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平成２１年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年９月１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第２回定例会付託請願第１

号 名寄市が建設（新築及び改築）す

る公共施設に石油燃料設備の採択につ

いての請願（建設常任委員会報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 なよろ市立天文台条例の

制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市農産物簡易加工処

理施設条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 合併特例区規約の変更に

ついて

日程第11 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第８号 市道路線の廃止について

議案第９号 市道路線の認定について

日程第13 議案第１０号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第14 議案第１１号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第16 議案第１３号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第17 議案第１４号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第18 議案第１５号 平成２０年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第１８号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 議員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第２回定例会付託請願第１

号 名寄市が建設（新築及び改築）す

る公共施設に石油燃料設備の採択につ

いての請願（建設常任委員会報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 なよろ市立天文台条例の

制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市農産物簡易加工処

理施設条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 合併特例区規約の変更に

ついて
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日程第11 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第８号 市道路線の廃止について

議案第９号 市道路線の認定について

日程第13 議案第１０号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第14 議案第１１号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第16 議案第１３号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第17 議案第１４号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第18 議案第１５号 平成２０年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第１８号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 議員の派遣について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 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

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長
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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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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本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、

６番 佐々木 寿 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月１８日まで

の１８日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月１

８日までの１８日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第２回定例会付託請願第１号 名寄市が建設

（新築及び改築）する公共施設に石油燃料設備の

採択についての請願を議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

建設常任委員会、中野秀敏委員長。

おはようご〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

ざいます。御指名をいただきましたので、平成２

１年第２回定例会において当委員会に付託されま

した請願第１号 名寄市が建設（新築及び改築）

する公共施設に石油燃料設備の採択についての請

願について、委員会における審査の経過と結果の

御報告を申し上げます。

この請願は、名寄プロパンガス協会会長、中居

国泰氏、上川北部石油業協同組合灯油部会会長、

長野清氏から提出されたものであり、その趣旨は

近年石油外熱源による建設設備の配置を求める割

合が多くなり、石油製品の消費量の減少などの影

響から営業収益の低下を招き、事業所の撤退や縮

小も余儀なくされ、業界全体が極めて厳しい状況

に直面しているのが現状である。このままでは雇

用の確保も困難となり、従業員の削減についても

考慮せざるを得ない状況にあることから、地元企

業の育成と市民主役の協働のまちづくり推進のた

めにも名寄市が建設する公共施設の新築及び改築

の事業の際は灯油、重油及びプロパンガスを燃料

とする設備の採択を求めるものであります。

委員会は、７月２９日と８月１１日の２回開催

し、建設水道部ほか担当職員の出席と請願者代表、

中居国泰氏、藤田健慈氏に参考人として出席を求

め、審査してまいりました。

審査では、初めに参考人より趣旨説明と燃料販

売事業者の経済的損失を試算した資料をもとに説

明を受けました。

委員からは、火災、ガス漏れ等の安全性と従業

員の雇用状況等についての質問があり、参考人か

らは、ガス漏れセンサーつきこんろの普及、ガス

漏れ警報器の設置義務により安全性は確保されて

いる。ここ数年でガソリンスタンドが３カ所廃業

し、このままいくと廃業する事業所がふえ、雇用

の確保は厳しいとの説明がありました。また、担

当職員からは、今建設中の南団地については実地

設計当時灯油の価格が高騰し、予測のつかない状

況となり、住みかえのため入居者に負担をかけら

れないことから、熱源を検討した結果、オール電

化を採用した。平成２２年度から北斗、新北斗団

地の建てかえが始まるが、熱源をかえることによ

り南団地と北斗、新北斗団地へ入居する方の金銭

的な負担が変わることは入居者説明会での平等に

との要望もあることから避けたいと考えている。

基本的には、地元の経済効果を考えている。あわ

せて、入居する市民の利益、不利益を考えて選定

する。今後入居者がどのように希望しているか、
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改めてアンケート調査を行い、検討していきたい

との説明がありました。

委員からは、アンケート調査は何をどのように

聞いて行うのかという質疑があり、調理台はガス

がいいか、電気がいいか、暖房は何がいいのか、

使い勝手はどうか、そしてイニシャルコスト、ラ

ンニングコスト、入居者の自己負担は幾らぐらい

かかります等を詳細に明記しながら、その結果に

より主体をどちらにするか決定するとの説明があ

りました。委員会から意見として、アンケートに

ついては疑義が持たれないよう設問文書、設置等

に気をつけて行ってもらいたい。今後電化、石油、

ガス等の比較調査を行い、協力できるところは協

力し、理解を得ながら、地域経済や地元企業の育

成を考えるべきであるなどの意見が出されました。

委員会としては、審査の経過から、今後アンケ

ート調査をもとに入居する市民の意向を十分尊重

し、利益、不利益を考えながら選定すべきである。

あわせて、雇用の確保、地元企業の育成という請

願者の思いは十分理解できることから、第２回定

例会付託請願第１号 名寄市が建設（新築及び改

築）する公共施設に石油燃料設備の採択について

の請願について、願意妥当と全会一致で採択すべ

きものと決定したところです。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の御報告とさせていただきます。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第２回定例会付託請願第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ これより〇議長（小野寺一知議員）

行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２１年第３回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

初めに、企業会計を除いた平成２０年度の各会

計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し差いた差差収支で２差 ５１２差 ０００差 

となり、と年度にとりとしすべき一般と源 ０４

３差 ０００差を差し差いた実質収支は、１差 

４６８差 ０００差となりました。ここから、と

政調政基金に ０００差差、減政基金に ５００ 

差差を万み立て、万り ９６８差 ０００差を平 

成２１年度にとりとしました。

特別会計では、国保の保険事業特定で ３５５

差 ０００差、介護の保険事業特定で１差 ００ 

２差 ０００差の黒２決算となりました。

国保については全額を平成２１年度にとりとし、

介護については ７０４差 ０００差を介護給付 

費費備基金に、２６差 ０００差を介護従事者処

遇改遇遇時特例基金に万み立て、万り ２７２差

０００差を平成２１年度にとりとしました。

国保・介護の保険事業特定を除く特別会計につ

いては、一般会計と入金で調政したので、収支は

ゼロとなっています。

次に、（仮称）自治基本条例の制定について申

し上げます。

（仮称）自治基本条例は、まちづくりの基本理

念及び原則を明らかにするとともに、市民主体の

まちづくりを目的に制定するものです。

市民懇話会の答申を尊重しながら庁内調政、市

民意見聴取などを経て、本年１２月議会提案に向

けて費備を進めています。

次に、町内会長・行政区長との懇談会について

申し上げます。
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名寄市町内会連合会・風連町行政区長会共催に

よる行政との懇談会が、６月２４日に風連福祉セ

ンターを会場に開催されました。市から今年度の

主な事業について説明するとともに、地域からの

意見・要望などについて意見交換を行いました。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成１９年９月から進めてきました戸籍事務電

算システムが、６月１日に供用を開始しました。

名寄・風連両庁舎における証明書発行及び戸籍事

務がより正確かつ迅速に処理されることが見込ま

れ、住民サービスの向上と、個人情報保護の一層

の厳格化が図られることになりました。

次に、国内交流について申し上げます。

東京都杉並区との交流は、平成元年７月１３日

に交流協定を締結してから今年で２０周年を迎え

ました。６月２１日に開催された「第３０回白樺

まつり」には、山田宏区長はじめ代表団２０人と

高差寺阿波おどり一行４２人の皆さんにも参加い

ただきました。

前日の２０日には、市議会議員はじめ交流にゆ

かりのある皆さんにお集まりいただき、代表団を

囲んでの歓迎交流会を開催いたしました。その席

上、友好関係をさらに発展させるため共同アピー

ルを発表するとともに、と日には「道の駅もち米

の里☆なよろ」でエゾヤマザクラ１０本の記念植

樹を行いました。

本年度の「都会っ子体験交流事業」については、

杉並区・名寄市から、それぞれ２５人の児童が参

加し、７月２８日から３泊４日の日程で本市を会

場に行われました。８月５日から杉並区に会場を

移して行う予定でしたが、新型インフルエンザ感

染拡大の恐れが出たため、万念ではありましたが、

中止とさせていただきました。

山差県鶴岡市藤島との少年少女相互交流につい

ては、８月６日から４日間の日程で、ふじしまジ

ュニアサッカークラブの児童・差率１２人が来名

し、名寄ピヤシリサッカー少年団との交流試合や、

名寄産もち米を使ってのもちつき、北国博物館、

旭山動物園見学などで友情の絆を深めました。

ふるさと会交流については、東京なよろ会の一

行４１人が７月３日から４日間の日程で来名され

ました。ゴルフを楽しんでいただいたほか、７月

４日には「名寄サンシャイン会」が中心となり、

ツアー参加者を囲んでの歓迎市民交流パーティー

が開催され市民との交流が行われました。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市提携４０周年を記念して、姉妹都市カ

ワーサレイクス市リンゼイから、リック・マギー

市長、ヘザー・ニューマン姉妹都市提携委員長御

夫妻ほか一行２０人が本市を訪れました。一行は

８月２８日から９月１日まで滞在し、記念植樹、

産業まつり見学、パークゴルフ交流など市民との

交流の絆を一層強く広めることができました。

なお、８月２９日開催の４０周年記念差典の席

上、リック・マギーカワーサレイクス市長、リン

ゼイ・名寄提携委員会委員長ヘザー・ニューマン

御夫妻に名寄市国際親遇名誉市民の称号を贈りま

した。

友好都市ドーリンスク市との交流については、

アレクセイ副市長を団長として、ガリーナ議長を

はじめ総勢２１人の訪問団が７月２４日から４日

間の日程で本市を訪れました。茶道体験やホーム

ビジットなどで多くの市民と交流を深めるととも

に、サマージャンプ観戦や北国博物館見学などで

楽しんでいただきました。

次に、病院事業について申し上げます。

昨年度の救急外来棟改築に伴い、一部の外来窓

口や検査受付などが変更になりました。来院され

た患者さん等の利便向上を図るため、名寄市立総

合病院運営委員会で御協議もいただき、来院者に

外来受診案内等を行っていただく病院ボランティ

アの導入を決定し、広報紙等で募集をしていると

ころです。

市民の皆さんの参加により、地域により身近で

密着した医療機関となるよう、今後も取り組みを

進めてまいります。

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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次に、地域医療再生基金について申し上げます。

厚生労働省は、２００９年度補正予算で、地域

医療の問題解決に取り組む医療機関にと政支援す

る地域医療再生基金を設置しました。圏域内での

医療機関の機能・連携強化、遠隔医療推進のため

の施設・設備の政備など、具体的な改遇策を策定

した二次医療圏域の医療機関にと政支援を行う制

度であり、当院では事業の趣旨に基づき、圏域内

診療機能強化事業として精神科病棟改築、地域医

療ネットワークシステム構築事業としてＩＴ化及

び機器政備など総額で約３０差差の事業を要望い

たしました。今後、事業採択に向け、差き続き努

力してまいります。

次に、本年４月から６月までの第１四半期にお

ける一般科の入院患者数については、２差 ４８

５人で前年比９２人の減、外来患者数は、５差

８９３人と前年比 ８４９人の減となりましたが、

医業収益においては、入院・外来とも増加し、前

年比で５６２差 ０００差の増額となりました。

今後も収益の確保に努めるとともに、費用の抑

制を図り、住民の信頼に応える病院運営に努めて

まいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

平成２１年度の国民健康保険税率については、

介護納付金の限度額のみ９差差から１０差差に改

正し賦課いたしました。

当初の賦課状況については、賦課総額のうち、

応益割としての均等割・平等割の占める割合は４

８１パーセントとなりました。７割・５割・２

割軽減を実施できる要件は、前年度または当該年

度の割合が４５パーセントから５５パーセント未

満となっており、前年度の応益割合率が４ ３０

パーセントとなっていますので、軽減が可能とな

りました。基礎課税及び後期高齢者支援金で実施

された７割・５割軽減のささ数は、 ９１８ささ、

２割軽減では６４０ささとなり、軽減実施ささ数

の合計は ５５８ささで国保加入ささの５５パー

セントにあたります。介護納付金の軽減では、７

割・５割軽減のささ数は７８２ささ、２割軽減で

は２８７ささで合計 ０６９ささとなり、介護保

険険保険者ささの４ １パーセントとなりました。

今後も険保険者の健康確保のため、給付と負担

の公平を図り、誰もが安心・信頼のできる医療保

険制度を確立するため、国民健康保険事業の差滑

な業務運営に努めてまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

６月下旬に市内大型店４店に対し、店内で排出

されるごみについての調査を実施し、分別、減量

化、適正処理について指導、要請を行いました。

今後も市内各事業所、個店での随時指導を行って

まいります。

また、７月５日に開催された「ふれあい広場」、

８月３０日開催の「産業まつり」では、段ボール

コンポストやバイオディーゼル燃料（ＢＯＦ）の

宣伝普及活動を実施いたしました。

次に、消防事業について申し上げます。

１月から６月までの上半期における火災及び救

急・救助出動状況については、火災が２件で、前

年比５件の減となり、死傷者の発生はありません

でした。火災種別では、建物火災が１件、その他

火災が１件となっています。救急件数では５１１

件で、前年比３件の増となり、事故種別では、急

病３２５件、一般負傷８０件、転院搬送６６件、

交通事故１６件、その他２４件となりました。救

助件数は７件で、前年比１件の減となり、交通事

故によるものが３件となっています。

救急現場における救命効果向上のため、バイス

タンダー（救急現場に居合わせた人）による応急

手当の普及に向け、４月から７月末まで普通救命

講習を１５事業所２３３人の受講により実施いた

しました。

火災予防については、４月から７月末までに一

般住宅２６５ささと高齢者住宅２７７ささの防火

訪問を実施し、住宅用火災警報器の設置促進と火

気取扱いの指導など、住宅防火対策の推進に努め

てまいりました。
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次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月２０日現在における発注状況は、建設・委

託事業合わせて８１件、発注率は６ ２パーセン

ト、事業費で８差 １３７差差となりました。今

後も差き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住宅の政備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅と

して、昨年９月に着工した南団地１棟３４戸（鉄

筋コンクリート造５階建て）の７月末進捗率は約

６５％となり、駐車場政備を含め１１月に完了を

予定しています。また、平成２２年度現地建替事

業に伴う実施設計を８月に着手し、１２月の完了

を予定しています。さらに、解体工事１０棟４０

戸については、住み替え住宅等への転居が終了後、

発注を予定しています。

改遇事業では、平成２１、２２年度の２カ年で

全団地を対象とした住宅火災警報機の設置を実施

し、今年度分は１０月に着手、１２月に完了を予

定しています。

次に、公園の政備について申し上げます。

風連地区の天塩川さざなみ公園内の河川敷パー

クゴルフ場は、旭川開発建設部の協力により政備

を進めてきましたが、３６ホールが完成し、７月

５日には市内パークゴルフ愛好者１１０人の参加

により、オープン記念大会を開催しました。

今後も、市民の健康増進と交流の場として多く

の皆さんの利用を期待しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網政備工

事については、北１丁目通他２路線、延長３８５

メートルが完了し、現在、西１条仲通、延長１１

０メートルの政備を行っています。また、老朽管

更新工事は、北４丁目通、延長４２メートルが完

了し、現在は道道了了内風連線他１路線、延長

３７４メートルの政備を進めています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修工事については、名寄下

水終末処理場の受変電設備更新と管理棟外部改修

を行っています。個別排水処理施設政備事業につ

いては、風連地区５基の合併浄化槽が供用を開始

し、今後、名寄地区で１基、風連地区で２基、計

３基の工事発注を予定しています。

次に、道路政備について申し上げます。

国土交通省関連での地域活力基盤創造交付金事

業については、６月の初旬に東４条通改良工事、

緑丘通道路改良工事などを、７月には１９線道路

加東橋新設工事の桁製作・下部工や、まちづくり

交付金による風連地区北栄２丁目線歩道改良工事

などを発注しており、天候不順による影響はある

ものの、順調に工事は進んでいます。

次に、防塵対策事業について申し上げます。

未舗装道路のアスファルト乳剤による防塵処理

補修工事については、名寄地区において５月中旬

から７月中旬にかけて８２路線、延長で約２ ０

キロメートル、風連地区では５路線、延長で約

５キロメートルを施工しました。

アスファルト再生合材による防塵処理工事につ

いては、名寄地区においてい外１路線、延長 ７

５０メートル、市街地３路線、延長８６１メート

ル、風連地区で市街地１路線延長約１４６メート

ル、い外地１路線４５４メートルを施工しました。

次に、地域公共交通について申し上げます。

住民ニーズに応えた利便性の高い公共交通シス

テムの構築を目的に、６月９日に市民、事業者、

市民団体や関係行政機関の代表など２５人で構成

する「名寄市地域公共交通活性化協議会」が発足

しました。

地域の公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状

況で、公共交通システムのあり方などについての

御意見をいただきながら、今年度はデマンド型の

実証試験を行うなど、名寄市にふさわしい市内公

共交通の計画を策定してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農作物全体の生育状況については、７月の気候

は平年と比べ、平均気温が２度低く、降水量は２
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３０パーセント、日照時間では７４パーセントと、

非常に厳しい状況となりましたが、８月に入り高

温で晴れの日が続き回復傾向となっています。

水稲については、出穂揃いが８月８日と平年よ

り７日遅れていますが、少しずつ回復に向かって

います。しかし、不稔・低温障害についての不安

が万っています。

畑作物については、豆類で大豆・小豆とも若干

の遅れ、馬鈴しょで平年並、てん菜については順

調な生育となっています。

秋まき小麦については、長雨の影響で局所的に

倒伏及び黒かびの発生が見受けられ、平年より５

日遅れの８月４日に収穫作業が終了しています。

現在は規格内に調製されていますが、収量につい

ては１０アール当たり３００キログラム程度と収

量・品質とも平年を下回る状況となっています。

露地のアスパラガスは、５月１５日の降霜によ

り、ほぼ全面万に険害を受けましたが、その後の

出荷状況は順調に推移し、共選受入は５８３トン

で計画５４０トンに対し１０ ０パーセント、前

年対比で１２ ７パーセントとなり、良好な出荷

となりました。

次に、地場産品の良さを広め地産地消を普及し、

農業・農村の理解を深めることを目的に「第３１

回なよろ産業まつり」を８月３０日、なよろ健康

の森を会場に開催し、昨年は自粛した「赤福」の

販売も再開して「もち米作付面万・生産量日本

一」を市内外にＰＲいたしました。

御協力をいただきました実行委員はじめ関係者

の皆さんに感謝とお礼を申し上げます。

次に、「産地確立対策」に関連する平成２１年

度当初予算及び補正予算での新たな対策について

申し上げます。

平成２１年度当初予算「水田等有効活用促進交

付金」の概要は、自給率が低い大豆・麦や飼料作

物の作付拡大に助成するもので、平成２３年度ま

での対策となっています。名寄市におきましては、

面万面いで田の大豆面当３差 ０００差、畑の大

豆・飼料作物面当１差 ０００差、豆定面いで麦

面当２差 ６００差、大豆面当２差２００差、数

量加算で田の大豆６０キログラム当たり ０００

差となり、年間約 １００差差を見込んでいます。

次に、平成２１年度補正予算「需要即応型水田

農業確立推進事業」の概要は、米の生産調政実施

者への支援強化が目的で、地域一体となっての実

需者との連携、流通の合理化等への取り組みに助

成する単年度の対策となります。麦・大豆・野菜

等に面当 ０００差から１差 ０００差が交付さ 

れ、総額約３差 ０００差差が見込まれています。

同じく、補正予算による「自給力向上戦略作物

等緊急需要拡大対策事業」の概要は、畑も含めた

麦・大豆の対策で、生産者・実需者が連携した需

要拡大に向けた取り組みへの支援を目的としてい

ます。内容は、パン・中華めん用小麦品種の作付

取り組み、大豆の面収向上や作柄の安定化に資す

る技術への取り組み、大豆の複数年契約栽培への

取り組みに助成されるもので、平成２３年度まで

の対策となっています。

各対策が効果的に活用されるよう、農業関係団

体・生産者との連携により推進してまいります。

次に、農業農村政備事業について申し上げます。

道営農地集万加速化基盤政備事業「東豊地区、

瑞生地区及び共和地区」、及び道営地域水田農業

支援緊急政備事業「風連地区及び名寄地区」につ

いては、８月末までに発注し、農作物の収穫後に

暗渠排水・区画政理・用排水路の政備を行ってま

いります。

次に、林業の振興について申し上げます。

市内の燃料販売関係２団体から、二酸化炭素の

削減に向けて植林事業を行うため、市有地の提供

について要望書の提出がありました。

要望書の内容は、市内から発生する二酸化炭素

年間約 ０００トンの２パーセントに当たる年間

８０トンを削減するため、原野化している智恵文

北山の市有地３ ４ヘクタールに植林しようとす

るものです。
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要望に基づき市有地を提供することとし、８月

１７日上川支庁立ち会いのもと、森づくり協定及

び森林施行長期委託契約を名寄市・上川北部森林

組合・名寄プロパンガス協会・上川北部石油業協

同組合灯油部会の４者で取り交わしました。

次に、商工業関係について申し上げます。

景気が大きく減速する中、全ての業種における

経営環境は回復の兆候が見られず、依然として厳

しい水費にあると判断されています。

しかし、平成１９年度から取り組んでいる住宅

リフォーム促進助成事業については、今年度８月

末までの申請件数が２００件を超え、これまで３

年間の工事費総額は１０差差を超える状況となり、

厳しい環境の中、景気・雇用に一定の成果があっ

たものと考えています。

次に、プレミアム付「なよろ地域商品券」の利

用状況について御報告いたします。商工会議所か

らの報告によると、昨年の１２月に ５００組を

販売し、利用期限が本年５月末日分につきまして

は、回収率が９ ８パーセントとなり、参加店の

うち商品券が利用された差換店舗率は３ ８パー

セントとなりました。１月にも ０００組、３月

には ０００組を販売し、差換店舗率はそれぞれ

４ ３パーセント、４ ７パーセントとなり、大 

型店以外の利用も一定の広がりを見せています。

また、回収率における大型店の割合は７０パーセ

ント前後となり、地元での消費拡大に貢献はした

ものの、大型店での利用が多数を占める状況とな

りました。

次に、物産振興事業については、物産振興協会

に委託している畑自慢倶楽部において、特産品の

ＰＲを目的として、６月３日から３日間、友好交

流都市「東京都杉並区」の御協力により、区役所

前において４９０㎏のアスパラを販売を行いまし

た。また、販売期間中は「東京なよろ会」会員の

皆さんにもお手伝いをいただき、名寄市のＰＲに

一役買っていただきました。

次に、北海道とサッポロビール（株）が締結す

る包括連携協定に基づき同社が実施する「ふるさ

と北海道応援企画」により、７月２４日、札幌大

通りビアガーデンの会場において、来場者も参加

してのもちつきなどを行い、本市のＰＲを行いま

した。会場では道の駅で販売されている「もち米

コロッケ」もメニューに登場するなど、物産や観

光のＰＲが図られました。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の雇用環境については、国内、道内に

も増して依然厳しい情勢にあります。

このような中、緊急雇用創出推進事業の追加事

業として、環境保全景観向上事業、福祉サービス

提供平費化事業、景観改遇事業について、今定例

会に追加補正予算を提出いたしました。３事業で

は、総事業費 ０１７差差のうち新規雇用創出に

約６７２差差を見込んでいます。

次に、観光について申し上げます。

昨年、休止となりました「なよろアスパラまつ

り」は、６月７日に名よせ通りを会場に開催され

ました。生産者によるアスパラ販売のほか、地元

食材を使ったＢ級グルメ対決やもちまき、アスパ

ラソング披露など多彩なステージイベントで、多

くの市民の皆さんに楽しんでいただきました。

第３０回ふうれん白樺まつりは、６月２１日に

ふうれん望湖台自然公園で、前日には前夜祭とし

て「阿波踊りｉｎふうれん」が開催され、多くの

市民のほか、杉並区から山田区長ほか代表団、高

差寺阿波おどり一行の皆さんの参加もいただき、

交流を深めました。

夏のイベントの一つであります「てっしフェス

ティバル」は、８月２日に天塩川河川敷において

開催されました。肌寒い天候にもかかわらず、約

５００人の市民や観光５がライブコンサート・

花火大会を楽しみました。

また、ひまわり畑は、天候不順のため、生育の

遅れはありましたが、ＭＯＡ名寄農場・智恵文東

雲・道立サンピラーパークの会場を中心に、多く

の市民や観光５に楽しんでいただきました。サン
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ピラーパーク会場では、大阪在住のお二人の希望

により「ひまわり結婚差」が行われ、トラクター

による新婦入場に始まり、賛美歌が流れる中、名

寄からの新たな門出を大勢の市民が祝福しました。

第３１回風連ふるさとまつりは８月１３日、西

町公園、風連庁舎前を会場に開催されました。ま

た、１５基の勇壮な「風舞あんどん」が町内を練

り歩き、光の絵巻で観衆を魅了いたしました。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

風連地区の市街地再開発事業については、本年

度着工するＪＡ道北なよろ・地域交流センター・

賃貸住宅の本体工事に係る国からの補助金交付決

定通知を受け、名寄市として（株）ふうれんに対

する補助金の交付決定を通知しました。（株）ふ

うれんは、平成２２年３月初旬の完成に向け、事

業に取り組んでいます。

次に、名寄地区について申し上げます。

本年１０月に予定されている、都市再生政備計

画の国への提出費備については、８月４日付けで、

事業効果や合意差成の確認のためのアンケート調

査に着手しました。結果につきましては、９月中

旬を目標に政理する予定であり、現在、集計作業

を行っているところです。

ＪＲ名寄駅横の民間政備事業については、事業

計画が５月に行った三者協定に即した内容である

ことから、株差会社西條に土地の売却を行うとと

もに、本市が隣接地で展開を予定している事業と

の調政を取りながら、市民の利便性を高める協議

を進めています。

次に、社会教育について申し上げます。

第４回名寄市花壇コンクールについては、冷夏

から猛暑へと気温が変化する難しい環境の中で育

てられた６７点の応募があり、８月１０日・１１

日の２日間、慎重な審査が行われ各賞を決定いた

しました。

次に、市立図書館について申し上げます。

７月２日に「名寄市小中学校図書室・市立図書

館担当者会議」を開催しました。道立図書館市町

村支援課から講師を迎えて、各学校の図書利用促

進に向けた「学校図書室を変えよう！」をテーマ

に研修及び情報交換等を行い、学校と図書館との

連携をさらに深めていくことを確認しました。

また、夏の子ども事業として、本館では「夏の

夜のおたのしみ会」「ノートを作ってみよう！」

など、分館では「夏のおはなし会」を開催し、多

くの子どもたちの参加をいただき、読書普及推進

に努めました。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

プラネタリウム館では、７月１日から５日間、

幼児・児童を対象に「七夕無料投影会」を実施し

ました。３０２人の子どもたちが「七夕」にまつ

わるお話などを聞いて、星への関心を深めました。

市立木原天文台では、「七夕観望会」を日進地

区で開催し、１００人の参加者が生の音楽を聞き

ながら星空を満喫しました。

また、７月２２日に奄美大島方面で皆既日食が

あり、名寄市でも「部分日食観望会」を開催しま

したが、曇天により万念ながら部分日食を見るこ

とはできませんでした。

次に、学校教育について申し上げます。

教育施設の政備については、豊西小学校と智恵

文中学校の屋外運動場の改良工事を実施しました。

シックスクール対策については、南小学校と風

連下多寄小学校を除く全小中学校を対象にホルム

アルデヒド・揮発性有機化合物の検査を実施して

います。検査結果は９月に出る予定となっており、

今後も安全で安心な学習環境の政備に努めてまい

ります。

また、国際理解教育については、名寄地区、風

連地区それぞれに配置しておりました外国語指導

助手の任期終了に伴い、７月から新たに２人の外

国語指導助手を迎えました。新しい学習指導要領

に対応できるよう英語学習の一層の充実を図って

まいります。

特別支援教育については、７月に名寄市特別支
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援連携協議会を開催し、専門委員会による個別の

支援計画「すくらむ」の活用や普及、成人期まで

の一貫した支援体制の確立、専門家チームによる

巡回相談や発達検査の実施などについて協議を深

めました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

８月２８日、２９日の２日間に亘り、本市を主

会場として地域福祉実践研究セミナーが「思いや

り・絆を築く、地域福祉実践とコミュニティーソ

ーシャルワーク」をテーマに開催されました。

このセミナーは、ＮＰＯ法人日本地域福祉研究

所が、福祉先進都市を会場に毎年実施しており、

１５回目となる今年は、名寄市社会福祉協議会と

社会福祉学科を持つ名寄市立大学の共催で行われ

ました。

セミナーには道内外から３００人近い福祉関係

者や市民の皆さんが参加し、一人ひとりの生活を

地域で支える豊かな地域福祉実践の展開方策につ

いて、鼎談とシンポジウムやワークショップなど

を行いました。

全国各地から集まった地域福祉実践者の皆さん

が親交を深め、また、名寄地域での実践活動の特

色を再認識することができ、大変有意義なセミナ

ーとなりました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第３７回名寄～下川間往復駅伝競走が６月７日

に行われ、フルコースに２８チーム、ハーフコー

スに１６チームが参加し、あいにくの小雨模様の

中、全道各地から集まった選手が力走を見せまし

た。

平成１６年８月に設置いたしました名寄駅横ス

ケートボード場については、当該地の土地利用計

画の決定に伴い、スケートボード敷地の返還が求

められたことから、周知看板の設置や新聞広報な

どを通して住民周知を図ったあと、７月１５日に

用途を廃止し、用具の撤去を行いました。

スポーツ振興事業として「子どもとアスリート

との交流」を本年度初めて計画し、ホクレン女子

陸上部との交流練習会を８月１３日に実施しまし

た。参加した児童・生徒２１名は、恵庭市の北海

道ハイテク・インドアスタジアムにおいて国内ト

ップ選手が走っているコースを体験したり、岩見

沢市の東山陸上競技場では、ホクレン女子陸上部

の森田監督の講話を聞き、練習見学や対抗リレー

を通して選手と交流するなど、貴重な体験をいた

しました。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

２１回目を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ２００９」については、７月２８日から

３泊４日の日程で道立トムテ文化の森キャンプ場

を中心に実施し、小学４年生から中学１年生まで

３９人が参加し、２日目のピヤシリ山の登山につ

いては、悪天候のため中止になりましたが、テン

トによる生活や飯ごう炊飯、小枝クラフトづくり、

キャンプファイヤーなど野外ならではの貴重な体

験ができました。

サブリーダーを務めていただいた名寄市立大学

生の皆さんや市内教員、学習協力者の皆さんのサ

ポートにより、事業を終了することができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、７月２３日に名寄警察署

とともに北海道青少年健全育成条例に基づく立入

調査を実施しました。

コンビニエンスストアなど２５店舗での調査を

行い、その内３店舗で「成人向け図書類の陳列の

区分」を図るよう指導しました。

また、銃刀法改正による有害刃物類の取り扱い

について、改めて２店舗に理解と協力を求めまし

た。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市民会館の老朽化に伴い、新たな文化ホー

ルの建設に向けた検討を行うため、市役所内に横

断的な庁内検討プロジェクトチームを設置しまし

た。

事務局を含め２０名の委員により５月１３日か
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ら８月２１日まで４回の会議を行い、過去の検討

経過や現施設の利用状況、市民アンケートの結果

や意見などの報告、北海道文化と団アドバイザー

からの情報提供、グループワークによる建設位置

や規模、活用方法などについて意見の交換を行い

ました。

今後も、検討会議開催のほか、近隣施設の視察

などを行い、併せて、市民の意見をより面映すべ

く、市民懇話会を発足する予定としています。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月前半に開催しました昭和をテーマとする企

画展「昭和のおもちゃ」は、体験もできる展示で

８１２人の観覧をいただきました。

７月２５日から８月２３日までの第２０回特別

展「クワガタとカブトムシ」は、国内外の珍しい

標本など３００点余りの資料を展示しました。生

体展示コーナーのクワガタカブトムシは子供達に

も好もで多くの市民が訪れ、 ６１９人の市民に

観覧をいただきました。

国の文化と審議会にて、アイヌ文化に関わる名

勝に答申されていた九度山について、７月２３日

に文部科学省より名勝指定の告示がありました。

また、市の指定文化との理解を深めていただく

ために、現在、４つの指定文化と（風連獅子舞、

グイマツ、名寄教会堂、ミズナラ林）を対象とし

た写真を募集しています。集まった作品について

は、秋に写真展示会を開催する予定です。

続きまして、改めて報告とおわびを申し上げま

す。今般生活福祉部生活環境課所管の内淵一般廃

棄物最終処分場の維持管理業務において、規格の

合わない物品の購入、不必要な工具の購入、加工

した成果品の確認できない消耗品の購入など、物

品管理に適切を欠く不祥事が判明しました。

地方自治法第２４３条の２第３項の規定に基づ

き、名寄市監査委員に賠償責任の有無及び賠償額

の決定について監査していただき、不適切な処理

及び支出について賠償を求める決定をしました。

関係職員は、今年３月退職しておりますが、管理

監督する職員、副市長に対し、それぞれ処分を行

いました。

これまでも本市職員の倫理及び倫理の確立、服

務規律の確保について注意を喚起してきておりま

すが、市民の行政に対する信頼を損なう結果とな

り、まことに遺憾であります。今後再びこのよう

な事件を起こすことのないよう職員に自覚を求め、

訓示を行いました。私の監督責任については別途

議案で審議をいただくことにしておりますが、市

民の信頼回復に努め、職務に精励することをお誓

い申し上げ、議員各位並びに市民各位に深くおわ

びを申し上げる次第であります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 なよろ市立天文台条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 なよろ市〇市長（島 多慶志君）

立天文台条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、来年３月に完成予定のなよろ市立天文

台の設置に関し、必要な事項を定めるため本条例

を制定しようとするものであります。

本条例の主な内容について申し上げます。名称

はなよろ市立天文台とし、当該施設が行う事業に

ついては既存の市立木原天文台における天体観測

やプラネタリウム館事業を継続するほか、北北海

道に位置する名寄市の存在を広く情報発信できる

よう、天文科学に関する行事の開催や資料の展示

など特色ある事業を行ってまいります。また、入

館料や使用料につきましては、道内の類似施設及

び国内の関連施設の料金を参考にすると同時に、

各階層の負担区分や割合等を主眼に置き設定いた
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しました。

なお、現在運用しております名寄市天文台設置

条例及び名寄市プラネタリウム館設置条例は、本

条例制定に伴い廃止することといたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市手〇市長（島 多慶志君）

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本条例で規定する各種証明手数料のう

ち、住民基本台帳に関する手数料など道内各市と

比較をして手数料額が低い項目について、現状に

即した適正な料金とするため本条例を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第７ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市国〇市長（島 多慶志君）

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、国における少子化対策の一環として、

平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日

までの間、出産に係る負担軽減のため出産育児一

時金を現行３５差差から３９差差に増額するよう

健康保険法施行令が改正されたことに伴い、名寄

市国民健康保険条例においても所要の改正を行う

ものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）
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号 名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市農〇市長（島 多慶志君）

産物簡易加工処理施設条例の一部改正につきまし

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、本条例で定めております農産物加工処

理施設の名称につきまして、通称をもって充てる

ことに変更すること及び施設使用料の一部を見直

ししようとするものであります。

まず、名称につきましては、名寄市農産物簡易

加工処理施設をあぐりん館に、名寄市風連農畜産

物加工施設をグリーンハウスにそれぞれ変更しよ

うとするものです。

次に、施設利用料金につきましては、グリーン

ハウスにかかわる利用料金を別表のとおり差き上

げようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第４号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により経済常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号については、経済常任委員

会に付託することに決定いたしました。

日程第９ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市肉牛繁殖センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市肉〇市長（島 多慶志君）

牛繁殖センター条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市肉牛繁殖センターは、旧名寄市で昭和４

７年度に開設いたしましたが、その後の情勢の変

化により昭和５９年度をもって休止に至っており

ます。これに伴い、同センターの採草放牧地につ

いて市営牧野の拡張計画や酪農家の草地としての

活用を検討いたしましたが、立地条件が悪いこと

や草地が確保されていることなどから、遊休地と

なっております。旧名寄市では、この遊休地の活

用を図るべく平成１５年度に同センター管理規則

の一部を改正して植林計画地に充て、植林を実施

いたしましたが、本件は万りの採草放牧地につい

ても平成１５年度の措置と同様に植林地に充てる

べく、本条例の一部を改正するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 合併特例区規約の変更についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 合併特例〇市長（島 多慶志君）
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区規約の変更について、提案理由を申し上げます。

本件は、合併特例区規約第５条の別表第１に規

定している合併特例区で処理する事務のうち、定

住対策事業、町民広場手差作成事業及び区域高校

振興対策事業の３事業について、本規約から除外

するために規約の一部を変更するものであります。

除外する理由といたしましては、まず定住対策

事業につきましては、合併時の経過措置として、

３年間に限って取得した住宅にかかわる豆定資産

税相当額と賃貸住宅入居者で月額自己負担額が３

差差を超えた場合、月額 ０００差を限度に補助

する事業ですが、今年度をもってその３年の期限

が終了するため除外するものです。

次に、町民広場手差作成事業は、旧風連町の１

００周年記念事業として、１０年間に限って小学

校に入学する新１年生の手差を作成しておりまし

たが、本年度においてこれまで作成した手差の本

格設置により事業が完了することとなりますので、

除外するものであります。

次に、区域高校振興対策事業につきましては、

風連高校を支援する事業でありますが、御承知の

ように風連高校は平成２２年３月をもって閉校い

たしますので、それによって除外するものであり

ます。

以上の３事業につきましては、特例区期間終了

前でありますが、特例区事業から除外するために

本契約の一部を変更するべく、市町村の合併の特

例に関する法律第５条の１４の規定により議会の

議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 北海道市〇市長（島 多慶志君）

町村職員退職手当組合規約の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村退職手当組合につきまして、組織団体の湧

別町と上湧別町が平成２１年１０月５日に合併し、

湧別町となること、またこの合併に伴い同じく組

織団体の両湧別町学校給食組合が解散、脱退する

こととなっており、同組合の規約が変更されるこ

とになりました。

つきましては、地方自治法第２８６条及び２９

０条に基づき議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）



－17－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 市道路線の廃止について、議案第９号 市

道路線の認定について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 市道路線〇市長（島 多慶志君）

の廃止及び議案第９号 市道路線の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第８号 市道路線の廃止について申

し上げます。本件は、政理番号３０１０、路線名、

南西７条仲通及び政理番号３０１４、路線名、南

西８条通について、両路線の終点側に接続する道

路が政備され、市道として認定されることから、

路線の終点及び延長を変更するため一たん廃止し

ようとするものです。

次に、議案第９号 市道の認定について申し上

げます。議案第８号により廃止する政理番号３０

１０、路線名、南西７条仲通は路線の終点の変更

により１４ ２７メートルの延長となり、政理番

号３０１４、路線名、南西８条通は路線の終点の

変更により１４ ７５メートルの延長となること

から、認定し直そうとするものです。

また、政理番号３０６０、路線名、ピヤシリの

里１番通及び政理番号３０６１、路線名、ピヤシ

リの里２番通については、平成２０年１１月に都

市計画法第２９条に基づく開発行為により造成さ

れた団地内道路であり、都市計画法第４０条第２

項により帰属を受けた道路であるため新たに市道

認定をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第８〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる遇時的経費と国の

補正予算成立に伴う関連経費を中心に補正しよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれに４

差 ０２８差 ０００差を追加して、予算総額を 

２１２差 ５５５差 ０００差にしようとするも 

のであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして地域介護・福祉空間政備等施

設政備交付金 ０７４差 ０００差の追加は、医 

療法人所有のグループホームが設置するスプリン
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クラーに対して、国の交付金を活用して助成しよ

うとするものであります。

７款商工費で住宅リフォーム促進助成事業補助

金 ０００差差の追加は、同事業の利用が大変好

もで、既に予算化している２００件、 ０００差

差では不足することから、さらに５０件分を追加

しようとするものであります。

なお、本事業の実施期間は、平成１９年度から

平成２１年度までの３年間であることから、１０

月末までに一定の取りまとめを行い、希望者全員

に助成する予定であります。

１２款公政費におきまして公政元金３差差の追

加は、大学校舎政備のと源対策として借りかえを

した満期一括政４差 ７９０差差のうち３差差を

と上償還しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定と源の増減のほか、収支不足をとと

金で調政いたしました。１款市税につきましては、

市民税均等割で納税義務者の増により１１６差

０００差を、市民税所得割で特別徴収の増加など

により １１０差差をそれぞれ追加し、たにこ税

では消費本数の減により ４１５差 ０００差を 

減額するものであります。

１６款道支出金におきまして緊急雇用創出推進

事業補助金 ０１７差 ０００差の追加は、景観 

改遇事業、環境保全景観向上事業及び福祉サービ

ス提供事業の３事業実施に伴う北海道の補助金で

あります。

１９款と入金におきまして減政基金と入金３差

差の追加は、と上償還する満期一括政の償還と源

として減政基金を取り崩してとり入れしようとす

るものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１０号の１２、１３ページをお開きくださ

い。議会費のい費１０差 ０００差及び企画振興

費、国際交流事業費のい費２５差 ０００差の追

加は、小野寺議長、中尾副市長ほか１名が９月１

２日に開催されますドーリンスク市創立１２５周

年記念差典に参列するい費を計上するものであり

ます。

２款総務費、１項７目と産管理費で市有林管理

事業費２００差差の追加は、国の平成２１年度補

正予算成立に伴う交付金をと源にトムテ文化の森

周辺の除間伐を実施しようとするものであります。

なお、平成２１年度国の補正予算に関連しまし

て今回の補正予算に今申し上げました市有林管理

事業のほか、民生費でリストラなどにより離職者

が住宅を喪失したような場合に住宅手当の一部を

支援する住宅手当緊急特別措置事業費に１１５差

差、同じく医療法人所有のグループホームが実施

するスプリンクラー設置に対する助成として地域

介護・福祉空間政備等施設政備交付金に ０７４

差 ０００差、同じく消費者相談員の資質向上な

どに取り組む消費者行政等事業費に８５差差、同

じく子育て支援手当を第１子まで拡大して支給す

る子育て応援特別手当交付事業費に ０８３差差、

衛生費で女性特有のがん検診の受診者を支援する

がん検診事業費に４２５差 ０００差、合計で６

本の事業を計上しております。

２款総務費、２項１目賦課徴収費で市税還付事

業費の償還金 ３００差差の追加は、景気低業な

どによる法人市民税の中間納付還付金であります。

１４ページ、１５ページをお開きください。３

款民生費、１項１目社会福祉総務費の旧中央保育

所耐震診断委託料１３０差差の追加は、旧中央保

育所を学童保育と子育て支援センターの機能をあ

わせ持った施設として利用が可能かどうかを判断
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するため、耐震診断を実施しようとするものであ

ります。

２０、２１ページをお開きください。６款農林

業費、１項５目畜産業費で農業振興施設等政備事

業費補助金 ７５０差差の追加は、良質な業飼料

を生産するために設備投資を行う有限会社デリバ

リー・フィールドセンター名寄に対して北海道の

地域政策総合補助金を充当して助成しようとする

ものであります。

７款商工費、１項１目商工業振興費で中心市街

地近代化事業補助金９８１差差の追加は、市内中

心部で事業展開している有限会社ヒライの工場新

設及び焼き肉のトトリの改築工事に対して助成し

ようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

８ページ、９ページにお戻りください。１８款寄

附金で社会福祉寄附金１差 ０００差及び教育費

寄附金１０差差の追加は、マインドツーリングク

ラブ様及び村上自動車工業様からの寄附で、それ

ぞれ名寄市交通安全運動推進委員会交付金及び図

書購入費に予算化をしております。

１０から１１ページをお開きください。２１款

諸収入で諸償金６９差 ０００差の追加は、先ほ

ど市長から説明のありました元職員の不祥事に対

しまして、地方自治法第２４３条の２の規定に基

づき名寄市に損害を与えた金額の請求に伴う諸償

金であります。この場をおかりしまして、担当す

る所管部長としましてもおわび申し上げたいと思

います。

なお、この件につきましては、８月２２日に本

人から銀行口座のほうに諸済されておりまして、

市のほうでは８月３１日収入での受け入れを確認

しております。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

数点質問させていただ〇４番（川村幸栄議員）

きます。

緊急雇用創出推進事業費ということで、今回補

正で出されているわけですが、どの程度の雇用が

ふえているのかをまずお知らせをいただきたいと

いうふうに思います。例えに１５ページの倒壊廃

屋処理のところであるとか、それから公園費のと

ころ、あと１５ページの地域包括支援センターの

ところでも緊急雇用創出ということで出されてい

るわけで、ここで何名ほどの雇用が確保されたの

かお知らせをいただきたいと思います。

それと、あと２１ページの住宅リフォーム助成

なのですが、ことし最終年度ということで追加の

補正がされているわけですが、来年度から市内業

者さん本当に仕事がなくなるのではないかという

ことで非常に不安を抱えていらっしゃるのですが、

来年度に向けてこういった景気回復に向けての計

画はあるのかどうか、この点についてお知らせを

いただきたいと思います。

あともう一点なのですが、２５ページになりま

すが、就職対策事業費ということで、学生さんの

就職を指導する専門の方をお願いしたというふう

におっしゃっていたのですが、嘱託職員報酬が５

６差差ということですけれども、年度末までいて

いただいて学生さんへの援助とか指導をしていた

だけるのかどうか、そのところをお聞きしたいと

思います

あと１点、大学費の中で、同じページのすぐ上

なのですが、特な申請負担金というふうに６差

０００差ついているのですが、内容についてお知

らせいただけれにというふうに思います。

以上です。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急雇用創出推進事〇経済部長（茂木保均君）

業、今回３件について補正予算を組まさせていた

だいております。これに伴う雇用というのはどの

程度かということでございますが、雇用者の数に
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ついては９名ということで、新たな雇用が８名と

いうことなのですが、延べ人数で申し上げますと

雇用者数で一つの環境保全、景観向上の関係で１

３５人、それから景観改遇事業の関係で４４０人、

福祉サービス提供平費化事業で１１９人、延べ人

数ではそういう差になります。実雇数で９人とい

うことで、新たな雇用は８人ということになって

ございます。

それから、リフォーム事業の関係で御質問いた

だきました。６月段階でも１００件の補正をさせ

ていただきまして、現在当初予算と、それから６

月の部分で２００件分の予算を立てたのですが、

その部分が今８月３１日現在の申し込み状況を見

ますと２２１件となっています。２１件がオーバ

ーしていると、こういう状況になっておりまして、

今回５０件を追加をさせていただいたということ

でございます。それで、先ほど市長の行政報告に

もございましたように、１０月末段階で今後どれ

だけリフォーム事業の御希望があるか、この辺の

関係について調査をいたしまして、最終的にはこ

の５０件をさらにオーバーするというような状況

があれに１２月に補正を組みたいなというふうに

考えております。来年以降のことにつきましては、

６月段階で申し上げたのですが、この事業につき

ましては今年度をもって終了させていただくと。

新たな事業については、今もちょっとお話しさせ

ていただきました町中の景観差成の事業だとか、

ああいう部分の事業、国なり道の事業の代替的な

事業を検討しながら、新たな事業を検討をしてい

きたいというふうに考えております。

三澤事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私から２点〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

お答えさせていただきます。

１点目は、就職対策事業費の関係の６５差差の

補正の関係でございます。これにつきましては、

当初新年度予算の中では４月１日から１年間分、

実は月額１６差 ６００差で予算を計上させてい

ただきましたが、これも御報告させていただいて

ございますが、学生の就職対策を強化すると、こ

ういうことで人選を進めておりましたが、札幌の

ほうから経験豊かな方を６月１日付で採用したと

いうことで、交渉の中では月額２５差差というこ

とになったものですから、その差額分をここで６

５差差ということで、共済費もあわせて補正をさ

せていただいているという中身でございます。

それと、もう一点、特な申請の負担金の関係で

ございますが、詳細はちょっと私のほうで把握し

ていませんが、実は学内で共同研究をしてござい

まして、その成果といいましょうか、新たな芋の

粉末と私記憶しているのですが、その分を特な申

請するという負担金でございまして、共同研究等

の部分については大学に帰属する部分があります

ので、予算の中で負担金を見ているということで

ございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

今新たな雇用が８名ということでした。せんだ

って景況判断も出されている中で、本当に全国的

にもそうなのですが、景気が不安定な中で働く場

がない。少しでも働いて収入につなげたい、そう

思っていらっしゃる方がたくさんいる中ですので、

こういった万極的な雇用の場を確保していただき

たいなというふうに思っているのです。それで、

住宅リフォームの問題もそうなのですが、建設業

者の皆さん方、来年はどうなるのかということで

不安もいっぱい抱いている中で、国のほう、公共

事業もというふうなお話でしたが、本当に万極的

な検討をしていただきたい、そのことを何度も何

度もお願いしているのですが、お願いしたいとい

うふうに思います。

大学の就職担当の方、３月、卒業されるまで学

生さんに指導していただけるというふうに受けと

めてよろしいのですよね。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

２１年度は〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

来年の３月までと。一応私のほうでは、２２年度



－21－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

もということで計画してございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に大学生の方たち〇４番（川村幸栄議員）

も公立を卒業したからといって、専門的な資格を

持ったからといって、なかなか就職が決まらない

という不安の声も聞いていますので、万極的な御

指導いただけれになというふうに思います。

あと、特なの件なのですけれども、以前に青色

発光ダイオードの問題もありましたので、大学と

個人といいますか、教授の方たち、研究されてい

る教授の皆さん方の話し合いといいますか、そこ

ら辺の基費をきちっとしながら、後で問題が起き

ないような、そんな手当ても必要かなというふう

に思っておりますので、例えに特ながとれたとい

うことになれに、名寄大学からこういうことがで

きたということであれに、私たち市民としても非

常にうれしいことですので、またそういうことに

力を注いでいただけれになというふうに思ってお

ります。

以上です。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

まず、詐欺の部分の〇１５番（高橋伸典議員）

諸償金について若干お聞きさせていただきたいと

思います。

今回ごみ処理場の部分でいろんなものを買われ

て、それが使われなくなったという部分で、その

方に３年分の諸償をしていただくということで話

し合いがついたということになっております。そ

の中で、その方はそこに３年しかおられなかった

のか。法上、やっぱり１０年働いていて、そうい

う部分があれに返済していただかなけれにならな

い部分等があると思うのですけれども、その辺は

どうなのか。あと、書類を偽造されたということ

で、法的な部分も若干出てくるのではないかとい

う部分もありますし、物を買ってごみ処理場のと

ころで使うだとか、現実こういうものをつくって、

監査の方が見てそのものがなかったということは、

そこで使わないでひょっとしたら自分のところで

使ったのかという部分も予想されますし、よく大

阪市では水道職員が仕事中に自宅に戻って５時に

なったら帰ってくるだとか、ある職員は職務中に

組合活動をしているだとかというやみ専従問題に

も入ってくるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺はどうなのかというのを教

えていただきたいというように思います。

あと最後に、先ほど市長が改遇対策を言われま

したけれども、夕張市や何かはやはりあれだけと

政が大変なので、鉛筆１本買うにも上司までの判

こが必要だと。道、国の判こも必要だというふう

になっております。名寄市の対策として、今後ど

ういう対策をしていくのか教えていただきたいと

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）

勤務年数の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、３年以上前から勤務しておりまし

た。なぜ３年さかのぼって調査したかにつきまし

ては、本人は生活福祉部長と事情聴取しまして、

２０年度のときに直営工事で最終処分場の一定の

成果を出して、民間に出すよりも安い工事費で直

営工事やりたいと。そういう差で３年ほどずっと

やってきまして、最終年次ということも含めて物

品の発注で、直営工事であるがゆえにみずからが

発注してみずからが機械操作をして作業したと。

そういう中で計画性のないずさんな発注がありま

して、結果的に返品もしないでその分に損害を与

えたと。そういう部分でしたので、この分につい

てはその関係と一部工具の関係につきまして品が

えをして買ったのもありましたので、１８年、１

９年に、２年にさかのぼったのは合併してから新

市になったのが１８年ですので、１８年から万っ

ている資料関係を全部調べさせてもらいましてや

りました。その中で、直営工事の中で本人が作業

で実際に使ったものは職員等に聞き取りをしまし

て、作業時期の問題、それから作業内容の関係で

相当多くのものが確認できました。今議員おっし

ゃるとおり、加工したものはガードレールである
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とか、さくであるとか、かなり難度の高いものも

含めて本人はやろうとしていましたけれども、万

念ながらそれらの資格を持ったり、相当高いレベ

ルの能力がなかったので、失敗も含めて材料を毀

損してしまったと。そういう部分でありましたの

で、今回は監査委員さんのほうとも相談させてい

ただきまして、通常であれに一生懸命やったのだ

けれども、できなかったものについてはやむを得

ないかという判断もあるのですけれども、一応３

年さかのぼりまして、でき上がらなかったものに

ついては損害賠償の責任をとってもらうと。部分

的には、本人が一生懸命やったことによりまして

でき上がった品物も数多くあります。ただ、万念

ながら品がえさせたということが１点あったこと

とでき上がらないで本人の説明できない部分もあ

りましたので、この辺については厳しく処分をさ

せていただきまして、監査委員さんのほうにもお

願いをしまして、損害賠償の有無と損害賠償額の

確定について御協議させていただきまして、処理

をさせてもらいました。

なお、今後の起こらない対策の関係につきまし

ては、と務会計システムでペーパーの決済ではな

くて、課長レベルで電子決済で行われているので、

従前よりも書類が来ない関係で見づらくなってい

るという実態につきましては、８月３１日付で市

長のほうから職員全員にわたって規律の保持と再

発防止の関係についての訓示いただきましたので、

具体的にはペーパーレスになってと務会計で動い

ていることについての、いわゆるブラックボック

スといいますか、わかりづらい部分については早

急にチェック体制をいま一度再確認させるなり、

新たな対策についても講じていきたいと思ってい

ます。なお、直営事業をやったために一生懸命な

部分が空回りしたというふうにも判断しておりま

して、できるだけ現場発注につきましては民間事

業者のほうに工事を発注するということに心がけ

ておりまして、直営工事の関係につきましては今

回の問題も含めまして結果的に無駄な支出になら

ないのかというのもありますので、基本的には民

間業者への発注を前提にして、やむなく直営にす

る場合についてはきちっと現場の作業の分と管理

部門とでしっかり相互チェックをするような差で

の内容を詰めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ガードレールだとか〇１５番（高橋伸典議員）

というものは、本当に素人がつくれるような部分

ではないと思います。工事も今建設業者、土木業

者のほうも仕事が減っているという状況ですので、

ぜひそういう部分は専門家の方々に発注していた

だくというのが筋かなというふうに思いますので、

その辺と、あともう一つがやはり今回市民の税金

が少しなりとも使われたということで、そのチェ

ック体制と今後の再発防止に全力で努めていただ

くことをお願い申し上げ、私の質問を終わらせて

いただきます。

谷内司議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の高橋議員の質問〇２１番（谷内 司議員）

と関連すると思うのですが、事故の内容について

は説明を受けてわかりますけれども、その中で３

年間の中でこのようなことが起きたということは、

その職員が勝手にスーパーから物を買ってきて金

を面うという状態はならないと思うのです。行政

のお金で、皆さんから集まった税金などで使われ

ているお金の中で、当然それを支面いされるまで

の間には係長なり課長なり部長なりのチェックが

あって、それを認められてお金が支面われると思

うのです。それができなかったからこのようなこ

とできたと思うのですが、その中で私は申し上げ

たのですが、先ほど市長の行政報告の中でありま

して、その辺について市長を減給するという差で、

これ１８号ですか、に特別職のありますけれども、

私自身職員も携わっているのだから、当然賞罰委

員会があって、賞罰委員会の中でこの問題につい

ても協議されたと思います。そこで、市長だけが

減額するのでなくて、それに携わった課長なり部
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長なりも当然減額の処置をしなけれにならぬと思

うのですが、その辺についてどのような賞罰委員

会の決定になったかをお知らせを願いたいと思い

ます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

このたびの不適正な事〇副市長（中尾裕二君）

務処理によります不祥事につきましては、議会を

初め市民の皆さんの行政に対する信頼を損ね、御

業惑、御心配をおかけしましたことを改めて心か

ら深くおわび申し上げます。

今後は、物品の買い入れ、検収あるいは作業完

了の報告など一連の手続につきまして、現場だけ

で完結することなく、事業課全体でクロスチェッ

クができる体制にぜひ努めてまいりたいと考えて

おります。あわせて、現場のみならず、全庁的に

絶えず複数のチェックができる体制をとってまい

ります。近年業務の中で電算化が進みまして、会

計処理も含めてパソコンなどでの対応のウエート

が非常に高くなってきております。機械に頼るこ

となく、メンタルヘルスの側面も当然含めまして、

人的なつながりの確認をしながら、組織としてし

っかり仕事を進めていくことが必要と考えており

まして、これまでもこの点につきましては意を面

って進めてまいったつもりでありましたけれども、

不十分であったと面省をしております。８月３１

日に市長のほうから訓示が出されまして、職員の

倫理の確立と服務規律の確保に一層適正に対応し

てまいりたいと考えております。

なお、議員から御指摘のありました市長以下の

処分につきましては、私自身は懲戒処分としての

戒告、既に本人は退職しておりますが、３年にわ

たる携わった上司については訓告処分を賞罰委員

会の中で協議をして決定をして、既に処分を終え

たところであります。

なお、総務部長のほうからも説明をさせていた

だきましたけれども、今回の事例につきましては

３年間監督責任のある者が承知ができなかったと

いう大きな問題がありまして、これについてぜひ

今後しっかりと現場も含めて目配りをして監督で

きる体制をとりたいと考えておりますし、もう一

つでは公費の支出ということで厳しい御意見いた

だきました。今回は、私どもの調査あるいは監査

委員の調査の中でも犯罪性はないと。犯意はなか

ったということで、従来長年現場としましては溶

接の技術、あるいはもろもろの技術を持った職員

がと政的に負担をかけない、市の経費を節減する

という意味合いから、原料を仕入れて直営工事を

していた。この者につきましても代々先輩のこと

を見ておりましたので、それに倣ってみずからす

るということで取り組んだのですけれども、いか

んせんこれまでの先輩と違って技術的になかなか

持ち合わせがなかったということも含めて、中途

でし切れなかった部分も含めて不適切な対応があ

ったということでございまして、ぜひこの点につ

きましては御理解をいただけれにと思います。ま

ことに申しわけございませんでした。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にあってはなら〇２１番（谷内 司議員）

ないことなのですけれども、３年間もそのような

ことがあったということ、私自身言葉は悪いかも

しれませんけれども、そこで言いたいのは、お金

を支面われたのですよね、３年間も。ということ

は、担当者は係長以下当然判を押して、それを認

められたのだなと思うのです。私にしたら、みん

なめくら判を押したのではないですか。めくら判

を押したから、出納から当然その金を支面いされ

たと思うのです。だって、判もない、認め印もな

いものに対してお金は支面われないのですから、

現に支面われたということはそういうことなので

すよね。それに対して市長だけが減給があって、

ほかの人は減給はない。勧告、訓告。いつもそう

なのですけれども、前にも申し上げたことあるの

ですけれども、交通事故を起こして、１００％の

事故を起こしたら懲罰あるのですけれども、ただ

厳重注意だとか、勧告、訓告なんていう懲罰あっ

たって、本人にしたら、言葉悪いのですけれども、
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何の痛みもないのです。ですから、いつも言うよ

うに、前に交通事故あったときには自分の実費で

自動車学校行きなさいなんて私申し上げたことあ

りますように、やはり一番こたえるのは減給だと

か、そういうのが一番身にしみてわかるのです。

注意ぐらい受けたってすぐ忘れてしまっているの

です。ですから、そんなことによってこの問題に

ついては私自身考えるのに、市長だけに罪という

のですか、背負ったというか、なるのですけれど

も、やはり職員に対してもこれからそういうこと

でなくてもう少し厳しい中でしていかなけれにな

らないだろうと思います。これはどうですか。そ

れを伺って終わりたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

本人に対する責任のと〇副市長（中尾裕二君）

り方が若干甘いのではないかということも含めて

御指摘をいただきました。先ほども説明をさせて

いただきましたけれども、決してこの不適正な不

祥事につきましては故意、犯意があってというこ

とではなくて、あくまでもと政的な負担も含めて

対応したいという本人の意図が結果としてきちっ

とした原料の使用に結びつかなかったということ

でございまして、本人については先ほど総務部長

のほうからもお話しさせていただきましたけれど

も、本来は疑わしきは本人の利益にというのがこ

の種の処分なのだというふうに思っておりますけ

れども、本人が証明できないものについてはすべ

て本人が責任をとるということで協議をさせてい

ただいて、了解のもとに今回の処分額ということ

で決定させていただいたということで、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点だけちょっとお聞〇３番（竹中憲之議員）

きをしたいというふうに思います。

先ほど川村議員のほうからもお話がありました

７款の住宅リフォームのことでありますが、近年

新築も少なくて、あるいは新築があっても大手が

ということで市内の業者も厳しい状況の中で、３

年目に入った住宅リフォームを活用しての商売を

それぞれ成り立たせるという状況にあって、零細

の業者については非常に助かっているという話も

多く聞いているところでありまして、中身的には

２件、３件かけ持ちでやっている方もいるようで

あります。私も市民でありますから、使わせてい

ただいて、今工事をやっている最中でありますが、

ちょっと気になったことが一、二点実はあるので

す。というのは、これは一般質問の中でやれによ

かったのかもしれませんが、過年度で、実は１０

０差差に満たないのに見万もりを１００差差超え

てやっていたというような話もちらちら聞いてい

ました。そのことは、ある業者に最近聞いたら、

それも厳しくなってできなくなったようですよと

いう話もされていましたけれども、その監督業務

含めてどこがどのようにやっているのか、まずお

聞かせを願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話あったような〇経済部長（茂木保均君）

ことについては、基本的にはないというふうに考

えてございますが、産業振興課が受け付けをして、

この事業のチェック体制については建設部の建築

とタイアップして検査等をやっているということ

でございますので、基本的にはそういう悪意とい

いますか、そういったことがなけれにそういった

ことはあり得ないというふうに考えております。

チェック体制については、産業振興課あるいは建

築課とタイアップしてやっているということでご

ざいます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

あり得ないということ〇３番（竹中憲之議員）

であれにそれはそれでいいのですが、もう一つち

ょっと気になったことが実はございます。それは、

名寄の登録業者が受けて、丸投げで他町村の業者

を入れるということをやっているという業者も聞

いています。ほかの町村でこの種のリフォームの

事業をやっているところでは、一切それをさせな

いというのが基本的になっているようでありまし
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て、どこの業者がどこの他町村の業者を使ってい

るかまではちょっとここでは言えませんが、そう

いう状況になっていることについて、なぜ先ほど

監督業務の話をしたかというと、そういうことも

あると。名寄の業者がそれを得て生計を立てると

いうことが本来の今回の住宅リフォーム、あるい

はそれぞれの市民の皆さんの住宅を新しく住みや

すい家にするということを目的にやったわけであ

りますから、そういったことがあるとしたら非常

に問題でありますから、その辺の扱いについてど

のような感覚を持たれているかお聞かせを願いた

いというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

住宅リフォーム助成〇経済部長（茂木保均君）

事業につきましては、この事業をやるに当たって

それぞれ一つの要件というものを明確にして事業

の申請をしていただいております。市内の業者が

実質的に事業を施工しないで他市町村の業者に丸

投げしているというような事例があるのではない

かという、こういうお話でございますけれども、

その部分については現状の中では把握はしていな

いわけで、基本的にはそういうようなことはない

というようなことで考えておりますけれども、い

ま一度その辺の部分については調査をしながら対

応してまいりたいというふうに考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

中身的にはそのような〇３番（竹中憲之議員）

ことのないようにといっても、現実業者から聞い

ているわけでありますから、私はあるというふう

に思っておりまして、工事中に、工事の最中に飛

び込みで入ると。監督をするというか、そういう

ことをしないと、始まりと終わりで見てもその業

者がどこがやっているかというのはわからないの

ではないかというふうに私は思っています。その

業者がどういう方を何人使っているかというか、

設備だとか、おふろをやれに設備からガスから灯

油からという、全部業者が入るわけですけれども、

それは必ずわかるはずなのです。ですから、工事

の途中でそのことをやれに、現場へ入れに絶対そ

れは見つかるというふうに私は思っていますから、

そういう意味で監督業務、先ほどどこが主管でや

っているのですかと聞いたのです。裏返しをすれ

にやっていないということになるわけです。ただ、

書類だけでやってでき上がりを見ると。それで、

終わらすと。ですから、ほかの業者入ってきても

わからないということなのです。それは、名寄の

業者に何ら、業者がどういう思いで丸投げで他町

村に落としているのかわかりませんけれども、そ

れははねているから、自分が手出さなくてももう

かるということなのです。そういうことをきちっ

と行政のほうでしない限り、これは何ぼやっても、

いい事業ではありますけれども、裏を返せに悪い

事業になるということにもなりかねないわけで、

そういった意味ではきちっとこの中身について監

督もしてもらうということで求めておきたいとい

うふうに思います。

田中好望議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点だけお聞きをし〇１７番（田中好望議員）

たいのですけれども、どこか農林業費の中の振興

センターの嘱託職員の報酬の１６８差 ０００差

ですか、この減額補正ということなのですけれど

も、中身だけちょっとお知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

振興センターの今回〇経済部長（茂木保均君）

の減額補正でございますけれども、嘱託職員報酬

の減、それから共済費の減、この理由といいます

か、でございますが、前所長が昨年の３月いっぱ

いでやめるという差になりまして、４月以降のこ

この所長について年明けてからいろいろと農協と

一緒に模索をしておりました。そういう中で２月

時点ぐらいで新しい所長の候補が決まりまして、

前普及センターの方なのですが、４月以降来てい

ただけるということになりました。当初の予算の

段階では、市の嘱託という差で予算計上しており

ましたので、今回９月議会の中で、その新しい所

長については農協が雇用して振興センターのほう
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に出向というような差でございまして、今回の市

の嘱託職員あるいは共済費という部分については

減額をして、市と農協の負担金といいますか、そ

この中で調政させていただくということでの減額

でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

嘱託職員の中身はわ〇１７番（田中好望議員）

かりましたけれども、直接は関係はないのですけ

れども、今の普及センターの執行の中で普及員の

資格を持っている正職員、たしか２名だったと思

うのですけれども、その方がいるのですけれども、

風連地区の農業者に聞きますと、あの２人がいわ

ゆるトラクターに乗っているとか、実際農業の中

で作物等に病気がついた、こういったことはどう

いうふうにしたらいいかと聞けないのだというこ

とで、私は一種の農作業、そういったことについ

てはもっと人員をふやしてやるべきと思うわけで

す。それには、もう一点、いわゆる名寄普及セン

ター、今支所になりましたですね。人員もたしか

減ったはずです。そういった中でこれ決して悪口

ではありませんけれども、過去にはやはり普及セ

ンターからいろいろな情報が入ったのですけれど

も、本当に最近ここ２年ほどは全然入っていなく

て、いわゆる普及センター、振興センターの職員、

普及員の資格を持っている人が頼りだという声も

聞こえるわけです。それで、これは全く関連はな

いのでしょうけれども、来年度からに向けてのそ

ういったことも考えていただきたいなと。

それと、もう一点、土壌分析、これもＪＡ道北

なよろのほうから出向した差で１人職員が行って

いるわけですけれども、ことしの５月ごろにこれ

から作物をやる。土壌分析をしてくださいと。一

月半後にその結果が出たといったことで、そのこ

とにつきましてもっと人員といいますか、そうい

うものを確保できないかと。このこと今の中で答

諸いただける中で結構でございますので、その答

諸を聞いて、私の質問を終わらせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

振興センターのあり〇経済部長（茂木保均君）

方と申しましょうか、その辺については我々もず

っと模索をしております。なかなか行と政改革も

含めて職員をふやすという状況にない中で、あの

センターについては農協と市とタイアップして運

営をしているわけでございまして、農協も合併し

て４年、行政も３年、それぞれ経過をして、やは

りいかに効率よく振興センターの運営を図るかと

いうことで協議をさせていただいております。そ

ういう中でどういう差がいいのかということで、

いわゆる普及センターと振興センターの役割分担、

こういったものも当然あるわけで、従来からいろ

いろお話ししている中の１つは、振興センターの

職員ももっと農家回りといいますか、そういった

ことをやはりやるべきだという、こういった意見

も非常に多く聞かれておりまして、そのためにあ

そこで従来からやっているアスパラの大苗事業だ

とか、ああいった部分の仕事を少しずつ緩和をし

て、それを農家に委託して、農家回りをできる状

況だとか、そういったものを徐々につくってはい

るわけです。そして、あそこでごらんになったと

思うのですが、かなりのいろんな試験展示圃を抱

えております。この部分もかなりの負担になると

いう部分もありますので、その辺も十分振興セン

ター内部の中でも検討いただいて、それぞれ農協

なり市の農政とも話し合いを持ちながら、もう少

し農家回り、あるいは農協のいろんな生産部会が

ありますから、この辺との営農指導といいますか、

そういったものをやはり強めていかなけれになら

ないなというふうに考えております。

それから、これも同じ行革の関係含めて、普及

センターも人員がやはり従来から見るとかなり削

減されているという状況があります。そういった

部分で普及センターと振興センター、この辺もき

ちっとタイアップする部分はタイアップしながら、

せっかくそれぞれ名寄には振興センターも普及セ

ンターもあるわけですから、有効に活用して地域

の農業振興に生かせるような、そんなことを特に
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市と農協、きちっと協議をしながら進めてまいり

たいと考えております。

ほかに質問を予定さ〇議長（小野寺一知議員）

れている方何人いらっしゃいますか。１人だけ。

熊谷義正議員、できるだけ簡潔にお願いいたし

ます。

議長の指示に従って、〇１９番（熊谷吉正議員）

そのようにしたいと思いますが、補正全般につい

てまず１点お聞きをしておきたいのですけれども、

今回４差 ０００差差ほど補正をして、トータル

約２１３差差の新年度予算になっているのですが、

２０年度も２１年度もそうですが、矢継ぎ早に給

付金問題やら遇時交付金制度などで追加がされて

おり、遇時会も４回ほどやってきたのですが、恐

らくやとりあえず金をつけるから、早くいろんな

事業を提案しなさいということで、担当現場でも

いつまでに上げなさいとかというようなことで現

制度の中で大変御苦労があったのではないかと思

っています。それで、自治体として基本的な考え

方として、いわゆる景気対策だとか社会保障だと

か、さまざまな部分で多岐にわたって随分２０年

度も２１年度も補正では今までやれなかったもの

をやってきたという結果は確かに万っていますけ

れども、そういう方差がいいのかどうかというこ

とについては、ここにきてもうこの中旬には政権

がかわるのですけれども、やっぱり首長として、

あるいは自治体として基本的な考え方をと源の回

し方について常に費備をしておかなけれにならな

いのではないかというふうに思っています。交付

税の削減だとか社会保障費の毎年の削減だとかと

いうようなことで弊害が一気に来て、金がついた

から結果としてオーライという話ではなくて、シ

ステム、制度、分権化における自治体の構えを常

にはっきり国に、何かしら期成会をつくって陳情

にかりということでは、大型的な大きな事業を要

望するということではなくて、市民の生活に密着

したようなものを常にちゃんと市長として持って

おくことが重要だというふうに考えておりまして、

一連の補正のあり方について自治体を責めるとい

うことではないですけれども、構えとしてやっぱ

り国に対してどういう基本的な姿勢を持つべきな

のかということについて、まず１点お尋ねをして

おきたいと思います。

それから、個別の問題では、１つには１５ペー

ジ、社会福祉事業費で、民生費、３款で社会福祉

一般行政経費で ０００差差ちょっと。中身は、

子育て支援等に絡む中央保育所の耐震調査という

ことなのですが、これは要するに耐震調査をした

結果、どうしたいのかと。もう使用にたえないと

いうことであれに、ニーズとしてある子育て支援、

コロポックルの関係の狭隘だとか老朽化の問題に

ついてどのように対応するかというところまでや

っぱりお話をいただかないと、だめなら改めて金

をつけて次年度以降に生かしていこうとするのか、

そういう基本的な考え方。金がついたから耐震調

査をするということではいけないのではないかと

思いますので、考え方をお尋ねをしておきたいと

思います。

それから、たくさん申し上げませんけれども、

次に１７ページの３款民生費の児童母子給付費、

子育て応援特別手当、２１年度版ということにあ

えて事業なっているのですけれども、これについ

て子育て支援にはいろんな支援のメニュー対応が

あるのでないかと。要するに市民のニーズがどこ

にあるかという。金をくれれにいいということな

のか、いわゆるシステム、制度としていろんなこ

とを構築していかなけれにならぬということなの

か。一番それを知っているのは国ではなくて、ま

さに現場の自治体であるような気がするのです。

今回の交付金事業等々の関連なんかで、いわゆる

名寄市としてこれは極めてマッチングもかねてか

らやりたかったということだったのか、同じ社会

福祉、子育て支援ならこういうことのほうを優先

したいと、これは後でも我慢できるのではないか

というようなことの、いろいろ長期計画なんか持

っていますけれども、今回で当てはまるとどのよ
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うに受けとめて実施しようとしているのかという

ことについて、特にやっぱり国に対して何を物を

言っていくのかと。まさに対等だということの原

点に立ち返る必要があるような気がいたしまして、

これは後年度どうしていくのかということ、当然

現制度で考えたことですから、どのような対応を

自治体として望んでいくのかお聞かせをいただき

たいと思います。

それから、３つ目は、２１ページの商工費、７

款、先ほどから川村議員、竹中議員から触れられ

ていますけれども、とりあえず手いっぱい希望を

聞いて今年度中に、３年度で終わりたいというこ

とは受けとめ切れるのですが、その後ポスト住宅

リフォームをということでは新たに景観だとか老

朽化住宅の支援だとかということも若干ニュアン

スであって、新規に立ち上げるかどうかの検討は

していくということだったのですが、この辺につ

いても今やれないけれども、後にやっていきたい

と。今とりあえず手持ち金ないので、来年か再来

年か、４年後とか５年後とかというようなことの

方も結構私は話聞くのです。ですから、とりあえ

ず当年度１０月でしっかりニーズ把握をしてやり

切るということについては賛成なのですが、全く

違うものに置きかえた差で構想されているという

ことも検討は必要なのですが、まだニーズは高い

という感じはしております。今回の選挙の中でも

各党の中で、いわゆるリフォーム関係の事業とい

うのは全国的にやっぱり大きいと、各自治体。そ

ういうことで若干活２にしているところもあるの

ですけれども、いわゆる国のメニューにこれをち

ゃんと、大型公共工事なんかについては新聞紙上

躍るような差で随分話題になりますけれども、ま

さに地元業者に貢献をし、市民にも大きく貢献を

するということでは非常にニーズ、事業の優先度

としてこれからも高く万っていくのでないかとい

うふうに私は思っているものですから、３年打ち

切りのものはそれはそれでいいでしょうけれども、

新たに次年度以降の見解もしっかり万して、ニー

ズを再把握を、今ニーズを把握するというのはと

りあえず今年度中にやりたいというところを把握

するのでしょうが、次年度以降の生活設計の中で

どのようなニーズをというところも含めて設問の

中でしっかり入れていただいて、後年度以降に判

断材料としても万しておくべきでないかというふ

うに思っていますし、単費でやるのはこれからも

限界があるのでしょうから、逆に言えに道や国を

通しながらでもこういったような余地を、新たな

メニューを創設をしてもらうということも必要だ

というふうに考えていますので、お聞きをしたい

と思います。

最後に、職員の不祥事問題、同じようなことは

聞きませんけれども、やっぱりどんな企業でも自

治体もそうですけれども、体質として失敗したこ

と、誤ったことは本当は隠したい。私ども人間も、

人間トータルがそうなのでしょうけれども、間違

いを起こさないということはあり得ないから、間

違ったときに、誤ったときにどうするかという処

理の判断というのは、いわゆる上司のいろんな、

常に目配り、気配り、あるいは職員間同士の牽制

のし合い、システムとして体質をどう改遇をして

いくかということの課題はこれからもつきまとう

のではないかと思うのです。過去にもいろいろ不

祥事はあって、内部でも処理されたことはあった

ようには聞きますけれども、しかし法律もある程

度国のいろんな不祥事の問題で、内部告発制度の

問題なんかについてもありますけれども、まさに

緒についたにかりという、実態としては。やっぱ

り牽制をする職員、お互いにこれはわかっていた

のだけれども、言いづらいからと。上司に言った

ら、あなた、何いい格好するのよというような話

もやっぱり組織の体質としてあるような気がする

のです。それをどう本当にお互いにいい意味で、

内部告発という、一人でぱっと手挙げれにいいと

いうものではないのですけれども、そういう制度、

システムとして、お互いにそれが当たり前なのだ

ということについてやっぱり担保して、市民に対
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する新たな出発をするということは一番重要なこ

とだというふうに考えていますから、古くて新し

い課題ではあるのですけれども、改めて御見解を

お聞きしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問いただき〇副市長（中尾裕二君）

ました。初めに、国の２０年度の２次補正あるい

は２１年度の補正にかかわっての遇時交付金の部

分でございますけれども、御指摘のとおり大変短

い期間での対応ということで、現場も含めて相当

目まぐるしい作業を強いられたという実感を持っ

ております。ただ、この点につきましてはカンフ

ル剤としての今々の対応という、急ぐ対応という

ことでございますので、ある面やむを得ないのか

なという思いもありますし、従来ずっと懸案事項

として持ち続けておりました、とりわけ公共施設

の改修部分については２度にわたる補正でかなり

の部分対応させていただいたということで、結果

として懸案事項が大分解消できたのかなと。ただ、

後年度負担が伴いますので、全体的に考えるとや

はり厳しい状況がまだ続くというふうに認識をし

ております。

それから、自治体として、名寄市として常々備

えておくべきでないのか。御指摘のとおりだと思

います。これに対応できるのがやはりと政調政基

金なり公共施設政備基金をしっかりと確保してと

いうことでございますが、万念ながらと政状況は

そこまで至っておりませんので、この点につきま

してはまた議会の皆さんとも相談をさせていただ

きながら、いかにこの辺を確保して毎年度安定を

した事業展開ができるかということについてまた

改めて相談をさせていただきたいと思います。

それから、子育て支援の関係で、中央保育所の

跡利用につきましては、議会からも何度か御指摘

をいただきまして、どういう利用をするのかと。

今利用の想定をしているのは、先ほどの補正予算

で説明をさせていただいたとおりですけれども、

どの程度の耐震といいますか、施設の力がまだ万

っているのか、この点につきましてはぜひ調査を

させていただいて、今後使う道は今相談をさせて

いただいておりまして詰めてまいりますけれども、

どの程度の資本を投入するとそれに使えるのかと

いうことも含めて、この総枠の資金の関係も出て

まいりますので、場合によっては相当老朽化が進

んでいて、建て直しに近い差で対応しないと無理

ということであれに更地にして処分をするという

選択肢も含めて、ぜひ今回調査をさせていただき

たいと。こういうことでの補正でございます。

それから、国に費じた子育て支援の交付金とい

うことで御質問ございました。これにつきまして

も今回の経済対策としての国の事業でございます

ので、当然議員の御指摘のとおりそれぞれの地域

にふさわしい事業というのは内容も含めてあるわ

けですから、しっかりとその点につきましては国

に物申すということは必要でありますが、今回に

つきましては時間の限られた中での対応というこ

とでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

住宅リフォームにつきましては、景気が低業す

る中での地域の、とりわけ建設業の方に事業の創

出をしたいということとあわせて、かつての住宅

建設、建築ブームでこの地域も政備が進みました

けれども、ちょうどその方々の改築の時期に来て

いるということも含めて、１９年から２１年の間

に５０戸ずつの支援を ０００差差ずつというこ

とで組ませていただきましたけれども、ここの部

分につきましては珍しく議会からもも価をいただ

きまして、３年の計画事業が１０年分３年間で実

施をさせていただいたということでありまして、

改めて議会の皆さんにもお礼を申し上げたいと思

います。

なお、３カ年で相当部分のまとまった改修がで

きたのかなと。今回で最終年度ということで皆さ

んにお知らせをしておりますので、今後もまた出

てくる可能性も含めて全体的な対応をさせていた

だきたいと思っております。
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なお、次年度以降につきましては、改めてまた

市民の皆さんのニーズを伺いながら、新たな事業

の展開も含めてぜひ検討させていただきたいと思

いますし、議員から御指摘のありました部分につ

きましても次年度以降の事業展開に向けてしっか

りと把握をしていきたいなと、そのように考えて

おります。

それから、不祥事にかかわりまして、決して隠

すという意図は全く持っておりませんで、私ども

で正確に把握をしたのが本年の５月８日でありま

す。それ以降担当部長あるいは私も入らせていた

だいて、本人からも何度か事情を伺いまして、な

おかつ監査のほうでも本人の事情聴取と現場の物

品の使用の確認もあわせてしていただきまして、

対応させていただきました。問題は、やはり再発

防止にあると、このように押さえておりまして、

とりわけ職員間の人と人とのつながりがやはり少

し薄れているのかなと。この点も含めましてしっ

かりと職員間のつながりの深さを確立するという

ことも含めて、今後組織づくり、改めてしっかり

とやっていきたいと考えておりますので、ぜひ御

理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

今最後の職員管理の〇１９番（熊谷吉正議員）

あり方や不祥事の再発防止の見解なのですが、率

直にこれはここにいる私どももそうですが、やっ

ぱり過ち、間違いへの対応についてしっかり認識

をしなけれにならぬ。他人事ではないような気が

しますから、原因をつくったのは担当の職員、該

当の職員ではあるけれども、それはそのほかの職

場、隣の職場、全体にもそういうことがあるとす

れに再発防止はそう容易ではないのではないかと

いうふうに考えておりまして、仲間を支え合う、

かにい合うということがどっちかというと隠すと

いうことに昔の場合、日本人の体質としてあるよ

うな気がいたしまして、それを本当に支え合う、

かにい合うという言葉がしっかり間違ったとき、

失敗したときにお互いに言い合う、ちゃんと上司

に報告をすると、そういう関係がまさに根づいて

こそ再発防止につながるのではないかと考えてお

りますから、改めてやっぱり総点検をしていただ

きながら、市民の信頼を、このことですべての職

員がやっぱり市役所というのはそうなのかという

ようなことにまた発展していきかねない部分を含

んでおりますから、改めて強く求めておきたいと

思います。

国の今回のあり方について、当初予算、一般会

計１９８差差、２００差差弱でしたけれども、や

や１０差差ちょっとにわかにこの半年というか、

七、八カ月の間に矢継ぎ早に補正が組まれて、そ

れはそれとして一定の効果はあるのでしょうけれ

ども、中長期の関係でいくと極めてそういう面で

はにらまきだったなという印象はぬぐえない感じ

がしておりまして、改めて１０差差という金がど

んと予期をされているとすれに、市長以下恐らく

金の使い方、また違った使い方が配分を盛りつけ

をするのではないかというふうに考えておりまし

て、それはニーズの中心は市民の皆さんの意向、

１００％そうにはならないでしょう。あるいは、

議会の判断というものが加味をされて、まさに分

権時代にふさわしい金の使い方、税金の使い方に

なると思いますから、これから以降、中旬以降特

別国会で国の体制も大きく変わるわけでありまし

て、ぜひこの機会にむしろ首長以下国に対する物

の言い方、道に対する物の言い方をしっかり方向

を見定めて、自信を持ってやっぱり必要なものに

ついては言っていただくと。だけれども、国で１

００％つけてくれるから、期成会であれもこれも

という話もしっかり見直したほうがいいのかなと

いう感じがしておりまして、これが自分の金だっ

たら使い方が変わるわけですから、ぜひそこは有

限の税と源について地方からの情報発信を強めて

いただけれにというふうに思っていますから、特

にこのことについては強調しておきたいと思いま

す。

中央保育所の関係、 ０００差差耐震調査にか
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かるという、これはできることならこれこそ直営

で、少なくても大きな建物ではなくて木造モルタ

ル程度の話で、直営でこれだけかかるというのな

らやむを得ないかもしれませんけれども、やっぱ

りコンサル発注なわけで、その判断を現場サイド

でした上で、その金あるのなら私は公共工事をす

る金にあてがったほうがいいというふうに率直に

思っておりまして、いわゆる予定をするコロポッ

クルや子育て対策のそれをこれによってやめるか

やめないかという話はちょっと伝わってこなかっ

たのです。使える、また新たな少し程度の金だっ

たら、それに使ってもらおうかという検討は今内

部でされているのですけれども、とてつもなく大

きくかかる、壊してという話で新たなものを建て

るという予定をしていないと思うのですけれども、

そこはしっかり明言をしていただけれに、あるい

は検討を加えていただけたほうがいいのでないか

というふうに思っています。

住宅リフォーム、３年で事業を打ち切ることの

方向性については私も受けとめますけれども、細

かい話言いますけれども、うんと古い住宅を自分

で持っていて、もう資産価値もほとんどないよう

なところに住んでいて公営住宅に申し込んだら、

公営住宅は入れない、そういう人も結構いるので

す。そういう人は１００差差を超えるような改修

はできない。ですから、新たな姿を、差変える、

ニーズをもう少ししっかり把握した上で、ポスト

住宅リフォームについては少し検討が必要かなと

いう感じがしておりますので、強く求めておきた

いと思います。特にちょっと私の認識違いの部分

もあったかもしれませんけれども、お答えがあれ

にいただいて終わりたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

中央保育所の耐震〇総務部長（佐々木雅之君）

診断の関係につきましては、生活福祉部とと政担

当の総務と市長、副市長も入りまして、金額的に

は１３０差差であります。それで、中身的には償

還金も国庫補助金等の返還金も入っていますので、

それとあわせてこの機会に建物そのものはかなり

古いのですけれども、セラミックブロックづくり

であるということと、それから市長から特にうち

にも建築の技師がいるので、内部点検できないの

かと。そういう中でセラミックブロックであると

いうことと子供たちの利用に供せないかというこ

とで、先ほど説明したように子育て支援センター

とか学童保育も含めての検討でどうだと。そのと

きに安全、安心のことも含めて民間業者のほうに、

専門知識を持った業者のほうにやらせてもらうと。

方向としては、セラミックブロックですので、か

なり利用できる方向の前提での診断でありますの

で、御理解賜りたいと思います。

それから、関連しまして補正の関係で今回矢継

ぎ早にやりましたけれども、特に市長から指示が

あったのは、今まで小泉内閣の骨太方針で交付税

が大きく切り込まれてきまして、やりたくてもで

きなかった公共施設の屋根の改修とか防水である

とか、こういう部分につきまして年次的に計画を

持ってやったらということも議会から随分御指摘

ありましたけれども、なかなか苦しい状況の中で

きなかったので、それらを中心にして無駄のない

公共施設、市民に喜んでもらえる施設の維持管理

も含めてやらさせていただきましたので、よろし

く御理解賜りたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

１３時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時２５分

再開 午後 １時３０分

休憩前に差き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１４ 議案第１１号 平成２１年度名寄

市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業特定におきまして歳入

歳出それぞれ２６７差 ０００差を追加し、予算

総額を３１差 ６０５差 ０００差にしようとす 

るものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款保険給

付費では、出産育児一時金の増額により６８差差

を追加し、８款保健事業費では国保ヘルスアップ

事業委託料として１９９差 ０００差を追加しよ

うとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、と政調政交付金を１９９差 ０００差、

出産育児一時金補助金を３４差差、それぞれ追加

しようとするものであります。

８款と入金では、一般会計と入金におきまして

出産育児一時金の増に伴う名寄市負担分として２

２差 ０００差を追加しようとするものでありま

す。

９款とと金では、前年度とと金１１差 ０００

差を追加して調政を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業特定におきまして、歳

入歳出それぞれ ２７２差 ０００差を追加し、 

予算総額を１９差 ８６６差 ０００差にしよう 

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。６款

諸支出金では、前年度における介護給付費負担金

の精算等に伴う返還金として ２７２差 ０００ 

差を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。９款とと金

では、前年度における歳計余剰金のうち介護給付

費負担金の精算等に伴う返還金を編入しようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ８０差 ００

０差を追加し、予算総額を２差 ８７５差 ００ 

０差にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、後期高齢者医療制度の制度広報対策強化に

要する事務費として６０差 ０００差を追加し、

３款諸支出金では保険料還付業務に対応するため

１９差 ０００差を追加しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。３款諸収入

では、保険料還付金として１９差 ０００差を追

加し、５款国庫支出金では制度広報対策強化とし

て高齢者医療制度差滑運営遇時特例交付金の６０

差 ０００差を追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成２１年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、入院患者の診療用に供する体圧

分散寝具の賃貸借について政務負担行為を設定し

ようとするものであります。

期間は平成２２年度から平成２６年度で、限度

額は１６０差差にしようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 平成２０年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第１７号 平

成２０年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

て、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号から議案〇市長（島 多慶志君）

第１７号までの平成２０年度における各会計決算、

病院事業会計決算及び水道事業会計決算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

議案第１５号は平成２１年５月３１日、議案第

１６号及び第１７号は平成２１年３月３１日をも

ってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いましたの

で、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により決算の認定をお

願いするものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１５号外

２件については、本会議質疑を省略し、全議員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査したいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号外２件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 特別職の職員の給与の支給特例に関する

条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 特別職〇市長（島 多慶志君）

の職員の給与の支給特例に関する条例の制定につ

いて申し上げます。

さきの報告で申し上げました生活環境課所管の

内淵一般廃棄物処分場における物品の調達、使用

及び不適切な管理について、当該職員に賠償を求

めることといたしました。この間の現場における

職員の事務処理等の体制不備に対し、執行責任者

として私の減給措置を提案しようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 平成２０〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市風連特例区会計決算について報告申し

上げます。

合併特例区では、合併特例区規約で定められて

おります事業を執行しておりますが、本件は本年

８月２４日開会の合併特例区協議会におきまして

平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の認定を

了したことから、市町村の合併の特例に関する法

律第５条の２７第６項の規定により決算の報告を

するものであります。

決算の詳細につきましては、お手元の決算書に

記載のとおりでありますが、歳出の主なものとい

たしましては、ＮＰＯまちづくり観光支援及びイ

ベント活性化事業で８８０差差、区域育英基金事

業で １７７差 ０００差、地域施設管理事業で 

１１１差 ３９４差などとなっております。今 

後も差き続き地域の特性を生かしながら、一体性

の確立に努めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 議員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議員の派遣が決定いたしました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす９月２日より１５日ま

での１４日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、あす９月２日より１５日までの１４日

間を休会とすることに決定いたしました。

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 １時４３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐々木 寿

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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署名議員 高 見 勉
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