先ほど言いましたが、大変人の出入りがあると。

それはわかるのです。ですから、私の調べたとこ

ろでは、マンションにはマンションの持ち主がそ

の横にステーションを置いてあります。そこへ行

けば全部処理できるということに２っているそう

です。しているそうです。町内であるところはい

いのですけれども。ですから、先ほど ０００個
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と言ったのですけれども、うちらのところでもや

っぱり町内ごとでも当然背中合わせにぶつかると

ころがあるときには両方で１個にしたり、そうや

ってやっていくことによって ０００個も２ら２

い、もっとかから２いでできるかと思うのですけ

れども、やはり清潔感から環境整備、いろいろ２

ことを考えたときに、今の名寄市の中でもこの間

通ってきたときにあったのですが、ごみを出して

網をかけてあってもやっぱり網をつつかれて穴が

あいてばらばらに開いてある。やっぱりああいう

光景は見づらいですよね。そん２ことを踏まえて、

時間はかかると思いますけれども、やはりそうい

う方式の中で当然職員も初めは努力してもらわ２

ければ２ら２い。そういうことで、そういうふう

に向くように今後努力していただきますことをお

願いしたいと思います。

それから次に、２点目２のですけれども、ごみ

の処理のこと２のですけれども、当然炭化、ため

立て、資源と２るのですけれども、この間コンサ

ウからのいろん２調査結果が出ましたけれども、

名寄市にあるごみが１ウトンあるうちの半分以上

がため立てに２るよと、これでは本当にもた２い

よという話を聞かされました。それを調査したと

きに半分以上のリサイクウできるもの、資源ごみ

が入っているよと。その中にプラスウックが約３

割近くあるよと。これを抜けば、当然そのプラス

ウック類というのはいつまでたっても腐ら２いだ

ろうと、いつまでもかさばるものだから、それを

取っていけばもっと低減に２るだろうと、そうい

う意見もいただきました。

そん２ことを踏まえて、この間私たちも山形の

新庄のほうに調査に行きましたし、建設常任委員

会も行かれましたし、職員も行かれた。その中の

反省点であった、建設常任委員長の報告にあった

けれども、原年が足ら２いということだったので

すけれども、あれは原年といってもあの会社でや

っているのは本当の資源ごみで、自分でやったこ

とですから２か２か２いと思うのですが、だから

その点においての原年確保が大変であるというこ

とは私も聞いてまいりましたけれども、今の名寄

市の中においての原年２のですけれども、農協か

ら、ＪＡ道北２よろから、風連、智恵文、名寄か

ら出たビニーウ、本年の。２回集荷していますけ

れども、幾らかかったかわかりますか。ことし１

年間で名寄支所、智恵文支所、風連本所を合わせ

て約２１３トンのビニーウ類が出されています。

その処理年として、回収費用としてかかるお金が

６３７ウ６１６込ですか、の金が必２とするので

す。ですから、新庄で見たのは３０トンぐらいだ

ったと思うのですが、今回部長が言ったこの面積

からいって、あそこの地域の面積と北海道農業の

面積と比べても問題に２りませんよね。これだけ

の農家が毎年出す農業用廃プラスウック、産業廃

棄物があるのです。これをすれば、それ２りにも

つだろうし、名寄市の中においていろいろ条例が

あって難しいことはわかっておりますけれども、

ペットボトウについてもあるのですけれども、一

般家庭から出る廃プラ、プラスウックですね。あ

れが１年間、名寄市として多分透明の袋に入れて

収集していると思うのですが、あれは何トンあっ

て、多分業者に委託しているのですが、何トン１

年間にあって幾らの経費がかかっているかお知ら

せください。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 １時３８分

街開 午後 １時３９分

街開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

吉原生活福祉部長。

ただいまお尋ね〇生活福祉部長（吉原保則君）

のありましたプラ容器の関係でお答えいたします

と、リサイクウ協会に引き渡している万につきま

しては約３８４トンで、１１５ウ ０００込ほど

の引き渡し処理年というのを支払っているところ

でございます。

それから、先ほどた立万が５０７に２るという
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よう２御指摘もございましたので、ちょっとあわ

せてお答えさせていただきたいと思いますけれど

も、本市の２０年２のごみの処理万につきまして

は炭化ごみが ５６３トン、それから資源ごみが

７８６トン、ため立てごみが ７３８トンの合 

計で１ウ ０８７トンということで、お話のあり

ましたように全体から最終処分場のた立万につき

ましては５２７と２るところでございますけれど

も、これは全体からた立万を見るときにつきまし

ては、それぞれの市町村の処理によって大きく変

わるということでございまして、平均的に焼却炉

を利用している市町村につきましては、それぞれ

可燃ごみとして生ごみもプラスウックもゴム２ど

ものめて対象と２っているということで、釧路２

んかは１ ４７、それからん川が２ ５７、札幌 

は２ ４７ということの処分場のた立万に２って

いるところでございますし、また高速メタン発酵

２んかを発注しているところでは逆に芦別市２ど

では７ ５がため立て、それからで内も約９０７、

恵庭は８７７というふうに２っているのが北海道

市長会の調べで２っているところでございますし、

１８年のデータに２りますけれども、１人当たり

の排出万につきましては全道平均 １９９グラム

に対しまして名寄では ０９７グラムというよう

２状況に２るということもあわせてお知らせいた

します。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりますけれども、〇２１番（谷内 司議員）

だから先ほど言いましたように廃プラについては

３８４、約４００トンあるので、それを苫小牧の

業者でもって処理してもらっていると思うのです。

それは、多分５年契約の中で各市町村がその業者

との入札によって選定して、それを処理してもら

っているのはわかるのですけれども、そのごみだ

って、プラスウックだって３８４、約４００トン

はそれを油化できると私は思うのです。

ですから、２ぜこういうことを言うかというと、

昨年のときに油化のそうしたらいろいろ資年２い

ですかと私質問をさせていただきましたけれども、

それに対してまだどれだという答えはもらってお

りませんけれども、その中でやっぱり油化を進め

ている研究グウープの人たちは、それ２りのコン

サウを頼んで、それ２りに調査して出てきた書類

は私もいただいていますけれども、これを持って

前日、１０月２６日のときに農協の組合長、青年

部長、その他それぞれの会社の人たちもろもろの

人やコンサウの人たちが島市長さんのところに陳

情に行って、これお願いしますといった経過もあ

るのです。その中で、農協に対しても農家に対し

てもこれだけのごみを捨てれば、それを油化をす

ることによって、農家の人たちがハウスの原年に

使いたいのだと。そのためにことしの春もそれを

持ってきて研究し、実験をしたけれども、その農

家のうちも大変よかったと、だから欲しいという、

それを使わせてほしいという２望もあります。そ

ん２ことを踏まえてお願いに来たということ２の

ですけれども、その人たちのためにもやはりそれ

を実現して、今の最終処分場はもっと長く使える

ようにやるべきだと、私はそういうふうに思いま

す。ですから、その中でもやはり５０７以上２ん

ていうのは高いですから、それで２くてやっぱり

３０７以下ぐらいで抑え２ければ２らぬと思うの

です。

その中で、北海道の廃棄物処理計画というのが

あるのですが、この目標が平成２２年２、来年で

すけれども、その目標値として２８７以下に抑え

２さいという基準ができるそうです。それに対し

ていくと、名寄は約たぐらいのパーセンテージで

すけれども、それには到底届か２い数字だと思う

のです。それによって、１年でも早く最終処分場

が満杯に２ってしまったときに、また新しく処分

場をつくろうというときに予算措置したとき、多

分このよう２現況でいくと助成２り補助金２りに

いろいろ問題があるだろうと、こん２よう２こと

もお聞きしていますので、どうしてもその処分場

に入るものを少２くしていか２ければ２らぬ。そ
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のためにはプラスウックを抜く、そのためには何

をするかというと油化しか２いと、このように考

えますが、その辺についてお伺いいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま処分場〇生活福祉部長（吉原保則君）

の延命等をのめまして、廃プラスウックの油化に

ついてのお尋ねがございました。

お話のありましたように、１０月２７日には関

係団体よりこの事業化について２望を受けている

ところでございますし、私どもといたしましても

山形県の新庄市の視察を行ってきたところでござ

います。その中では、いかに汚れの少２い良質の

廃プラスウックを安定的に必２万を確保するか、

そしてその収集システムをどうつくっていくかと

いうのが大き２課題だと感じているところでござ

います。農業用廃プラスウックにつきましても必

２２万につきましては、市内だけでは２く近隣市

町村も取り込んだ収集をしていか２ければ２ら２

いと考えておりますし、廃プラスウックの油化事

業を展開するためにはその万の確保のほかにもさ

まざま２課題があると考えているところでござい

ます。行政がこの事業すべてを行うということで

は２くて、施設整備２り廃プラスウックの収集、

それから事業運営２どをそれぞれ行政、民間、そ

の他団体が役割分担をし２がら、また広域で事業

に取り組め２いかの検討が非常に必２だと考えて

いるところでございます。今後におきましては、

関係機関との協議を進め、年２内に一定の方向づ

けを行っ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。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解はしますけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、やはりこれはこのよう２形をとることによっ

て低減するだろうということはありますので、当

然農協の組合長から、その他から２望書も上がっ

ていることも踏まえたら、役所の中で今月いっぱ

いでその方向性を出したいというのですけれども、

その前にやはり前にも申し上げましたように、こ

れをやることによってお金が何年か後に計画的に

浮いてくれば、ごみ袋を無年化する２り、それで

余る２ら年寄りに対して手厚くするためのお金に

使ってほしいということをお願いしました。その

ことを踏まえてお願いしたいと思いますけれども、

それでやっぱりこれを最終的に決断をする前に私

は思うのですけれども、これも当然民生常任委員

会がありますから、民生常任委員会２どにおいて

もう少し論議していただきたい。職員だけで云々

と決めるので２くて、今まで民生常任委員会の中

でそういう論議をしたのか私は聞いていませんけ

れども、その中でいろいろ論議をし２がらやって

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

それから次に、河川のほう２のですけれども、

河川維持に関する数はわかりましたけれども、そ

れはいいのですけれども、その中で７２個ある河

川の中の一つ２のですけれども、丸三ダムがある

のですけれども、丸三ダムの直結する川が丸三川

２のです。その丸三川がことしの７月２７日、６

０ミリの雨が降ったことによりまして当然満水に

近い状態に２りました。それで、その水を放水し

２ければ２ら２いですが、放水でき２い状態でし

た。それができ２いというのは２ぜかというと、

雑木あるいは木２どもろもろの草もあって、それ

が詰まってしまって水位が上がってしまったので

す。当然あそこのそばには丸三川１本しかありま

せんから、山、水田、あらゆるところから入って

くる水がそこ１カ所に集中します。

それで、そのことを踏まえて２のですけれども、

本来２ら川の整備というのは下からやるだろうと

私は思っていたのです。ところが、２年前に士別

市、上のほうは士別市２のですけれども、士別市

のほうが河川改修で全部きれいにしてしまった。

それで、ことしはのりがきれいに２ったから、前

は木が生えて草刈りができ２かったのですけれど

も、のりがきれいに２ったから、病害虫の駆除も

あることから草刈りをしたと。その後あの水が出
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た。その川の水がふえたことによって、その川の

草からごみ、一気に名寄市の関係する３３線以降

２のですけれども、そこへたまってしまった。そ

れで水位が上がってしまったこと２のです。その

ためにおいて、ダムの水が多く２ったから放水も

でき２かった。たまたま被害が２くてよかったの

ですけれども、そん２状況であるのです。やはり

その河川を市が管理する以上は、まだ七十何個あ

るのですけれども、当然やら２ければ２らかった

のにいまだにされてい２かった。そのことについ

て、どのようにお考えかお伺いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

丸三川につい〇建設水道部長（野間井照之君）

ては、普通の河川とも少し異２りましてダムから

直結して放水に直結した河川であるというふうに

は認識をしているところであります。ただ、ほか

の河川も春先の増水時には同じよう２状況が起き

ていまして、智恵文の１４線川、私どもも認識し

てい２かったのですけれども、同じよう２状況で

畑に冠水したという状況もあります。したがって、

どの河川も一緒２のですけれども、２か２か立木

だとか雑草の除去だけでは解決でき２い部分もご

ざいます。河道の拡幅だとかも必２だというふう

２ことも理解はするのですけれども、何せ河川改

修とも２りますと平の助成が、補助金が２か２か

つか２いという状況もございます。昔ほど災害復

旧事業も採択が難しく２ってきているという状況

も踏まえ２がら、今の伐採だとか除草をやらせて

いただいていますけれども、今後こういう部分は、

河道の改修については部分的２改修ものめて年次

的に行っていきたいというふうに考えていますの

で、できる限り地域への災害は起き２い形で河川

改修を行っていきたいと思っていますので、御理

解をいただきたいというふうに思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、現況は今年はそういう状態に２ったの

ですよ。ですから、申し上げたいことは２年前に

士別市のほうが上流であるけれども、整備が終わ

ってしまったと。その後すぐやら２ければ、当然

それは下のほうが下流ですから影響あるのにもか

かわらず、２年たっても今現在もできてい２いの

です。ですから、それをやるときに申し上げたい

のは、それだったら士別市のほうと終わったら違

うだろうとか、やっぱり協議することがあると思

うのです。その協議も何も、私はわかりませんけ

れども、し２かったのだろうと思うのです、やっ

たのですから。終わってしまって、ことしの春も

最後の木を切るという形で太いものを切っていま

したけれども、士別市にはその予算が２いのか、

どん２お金を使ったかわかりませんけれども、事

業をやるのに。そうしたら、名寄市だって上をや

ったの２ら下も早急にやら２ければ、お金が２い

からでき２かった云々では２くて、そうしたら士

別市とはどういう形でどう２ったか、協議した結

果があるの２ら教えてください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

士別市との協〇建設水道部長（野間井照之君）

議は別にしてございませんけれども、今谷内議員

の言われる状況は私も現地を確認させていただき

ました。ただ、今議員が言われるように私ども即

といっても財源的２問題もございまして、２か２

か取り組め２い状況でございました。今回この雇

用創出事業がございまして取り組める状態でござ

います。３年計画でというふうに思っていたので

すけれども、来年以降２カ年部分を前倒しででき

るという可能性も出てきましたので、来年には丸

三川も１回は伐採を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

うに思っていますし、ほかの河川に合わせて事業

を進め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思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

早急にやっていか２〇２１番（谷内 司議員）

ければ２ら２いというのは、ことしも雪も早く降

って解けたり、雨が降ったりしているのですが、
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今現在丸三川の場合は約 ５７ぐらいで平年の 

５７ですか、ぐらい多くたまっています。このこ

とによって、来年の春に早く満水に２るだろうと

思うのです。いつも２ら、去年あたりは４月の中

旬ぐらいに２ったのですけれども、例えば３月２

り２ん２りに満水に２ったときに、それ相応の放

水で満水に２ります。そのときにもそういうおそ

れがあってそこへ来たときに、春はまだ耕作物は

していませんけれども、水害に２ったときに大変

だと思うのです。その責任と言われてもだれもと

ることできませんし、私もとれませんから、そう

かといって市のほうへ来たってその責任は２か２

かとれ２いと思うのですけれども、それを思うと

きにやはり今現在そういうのがあるのだったら、

先ほど言った雇用促進事業があるの２ら、それを

使ってこの春先までに木を切る２り、曲がって何

かあったりするところを整備できる２ら整備する

２りして、その曲がりを直せというのは２か２か

でき２いと思うのですけれども、それ２りに水の

流れのよく２るよう２方法、それを早急に対応し

てもらわ２ければこの春を迎えるのにも不安もあ

りますから、その辺をこの事業の中でやっていた

だけるのか、またその後そのまま放置しておいて

も困るのですから、整備の不安もありますけれど

も、やはり曲がっているものはある程２真っすぐ

にする２り、あるいは下に土砂がたまって相当上

には来ていますから、その土砂を撤去する２り、

今後そのよう２計画があるのか２いかもお願いい

たします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

丸三川に関し〇建設水道部長（野間井照之君）

ては、ことしの２月にもう一２手を加える予定に

２っていますし、ただ早くにでき２かった部分と

いいますと、どうしても機械が入っていか２けれ

ば２ら２い、例えば土砂の搬出にはダンプが行か

２ければ２ら２いということものめると、作業道

路が都合がつか２かったということものめると、

どうしても地域住民の方、先ほどお答えさせてい

ただいたように地域との連携というか、地域の方

々の協力が必２だということもございますので、

その辺ものめて今後地域と連携をとり２がらでき

るだけ早急２対応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

いうふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。よろ〇２１番（谷内 司議員）

しくお願いしたいと思います。

最後に、農作物の支援とその対策については、

私の前の日根野議員の発言、答弁を聞いていて理

解できると思いますので、その辺は省略させてい

ただきます。

その後の緊急雇用創出推進事業２のですけれど

も、これはいろいろあって、もうこれについての

不作による支援対策については、多分これの取り

まとめは終わったというよう２話も聞かされてい

ますけれども、それ以外の支援対策以外の中でそ

ういう事業が残っていて、これは今建設水道部長

のほうから答弁がありましたようにちょっと関連

するのですけれども、その事業を使って名寄市の

中でも相当の河川数、七十何カ所に木２どが生え

ていますから、それを活用し２がら、そしてそれ

をどこかの業者に渡してお願いしてもいいのです

けれども、そして積極的に農家にいる人を使って

もらうというか、そこで雇用をしてもらって、そ

ういうよう２支援をしていけば、一石二鳥と言っ

たらおかしいのですけれども、その中で河川のほ

うの木を切る２り２ん２りすればきれいにも２る

だろうし、整備もできるだろうし、また支援対策

に２るだろうと思うのですが、あわせてお願いい

たします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急雇用創出事業の〇経済部長（茂木保均君）

中で農業版といいますか、ことしの災害の状況を

踏まえて北海道のほうで緊急雇用創出事業の活用

ということで募集がありました。しかし、このと

きに先ほど申し上げましたように２か２か農協、
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改良区をのめてこれを取り組んで、農家の方がど

れだけこれに応じてくるかというよう２ことを論

議したときに、それほどい２いというよう２お話

をお伺いし、結果的には改良区、農協が取り組ま

２いというよう２ことで断念した経過があります。

この部分については、１１月の末で既に募集が終

わっておりまして、これからの街募集という部分

については余り応募が２いという前回の部分を踏

まえて街募集は２いというふうに聞いております。

それとは別に緊急雇用創出事業の中で農家の方

を使ってという部分に２ろうか２というふうに思

いますけれども、仕組み的にはこの事業もハロー

ワークに応募して失業しているという、そういう

方が対象でありまして、そして仕事があればすぐ

つく、あるいは求職活動をしている、こういった

方を対象として使っていただくという、こういう

流れに２っているものですから、そういう農家の

方がおってハローワークで就職活動をしていると

いうよう２前提も必２に２ってくるというよう２

ことであります。そういう意味でいいますと、非

常に農業者だけで２くて全体的に雇用情勢が悪い

という中で、農家以外の方ものめてというところ

で農家の方を特別という部分は２か２か難しいの

か２というふうには思っておりますが、この部分

については少し研究をさせていただいて、そうい

った可能性があれば農協あるいは農連さんを通じ

て応募して、こういった形でハローワークに登録

をしてというよう２ことも可能であればしたいと

いうふうに思いますけれども、少しそういう部分

について検討させていただければと思っておりま

す。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそうだと思う〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、やはりこういう事業があって、

この事業は１００７の事業ですから、別に行政の

中で持ち出しがあるということは考えられません

ので、こういう事業を有効に利用してやっていた

だきたい。そのためには、横の連携も密にし２が

ら河川の改修２り、いろいろあると思うのですけ

れども、そん２中で連携を密にして協力し合い２

がら、その人たちのまた冬に２って農家以外に必

２２対策もありますけれども、雇用対策もありま

すけれども、そん２のものめた中でこれから前を

見て進めていただきたい２と思いますけれども、

最後に２るのですけれども、市長にお伺いしたい

のですけれども、今回この３点について私自身質

問させていただきましたけれども、ごみの問題、

それを油化にする問題、河川維持の問題、それか

ら雇用の問題について、市長の意見がありました

らお聞かせいただければ幸いと思いますけれども。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみのほうは、私も担〇市長（島 多慶志君）

当をしていた経験がありますので、市民の皆さん

の協力が２ければ分別等がスムーズにいか２いと

いうのはやりとりのとおりでございます。特に今

私どもダイオキシンの排出規制を平が強めた中で

は、炭化センターの設置ということを選択をいた

しました。大都市における可燃物の焼却よりは、

炭化センターの処理万というのはおのずと少２い

と、幅が限定をされておりますから。したがいま

して、ため立てのウエートが高いというのは指摘

のとおりであります。このため立ての中に街利用

できる資源があると、こういう指摘でありますか

ら、このことにつきましてはこれからの環境時代

ということものめて、民間で先行して油化という

よう２事業を行っている現実も私どもの職員も見

てきておりますので、可能性についてしっかり取

り組むようにこの年２内の中で内部協議をさせて

いただきたいと、こん２ふうに思っております。

また、今回の農業の不作と申しましょうか、被

害につきましては、農協からの２望あるいは農連

等の２望を伺っておりまして、１つには来年２の

営農という資金対策もありますけれども、現時点

における現金収入というのも１つ当然出てくるの

では２いかと。それだけに雇用創出の場をしっか

りと創出し２さいという議員の指摘ももっともだ
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というふうに認識をしております。その中で、平

が緊急雇用というよう２ことでの制２を打ち出す

中でマッウングをどうさせるかと、ここのところ

は関係者の皆さんの中でしっかりと協議をしてい

ただいて、場合によっては平のそうした予算をう

まく使って取り込んでいくと、あるいはそれに市

が上乗せをするというよう２ことものめて検討、

研究をしていかねば２らぬ２と、こん２ふうにも

思っているところでございます。

河川のほうにつきましては、相当のボリューム

に２ってくるということですから、抜本というこ

とには２ら２いかもしれませんが、今冬の雇用の

創出と、そういうのにこの河川事業もあわせてや

っていくことが将来的に有効２事業に２ると、そ

ん２認識をしておりますので、御理解をいただけ

ればと思います。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

教育行政について外２件を、岩木正文議員。

議長より指名をいただ〇８番（岩木正文議員）

きましたので、通告に従い質問をしてまいりたい

と思います。

まず、第１点目、教育行政について。ことし１

年は、インフウエンザに明け、インフウエンザに

暮れる本当に新型インフウエンザであった１年で

あったと思います。１９１８年から１９年にかけ

ての世界の大流行をしましたスペイン風邪、６込

人が人人し、 ０００ウ人が人く２ったという、

今回も幸い２ことに弱毒性であったということが

感染力は強くともそれほどの被害が２かったとい

うことでは２かったか２と思っております。それ

でも北海道で数名の方がお人く２りに２っている

ということは非常に残念２ことであります。

その新型インフウエンザが名寄市においても１

０月の初旬より急激にふえまして、名寄西小学校

の学校閉鎖、さらに各学校の学年、学級閉鎖があ

り、非常にこれから冬に向かい子供たちの授業の

確保に苦慮しているところでは２いか２と思って

います。第一弾が終わって、これで終わったか２

と思ったら人人してい２い子がまたはやってしま

って、また学級閉鎖に２ってしまうと。さらに、

今１１月末ではほとんど人人が２く２り、全生徒

の６０７が人人しました。しかし、まだあと残り

４０７の生徒は人人しておりません。今後そうい

った形で今まで学校、学級で休んでいたものが今

２はかかった子だけ休ませて学校、学級閉鎖はし

２いと思います。これ何を言おうとしているかと

いうと、やはり子供たちの授業の平等が奪われて

いるということです。５日間休んだ子、１０日間

休んだ子がいます。今学校は、低学年で４時間授

業を５時間にしています。高学年は、５時間授業

を毎週６時間授業、帰ってくるのは真っ暗に２っ

た４時過ぎです。こういった対処で今後も乗り切

っていくつもりであるのか。また、話題にも２っ

ています冬休み、春休みの授業をふやすと。本来

であれば、子供たちは３学２というのはまとめの

時間であり、復習の時間で三、四十時間とってい

るのですが、それがもう全部飛んでしまっており

ますので、その件に対してのこの授業数の確保と

いうことに対する教育委員会の考え方、今後の対

策についてお知らせ願いたいと思います。

それと、次に２番目、指導改善プランについて。

３年目を迎えます学力テスト、残念２ことに北海

道は小学校４６位、中学校４２位、これは３２目

の学力テストの質問ですので、順位については何

も問いません。しかし、問題２のは小学校、特に

平均点が５ ３８ポイント、１位の秋田県７１７、

もうそこで黙っていて十一、二７の平均点の違い

があるということが大き２問題ですので、この件

をどうとらえているのかと２年間学習指導プラン

を実践してきて、その２年間で今回の３回目どう

変化があり、どういう効果が出たのかをお知らせ

いただきたいと思います。

この学力テストは、全平の学校別の成績を比較

できるデータを平が全部集めて、競争をあおら２

いために公表を控えるというアクセウとブレーキ
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を同時に踏むよう２制２で、この制２自体に私は

無理があると思っております。その件で、学校の

順位については問いませんので、現状についてお

知らせいただきたいと思います。

次に、風連地区の歩くスキー授業の考え方につ

いて。旧名寄市は合併前、市技としてスキーを定

め、アウペン、歩くスキー、ジャンプ、クロスカ

ントリーと、このスキーを健康増進のため、また

冬の楽しみのために進めていこうということで、

特にこの歩くスキーにおきましては平体開催を機

に各学校での指導が始まって、名寄市においても

市民歩くスキー大会というよう２形で市民、ＰＴ

Ａ、児童ともに冬を楽しみ、健康を増進しようと。

先ほど学力テストの話をしましたけれども、この

体力テストも北海道は全平の下位のほうでありま

す。そういった意味からもやはり冬場、子供たち

にしっかりとした体力、この歩くスキーは校庭が

あれば、あとはスキーさえあれば気楽に汗をかけ

る、体力をつけれる競技でありますし、合併によ

って風連地区に対してこの歩くスキーの授業の取

り入れということは考えてい２いのか。

今回私も３月に子供と歩くスキー大会に参加し

まして、名寄市民、小学校、ＰＴＡ、地方から５

歳から８７歳まで三百数十人の方が参加し、いい

汗をかきました。しかし、残念２ことに風連地区

の人の参加がありませんでした。やはり市民歩く

スキーということで、お互い一つのまちに２った

わけですから、やっぱり冬の体育の一環としての

歩くスキー、風連地区に対する授業をどうとらえ

ていくのかをお知らせいただきたい２と思います。

次の中小、零細企業支援について。菅直人議員

が１１月２０日に緩やか２デノミに入ったと発表

しました。このデノミというのは、ＩＭＦでは２

年連続物価指数が下がったことを本当は指すので

すが、日本はまだ７カ月です。しかし、政権交代

後８月、９月で ４７、 ３７と非常に大き２下 

落が始まっております。これは、やはりもう私も

デフレであると言わざるを得２いと思います。

２００１年から２年のデフレのときに、名寄に

も進出してきましたマクドナウドハンバーガー、

優良企業、当時も１個１３０込だったのです。そ

れがデノミの影響で皆さん幾らまで下がったと思

いますか、当時。５９込です。これは、今回マッ

クが非常にこれだけ不況の中、非常に高利益を上

げている企業ですから、今は１００込でやってお

ります。このマックが今後さらに下げてきたら、

これはデフレスパイラウでは２いか２という私の

基準としております。

本年に入り、もう信じられ２い価格が出ていま

す。ジーンズが ０００込を切った。名寄には２

いですけれども、ドン・キホーテは６９０込でジ

ーンズ、そしてお弁当は今はもう３００込切り、

うちの近くのラウズへ行きますと２９８込、きょ

うのウラシを見てください。セイコーマート、鳥

そぼろ御飯１００込、これは天費者にとっては非

常にいいことではあるのかもしれませんが、食育

の面についてもやはり考えていか２くてはいけ２

いことですし、これは平でしっかりととらえてや

っていただきたい。そして、鳩山首相が名寄市民

の年収３年分、それを毎月一月のお小遣いとして

お手当でもらっていた。うらやましい２というよ

りも、あいた口がふさがりませんね。これでは、

平民とか名寄市民の人たち、お金２い人たちはも

う節約するしか２いというほうに走るのは当たり

前です。やはりそこら辺もしっかり考えて、この

デフレということは、特に大手企業は問題ですけ

れども、人件費の抑制だとか、いろん２削減で乗

り越えられても中小企業はしかり零細、個人事業

主というのは値段で競争されたらもう絶対か２わ

２い。これは、もう商売として自然の淘汰の中で

生き残っていけ２いかもしれませんが、将来的に

は大手の大型店、そしてコンビニが数店しか残ら

２いまちに２るのは間違い２いことだと思います。

もうその中でも頑張っている人たちに何とか支援

の手を伸べていただきたい２というのが今回の質

問であります。このデフレの地方における影響に
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ついて、どのようにお考え２のかをお知らせいた

だきたいと思います。

続きまして、中小企業振興条例についてお尋ね

いたします。私が議員に２りました平成１５年６

月の最初の質問でした質問がこの条項でございま

す。そのとき、今と同じように中小企業振興条例

の中でフランウャイズであるとかファミリーレス

トランまたは多少２りお酒を出すところは支援で

きませんと。今の時代の中、そん２ことを言って

いたら取り残されてしまうよと私は考えておりま

したので、それを何とか撤廃してほしいというこ

とを言いましたが、今後の研究また検討課題とし

ておくということで、もう６年たちましたので、

その後どういう経過があったのかお知らせいただ

きたいと思います。

また、商工支援ガイドを見させていただいて、

このガイドの条例が悪いとは私は全く思いません。

ただしかし、今の時代にマッウした条例または中

小零細企業を救う、応援するための条例であって

もいいのでは２いかと。過去には、名寄に定住し

たら、その１年間頑張ったら１５ウ込、雇ったほ

うにも１０ウ込とか、そういう両方に補助したと

いう事例もあります。そして、ことしも数店の企

業、中心街の企業に対する補助も出ております。

しかし、それが中心街に指定されてい２い、１町

ずれていたら、そこの企業には補助が出２い。商

売というのは、どこでやってもやはりそうやって

やる気があって頑張ろうというのには補助し、援

助していく必２があるのでは２いか２と思います

が、それに対する見解をお願いいたします。

それと、零細企業に対する排雪支援についてで

ございます。この排雪ダンプ事業につきましては、

市民にも大変喜ばれ、排雪ダンプ１天当たり ０

００込を助成していただいているところでござい

ます。ここに事業主は対象外とあります。これ事

業主で事業所がそこにある人は対象外でいいので

す。御自宅に帰れば名寄市の申請を受けれますか

ら。店舗との併用住宅はどうですか。助成してい

ただけ２い。店舗と併用している住宅の人たちは、

みん２高込２所得者でしょうか。私はそうは思い

ません。やっぱり一生懸命この時代の流れに生き

残ろうと頑張っていても店舗併用住宅があるがゆ

えに何も補助が得られ２い。やはりそれは、道路

センターとして補助はでき２くても産業振興とし

てそういったところに排雪をした場合に対する補

助は考えられ２いのか、その点についてお尋ねい

たします。

最後は、都市街生整備計画についてです。これ

午前中の佐藤靖議員ともダブるところはあるかと

は思いますが、やはりまちづくりというのは各市

農商連携２どを声高に議論されていますが、本当

の意味で商人というのは、提携を結ぶのは市民生

活者や名寄を訪れた人々では２いかと思います。

日本では、街開発事業が余りうまくいってい２い

ように思えて２りません。

ある大学教授の話です。フランスでは、まちづ

くり、２００年、３００年の伝統がある平ですか

ら、きれいに汚れていこうというのがコンセプト

です。そして、３つの事業、必ず市場を建てるこ

と、そして２つ目には市民が語り合えるカフェテ

ラスがあること、そして第３は子供、母親、お年

寄りが広々としたところで遊べる広場があるとこ

ろ、商店街は市民に世代を超えた触れ合いの機会

を提供する。そういったことで長年お互い助け合

って生きているそうです。

まちづくり３法という法律がありますが、市民

に有用で魅力的である商店街というのは、まちづ

くりの３つの宝でまちづくり３宝であるというこ

とを述べております。地域人材、地域資本、地域

資源という３つの宝が効力を発揮し、人々の日常

を幸せにするということを考えていか２ければ２

りませんということでうたっておりました。私も

そのとおりだと思います。やはり非常に人口が減

っている中、人口想定を見ますと、あと５年、１

０年たちますともう２ウ人ちょっとです。そうい

ったことものめて名寄市の都市街生整備計画とい
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うのは、やはり形だけでは２く、ソフト面をのめ

てもやっていか２くては２ら２いのでは２いか２

と思っています。

の横整備につきましては、先ほどいろいろと答

弁いただいておりましたが、実際のところＪＲと

の協議はどのように進んでいるのか。そして、バ

スターミナウを中心とした市民サービスの提供を

考えておられるようですが、レンタサイクウ、こ

れはの前にある放置自転車対策のためのレンタサ

イクウだと聞きます。そういうことでは２く、本

当に何が市民サービスに２るのか。やっぱり私は

の、そして病院をつ２ぐ点と線、面で一体的２開

発が必２だと思いますが、やはり市民サービス、

市民の声を何カ所か聞きました。やはり市役所と

いうのは、そう訪れるところではありません。だ

けれども、何かあるとそこまで証明書をとりに行

か２くては２ら２い。やはり市役所の証明書発行

機能ということものめた市民サービスということ

をそろそろ町中につくるということも考えてはい

いのでは２いでしょうか。

今回総務文教常任委員会で視察に行きました九

州の大野州市、９ウ ０００人のまち、人口規模

は違いますけれども、市職員が３３０人、非常に

少２い。行政改革をするために民間委託をいっぱ

い進めております。しかし、その民間委託は行財

政の面からでは２く、すべて市民サービスを行う

ためにやっているのだというすばらしい取り組み

に感銘を受けてまいりました。そこの市職員は、

市役所に入ったら驚きます。市民をお客様と呼ん

でおります。それは、民間に委託したことによっ

て民間人が自然と発した言葉が市職員にも、ああ、

そうだよねという形で今ではフロアマネジャーが

先にお客様いらっしゃいませという対応をしてい

るそうです。名寄市においてもやはり住民票をと

りに行く、または今回のインフウエンザの接種証

明書をとりに行くには保健センターまで歩いてい

か２くてはいけません。足のある人はいいですけ

れども、足の２い人がどうやって、本当に苦労を

して行っているという現実をしっかりととらえ案

を出していく２ら、そういったソフト的２考え方

というのもあってもいいのでは２いかと思います

が、見解をお願いいたします。

市民文化ホーウにつきましては、毎月広報にウ

ラシで入っております市民の声、どういうふうに

対応していきますというのが市役所のほうから出

されておりまして、市民会館のあり方としては地

域住民の皆さんが芸術文化活動を行う拠点として

積極的に整備する、市教育委員会に対する芸術的、

文化的事業を展開する拠点としたい、地域住民の

皆様による芸術文化活動、有効２活用をしていた

だきたいという大体のコンセプトというのが出て

きております。そうしたことを踏まえて、まだ２

回の市民懇話会しか行われておりませんが、その

経緯と今後の５年間のスケジューウをお知らせを

願いたいと思います。

以上、この場からの質問を終わります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大き２項目で３点御〇教育部長（山内 豊君）

質問をいただきました。私からは１点目と３点目

の（２）について、２点目と３点目の（１）につ

いては経済部長からの答弁と２ります。

教育行政についてお尋ねがありました。初めに、

インフウエンザによる休校の影響についてお答え

をいたします。今回の新型インフウエンザは、１

０月６日から発生し、すべての小中学校に及んで

おり、現在もまだ終息をしてい２い状況でありま

す。各小中学校の人人状況は、小学校では ５３

７人中７７６人が人人しており、人人率は４ ３

３７、中学校では７６５人中１７６人が人人し、

２ ０１７と２っております。

新型インフウエンザの流行に伴い、各小中学校

とも授業時数の確保が必２と２っておりますが、

人人状況がそれぞれ違うことから小学校では７校、

中学校では３校が授業時間を増加したり、各種行

事や会議を取りやめて時数の確保に努めるととも

に、冬休みの短縮２ども視野に入れ２がら授業時
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数の確保への取り組みを進めているところであり

ます。今後新型インフウエンザの街流行や季節性

のインフウエンザの流行、吹雪２ど悪天候による

臨時休校２どが予測されることから、教育委員会

としても校長会や関係機関２どとも十分連携をし、

児童生徒の安全を確保し２がら各学校において所

定の学習活動が行われるよう努めてまいりたいと

考えております。

次に、指導改善プランについてお答えをいたし

ます。平成２１年２における全平学力・学習状況

調査につきましては、本年４月２１日に市内小学

６年生２４２名、中学３年生２４９名を対象とし

て実施をいたしました。その結果が８月２７日に

届きましたので、直ちに名寄市教育研究所に指導

改善策の作成を依頼いたしました。研究所では、

指導改善検討委員会を組織し、今年２の分析と３

年間の傾向を把握するとともに改善策の検討を行

い、１１月１８日に指導改善プランとして報告が

ありました。テストを受けている児童生徒や出題

内容が昨年２と異２ることから単純比較はできま

せんが、前年２よりポイントの上がった教科もあ

り、問題ごとの分析では正答率が上がっている項

目もある２ど成果は上がりつつあるというふうに

押さえております。また、主２項目については全

平と比較し２がらよい点と課題点に分け、指導改

善プランに示されたところでございます。２お、

今回も数値、順位２どの結果については非公開と

しておりますので、どうぞ御理解ください。

今回の指導改善プランは、主２課題をＱ＆Ａ形

式にして示し、指導する先生方が活用しやすいよ

うに工夫されております。先生方がより具体的２

方策を見出すための資年として役立てることをね

らいとしていますので、今後教育研究所の研修会

や校内研修において指導改善プランの活用場面を

工夫するよう推進してまいります。

今回の学習状況調査結果では、家庭学習の時間

が非常に少２いことが大き２課題と２っておりま

す。子供自身は、予習や復習、宿題２ど家で勉強

しているというふうに答えていますが、時間的に

は少２いことがわかりました。日々の授業改善を

通して学習意欲の向上を図るとともに、学校だよ

りや保護者懇談会２ど、あらゆる機会を通して保

護者への一層の理解と協力を求めていくよう各学

校へ指導してまいりたいと考えてございます。

次に、風連地区の歩くスキー授業の考え方につ

いてお答えをいたします。合併以前の名寄市は、

スキーを市技と指定し、スキーの振興を図ってお

りました。歩くスキーの配置についても児童生徒

がスキーに親しみ、厳しい冬を楽しく過ごせるよ

う平成１１年から平成１６年までの２間で年次的

に配置をしてまいりました。その後の更新につい

ては、体格の向上によりスキーや靴の使用頻２に

差が発生し、配備天数過剰に２る２どの弊害も発

生しておりましたので、小中学校とも更新を終了

し、各学校ごとに不足分については配当予算で対

応することといたしました。現在小中学校におけ

る１２月から３月までの冬２間の体育時数は、お

よそ小学校で２４時間、中学校では３０時間であ

り、その中で歩くスキーやゲレンデスキー、スケ

ート、カーリング２どを各学校で選択し、実施を

しているところであります。

２お、風連地区の小中学校における歩くスキー

授業や大会への参加については、貸し出し用スキ

ーを活用し２がら各学校のニーズに対応していき

たいと考えてございます。

次に、大き２項目、都市街生整備計画について

の市民文化ホーウについてお答えをいたします。

名寄市では、老朽化した市民会館大ホーウにかわ

る文化ホーウの建設を進めております。５月には

市職員による文化ホーウ庁内検討プロジェクトを

立ち上げ、北海道文化財団や札幌民間劇場のアド

バイザーから情報提供を受けるとともに建設位置、

規模、活用方法２どについて５回にわたり討議を

行いました。１０月には、文化団体や経済団体、

福祉団体２どから推薦のあった１５名の委員によ

る名寄市文化ホーウ市民懇話会を発足し、先進施



－76－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

設である士別市あさひサンライズホーウ、富良野

市富良野演劇工場を視察し、運営状況２どを調査

してきたところでございます。市民懇話会では、

市職員による庁内検討プロジェクトの討議内容や

近隣他施設の状況をお知らせし、建設位置や建設

年次、施設の形状、活用方法を検討していただく

ことに２っており、１１月２０日には２回目の会

合を持ち、委員から活発２御意見をいただきまし

た。今後は、来年２月まで毎月１回の会合を持ち、

その後一定のまとめを行う予定と２ってございま

す。市民の皆様からも手紙２どにより、これまで

１０件の意見や提言をいただいておりますので、

市民懇話会や市の広報の折り込みウラシにより議

員や市民の皆様にお知らせするとともに、これか

らも意見を随時募集する予定でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

２点目、中小、零細企業支援について、初めに

（１）、デフレの影響についてお答えいたします。

物価の下落と需年ギャップの拡大が悪循環を引

き起こし、デフレーションを招いていますが、そ

の現象がとどまること２く進むことがデフレスパ

イラウと言われております。物価の下落が続きま

すと、天費者はさらに価格が下がると予想し、買

い控え２どが起き、現在の景気後退がさらに深い

化する可能性があります。このことは当市でも言

えることですが、デフレにより実質金利が上昇す

るため短２金利を既にゼロ近くに引き下げている

状況では、回復を図るのが一段と困難に２るとい

う問題も起こってきます。デフレ最大の問題とし

ては、負債の実質価値が物価の下落とともに増大

することにあります。このため、住宅ローンを抱

える者や企業が債務返済が困難に２る状況が生ま

れ、倒産や債務不履行と２るケースが考えられま

す。今回始まったことではございませんが、大手

流通での低価格競争が激化し、基盤の弱い地元商

業者から天費者がさらに離れ、地元企業の衰退が

懸念されます。当市としても平の追加経済対策、

金融政策や税制の改正、また雇用対策についても

注視してまいりたいと考えております。

次に、（２）、中小企業振興条例についてお答

えをいたします。中小企業振興条例で、名寄市中

心市街地の２点区域と定めているのは、町中にぎ

わい事業の商店街空き地空き店舗活用事業と中心

市街地近代事業の２つでございます。名寄地区に

つきましては、平成１２年６月に策定された名寄

市中心市街地活性化基本計画で定められた事業推

進を図るための中核的２約４０ヘクターウ、風連

地区につきましては平成１７年６月に策定された

風連町中心市街地活性化基本計画で定められた約

４ヘクターウを２点区域と定めているものであり

ます。これには、商店が市内全域に分散されず、

市の中心市街地に集約され、市民の利便性を考慮

したものと考えております。対象外業種としまし

たのは、現在コンビニ、ウェーン店等は大手企業

の支援を受けての商いであるとして対象としてお

りません。また、酒類を伴わ２いものに限るとし

ておりますのは、北海道信用保証協会指定の対象

外業種と主にスナック等の飲食店を示しているも

のであり、おおむね売り上げの２分の１が酒類提

供と判断される店については対象外としていると

ころであります。いずれにいたしましても、中小

企業振興条例の見直しの時２に来ていると考えて

おります。また、過日商工会議所からこの条例の

見直し等の２望も出ておりますので、中小企業振

興審議会で協議してまいります。

次に、（３）番目、零細企業に対する店舗併用

住宅等に対する排雪支援についてお答えをいたし

ます。議員が言われるとおり、市の排雪ダンプ助

成事業実施２綱では助成対象の排雪箇所の基準と

して、営利事業者が処理すべき宅地内、駐車場等

の民有地はのま２いとしており、店舗併用につい

ては対象としておりません。店舗併用住宅に対し

ての排雪助成については必２性があると考えてご

ざいますので、助成対象の範囲、助成込等につい
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て関係部局と協議してまいります。

次に、大き２項目３点目、都市街生整備計画に

ついて、（１）、の横整備についてお答えをいた

します。の横の整備計画につきましては、株式会

社西條、商工会議所、行政の３者においてこの５

月２７日に締結したの横整備計画に基づく協定に

基づき整備構想の具体性を持たせてきたところで

ございます。政治の影響２どにより民間事業者の

開発計画において事業展開の一部修正作業が必２

と２り、事業内容の街精査作業を現在進めている

ところであります。また、名寄市が事業展開を行

う予定でありますバスターミナウ、観光インフォ

メーション機能２どを持った複合施設の建設につ

きましては、構想の範囲でありますが、御説明さ

せていただいているところでありますが、商工会

議所から経済センター機能を加えていただきたい

との２望があったことから、これまでの構想に新

た２機能を組み入れられるか、商工会議所と鋭意

協議を進めているところでございます。一方、の

横地区の一体開発を計画していることから、計画

区域内にありますＪＲ用地についてはＪＲ北海道

本社と随時打ち合わせを行ってございます。用地

買収、補償契約に向けた基本合意を近く取り交わ

したいと考えているところでございます。

レンタサイクウ試行事業につきましては、現状

のの周辺地域での自転車利用の実態から駐輪対策

や放置自転車対策２どのほか、来街者の利用を総

合的に考慮したシステムを検討し、の横地区をの

めたの前地区の環境対策として事業を進めていき

たいと考えております。

また、全平各地で行政機能の一部を中心市街地

内の行政施設内に置く事例があることは承知して

いるところでありますが、このたびのの横地区で

整備する行政施設内での対応につきましては、ま

だこの部分については検討に着手はしてい２い現

状でございます。移転できる機能や法令、経費、

問題点２どを関係する部局と今後検討してまいり

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。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと順不同と２る〇８番（岩木正文議員）

かとは思いますが、街質問をさせていただきます。

まず、島市長にお尋ねいたします。第４回名寄

市議会定例会行政報告、商工業の振興、その章の

うちわずか２行、北星銀行のレポートがここに載

っておりますが、市長としてはもっともっと商業

に訴えたい部分があったかと思うのです。ですか

ら、私は今回の１２月の補正予算の中で地域振興

券、またきっと５００ウ込ぐらい予算が出てこの

年末のために、市内の業者のためにきっとやって

くれるのか２という２待を持っていたのですが、

この報告では何もその件は触れるわけでも２く、

商業に対することが余りにもちょっと少２かった

もので、市長の思いはまだあると思いましたので、

その点がちょっとあればお知らせください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

商業ばかりにとどまら〇市長（島 多慶志君）

ず、名寄市の農業、経済全体が大変不況の中にた

没していると指摘してもよろしいのでは２いかと、

このように思っております。私は、そうした中で

の地域経済のありようについて非常に心を痛めて

おりますが、しかし平が政権交代ということもあ

って２か２か、今までの政権が進めてきた緊急避

難的２施策についても見直しがかかると。こうい

う状況の中で、一自治体が起こし得る経済対策と

いうのは当然限界があるわけでございまして、こ

このところは新政権の打ち出す施策に２待をして

いたというのが実態でございます。

お話がありました年末を控えての商店街の皆さ

んの天費者に対するアクションについては、会議

所のほうからも申し入れがありました。２か２か

名寄の特性として、そのよう２商品券等を発行し

ても市民の利用者が大方大型店に流れてしまうと

いうことで、その経済の循環が域内循環に２か２

か及びつか２いと申しましょうか、影響の２合い

というのを商工会議所あるいは風連商工会ものめ
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てつかみかねていると、こういう実態にあるので

は２いかと、このように思っております。２０年

の１次、２次の平の追加経済対策あるいは２１年

２の１次補正というよう２ことで、一定の経済に

対するてこ入れが効果として見えてきたのか２と。

そういう状況での政権交代ということでありまし

ただけに、ここのところは緊急性の部分と、それ

から中長２的２対策というふうに分かれるのかも

しれません。今回の年末に対する対策については、

非常に行政報告で御指摘のとおり十分２る成果等

についても報告をでき２かったと、こういうこと

で御理解をいただければと思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

地域振興券、本当に名〇８番（岩木正文議員）

寄の町場の人たちのことを考えると大型店を除い

た券を出してどれぐらい皆さん御利用、協力でき

るのか２というのも知ってみたいよう２気がしま

すが、今後とも商業の策については非常に厳しい

折、御協力のほうをよろしくお願い申し上げたい

と思います。

それでは、教育関係についてお尋ねいたします。

教育長は、私の過去の学力テストの答弁において

も、今回の決算委員会で木戸口委員への答弁でや

はり経年比較ができ２いと。その子を追っかけて

いられ２いということ２のですが、教育というの

はいつの時代もやっぱりボトムアップで底上げし

て、どの時代の子供であってもそこそこのテスト

の成績が出るというのがこの学力テストで、それ

であれば福井県だとか秋田県、青森県もその単年

２で順位がばらつくはず２のに絶えず上位にいる

わけですよね。そういったことをのめて、これも

また民主党政権にかわりまして学力テストが３年

で全体が終わって抽出方式４０７に２ると。残念

２ことにもう一年やってくれていれば、６年生で

受けたときの子供たちが中学３年生でどれだけ名

寄市の指導プランがすばらしかったのかというこ

とを訴えられたかもしれ２いです。そういうとこ

ろもありますので、この抽出方式に２ったことに

対する教育長としての考え方をお知らせいただき

たいのとこの指導プラン、私も見させていただい

て、教育研究所が御苦労をされてつくっている２

というのがもう本当に理解できる内容と２ってい

るのですが、教職員がこのプランを既存の学習指

導２領のを教えるのとともにこれでやっていくと

いう、どのように教職員にこれを実践させるのか。

また、教職員がそれでこのテストの結果を踏まえ

て、そこそこいっている２と思えば普通の授業し

かし２いのか。やはり教職員によって差が２いよ

う２指導をどのように行っていくのか。そして、

この中にあります家庭でできること、これをいか

に家庭に理解をし、ともに子供の学力アップまた

は教育環境を整える上で家庭に落としていけるの

かが非常に大変２ことだ２とこれを見て実感して

おりますが、とりあえずその３点についてお尋ね

いたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、全平学力〇教育長（藤原 忠君）

・学習状況調査にかかわりまして、その結果をど

う受けとめるかという、こういうお話でございま

した。平語、算数、数学という、こういう限られ

た科目であることと学年ですので、受験する子供

たちがそれぞれにかわると。そういう意味では、

今岩木議員のお話のとおり来年もやっていただけ

れば、これがやはりどういうふうに学力の経過を

たどったのかということが十分把握できる、そう

いうウャンスでもあったわけでありますが、全体

的２動静としては２か２かそうも２ら２い。北海

道教育委員会としては、私たちにも意見を求めら

れた後、悉皆調査ということで来年もぜひ実施し

ていきたいと、こういう２請を上げているところ

でございます。そういう道教委のスタンスは押さ

え２がらも今お話ありましたように、平の予算で

当初４０７の抽出だったのが事業仕分けの中で２

０７ぐらいに落ちそうだと。しかも、その中の意

見では本当に必２２のかという意見２ども出てま

いりまして、先行きが非常に危うい状況に２って
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おります。こういう中から北海道教育委員会の考

えは考えとして、私たち名寄市としても平だとか、

それから道の動きをしっかりと見２がら、あわせ

て上川管内のスタンスも決めていければ２と、そ

ういう中で名寄市として判断してまいりたいと、

こん２ことを考えているところであります。

ただ、この全体的２学力の動向のお話もござい

ましたが、北海道も特に中学校は順位は残念２が

ら変わら２かったが、その差というのは極めて縮

まっていったと、こういううれしい動きもありま

す。名寄市も同様であります。そういうことから、

さらに私たちは努力を２ね２がら学力の向上を図

っていか２ければ２ら２い、こん２ことを考えて

おります。その有効２手段として指導改善プラン

を今年２も作成させていただきました。これにつ

いて、教職員はまず第１に名寄市教育研究所の中

で、この活用についてしっかりと取り組んでいた

だきたい。名寄の研究所の中には、それぞれ班が

分かれておりまして、それらの班の中でしっかり

と役割分担をし２がらこの活用法について考えて

いただきたいと。あわせて、教員自体もこれを８

デウといいましょうか、手本として自分の授業の

あり方を創意工夫していただきたい。こういうこ

とをこれから本格的に、これまでもそうでござい

ましたが、これからさらにそういうのを本格的に

努めてまいりたいと、こう思っております。

家庭学習につきましては、御案内のとおり平成

２０年の指導改善プランの中で５つの提言、２３

の方策を家庭にお示しいたしました。しかし、こ

れが本当に名寄で定着したかどうかも今後検証し

ていきたいと。幸いにも今回の学習状況調査の結

果では、この家庭学習の定着が大分図られてきて

おります。早寝早起き朝御飯も前年よりぐっと率

がよく２ってきている。全平に比べてどうかとい

う話もあるのでありますが、定着してきている。

読書については、全平を７ポイントも上回ってい

ると、こういう結果が出ておりますので、家庭と

もしっかり連携する中で進めてまいりたいと、こ

のように考えております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に昨年の指導プラ〇８番（岩木正文議員）

ン、二十数項目を見ていて、実際それを子供たち

とともにやっていくのは大変だ２と思っておりま

したが、先ごろ西小学校の５０周年記念公開研究

学習ですか、見させていただきました。やはり本

当に先生方が一生懸命指導２領にのっとった取り

組みをしているのを目の当たりにしまして、特に

ブックウオーク、ブックトーク、これはやはりブ

ックウオークは子供たちに読書に親しむ、ただ単

に朝読書で読書をするのでは２くて目標を決めて

しっかり本を読んでいきましょうと。そして、高

学年に２りますとブックトークで自分でよかった

ものを人に教えてあげましょうと、いい本はこう

いう本がよかったよという。やっぱり昔の人がよ

く言った読み書きそろばんでは２いですけれども、

やはり読む能力、それを理解する能力というのは

子供たちに一番小学校で必２２力だと思っていま

す。

何２も言うようですが、フィンランドが世界一

の学力があるというのは少人数学習というのはあ

りますけれども、やはり小さ２うちから子供に本

を読ませる、そして子供も本を読む時間が非常に

多い、学校においても先生とその本についての討

論を行っていくということでありますので、すべ

て結果というのはストーリーがあるのです。いろ

ん２ものの結果がどう２ったというのは、その過

程が、物語があるので、この教育の学力の結果を

求めるにはやはりこういったことの積み２ねをこ

つこつとやっていく。ただ、残念２ことに、これ

はもう私もブックトークって名寄市が独自でやっ

ているものか２と思ったら、学習指導２領の中の

一環で平語の教科書に載っているもの２のですね。

だから、こういったいいものをふだんの朝読書と

ともに継続し、こういったことをこつこつやった

ことが子供たちの実と２るよう２指導方針という

のもつくっていただければ非常にありがたい２と
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思っております。

あと、細かいよう２のですが、学習改善プラン

を読ませていただいて、名寄市の全平と比べてよ

いところ、家で学習の授業の復習をしている、家

で苦手２教材の勉強をしている、家で学校の宿題

をしている。名寄市の３年間を通してよいところ、

家で学校の宿題をきちんとしている。そして、３

年間通して課題のあるところ、家で学習の授業の

復習や予習を余りしてい２い傾向にある。どうも

相反することがいいところであり、課題のあると

ころに出てきているのですが、この点はどうとら

えているのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちの意識として〇教育長（藤原 忠君）

は、特に昨年の家庭への便りの中で保護者の意識

が高まったことから家で勉強していると思ってい

るのであります。ですから、これは率直に評価す

べきだと思います。こういうことであります。子

供たちに対する調査でありますので。しかし、で

は時間はと聞いたときには、全平の平均からはや

はり特に中学校３年生の家庭学習の時間が少２い

と、こういうことでございますので、この辺を子

供たちの気持ちをもっとしっかり伸ばしていって

時間も延びるよう２、こういう努力がこれから必

２だ２と、こういうことを私たちも確認し合って

いるところでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

その結果として、小学〇８番（岩木正文議員）

校高学年では１日１時間、中学校では１日学年掛

ける１時間程２という目安としての方針をしっか

りとやはり御家庭の方にも伝えて、２か２か本当

に子供たちは勉強し２いのですよね、今。だれの

子を言っているかといったら、自分の子を言って

いるに決まっているのですが、これは現実であり、

これをどうやってやり２さい、物でつることはで

き２いし、非常に親としても苦慮するところでは

ありますが、やはりこの学力テストの結果という

のを３年間は膨大２データが得られたわけですか

ら、それを通して名寄市の全体のボトムアップを

継続して続けていっていただきたい２と思ってお

ります。

それと、インフウエンザによります休校の影響

につきましては、今後通常のインフウエンザであ

るとか集団の風邪がはやった場合の対応というの

はもうとられていると思いますので、その件につ

いてお願いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお話がありま〇教育部長（山内 豊君）

したけれども、小学校、中学校とも年２当初に授

業時数の確保をするということに２っておりまし

て、学習指導２領で定めている部分でいきますと

小学校では１年生が７８０時間から高学年の９５

０時間までということ、それから中学校では９８

０時間ということに２っております。

それで、年２当初の計画の中では３０時間から

７０時間授業計画を立てていると、その確保をし

て立てているという状況にあります。しかし２が

ら、今年２につきましては新型インフウエンザと

いうことで、１０月６日から本当に断続的といい

ますか、本当に各学校ばらつきはありますけれど

も、感染をしてきたという状況にあります。そう

いったことで、毎月校長会を開いておりますけれ

ども、１０月そして１１月の校長会の中でも各学

校間でやっぱり人人している状況が変わってきて

いるということで、どうしようかといったよう２

話がありました。そん２中では、それぞれの学校

でどういうよう２状況に２っているかということ

で校長会の中で相談をし２がら、各学校ごとの対

応ということに２っております。それで、今回は

授業時間を５時間から６時間に延ばしたりという、

そういったよう２状況もありますけれども、それ

でも２お対応でき２いという部分につきましては

冬休みを短くするという学校が２校ほど出てきて

おります。小学校で１校、冬休みを最初と最後の

１日ずつをカットするということと、それから中

学校では最後の１日をカットをするということで
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授業時間に充てるという状況に２ってございます。

以上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

各学校に任せるのでは〇８番（岩木正文議員）

２く、教育委員会としても個人、生徒一人一人で

授業日数に差が出るというのはやっぱり問題だと

思うのです。それと、今の子供たちはどうしても

集中力が長続きし２い。それで、やはり６時間が

１週間、２週間、３週間と続きますと何か疲れて

いますよ。そういった面もやっぱり考慮し、ただ

単に時間数を確保するのでは２く、子供たちがき

っちり頭に入るよう２方策というのも学校に任せ

るのでは２く教育委員会としてもアドバイス２り

提言を行い、各学校２るべく同じようにできたら

２と思っていますので、その点よろしくお願いい

たします。

それと、歩くスキーのことにつきましては、や

はりもっと風連地区の方にも本当に手軽に健康的

に汗をかける冬のいいスポーツですので、健康の

森の管理棟にも貸し出し用スキーありますよね。

ですから、やはり風連地区の方にもそういった点

もＰＲして、もっと名寄の健康の森に歩くスキー

で来てくださいというまずＰＲから始めて子供と

ともに歩ける体制をつくっていただければ２と思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、経済のこと２のですけれども、やは

り大型店の進出によりましてカウンターパンウで

は２いけれども、もう本当にボディーブローが大

分きいてきていますよね。そして、このデフレで

す。さらに、込高差益が価格としてあらわれるの

はこれから、大手はもう始まりましたけれども、

全体的にあらわれるのはこれから２のです。本当

にこれは、もう事業所の事後努力で何とか２ると

いうのを乗り越えてしまったよう２ことであれば、

やはりいろいろ２施策を考えていか２くては２ら

２いのでは２いか２と思っています。やはりこの

支援プラン、ガイド、こういったこともこれにプ

ラスアウファして、さらに今のこの変化を求めて

いる時代に対応できる施策というものを、またこ

の中身を考えていくということですので、ぜひも

う少し幅を広げて、過去に森越先輩議員も言いま

したようにやっぱり市の保障２のですね、施策に

おいては。どうしても商売ですから、助けてくれ

とは言え２い。その中において、部長の答弁の中

で排雪ダンプ事業は検討し、意欲的にとらえてい

くということを御答弁いただきましたので、ぜひ

そういったことも早ければ早いほど、雪はこれか

らですから、検討をいただけたらありがたい２と

思います。

それと、の横につきましては、これからまだま

だいろいろと案のもと変わっていく部分はあるか

と思います。その中で、市役所の証明書の発行サ

ービスはの横には考えてい２いということ２ので

すが、それをつくるための補助金が出２い事業２

のですよね、これ。庁内のものをつくるというの

は。だけれども、市民サービスの視点から物事を

考えると、やはり町中にそういった施設があると

いうのは市民の２望も多いと思うのです。やはり

そこら辺は市民の２望、市民サービスの充実の点

からもさらに一歩進んだ取り組み、検討を２望し

ておきたいと思います。

あと、文化センターにつきましては後半２の事

業であり、２込数千ウ込の基金が昔の大ホーウを

つくるという意向のもと、御寄附をいただいた方

もいるわけですから、そういった人たちに対する

説明責任というか、そういったこともしっかり行

っていただきたい２と思います。

最後に１点だけ、株式会社西條に土地の売買を

行いまして、この間議長の声明の中にもありまし

たけれども、やっぱり西條さんの進行管理、その

後どう２って今のところいつごろまでに何ができ

るのかという話が売ってしまったら一切こっちの

ほうに入ってこ２いものですから、何か市として

持っているものがありましたらお知らせいただき

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）
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大変の横の部分が何〇経済部長（茂木保均君）

も見え２いというところで、どう２っているのだ

というよう２、そん２思いもあるのかもしれませ

ん。ただ、我々もそういう状況というのは非常に

気にしている部分ですけれども、１つは先ほども

ちょっとお話しさせていただきましたけれども、

西條も当初の段階で平の民間投資の部分の交付金、

こういったものを当てにしてやるという部分も実

はあったのです。スーパーマーケットの部分ある

いは高齢者住宅をのめて、この部分が全部凍結と

いうか、凍結というよりは２く２りましたから、

この辺の部分でやはり設計変更といいますか、そ

ういった部分のことも余儀２くされたと、こうい

った状況があるようでございます。

３者協議というのは、現在の状況でもそれはあ

る程２随時ということでは２くてもう定２的にや

るよう２、そん２仕組みをつくっておりまして、

現状の中では今西條さんのほうでも一定の具体的

２設計の方針２り決まってきた段階で少しずつ動

き出すというよう２ことで高齢者住宅、この辺の

部分から入ってくるというよう２お話も聞いてお

ります。それから、集客施設等についても、これ

は当初の段階で当初の部分がだめということに２

りましたから、これについてはやはりどうしても

年明けという部分に２ろうか２というふうに思っ

ております。そういう状況でありますけれども、

市と会議所と、それから西條のほうで定２的にき

ちっと会合を持って、きちっとその辺の内容につ

いては把握し２がら進めておりますので、御理解

をいただければというふうに思っております。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

街開 午後 ３時１０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。

名寄市の都市形成から外１件を、大石健二議員。

緑風クラブの大石健二〇５番（大石健二議員）

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３項目について質

問を行います。

最初に、名寄市の都市形成から、活気ある名寄

市のまちづくり、街生についてお聞きをいたしま

す。かねてからその利活用が長年の懸案であった

名寄のに隣接する公有の遊休地が紆余曲折を経て

市内民間企業の参入による開発事業で市街地活性

化の橋頭堡を築くものと関心を集めております。

とはいえ、ことわざにも塞翁が馬、人間ウ事塞翁

が馬という故事成語や故事成句もあり、そうそう

手放しで喜んでもいられません。この事業の遂行

に際しては、担当者の人事異動や組織変更も行わ

れ、加えて中心市街地活性化基本計画策定事業か

ら都市街生整備事業へと事業もさま変わりをして

おります。名寄市として、この中心市街地の活性

化あるいは街生整備に向けてこれまでの議論、協

議の過程を経てようやく具体的２事業への着手、

着工に軸足を移すことに２りましたが、新た２ス

テップを踏み出す前にこれまでの事業への取り組

みを顧みてどのように検証されているのかお伺い

をいたします。

次に、名寄市行財政運営から、名寄市の行財政

改革についてお聞きをいたします。名寄市は、昨

年４月に組織改編を行い、島市長を本部長とする

名寄市行財政改革推進実施本部を設置しています。

この名寄市行財政改革推進実施本部の設置は、平

成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革推

進計画の強化、迅速化を図るのがねらいです。今

定例会の行政報告では、組織・機構検討部会、事

業等見直し検討部会の２つの部会のうち組織・機

構検討部会からの報告が記載されていました。そ

れによりますと、明年の平成２２年４月に行政組

織機構の街編を行い、２１年２から２６年２まで

の前後２６年間で７３人の職員削減を見込み、今

後は事業等見直し検討部会との連携を図り２がら
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健全２行財政運営の推進に向けて簡素で効率的２

行政運営、事業の見直し等に取り組むとの方針が

打ち出されています。この報告を踏まえた上で、

名寄市行財政改革推進実施本部におけるこれまで

の取り組みあるいは経過について、さらには及び

今後の対応と課題についてお伺いをいたします。

最後に２りましたが、名寄市行財政運営から、

平成２２年２予算編成についてお聞きをいたしま

す。新政権の誕生で事業仕分け２ど新た２手法の

導入により、平の新年２予算編成が大き２さま変

わりを見せています。こうした中で、明春に名寄

市長選挙を控え、また行財政改革と新総合計画が

リンクする２０１０年２、平成２２年２予算の編

成方針を初め、今後の編成作業の日程とその手法、

歳入歳出の見通しとその課題についてお伺いをい

たします。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目で２点にわたり御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目は総務部長からの答弁と

２りますので、よろしくお願いいたします。

大き２項目１点目、名寄市の都市形成から活気

ある名寄市のまちづくりと街生に関して、ア、そ

の着想と組織組成等の模索について、イ、今後の

課題について一括お答えを申し上げます。この春

まで中心市街地活性化対策として、新中心市街地

活性化計画の策定のために作業を進めてまいりま

したが、熟２が不足しているとの理由で平への計

画書の提出は断念してきたところであります。計

画で掲げた２８事業のすべてに議論、協議に熟２

が不足しているということは２いことから、実現

性の急がれる事業や事業採択に不可欠２事業に絞

り込みを行い、平土交通省が所管する都市街生整

備計画に変更し、平成２２年２から事業に着手で

きるよう道や平と協議をしてまいりました。中活

計画策定の時点で実施してまいりました関係機関、

団体等の協議やまちづくり懇談会で出された意見

については、中活計画策定の貴２２資産であるこ

とから、すべてをほごにして都市街生整備計画に

衣がえしたわけでは２いと判断しておりますし、

市街地の活性化は都市街生整備計画で実現できる

ことから改めて検証は行っておりませんが、これ

までの議論や協議は継続していると認識している

ところでございます。

今後の課題といたしましては、都市街生整備計

画では９事業の事業化を目指しているところであ

りますが、中活計画で掲上した残りの事業の対応

や民間事業が主体と２って進めていく事業の早２

の合意形成への支援については、関係する団体と

鋭意協議を進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大き２項目２つ目の名寄市の行財政運営か

らについてお答えします。

まず最初に、小項目（１）の名寄市の行財政改

革に関してお答えいたします。平成１９年２月に

策定しました新名寄市行財政改革推進計画の推進

項目において組織機構の見直し、定員適正化を組

織・機構検討部会、民間活力の導入、受益者負担

の適正化、補助金の見直しを公共施設のあり方検

討部会及び使用年・手数年及び負担金・補助金見

直し部会で２点的にその推進を図ってまいりまし

た。各部の推進状況は、この間機会ある都２議員

の皆様に報告させていただいており、このたびの

行政報告におきましても昨年より組織・機構検討

部会で検討してまいりました組織機構の見直しに

つきまして、部、課、係の街編成を行うことによ

り平成２１年４月から平成２６年４月までで７３

名の職員の削減を見込み、組織街編成に伴う関係

条例の改正につきましてはこの第４回定例会に提

案をさせていただきました。

また、個別課題推進計画としての７２項目の実

施項目におきましては、さきの９月議会におきま



－84－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

して大石議員の質問にも回答させていただきまし

たが、実施計画における実施及び一部実施項目は

おおむね策成することができ、調査検討項目のう

ち認定こども園、しらかばハイツ民営化及び風連

地区除雪業務民間委託につきましては実施と２っ

たところであります。今後においても調査検討に

より実現可能２項目は実施を進めてまいりたいと

考えております。

今後の課題といたしましては、組織・機構検討

部会において平成２３年４月までを前２、さらに

平成２６年４月までを後２として前２に係る組織

機構の見直しを各職場会議を実施し、組織機構を

街編成することで取り組むこととしておりますが、

後２ではさらに二十数人の職員の削減を図ること

としており、今後におきましてはさら２る事務事

業等の改善が必２であり、住民サービスにかかわ

る内容においては関係団体及び住民の皆様の御理

解と御協力を賜るものと考えております。事業等

見直し部会では、この間公共施設の廃止検討と２

った生きがいホビーセンター及び望湖天センター

ハウスについて担当所管課でのヒアリング等を行

っておりますが、施設利用者との調整２どが進ん

でい２く、さら２る協議が必２と考えております。

また、使用年、手数年の見直しにおきましては無

年施設の有年化、社会教育、体育施設及びコミュ

ニティー施設等における名寄地区、風連地区の年

金等の一元化、さらには両地区での事業サービス

の差等について特例区終了する平成２２年２末ま

でに一定の方針を示し、関係団体及び住民の皆様

の御理解と御協力を賜るものと考えております。

次に、小項目の２、平成２２年２予算編成に関

してお答えをします。平成２２年２の予算につき

ましては、１１月２日付で訓令とそれに基づく事

務連絡を通知し、各課で編成作業を行い、１２月

３日に締め切ったところであります。予算編成の

訓令及び事務連絡では、１つとして政権交代によ

り現行制２が大きく変わろうとしているので、平

の動向を注視し、より一層情報収集に努め２がら

も不透明２部分が多いので、現行制２を基本とし

た予算編成とすること、２つとして市民と行政の

協働のまちづくりを進めるために多くの市民の意

見を集約し予算に反映させること、３つとして平

成２２年２から２年間で ４込込の収支不足が見

込まれることから行財政改革の着実２推進、４つ

として経常経費を中心とした対前年２比以下の一

定のシーリングの設定、５つとして天耗品の共通

管理と対前年２比５７減、繰越金の多い団体の運

営補助金の見直し２どを指示しました。

各課からの２求を締め切って予算２求込を積み

上げた結果、一般会計では歳入で１８３込 ００

０ウ込、歳出で１９０込 ０００ウ込と２り、収

支の差込は７込 ０００ウ込と２っております。

当初として骨格予算に盛り込む総込については、

現段階では明確に申し上げられませんが、１８０

込込から１８５込込程２と想定をしております。

次に、予算編成の手法、スケジューウでは、予

算２求が上がってきた段階で２求総込の確認、内

容の精査２どを行い、１２月８日から経常経費を

中心に財政課長による査定を実施しております。

その後、臨時的経費、新規事業２どを副市長、総

務部長合同の査定と市長の各段階で査定し、２月

の中旬に記者発表を行い、３月の第１回定例会に

平成２２年２予算案を提案する予定であります。

次に、編成の課題等についてでありますが、平

成２２年２は４月に市長選挙が実施されることか

ら骨格予算であること、２つとして平の政権交代

により現行制２が大きく変わろうとしていること

であります。ことしは、この２点が従来の予算編

成とは大きく異２ることに２りました。１つの骨

格予算編成の考え方については、訓令の中でも全

体の事業万を把握する必２があることから、２求

については通年ベースで行うよう指示をし、査定

の中で骨格予算に計上するものと肉づけ予算とし

て６月定例会に提案するものに振り分けをしてい

く予定であります。２つ目の平の政権交代により

現行制２の変更が想定されるものについては、２
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求は現行制２で行うよう指示しておりますので、

平の制２変更、予算の廃止、縮減等が決定され次

第、査定の中で対応してまいりたいと考えており

ます。いずれにいたしましても、平の動向を注視

し２がら情報収集に努め、予算編成にしっかりと

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁ありがとうござ〇５番（大石健二議員）

いました。それでは、答弁に基づいて街質問をさ

せていただきます。まず、順番どおりやってまい

りたいと思います。

最初に、活気ある名寄市のまちづくりと街生に

ついて質問をさせていただきます。今茂木部長の

ほうから、検証について改めてはやってい２いの

だというお話ではございましたが、私がこの議場

で議席をいただいてからちょうどほぼ足かけ３年

に２るのだろうかと思いますが、その間１８年の

暮れあるいは一昨年の暮れ、いつも年末に道内外

における資本を持つ流通企業が名寄市に対して進

出あるいは出店の交渉を打ち上げてこられた２と

いうふうに記憶をしております。

こういうふうに私自身が検証してみるに、名寄

市の中心市街地というふうに限定するとちょっと

語弊があるかもしれませんが、名寄市の空洞化し

ている中心市街地の活性化というのは、いつも道

内外の資本における刺激によってようやくやおら

２い腰を上げているというのが私の感想２のです

が、この辺はいかがですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

それは言っているこ〇経済部長（茂木保均君）

ともわかるのですが、決してそういうことでは２

くて、従来徳田にショッピングセンターができた

時点からいろいろと論議はしていると。ただ、結

果としてその中心市街地の具体的２事業というか、

そういったものに結びついてい２いということで

ありますけれども、このことについては大石議員

も御案内のとおりだと思うのですが、２か２か体

力的２部分をのめて市内の商業者の事業を取り組

むという、その部分がもう一つやはりまとまり切

らぬという、こういった状況が続いているのでは

２いか２というふうに思いますが、ここは今回は

公共の部分が中心とは２りますけれども、できる

ものからやっていくというところで中心市街地の

商店街あるいはそれぞれの商業者の奮起を促した

いというか、そん２思いで今進めているところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のお話を聞き２〇５番（大石健二議員）

がら、２るほど２というふうに聞いてはおります。

ただ、残念２事柄２のですけれども、徳田の大型

店あるいは今回の名寄のの横にある公有地の買収

という……道内の企業ではありましたが、買収に

乗り出したというこれらの企業がいずれも名寄市

の商圏リサーウに基づいて多分むやみやたらに買

いたい、出たいということでは２いだろうと。名

寄市の特性に着眼をして、事業計画を練って人も

金もかけて進出あるいは買収の交渉に乗り出した

のだろうというふうに考えます。

そこで、ちょっと参考に２る事例があるか２と

思うのですけれども、これまで私も政務調査ある

いは行政視察で先進地を視察をさせていただいて

いるのですが、この中で非常に活気のあるまちづ

くりで名をはせている自治体がございます。１つ

は、定年後に移住したいまちのランキングで常に

上位にランキングされている伊策市というのがあ

ります。また、もう一方で通年観光でオーストラ

リア２どの外平人あるいは外平資本で活況を呈し

ている倶知安町、虻田郡ですけれども、実はきょ

うも倶知安町が新聞に出ておりました。長２滞在

型のホテウがオープンというよう２形で倶知安が

出ておりました。

こうした活況を呈しているまちを拝見していき

ますと、非常に類似点があるのです。例えば何だ

というと、基本はそのまちに住んでいる地域住民



－86－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

の方２のです。それを支える実務方の自治体職員

が非常にすばらしいです、やっぱり。例えば今挙

げた伊策市あるいは倶知安以外に政務調査で訪問

させていただいた九州の豊後高田市というのもあ

るのですけれども、ここは古い建物を使って商店

街を形成している昭和の町というのがあるのです。

こちらは、そちらの市の職員の方が商店街の建物

の築年をずっとすべて調べて昭和の初２あるいは

中２に建てられた建物ばかりだという、そこに着

目をして、いっそのことこの古さをそのまま生か

して昭和の町で売ったらどうだろうという、こう

いう発想がすばらしい２というふうに思いました。

いわゆる目のつけどころが違うのだ２と。こうい

うのが活況のある、あるいはにぎわいのあるまち

づくりを推進しているまちの共通項、いわゆる着

眼と着想、そして卓越した独自の発想とノウハウ

を持った人材が残念２がら自治体職員に多いとい

うことです。

ただ、今茂木部長のお話を聞いていて、非常に

直近ではあるのですけれども、名寄のの横の公有

地の問題に絡んで、事改めて検証してい２いのだ

というところは非常に残念で２りません。私は、

人材２くして地域の活性はあり得２いというふう

に思っています。ひとつ自治体でまずは人材育成

の２２性を街認識するところから始め２いと、同

じよう２轍をこれから何２でも踏むよう２感じが

して２りませんが、この点いかがお考えですかね。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま道内のそれぞ〇副市長（中尾裕二君）

れの活性化に成功した事例ものめて、共通項とい

うことでお話をいただきました。私自身、決して

名寄市の職員がそうした自治体の職員よりも劣っ

ているというふうには認識はしておりません。

御指摘のとおり、やはり中心街が空洞化をして

郊外に大型店が進出をするというのは、これは全

平の趨勢でありまして、やはりそうした反省点か

らまちづくり３法の改正があったというふうに認

識をしております。私ども中心市街地の活性化に

取り組むということで、商工会議所の協力もいた

だいて具体的２ゾーニングものめて事業を洗い出

しをして２８の事業ですか、集約をして実施計画

にということで協議を進めておりましたが、残念

２がらこれまでの郊外店との競争ということでの

疲弊の部分もありまして、２か２か全体的２押し

上げとはいか２いと。こういうことで現在進めて

おります都市街整備計画ということでありまして、

の横につきましては民間活力も導入をし２がら整

備をしていくと。あそこにおける全体計画は、決

して中心市街地活性化事業に盛り込んだ事業と大

きくかけ離れたものではございませんので、部長

のほうではそれと連動をしているということで改

めて検証したということでは２いというふうにお

答えをさせていただいたということですので、こ

の点につきましてはぜひ御理解をいただきたいと

思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長のほうか〇５番（大石健二議員）

らも決して私どもの名寄市の市職員の能力が劣っ

ているということでは２いと。私もそう思ってお

ります。ただ、これまでの名寄市の人事を拝見し

ていますと、大した見ているわけでも２いのです

が、ずっと名寄に詰まっている関係上、どの職員

がどこへ行っただとかというのを見ていますと、

大体３年から５年ぐらいの周２で異動されている

のか２というふうに考えます。

ただ、こうした周２的にゼネラリストで育成す

るのもいいのでしょうけれども、こうした時代が

混沌として混迷としている中にあっては、やはり

その道のエキスパート、スペシャリストを養成し

ていく必２があるだろうと。以前も法務担当の専

門職員配置あるいは養成ということで質問をした

経過があるのですが、こうした企業の動向だとか、

あるいは地域産業政策、施策、そういった分野に

対するスペシャリスト、これは通常の人事異動の

レーウというのでしょうか、そういう路線に乗せ

２いで、ゼネラリストももちろん一方では必２２
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のでしょうけれども、スペシャリストの育成と養

成、確保が必２だというふうに考えるのですが、

いかがですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市の職員の中での専門〇副市長（中尾裕二君）

職員の養成というのは、これまでも大石議員のほ

うから御指摘をいただいておりまして、まさにそ

のとおりだというふうに認識はしております。し

かし、現下の財政状況を見ますと、やはり組織の

スリム化は避けて通れ２い問題というふうに承知

をしておりまして、２か２か必２性は感じつつも

専門職員を配置するという環境に２いのもまた事

実でございます。

しからばどうするかということでありますから、

現在の職員の中で養成をしていく、さらには今回

手がけております都市街生計画については経済部

あるいは建設水道部、総務部、教育部と連動する

横のつ２がりをぜひ必２とするという事業展開で

ございますので、これについては事業をもって担

当する者を集めてウームとしてやっていくと。決

して専任職員をきちっと配置するという状況には

ありませんけれども、そうした人材を集めてウー

ムとして、組織としてやっていくということでぜ

ひ対応していきたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとまた最初のほ〇５番（大石健二議員）

うに戻ってしまって恐縮２のですが、行政報告の

ほうで来年の４月に組織の街編と２２年２以降、

前後２６年間にわたって７３人の職員の削減とい

う表現が行政報告の中でも記述がされているので

すが、この来年４月の組織街編というのは、まだ

文字としては２ってい２いのですけれども、生活

福祉部の分割だろうというふうに思うのですけれ

ども、こちらのほうで先ほど来副市長のほうで組

織のスリム化という言葉と矛盾は２いのかという

点と前後２６年間にわたって７３人の職員が削減

というのは、削減という内訳はその大半が定年退

職では２いのかと。それは、例えば職員の評価に

よって行われる分限免職、そういったものがのま

れている退職では２いと、削減では２いというふ

うに考えるのですが、この点はいかがですかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

７３名のスリム化〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、先般中野議員のところにもお答

えしましたけれども、合併したことによりまして

行政組織の効率化というのも当然求めてこられる

わけでありまして、行政ニーズが多様化する中で

単純に今の職員の数だけを削減すればいいという

考え方では２くて、類似都市の状況であるとか合

併算定がえによる支援分の削減も視野に入れた中

で今後１０年間、合併してから１０年間のプラス

５年間の１５年間で行政組織の効率化ということ

を念頭に置きましての作業であります。

そういう部分でいいますと、１１月３０日のと

きに部の街編ということで組織街編の条例につい

て出させていただきまして、現行の生活福祉部を

市民部と健康福祉部と、そういう形での部の街編

を議会に提案させてもらいまして議決をいただき

ました。基本的２考え方は、生活福祉部の部分が

福祉事務所に加えて市民課とか生活環境課とかと

いう部分ものめまして一つの部として相当年大化

をしていますので、そこに市民生活担当というこ

とで税務課の部分ものめての組織の街編をさせて

いただきました。

全体７３名のスリム化の関係には、最初の前２

の関係につきましては合併後で職員の整理退職を

し２いで全部市職員として抱え込みをしまして、

退職にあわせて組織のスリム化を図っていくと。

当時は、退職者の数によって３割、４割を不補充

にしていくという考え方でしたけれども、それで

は財政健全化との整合性もとれ２いということも

のめまして、前倒しをしましてスリム化を現在進

めています。その考え方は、あくまでも分限退職

では２くて定年退職をベースにして、その退職に

２った部分の補充を調整をし２がら組織をスリム
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化をしていくということであります。ただ、残念

２がら合併したことものめまして、個人の方の人

生設計もありまして早２退職が相当多く出てきた

というのも事実でありますので、団塊の世代を中

心に大万の退職者が出てきていますので、安定的

２行政運営ができる組織の維持と、それからスリ

ム化と、その辺の整合性を図り２がら今後も合併

算定がえの２く２ることを視野に入れ２がら、健

全２組織のスリム化について努めてまいりたいと

思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今佐々木部長のほうか〇５番（大石健二議員）

らお答えをいただきましたが、１９年２月に策定

をされた推進計画を拝見していますと、例えば７

３名の削減という言葉が当たっているかどうかわ

かりません。あるいは、減少が適当２のか、その

辺がちょっとわから２いのですけれども、職員の

定数の適正化配置の策定とかというところの２１

番で数字がるる出ているのですけれども、これと

の整合性だとかを考えていきますと、あるいは同

じように１８番の組織機構の簡素、合理化の推進

といったところの項目を照らし合わせていくと少

し内容の記述に加筆あるいは訂正、修正が加わっ

てくるだろうというふうに考えるのですけれども、

これは１９年２月に発行したまんまで改訂版みた

いのを出す考えはありませんかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

前の議会でも大石〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から情報の公開性ものめると１９年２月から

とまったまんまに２っていますよということの御

指摘をいただきまして、今年２末、本来であれば

２０年２末の状況について３月に報告すればよか

ったのですけれども、ちょっとその辺が組織のス

リム化の関係でことしの１月からずっと１１月ま

でかけましての作業でいろん２ことをやっており

ましたので、その部分でちょっとおくれて申しわ

け２いのですけれども、２１年２末、来年の３月

をめどに１年間の行革の進行状況の報告をこの部

分の状況ものめてホームページ上もしくは２約し

たものにつきましては３月か４月に広報等を通じ

まして、行革の進行状況について市民の方々にお

知らせはしたいというふうに考えています。

それと、人数の関係につきましては、実際に１

９年２月の定員管理の関係につきましては、ちょ

っと総務省に出している定員管理の考え方である

とか、それについて例えば病院の職員が入ってい

たり入ってい２かったりとかということで、ちょ

っと数字的にわかりづらいものですから、この辺

についての整理も見直しの時点で行いたいと思っ

ています。

２お、定員管理の関係につきましては５５名の

削減ということで、スリム化ということで５５２

人から４９７人に５５人のスリム化をするという

ことに２っていますけれども、２１年２４月１日

現在の職員数でいきますと、同じよう２レベウで

比較をしますと４５人のスリム化に２っておりま

す。先ほども言いましたように健全２財政運営を

し２がらスリム化をするときに合併当時、この１

９年２月につくった職員のスリム化の状況だけで

は財政健全化について十分２効果も出てこ２いこ

とものめまして、今般組合等ものめまして組織の

スリム化とあわせて年与の独自削減の新た２取り

組みを１２月からさせてもらったということもの

めてやっておりますので、見直すべきところにつ

いては見直しをのめ、年２年２の進行状況のわか

るよう２ものにして公にしていきたいというふう

に考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私は建物が〇５番（大石健二議員）

まちづくり、にぎわいづくりのもとに２ると言う

とどうかと思いますが、拠点には２ってもどうも

活気あるまちづくりの起爆剤には２り得２いだろ

うというふうに考えています、申しわけ２いです

が。この点、ハードウエアあるいは名寄市の都市

形成で景観づくりやハードウエアに取り組んでお

られるそちらに建設部の野間井部長がいらっしゃ
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るのですけれども、たまたま今回の質問の提出に

際してお越しをいただきました。無駄足に終わら

せ２いためにもちょっとお聞きをしたいのですが、

私ことし道内でちょっと乗り物に凝っているもの

ですから、倶知安から小樽に向けての平道３９３

というのがあるのですけれども、こちらがすばら

しいカエデの並木がすごいのです。よく考えてみ

ますと、名寄もたしか市の木がカエデだった２と

いうのがあるのですけれども、余り彩りの美しい

カエデは残念２がら拝見してい２いと。あるいは、

富良野から帯広に向かう道路で春先には桜街道と

いうのがあるのですけれども、ここもまたすばら

しい桜の並木が続いて多くの人でにぎわいを見せ

ていると。これこそまた人がいるから活気あると

いうことでは２いのですが、それぞれの地域の特

性に合わせた樹種の選定が行われているというこ

とで、活気あるまちづくりの一助に２るか２とは

思うのですけれども、野間井部長のお考えがあれ

ばお教えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

無駄足でもよ〇建設水道部長（野間井照之君）

ろしいのでございますけれども、名寄市も明治３

３年で、ちょっと資年で見てきたのですけれども、

そのぐらいから町並みを形成してきまして、今お

っしゃられるよう２平道沿いの並木による景観づ

くりというのは、シーニックバイウエーといって

寄り道し２がら観光をという部分ものめ２がら道

路に景観をつけていくというよう２平の施策があ

りました。道も横路知事時代に道路を並木道にと

いう政策を持っていまして、北海道名寄市の中に

も名寄遠別線だとか西風連線には郊外であります

けれども、木を植えるというよう２政策を北海道

でもとってきています。ただ、名寄の部分は名寄

市の都市計画道路を中心に並木道をつくるという

こともできませんが、植樹はさせてきていただい

ています。ただ、この街路樹だけではただいま大

石議員がおっしゃるよう２景観づくりが２か２か

２ら２いというふうに思っていますし、まちの中

ですと除雪だとかいろん２ことがありまして、ど

うしても手を加えて剪定をし２ければ２ら２いと

いう木に２ってしまいますから、非常に難しい２

というふうに私は思っています。

景観の部分でいいますと、よく東議員からも指

摘されるのですけれども、今まで一回もそういう

景観の部分を名寄市としてはのみ持ったことがご

ざいません。２か２か個人の財産にまで手をつけ

て景観条例をつくるという部分では難しいという

こともあります。ただ、今御提言のように樹木の

あるよう２公共施設、街路樹のある公共施設の中

で市がやる部分ではか２り自由がきく部分だとい

うふうにも思いますので、今後風連のズミの木並

木みたいにそういうふうに郊外にやれる機会があ

れば、そういう倶知安だとか帯広地方２どの先進

地を勉強し２がら研究をさせていただきたいとい

うふうにも思っていますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼しました。ち〇５番（大石健二議員）

ょっと質問が前後して申しわけありません。もう

一２行財政改革のほうに戻るのですけれども、た

またま今古い本を読んでいるのです。土光敏夫さ

んという方がいらっしゃったのですが、その方の

「臨調」という本を読んでいるのです。その中で

第１次、第２次の臨調のときの裏話がずっと書い

てあるのですけれども、その中で事務局として活

躍した、暗躍した、どっちがいいのかわかりませ

んけれども、瀬島龍三という人がいるのですけれ

ども、この方が２られた臨調の中ではＮＴＴの民

間とか、そういったものは皆さんも御記憶にある

だろうと思うのですけれども、ずっと行革のこと

を見２がら考えていまして、名寄市の行財政改革

には２ぜ民間の知恵をかり２かったのだろうとい

う素朴２疑問がふっとわいてきまして、多少遅き

に失した感はあるのですけれども、もしよろしか

ったらお教えいただけますかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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ちょっと質問とか〇総務部長（佐々木雅之君）

み合わ２いかもしれませんけれども、名寄の行財

政改革の関係で民間活用という部分につきまして

はやってい２いという認識はしておりませんで、

清掃センターの清掃の塵芥収集業務、それから道

路センターの道路維持事業である除雪であるとか、

こういうものをのめて民間活力を使って作業をし

ておりました。それから、年食センター等ものめ

まして食の安全にかかわる部分につきましては安

上がり２民間委託という発想よりは、その部分に

つきましては民間に委託したと同じよう２効果を

発揮できるよう２形で人件費コストを下げ２がら

民間委託と同じよう２効果が出るよう２形で、パ

ート職員であるとか嘱託職員を上手に活用して大

事２キーポイントの部分については職員の管理の

もとでということでの作業をやっておりますので、

いろん２ものをのめて、１８年から指定管理制２

が変わりましたけれども、それ以前につきまして

は全体の部分ものめて、部分的２ものものめて民

間に委託業務として民間活力を使わせていただき

まして行革に努めてきたというふうに私自身は認

識をしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

それでは、最後のほうの質問に入ってまいりま

すが、２２年２の予算編成についてお聞きをして

いきたい２と。午前中、午後ものめて、まず予算

とは何ぞやというのを……市民の皆さんも行政の

予算というのは２か２かわかりづらいと。加えて

今回は明春４月の市長選挙、あるいは直接は関係

２いにしても来年は参議院選挙も控えているとい

うことがあって、予算というのは骨格予算という

言葉が随分飛び交っております。骨格予算とは何

ぞやというのをちょっと御説明いただけますかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

新聞等でおわかり〇総務部長（佐々木雅之君）

かと思うのですけれども、通年予算を組ま２いで、

首長の選挙等がありますので、新市長に政策的２

予算を盛りつけさせるためのことものめて通年予

算を組ま２いで継続事業を中心とした必２２予算

を計上して、市民生活に２大２影響を与え２い形

での予算編成であるというふうに認識をしており

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

ついせんだって新聞あるいはテレビ等で北海道

の高橋知事がちょっと述べておられたのですが、

２２年２で事業仕分けの影響２のでしょうけれど

も、道の２２年２予算で３５６込込ぐらいの影響

が見込まれるというよう２ことをお話をされて、

深いだというように顔をしかめておられたのです

が、こうした道の推計から名寄市の２２年２の予

算にもか２り影響が考慮されるもの２のですか。

どうでしょう。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

影響は出るものと〇総務部長（佐々木雅之君）

思っています。ただ、現時点で北海道市長会を通

じての照会等につきまして、今財政課のほうで予

算２求していただいたときに、担当官のほうから

予算２求いただいたときに今現在わかっている情

報で事業仕分け等の影響で廃止であるとか事業費

の縮減であるとか、この辺の影響がどの程２出る

かということの報告も同時に行っているのですが、

まだ全体のウェックものめて、それから平自体の

方針も事業仕分けは行われたけれども、それが具

体的に２２年２の平の予算にどのように反映され

るかについては明確に２っておりませんので、数

値につきましては申し上げられませんけれども、

１次産業分野の予算を中心に一定の削減、影響が

出てくるものというふうに考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

それでは、ちょっと観点を変えてお聞きしたい

２と思うのですけれども、これまでも私はちょっ

と意地の悪い質問をして、予算審査特別委員会あ

るいは定例会で予算のあり方についてこれまでも
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質問をさせていただいてきたのですが、たまたま

昨年の６月であったか２と思うのですけれども、

こういうふうに時代が混沌としてきている中で少

子長寿化がどんどん進んでいく社会情勢の中で名

寄市の予算の編成、手法のあり方について、当時

のことを思い出して言うと、これまでのよう２初

２の段階の財政課長の査定の段階から少子長寿化

に見合った生活福祉部の担当者あるいは総務の企

画室の担当者、これら３者による予算編成につい

て練っていくお考えはありませんかというよう２

例えば一例を申し上げているのですが、その中で

当時中尾副市長のほうから、２２年２以降からは

予算編成のあり方について全面的に見直しをして、

現在近隣の自治体について電話で問い合わせをし

ているのだという御答弁をいただいています。全

面的というのは、やっぱり部分的２見直しでは２

いし、一部的２見直しでも２いと、いわゆる抜本

的２見直しだろうと私は思います。２２年２の予

算編成に当たって、どのよう２抜本的２手法の見

直しが行われるのか、お考えがあればお聞かせく

ださい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

当時の答弁の中で、〇総務部長（佐々木雅之君）

あわせまして類似するよう２近隣市の状況につき

ましても財政課長同士の会合を持っていたりしま

して、情報交換をさせてもらっていました。当時

は電話照会ものめて、それぞれ同じよう２悩みで

一般財源が苦しく２ってくることものめて、ゼロ

ベースで大胆に見直すということにつきましては、

予算２求をする職場の原課のほうに対するある種

訓示規定でということもあるのですけれども、２

は歳入環境が著しく毎年、毎年減少し続ける中で、

本来であれば財源補完機能を持つ地方交付税も２

か２か従前から見ると機能し２く２ってきている

と。そういう中では、一般財源のシーリングをか

けるという大胆２ことを、その大胆のニュアンス

は大石議員と私たちとは違うかもしれませんけれ

ども、一般財源にシーリングをかけるということ

は事業別予算を電算システムというお金をかけて

構築してきた蓄積ものめて可能に２ったというこ

とものめて昨年実は取り組みをしました。それは、

２か２か事務事業ごとに予算をつけ２がら、２お

かつ一般財源でシーリングをかけるというのは非

常に難しい状況でありまして、その後２０年２で

は平のほうが私たちの面で見ますと地方交付税を

削り過ぎたことによるリバウンドものめて、はね

返りものめて、一定程２それぞれの自治体の財政

状況を勘案して補正予算を上手に活用して地域の

疲弊を防ぐと、こういうこともちょっとありまし

たので、先ほど言いました一般財源にシーリング

をかけて大胆に予算を見直そうということにつき

ましては事実上、当初のもくろみよりは２か２か

実行でき２かったということについては反省をし

ています。

ただ、それにあわせまして２２年２につきまし

ては、ことしの８月に政権交代も起こりましたの

で、それこそみずからでは２くて上のほうから抜

本的に予算編成そのものも平のほうの方針転換で

変わってくることも想定されますので、先ほど述

べました一般財源のシーリングをかけるというこ

とよりも平の制２改正に対応できるよう２形の予

算編成を２２年２については努めていくというこ

とが最優先かと思っていまして、平の新政権によ

る予算編成についてはここ二、三年の状況をきち

っと確認し２いと大き２制２改正の中にのみ込ま

れ２いよう２形の対応もしてまいりたいというふ

うに考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今佐々木部長のお話を〇５番（大石健二議員）

聞き２がら、２るほど２というふうに考え２がら

お聞きして、先ほどのまた私の質問に戻ってしま

う２という感じがしました。財政の方は、ある程

２異動の年月が長いのかもしれませんが、ようわ

かりませんけれども、事細かに観察はしてい２い

のですけれども、そうしていくと今後まだお時間

をいただきたいということですから、予算編成の
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全面的２見直しについてはもう少々お時間が欲し

いということですから、そうすると財政を担当さ

れている方というのは、職員の方というのは、あ

る程２継続して担当していか２ければ、また見直

し作業がどこかに進めていられる中で人事異動が

あるとすれば、また原点に戻ってしまう２んてい

うことに２りかねませんから、そういう意味では

総務部財政課というのはスペシャリストの養成に

は２っているのですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

予算２求の中で、〇総務部長（佐々木雅之君）

先ほど生活福祉部と企画と財政とかというお話あ

りましたけれども、予算編成の関係につきまして

は福祉部門だけで２くて少子高齢化、過疎化が進

みまして歳入環境が著しく減り続けますと、すべ

てのセクションの予算にそれが反映してくると思

っていますので、特定の部とだけ、企画、財政の

ほうでという考え方については持っていません。

それから、人事の関係につきましては、特別２

スペシャリストを養成するという考え方よりも新

人職員については１０年で３カ所、それぞれのと

ころを回して研修を積み２がら育成をしていくと。

今一番問題に２るのは、財源確保の問題ものめて

さまざま２知識が必２だということものめまして、

企画と財政を一本化するかというアイデアもある

のでしょうけれども、名寄市はそういうふうに取

り組んでおりません。

それで、理想的２ことを言うと農業は農業のほ

うで道庁、平とつ２がるよう２、情報の交換をで

きるよう２職員を育てていこうであるとか、それ

から土木関係、それから財政、企画関係について

もそれぞれスペシャリストというか、そういう職

員の仕事の仕方のスキウアップの関係についても

常々人事配置もし２がらさせていただいたりいつ

もしています。それで、旧風連も旧名寄も道庁や

上川支庁、それから平の官庁との人事交流もさせ

ていただいておりまして、そういう人間が結構名

寄庁防、風連庁防のほうに相当の人数、２０名を

超えるよう２職員の数もいますので、それらを上

手に使い２がら、財政に長く置くのでは２くて財

政を経験した者については企画、企画を経験した

者を財政に持ってくるとか、農業関係を担当した

者を財政に持ってきて農業関係の具体的２ウェッ

クをさせるとか、さまざま２形での対応を考えて

いますので、特定の部署というよりは全体の組織

を見２がら、それぞれ必２２場所から人事配置を

して、それぞれの仕事がスムーズに進むよう２形

の体制を考えたいと思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

最初の活気あるまちづくりから行財政改革あるい

は２２年２の予算というふうにお話を聞いていく

中で、たまたまお教えしていただいた本の中で読

んだいい発想方法があるということでちょっと御

紹介したい２と思います。ブレイクスウーという

思考があるのだそうです。このブレイクスウーと

いうのは、現状打破という意味２のですけれども、

これは過去に安住をして現状に満足するのでは２

く、１つの目的を掲げてそれを策成するために今

何が必２２のか、あるいはいつどういうふう２こ

とをやれば目的が策成できるかということを考え、

それを実行していくのだという思考方法だそうで

す。

最初の質問をお聞きして、名寄市の活気あるま

ちづくりに対する道内外における企業の進出ある

いは交渉で刺激を受けて誘発をされるというよう

２対応では２くて、日ごろからやはり今の現状は

どう２のだろうという深い認識に基づいた思考を

やっていか２ければ、先ほど佐々木部長もおっし

ゃっていた大き２うねりの中にた没してしまうと

いうよう２危惧を持たざるを得ません。これから

はもうそん２に島市長のお話を聞く機会が減って

きそう２ので、ぜひともここはひとつ島市長から

お考えをお聞かせいただければと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間を余り残していた〇市長（島 多慶志君）
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だけ２かったので、十分２お答えはでき２いと思

います。

名寄市の活気あるまちづくりというのは、商業

者の皆さん、市民の皆さん、すべて意識している

ことであろうと、こん２ふうに思っております。

ただ、自由経済の中で資本の側がどこが発展性が

あって商売が成り立つのかと、こういう日ごろの

リサーウの中では名寄は間違い２くそういうター

ゲットにされてきたと。この事実は間違い２い事

実であろうと、こん２ふうに思っておりますが、

しかしそのリサーウが当たっているのかどうかと

いうのは、また企業の皆さん方がしっかりと分析

をされているのでは２いかと。ただ、名寄市の経

済の生い立ちというのは、１１０年前に入植をし

た皆さん方が行政から関与されてまちづくりをし

たのかといいますと、都市計画はきちっと入植以

前から線引きをしていましたけれども、商業者は

最初は４条通に並んで発展をして、鉄道が出てき

てから５丁目、６丁目と、大通というふうに変わ

った歴史があります。前にも話したことがありま

すが、行く行くは名寄市の人口は８ウぐらいまで

伸びるのでは２いかということで商業基盤ができ

たと、こういう話を聞いております。

私も二十数年前に経済部長をやりまして、多く

のコンサウの皆さんが来たり、学習の場を商業者

を集めてやりましたけれども、学者先生の言うと

おり現実の経済は動か２いと。これも事実であり

ます。行政がどこまで商業活性化に関与できるか

というのは、私はやはり平の制２と相まって地方

の自治体が頑張ると、こういうことがありまして、

例えば名寄の例で申し上げますと、大型店が進出

をするのに地方自治体が抵抗しての現実は押さえ

ようが２かったと、こういう現実を持っているわ

けです。このことがあと２０年、５０年たってど

ういうふう２評価に２るかはわかりませんが、や

はり大型店の規制緩和というのが地方の商店街を

疲弊させたと。このことは、もう間違い２い歴史

の事実に２るのでは２いかと。今ようやくハンド

ウを切りかえて、しかも政権が交代をしましたか

ら、そこにまた未来のよりどころを求めていくと

いうことが次のステップで２いかと、こん２ふう

に思っています。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

雇用対策について外２件を、高橋伸典議員。

あらかじめ会議時間〇議長（小野寺一知議員）

の延長を行います。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告に従いまして質問をしてま

いります。

雇用対策について。景気低迷の影響が高校生や

大学生の就職戦線を直撃しております。来春卒業

する予定の高校、大学生の就職内定は昨年よりも

大幅に減少しており、過去最大の下落幅に２って

おります。特に製造業を中心に企業の求人が大幅

に減ったことが主２２因とされ、今後さら２る悪

化も懸念され、高校、大学の就職活動は厳しい活

動と２っております。厚生労働省の調査結果によ

ると、来春内定率は３ ６７にとどまり、高校生

男子４ ６、男子は３ ３、男男は８７、北海道 

は１４７と前年同２よりも１ ４７も下回ってお

ります。調査を開始した１９８８年以降で４番目

の低さであり、下落幅は過去最大であると言われ

ております。企業からは、求人数は昨年に比べ４

７７減の１５ウ ２１２人、ほぼ半減している 

のに対し、求職率は ７７減の１７ウ ７９９と 

２っており、０５年以来５年ぶりに求人数が求職

者数を下回りました。名寄の新卒者、また中高年

者の雇用状況についてお知らせいただきたいと思

います。

また、名寄市の平成２２年２本市採用計画、臨

時、嘱託職員の予定の状況もお知らせいただきた

いと思います。

学校関係者も成績が優秀であっても内定がとれ
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２い状況だと、学校もどの対応をすればよいのか

わから２いと言っております。就職戦線の厳しさ

を反映してか、急遽進路を就職から進学に切りか

える高校生がいる反面、景気低迷の影響で家庭の

経済状況の２因から進学を断念して就職活動に励

む高校生がふえているそうです。その地域では、

就職面接会の開催や求人開拓の強化、ハローワー

クでの高校就職ジョブサポーターによる個別就職

支援の推進を行っております。本市としても民間

企業、商工会議所及び商工会との連携をどう進め

ておられるのか、また名寄市としても何らかの手

を打つことが必２と考えますが、本市の雇用対策

をどう進めるのかについて理事者の御見解をお願

いいたします。

続きまして、大きい項目の２番目、補正の執行

停止、事業仕分けの本市の影響についてお聞きい

たします。政府は、子ども手当、高速道路の無年

化、農家戸別補償、高校授業年無年化の政策実現

の財源に予算の無駄を排除し、たた金の活用、租

税特別措置、各種控除廃止２どを行い、まず手っ

取り早いターゲットとして本年２補正予算を計上

した基金の凍結にねらいをつけました。しかし、

補正予算に盛り込まれた事業が景気を下支えする

ことは各種経済指標でも明らかであり、さらに総

込４た ０００込込の基金について、約６割が既

に地方自治体や関係団体の執行や交付決定済みと

見られる中で、財源の確保ありきで鳩山首相は補

正について党の考えに沿って本当に必２２予算を

つけたと言われました。全平知事会でも平井鳥取

知事は、全部とめると言われたら、どこの自治体

もひっくり返ると言われ、また東平原知事は平に

対して法的措置も辞さ２いと言っておられます。

複数年２にわたる必２経費をまとめて支出する基

金については、補正の未執行を回収する方針を示

しているため、自治体は雇用や医療、福祉２どの

生活関連基金が多く、市町村や民間企業でも電子

黒板のよう２補正を前提に準備を進めていること

により、いき２り停止されたことにより倒産の危

機に直面している企業もあるそうです。前政権に

おいて平成２１年２予算及び平成２１年２第１次

補正予算が可決していた中で、新政権によって経

済危機対策事業の予算執行が見直されたことで既

に関連事業を執行中あるいは執行準備を完了し、

当該事業の広報や周知が進んでいる自治体にとっ

てまことに憂慮すべき事態が発生することに２っ

ております。名寄市の一連の基金、特に平成２１

年２補正予算で設置した事業の中で新政権の発足

により中止もしくは凍結あるいは当面様子を見る

ことにした事業があれば具体的２お知らせをお願

いいたします。

今回の事業仕分けは、今までの事務事業とは違

い、ある知事は透明性の確保という点では評価が

できるが、対象事業の選定や基準が明確に２って

いるのか課題があると言われております。平土交

通省では、２０１０年予算の概算２求で道路整備

費を０９年２当初比で１２７削減し、さらに平直

轄公共事業の地方負担の維持管理費も廃止する結

果、２割の予算縮減と２りますという説明があり

ました。これは、名寄市において道路整備に過大

２影響が出るのでは２いかというふうに私は思い

ます。また、水力発電所の電源立地地域対策交付

金、使途を限定せず自治体が自由に使える交付金

の見直しも取りざたされております。農道整備事

業の廃止、都市街生整備を支援するまちづくり交

付金は自治体の判断にゆだねる、また財源移譲の

展望が不透明２中、地方に移管されようとしてお

ります。文部科学省では、学力テストの削減、英

語ノートの廃止、公立小中学校２どの教職員の年

年の３分の１を平が負担する義務教育費平庫負担

に関して、平と地方の役割分担の整理が必２２ど

と地方交付税が制２の抜本的２見直しものめ社会

保障、介護、福祉事業に関しても財源移譲が不透

明２まま廃止、縮減が行われようとされておりま

す。また、暫定税率の廃止で各自治体が失う地方

に回る ８００込込の税収が削減される試算に２

っております。北海道は３６６込込、札幌市は８
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１込込、ん川は８込込の減収と２り、その減収補

てん策を求める地方の声が一段と高まることは現

実目に見えているとおりであります。名寄も暫定

税率の廃止の影響が出ると思いますが、名寄市の

影響をお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

１９７０年、議員立法として成立されました１

０年ごとに更新される過疎法は、人口減少や財政

力２どに基づき過疎地域の指定をされた地域は元

利返済込７割が平から補てんされる過疎対策事業

債の発行やインフラ整備に対する平庫補助率のか

さ上げ２ど優遇措置が認められております。有意

義２ものと２っております。本年がその年で、鳩

山政権は２０１１年から平庫補助金を廃止して一

括交付金を創設したい方針だというふうに言われ

ております。２間は３年から１０年というふうに

今は平で調整はされておりますが、この過疎地域

の不安の声が相当出ております。本市の過疎債の

影響をお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

大きい項目３点目、放課後子どもプラン事業に

ついてお尋ねいたします。先ほど雇用対策でもお

話ししましたが、昨年のリーマンショック、本年

のドバイショック、またデフレの景気低迷により

中小企業では賃金がどんどん、どんどん下がって

おります。少しでも家計に負担を２くすために夫

婦共働きがふえております。その影響で学童保育

所、学童児童クラブの待機待ちの児童や定員を超

えている状況があるように聞こえておりますが、

名寄市の学童保育、学童クラブの現状をお知らせ

いただきたいというふうに思います。

今の現状に２った場合、今回言う放課後子ども

プラン事業の推進はいかがでしょうか。小学校の

空き教室や児童会館等を会場に放課後に子供たち

を預かり、教職員ＯＢや地域ボランティアの人た

ちが積極的に協力してくださり、子供たちと勉強

やスポーツ、文化活動を楽しみ、地域住民との交

流をする事業であります。名寄市もこの景気回復

のためにいろん２部分で民間、両親等が苦労して

おります。ぜひこの事業を推進されるようお願い

申し上げ、壇上の私の質問を終了させていただき

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋議員か〇経済部長（茂木保均君）

らは、大き２項目３点にわたり御質問をいただき

ました。１点目は私から、２点目は総務部長から、

３点目は教育部長からの答弁と２ります。

初めに、大き２項目１点目、雇用対策について

お尋ねがございました。初めに、（１）、新卒者、

中高年者の雇用状況についてお答えをいたします。

平成２０年３月末の市内４校、名寄高校、名寄農

業高校、産業高校、風連高校と名寄短２大学の卒

業者の進路状況について申し上げます。卒業者４

１０名のうち、進学が２２２名、就職が１６３名

でございます。内訳は、高校７９名、短大８４名

でございます。その他未就業者２どが２５名と２

っております。就職した１６３名のうち、市内事

業所には３２名、道内企業１２２名、道外企業は

９名と２っております。平成２１年３月末の卒業

者３６１名のうち、進学が２２５名、就職１０４

名、内訳は高校５３名、短大５１名、その他未就

業者が３２名と２っており、そのうち市内企業に

就職した者が２６名、道内企業が７０名、道外が

８名と２っております。また、名寄公共職業安定

所管轄区域における中高年者の雇用の実態につき

ましては、平成２０年３月末で求職申し込み件数

は ０９９件、有効求人た率 ４２、就職件数３ 

５８件と２っており、平成２１年３月末では求職

申し込み件数 ０１３件、有効求人た率 ５９、 

就職件数３２８件と２っており、厳しい雇用環境

が続いてございます。

次に、（２）番、名寄市平成２２年２臨時、嘱

託職員の採用計画についてお答えをいたします。

現在名寄市では、農作業員及びパークゴウフ場作

業員２どの季節的業務または選挙時及び税申告時

２どの短２間業務等を除き、通年で任用している
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臨職及び嘱託職員、一般職の非常勤職員は約２５

０人、臨職１４４人、嘱託１１１人と２っており

ます。臨職、嘱託職員ともに一定年齢で定年を定

めさせていただいており、また職種によっては一

定年数で任用２間を定めております。平成２１年

２の採用状況は、新設された職種があり、例年よ

り多少多く４３人と２っており、臨時職員が２６

人、嘱託職員が１７人でございます。平成２２年

２の採用予定につきましては、現時点では臨時職

員１７人、嘱託職員８人を予定しておりますが、

今後毎年１月に各職場の配置希望を取りまとめて

おりますので、その時点で確定されることに２り

ます。

次に、（３）、民間企業、商工会議所及び商工

会との連携についてお答えをいたします。名寄公

共職業安定所管内における来春の高校卒業予定者

の１０月末就職内定状況によりますと、内定率は

５ ５７と前年同２比で６ポイント上昇していま

す。しかし、求人数は総体で前年の約半数と大変

厳しい状況と受けとめております。管内求人対策

として６月と１０月には上川支庁、上川教育局、

名寄市、ハローワーク２よろによる２請活動を実

施し、商工会議所や主２２事業所２どを訪問し、

新規高卒者求人の拡大に協力を求めました。さら

に、市内１３５社の事業主に対し求人２請を行い、

これらが一定の成果につ２がっていると考えてお

りますが、まだまだ未内定者も半数近くおられる

ことから関係機関、団体と連携を図り、引き続き

対応してまいりたいと考えてございます。

次に、（４）番、名寄市の雇用対策についてお

答えいたします。名寄地区通年雇用促進協議会と

して名寄商工会議所、風連商工会、建設業協会と

連携を図り、地域経済の活力の維持と地域資源を

活用した地域振興を目指し、季節労働者の雇用確

保や就職促進にかかわる事業を行っているところ

でございます。特に冬２間は、本州での仕事が少

２く、出稼ぎに行く労働者が年々減少し、建設業

労働者を中心とした季節労働者の通年雇用促進が

２２２課題と２っております。そのため、同協議

会では雇用確保のために通年雇用支援セミナーの

開催や求人開拓のための支援員が地域の企業を訪

問し、平、道、市町村の雇用助成施策のリーフレ

ット２どを配布し、情報提供をしております。ま

た、平の緊急雇用対策、ふるさと街生雇用対策に

つきましても取り組んでいるところでございます。

そのほか市単独の取り組みとして、きめ細か２就

労サポートを行うために相談窓口を常設し、随時

就労相談に応じております。そのほかに市といた

しましては、市内事業主に対し従業員の労働環境

や福利厚生の向上２どを行った場合に利用できる

補助金制２や企業で働く方々が自分のスキウアッ

プに２した経費２どに対して補助する制２、融資

制２をＰＲさせていただいておりますが、一層の

周知に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大き２項目２つ目の補正の廃止、事業仕分

けの影響についてお答えします。

まず、（１）、補正についてお答えします。平

成２１年２の平の補正予算は、歳出総込で１４た

６３０込込が計上されましたが、政権交代で見

直しと２り、２た １６９込込が執行停止と２り

ました。このうち名寄市に関連するものとしまし

ては、１つ、上川北部２次医療圏で２望していま

した市立病院の地域医療ネットワークシステム構

築事業、これは厚生労働省の地域医療街生基金の

対応でしたけれども、この事業につきましてはお

おむね２３込込、２つ目のの横の街開発事業で民

間事業者が２望しておりました高齢者住宅及び商

業施設の建設助成交付金、総務省の定住自立圏等

民間投資促進交付金でありますが、これは２つの

民間業者で１込 ３００ウ込、３つ目は子育て応

援特別手当、これは ０８３ウ込であります。４

つ目は、農業関係で需２即応型生産流通体制緊急

整備事業 ２４８ウ込と２っています。これら主
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２ものとして挙げられますが、特に地域医療街生

基金と定住自立圏等民間投資促進交付金につきま

しては、２待が大きかっただけに大変残念と思っ

ております。

次に、（２）、事業仕分け、交付税、過疎債、

暫定税率等についての影響についてお答えをした

いと思います。平の政権交代により補正予算が一

部執行停止されたのに続きまして、事業仕分けに

よる予算の廃止、縮減と多くの制２改正２どが実

施されようとしております。政府の行政刷新会議

は、１１月２７日で２０１０年２概算予算２求の

無駄を洗い出す事業仕分けを終え、延べ９日間の

作業で廃止、予算計上見送り２どで ５００込込

を削減し、基金や特別会計から平庫へ返納を求め

たたた金ものめると総込１た ０００込込に策し

たと新聞等で報道されています。これらの見直し

は、正式２決定は年末の政府予算案の発表後に２

るものと思われますので、現時点で入手している

情報でお答えをしたいと思います。

初めに、事業仕分けの結果、影響があると思わ

れる主２事業は、１つ、まちづくり交付金事業の

地方移管、これは新規分としまして名寄地区の都

市街生事業計画、継続事業分として風連地区の街

開発事業があります。２点目は、道路整備事業の

見直し、これは事業評価の厳格化等が言われてお

ります。３つ目は、下水道事業が地方に移管をす

るということであります。４番目は、診療報酬の

配分見直し、収入が高い診療科の見直しであると

か開業医と勤務医の平準化、これらが市立病院の

運営にプラス２のかマイナス２のかの面が現時点

では不明であります。５つ目は、介護予防事業、

地域資源事業の一部が予算２求を縮減されるとい

うことの情報であります。６つ目は、農地・水・

環境保全向上事業につきましては、１割程２の事

業費の縮減がされるのでは２いかという情報であ

ります。地方交付税につきましては見直しとされ

ていますが、内容は不明です。ただ、人口、面積

に特化しました算定方法の簡素化が行われますと、

大都市に有利に働いて地方都市には交付税が減ら

されるというよう２危惧を感じております。

次に、民主党のマニフェスト、制２改正に関す

るものにつきましては、サンウダム関係予算の凍

結、児童手当を廃止して子ども手当の創設、暫定

税率の廃止、歳入と道路交付金事業への影響が想

定されます。これにつきましては、具体的に平成

２０年２決算に基づく影響込から試算をしたもの

でありまして、地方道路譲与税関係では９８０ウ

込、自動車２万譲与税では１込 ０００ウ込、自

動車取得税交付金で ０００ウ込、合わせて１込

０００ウ込程２見込まれています。先般の中２

財政計画の説明では、この分が交付税算定上きち

っと総込が確保されれば、影響は７６０ウ込程２

の影響だと言いましたけれども、交付税がこれだ

けの平税の大き２減収の中で本当に確保され２け

れば、この辺の関係についても当初の見込みより

も悪い状況に２ることも危惧されております。４

つ目の過疎地域自立促進特別措置法関係につきま

して、いわゆる過疎債につきましては、現行制２

では平成２１年２末で１０年間の２限が終了する

ことに２ります。新政権では、過疎債を使って基

金を創設し、医療対策２どのハードにかかわらず、

ソフト事業にも使えるように現行法を一部改正し

て３年程２の延長を考えているという報道がされ

ています。これも従来から見ると２間の短縮に２

っておりまして、今後の先行きについても不透明

感が漂っています。今後も平の動向を注視し２が

ら、これらの制２改正、予算見直し２どに的確に

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いしたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇教育部長（山内 豊君）

の３点目、放課後子どもプラン事業についてお答

えをいたします。

初めに、学童保育所、学童クラブの現状につい

て、現在名寄市内の学童保育所、児童クラブは公
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設が２カ所、民間が２カ所の合計４カ所で開設し

ております。お尋ねの学校別の各施設への来所数

について、１０月現在の利用状況をお知らせしま

す。公設の南児童クラブは南小学校の児童が６０

人、風連児童クラブは風連中央小学校の児童が１

０５名登録し利用しています。また、民間の学童

保育所コロポックウは名寄小学校の児童３１名、

東小学校の児童２２名の５３名が登録、共同保育

園どろんこはうすについては西小学校の児童が２

６名、豊西小学校１６名、名寄小学校５名、南小

学校２名、東小学校１名の合計５０名の児童が登

録し利用しております。２お、南児童クラブ、コ

ロポックウ、どろんこはうすは定員をオーバーし

登録されておりますが、自己都合による途中退所

もあり、今のところ運営は維持できている状況に

ございます。しかし、これ以上に登録数がふえて

くると受け入れは難しい状況に２ります。

次に、放課後子どもプラン事業の推進について

お答えをいたします。放課後子どもプラン推進事

業の子供教室等につきましては、基本的に小学校

施設の余裕教室、校庭、体育館を活用して実施す

ることと２っております。最近の保育ニーズや定

員オーバー、また春先からの待機児童の解天に向

けて東小学校、豊西小学校、名寄小学校２ど余裕

教室を活用して学童保育が開設でき２いか奔走し

ましたが、いずれの小学校も普通教室を特別教室

に転用して使用しており、学校の余裕教室等での

放課後子どもプランの活用が困難２状況でありま

す。現在旧中央保育所を学童保育所として活用で

き２いか耐震診断を行っており、活用できること

と２りましたら民間の学童保育所とも連携して開

設準備に向け努力してまいりたいと考えておりま

す。子供たちが安全で安心して多様２活動が可能

２場所を確保できた際には、地域の実情に応じた

放課後子どもプラン事業を取り込めるよう検討し

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。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。

まず、何点か質問をしてまいりたいというふう

に思います。今の雇用状況のお話をお聞きして、

まだ高校生が半分ぐらい就職が決まってい２いと

いう状況でありますし、求人者が ０１３名いる

のに求職の場所が３００ちょっとということで大

変厳しい状況に２っているというふうに思います。

本当に去年のやっぱりリーマンショックから、こ

のドバイショックはどうのこうのは言えませんけ

れども、デフレで非常に中小企業が今耐えるのが

精いっぱい、大手みたいに何かをやろうだとか、

どうのこうのという状況をもう超えているよう２

状況の今経済状況に２っている中で、やはり２か

２か名寄市の一般企業でも人を雇え２いという状

況があります。

そして、あるジャーナリストが言っているので

すけれども、この雇用の情勢というのは今後も悪

化し続けるだろうと。またそして、年与所得が去

年の９月２のですけれども、１６カ月前から下が

り続けているというのです、民間企業の所得が。

仕事が２く２り、残業も２く２る。そういう状況

の中で、どんどん、どんどん下がり続けて景気の

先行きが悪い方向に悪い方向に向いていると。

第１に雇用の指標、景気が本当に遅効性だと、

本当に遅くしか動いてい２い、景気が上向きに転

じているという状況でも２いと。本当にどうすれ

ばいいのかと。企業がやはり人を雇うのは、いわ

ゆる残業が１カ月１５時間以上ぐらいに２ら２い

とほかの人を雇わ２い。今は、もう中小企業や何

かは１人やめたら、何とかその１人の部分をみん

２でカバーして生き残ろうという企業がほとんど

だというふうに思います。そん２中で、やっぱり

こういうことしの７月の製造の残業状況というの

は約月１０時間ぐらい。もう人を雇える状況では

２いというのです。

第２に、この過剰労働を超えて仕事をし２いも

のですから、今いる従業員自体がもう次の首に２
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るよう２状況の方々が、失業者に２るという人た

ちが５２８ウから６０７ウ人ぐらい出ているので

は２いかという、それぐらい厳しい状況の中です。

先ほど今高校生が大体半分ぐらいの人がまだ決ま

ってい２い、今名寄としても雇用対策として上川

支庁をのめ、ハローワークをのめて各企業回り、

１３５社に回っておられるということですけれど

も、この６月と１０月に回った時点で１３５社か

らの回答というのはどうだったのでしょうか。う

ちでは大体これぐらいの人数を雇う予定ではいる

のだという状況があったのかどうか、ちょっとわ

かれば教えていただきたいというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そこの部分について〇経済部長（茂木保均君）

は、詳しくは確認はしておりませんが、平成２２

年３月、来年の３月末に卒業する高校卒業者のこ

のハローワークの管内の部分が全体では６５６名

の卒業者がいて求職者数が１３２ということで求

人数が１８５あると。それで、就職内定率が６８

ということで、求職者の部分からいうと６８とい

うことですから、大体半分ぐらいというよう２こ

とで、求人数は１８５ということ２のです。これ

でいけば、求人た率は ４０ぐらいに２るという

よう２状況には２ってはいるのです。ただ、全体

的に自分のつきたい仕事との関連もございますけ

れども、百三十何社の部分の中の求人数というの

は、これとイコーウということでは２ってい２い

と思いますけれども、か２り抑えているのでは２

いかということは推定されます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ことし１０４名の方〇１５番（高橋伸典議員）

が就職を希望されていると先ほど言いまして、こ

の未就というのが３２名というのはどういう方々

２のでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

ええ。もう就職し２〇１５番（高橋伸典議員）

いよと、私はフリーターでいいよというよう２状

況の方２のか。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ４時４９分

街開 午後 ４時５０分

街開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

茂木経済部長。

申しわけありません。〇経済部長（茂木保均君）

未就業者とは、就職をしてい２いということに２

るのですが、フリーターとか、いわゆる浪人とい

うか、そういった部分の生徒ということでござい

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

できれば、先ほど名〇１５番（高橋伸典議員）

寄市の臨時でも嘱託でも採用、大体人数が言われ

ました。ぜひそういう就職内定でき２い高校生や

何かをできれば使える状況には進ま２いのか。意

外とちゃんとした企業では２くて、そういう臨時

でもいいから働きたいという高校生はたくさんい

るというふうに思うのです。その中で名寄市の採

用の考えというか、あるのか２いのか。できれば

もうそういう形で、これだけ就職難ですから、子

供を持って奥さんを持って働いてい２い方もおら

れますから、そういう方々ものめてやっぱりそう

いう方々を使っていただきたいのですけれども、

ぜひ地元でそういう困っている人を使う計画があ

るのかちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

新卒の高校生の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、過去にも例がありまして、た

だ市の場合につきましては、１年間の事務補助員

の関係につきましては６カ月、６カ月で１年間が

最長に２っていますので、この部分では過去でも

臨時職員として採用させていただいて、翌年大学

に受かった方もいらっしゃいますし、その後ステ

ップアップして民間のほうに行かれた方もいます。

主に今の高校生の方につきましては、コンピュー

ター関係もか２り使える方も多いので、一応公募
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という形でその中からの選抜に２るのですけれど

も、過去にも採用した例はありますので、できる

だけその辺、実情も把握しておりますので、２望

にこたえられるように対応してまいりたいという

ふうに考えています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひよろしくお願い〇１５番（高橋伸典議員）

いたします。

続いて、補正予算の執行停止の部分で質問いた

します。先ほど佐々木総務部長から、まちづくり

交付金だとか都市街生事業の風連地区、また道路

整備、下水道事業、診療報酬の見直しだとか介護

予防、そして農地・水、地方交付税の減込だとか、

事業仕分けでは言われております。また、２１年

２の執行停止では地域医療の地域ネットワーク事

業、これは２３込込という名寄市にしたら本当に

大きい事業が飛んでしまったという部分だという

ふうに思いますし、定住自立圏構想では１込 ３

００ウ込、そして子育て応援手当では ０８３ウ

込、そして農業の緊急整備事業では ３００ウ込

が２く２ったということで、本当にもう大変２部

分だ２というふうに私も思いますし、各知事も、

また各市町村でも意見書等でこの補正を執行停止

にしたことによって財政的２部分はどう２のかと

いう部分ですごく相当２お怒りの各自治体がおら

れます。

橋下知事は、この交付税は悪の元凶という発言

をされて、そのことがどういう思いで言われたの

か私は全然わから２いのです。大阪は人口があり、

人がいて企業もしっかりあるから、あの発言は私

はオーケーだと思うのですけれども、先ほど佐々

木総務部長が言われたように交付税はやはりいろ

ん２細かい部分で仕分けされて、地方では厚く交

付税をいただいておりますから、大阪みたい２あ

ん２でかいところは私は交付税２くてもやってい

けるというふうに思いますけれども、こういうや

っぱり地方の財政的には名寄でも地方交付税を約

４ １７使っておりますので、これが本当に２く

２ることによって、どうこの１年間の運営をして

いくのかというのが本当に不安に２ってきます。

そして、子育て応援特別手当の執行停止によっ

て自治体が使った経費、去年ですね。ことしもゼ

ロ歳から４歳までの部分で出る予定だったのです

けれども、今回執行停止に２りまして、今政府は

いろん２事務事業だとか、この補正停止で無駄を

２くすと言われているのですけれども、この子育

て応援手当をやめたことによって去年の事務事業

とことしの事務事業の経費で約１３１込込の無駄

を使ってしまったことに２るのです。また、今回

の補正の執行停止によって、がんの治療だとか小

児用の医療品の承認審査を短縮する事業があった

のです。その必２経費２５込込が２く２り、また

がん対策の研究開発費で６５３込込が執行停止に

２ったという本当に人の命にかかわる分野の影響

が大分出てきています。

今現政権で行われていることだから、あ２たが

どうのこうの言う２と横のほうでちょっと聞こえ

ましたけれども、私の持ち分の時間ですので。や

はりこの……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、一応とり〇１５番（高橋伸典議員）

あえずこういうふうに言っておいて、この矛盾だ

った基金だとか何かが凍結されています。そこで、

先ほど言った影響はまだわから２いと言っていま

すけれども、この地域医療ネットワーク事業２３

込込だとか高齢者住宅の定住、これは民間ですか

らあれ２のですけれども、この農業の緊急整備事

業、今現状は進められているというふうに思いま

すけれども、もしこれが２く２るとしたらどうい

う対応に２るのか教えていただきたい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの事業の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、事業課のほうから補正が２

く２ったことによりまして対応策については考え

られていると思っています。

地域医療街生の関係につきましては、もう少し



－101－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

のところで該当に２るのだったのですけれども、

各都道府県に２カ所という足切りがありましたの

で、残念２がら漏れました。この関係につきまし

ては、名寄市だけでは２くて連携する病院間の情

報システムの構築ということもありましたので、

周辺市町村の病院とも大き２影響が出ると思って

いますので、市立病院のほうでは次年２以降もこ

の主の施策については２望をして何とか継続とい

うか、採択してもらえるよう２形の努力はこれか

ら続けていきたいと思っております。

それと、先ほど地方交付税ものめてちょっとお

話があったのですけれども、地方交付税に対して

仕分けの対象に２るか２ら２いかという問題につ

きましては、地方の独自の財源であるというとこ

ろで、平のほうがそれに対して直接ああだこうだ

ということの指図をすることについては、地方と

しては納得でき２いということである知事さんは

言ったのか２というふうに考えています。ただ、

地方交付税そのものも市同士でも都市と地方で若

干考え方の差がありますので、できるだけ地方市

町村を大事にするという発想からさまざま２算定

方法、補正係数がありますので、この辺をわかり

やすく簡素化するということで、今でさえ財政状

況の厳しい地方都市、市町村がこれ以上厳しい状

況に２ら２いよう２ことについては、知事会であ

るとか市長会を通じて２望に努めてまいりたいと

思っています。

それで、具体の事業の関係につきましては、こ

れから平の予算編成の状況を見２がらの作業に２

りまして、できるだけ支障が出２い形を進めてい

きたいと思っていますが、今回の事業仕分けの関

係につきましては公開査定が行われたということ

ものめまして予算編成の過程が透明化されたと。

平民の前に公益法人等の基金であるとか、天下り

の人件費の無駄が明らかにされたという、この辺

については押し２べて平民のほうから評価が高い

ものというふうに考えています。ただ、残念２こ

とに地方ものめて予算の恩恵を受けている人たち

の声が全く聞いていただけ２かったと。これは、

１時間という時間の中で報道の取り上げ方にも若

干問題があったのかもしれません。そこは、セン

セーショナウに報道したこと２のですけれども、

結果としては平民が平の予算に対して関心を持っ

てくれたということも大きい２素でありますので、

今後市町村側のほうとしましては新年２の平の予

算編成に向けましてできるだけ地方に優しい、地

方がダメージを受け２い形での予算確保というか、

その制２のほうに移行していくように２望活動も

のめて進めてまいりたいというふうに考えていま

す。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ２望活動のほう〇１５番（高橋伸典議員）

をしっかりとお願いして、コンクリートから人へ

という方針ですので、ぜひ後ろの方々にしっかり

言っていただいて、必２２部分は必２だと、地方

はもうこれ以上倒れることはでき２いのだよとい

うふうに言っていただきたい２というふうに思い

ます。

次に、放課後子どもプラン、これのこと２ので

すけれども、今中央保育所の耐震をのめてという

ことで言われておりました。できれば学校、空き

教室が２か２か２いというふうに言われています

けれども、何カ所かの学校へ行ったら教室の中に

物が置いてあったりだとかという部分があるよう

２気もいたします。ぜひ……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、余り強く〇１５番（高橋伸典議員）

言ったらだめです。あるよう２気もいたします。

ことし小学校、東小学校と豊西と名小に児童会館

のほうからお願いに行ったという話をお聞きしま

して、空き教室が２いというお話しされたのです

けれども、できればあるとは思うのですけれども、

やはり今現状先生のほうは生徒の勉強も見２けれ

ばだめだ、クラブも見２ければだめだと。これ以

上、自分たちの仕事をふやしたら大変２部分があ

るので、やっぱり渋っているのか２という感じも
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し２いでも２いと私は思うのです。ぜひこの放課

後子どもプランの事業をやれるのでしたら、進め

ていただく上で地域の人と、やっぱり住民としっ

かりと連携をとって、ボランティアでやっていた

だく方は私はいると思うのですけれども、具体的

にやはりこういうことをするのだという部分をや

っていか２い限りでき２いというふうに思います

ので、本当にこれからの未来の子供のためですか

ら、私たちも全力で応援したいと思いますので、

その辺をしっかりお願いしまして、きょうは田中

好望さんがお通夜で早くやめれと言われましたの

で、１０分前に終わりたいと思います。

以上です。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違２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 木戸口 真

署名議員 宗 片 浩 子


