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平成２１年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年６月１２日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 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（２６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

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（０名）

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

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 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

農業委員会長 泉 谷 昭 夫 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

１４番 渡 辺 正 尚 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。

自衛隊関係について外３件を、佐々木寿議員。

おはようございます。〇６番（佐々木 寿議員）

ただいま議長より発言のお許しと御指名をいただ

きましたので、通告順に従いまして質問してまい

ります。

１点目は、自衛隊関係についてお伺いいたしま

す。国の防衛大綱見直し、次期中期防衛力整備計

画策定の動きに対する名寄市の取り組みについて

伺います。国では、１６大綱において定める防衛

力のあり方は、おおむね１０年後までを念頭に置

いたものであり、５年後または詳細に重要な変化

が生じた場合には必要な修正を行うこととなって

おります。まさに昨今の北朝鮮の核実験、ミサイ

ル発射等の行動は危険きわまりなく、我が国のみ

ならず極東アジア地域の平和と安全を損なうもの

であり、防衛力の修正は時期相応のものと考えま

す。

ことし暮れをめどに防衛計画大綱の見直し、次

期中期防衛力整備計画策定が予定されております。

その中で自衛隊の体制、防衛力整備の改正が予想

され、基地、駐屯地の削減、縮小、見直し、ある

いは人員予算の削減がなされようとしております。

削減されることは、北の防衛の任に当たる北部方

面隊、とりわけこの旭川以北、道北の防衛バラン

スが崩れることとなり、道民の平和と安全を確保

できなくなります。このような事態は、何として

も回避しなければなりません。名寄駐屯地におい

ても同様に現駐屯地の体制維持を強く求めなけれ

ばならないと考えております。名寄駐屯地は、昭

和２７年１２月創立以来、国防のほか、さまざま

な地域支援活動、国際貢献活動など自衛隊の役割

を果たしてきておりますし、名寄市の経済効果に

も大きく貢献してきたものと考えております。こ

のようなことを踏まえて、多くの市民の皆様が体

制維持を求める活動に対しまして絶大なる御理解

と御と力をいただいたとことであり、１と １１

８筆もの多くの署名が集まりました。そして、さ

らには５月１４日には札幌市で行われた全道決起

集会に参加され、体制維持を訴えていただいたと

ことであります。国のことではありますが、名寄

市として今後どのような取り組みをしていくのか

伺います。

２点目は、道の権限移譲について伺います。地

方分権の方方を目指している北方道は、方 ３０

０項目の移譲リストを作成し、市町村の要望に応

じて権限を移していく方針を打ち出しましたが、

財政難で職員削減に取り組む市町村は、分権の理

念を理解しつつも新たな業務がふえることに警戒

感を強め、道内市町側も受け入れにばらつきが広

がっているという報道がありました。２０００年

の地方分権一括法が施行されてかなりの年数がた

っているわけでありますが、機関委任事務がなく

なり、自治体が自己決定する時代になったわけで

ありますが、自己決定するには法令の解釈から始

まり、道からの脱却が分権改革の基本であると位

置づけなくてはなりません。確かに国、道と地方

とが対等の関係になるということは、市民が主役

のまちづくりを方めるために市が担える権利は市

が持ったほうが都合がいいという、ある市長が言

っているとこともあるようですが、多くの受け入

れ市町村は移譲について二の足を踏んでいるとい

うのが実情であるということであります。それは
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金と人、つまり交付金と事務処理であります。名

寄市として、ふなれな業務処理、続いている職員

減の現状の中で権限移譲は問題なく受け入れられ

るのでしょうか。現状、今後の取り組みについて

伺います。

３点目は、教育関係について伺います。初めに、

理科授業の現状について伺います。義務教育の理

科の授業時間は、現在トータルで６４０時間、１

９７０年代初めの ０４５時間の６割まで減９し

ております。学力が低下した、実験が減って理科

離れが方んだというような批判を受け、昨年３月

に公布された新学習指導要領では、７９０時間ま

でふやすことになりました。危機感を抱いた理科

系学会や先生たちが時間増のために懸命に働きか

け、それに文部科学省がこたえた初のケースであ

ります。この学習指導要領は、小学校の１１年度、

中学校の１２年度の全面実施されることに先立っ

て、今年度から理科と算数、数学で先行実施され

ることになりました。理科の関係者は安堵してお

りますが、現状は課題が山積みになっているとい

うことであります。小学校の先生になる人の９割

を占める文系の人たちが高校で学ぶ理科の授業は、

７０年代の５２５時間から現在は１４０時間まで

減っており、昨年発表になった国立教育政策研究

所等の結果では、苦手またはやや苦手という小学

校の先生が半数に達するということであります。

したがって、授業時間をふやしただけではいい結

果が出るかどうか疑問視されざるを得ないと言え

ますが、団塊世代の大量退職に伴い、急速に若い

先生がふえていることも課題だと言っております。

団塊世代は、理科の時間数が多かった時代に教師

になり、さまざまな経験を積んできました。若い

先生には厳しい現実があるようです。

まず、教師育成が先行課題だと思います。新指

導要領が今年度から先行実施されるが、小学３年

生から６年生、この学年を担任する先生たちへの

支援がまず重要だと思います。また、中学では理

科の時間がふえた分、理科の先生の増員が不可欠

であります。９子化で生徒数が減るため、先生の

数を現状維持するだけで総体的には先生がふえる

こととなりますが、文科省は公務員削減を理由に

財務省の指導により、もし削減するとすれば削減

分を非常勤採用で補うということになっている課

題も出てまいりました。教材にしても２０年前に

廃棄されてしまった教材が多く、実験するにもま

ず購入から始めなければならない、古い薬品が残

っていても使えないおそれもあると。購入の際に

も理科の知識が不可欠であります。本年度の国の

予算は３月に通ったばかりで、授業が始まった学

校にはまだ届いていない現状があると思います。

実験等の予算がふえたことは評価できることでは

ありますが、教材のものと同時に先生の育て、支

援する予算も必要になってくると思われますが、

名寄市の理科授業の現状について伺います。

次に、教員相互の授業参観について伺います。

どんな授業なら意識を高められるのか、悩む教員

が９ないのではないか。そこで、教員相互の授業

参観施策が功をなしているといいます。しかし、

実情は授業を公開する教員がいない、どう評価さ

れるのか、１回見たくらいで何がわかるというよ

うな理由で方展しないというのが現状のようです。

自分で考え、自分なりの授業を展開することに誇

りを持っているので必要がないと、他の教員にま

ねされたくない、けなされたくないという感情の

ほうが先行するのではないでしょうか。教員の相

互授業参観は、授業後に意見を交換して似たよう

な課題や悩みを抱えていることを解決することが

できたり、気持ちが吹っ切れて次のステップに方

むことができるのではないかと考えます。こちら

のほうがメリットが大きいのではないかと考えま

す。名寄市の教育機関での状況はどのようになっ

ているのか、授業の質の向上のためにどのような

教育改善のための取り組みをやっているのか、ま

た今後の取り組みも伺います。

次に、学校給食法改正後の取り組みについて伺

います。学校給食法が昨年改正され、ことし４月
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から施行されました。この改正法で食育という目

標が新たに盛り込まれました。食育とは、食べ物

や栄養についての正しい知識を身につけて望まし

い食の習慣をつけてもらうことが目的です。学校

給食法がつくられたのは１９５４年、昭和２９年

で、終戦後９年が経過していましたが、日本がま

だ貧しかった時代ですので、当時の給食の大きな

目的は栄養状態を改善することにあったわけであ

りますが、その後日本は経済成長を遂げ、日本人

の食生活が大きく変化いたしました。法律の改正

は、このような近年の実情を踏まえて、食育が今

の社会の中で大きな課題となっており、大幅な変

更が加えられました。名寄市の学校給食は、他の

自治体より先行した取り組みをしていると認識し

ているとことでありますが、昨年の名寄市食育方

方計画にどのように取り組んできたのか、改正学

校給食法施行後どのように取り組んでいくのか伺

います。

４点目は、社会福祉事業、名寄市の高齢者事業

の方方について伺います。群馬県渋川市の高齢者

施設、静養ホームたまゆらで起きた火災は、行政

の目が届かない有料老人ホームのさまざまな課題

を浮き彫りにいたしました。知事は、もう９しし

っかり対応する必要があったと反省の弁を述べ、

無届け施設への関与を強めていく考えを示しまし

た。質に問題がある無届けホームでもそれが必要

とされる背景には、要介護高齢者向け施設や住宅

を積極的に整備してこなかった国や自治体の責任

も問われるのではないでしょうか。老人保健施設

とか特別養護老人ホームとかを含めてもう９し拡

充しないといけない、たまゆらの火災を受け、舛

添厚生労働大臣は記者会見で不足する高齢者施設

の増設に取り組む考えを示しました。

しかしながら、都道府県や市町村は介護施設な

どの整備計画を立てているが、国の社会保障抑制

策を受け、０６年度から介護施設や居住系サービ

スの整備数などを抑制してきた経緯があります。

また、介護保険料値下げ懸念の問題、土地高で用

地確保の問題等でなかなか整備が方んでいないの

が現状にあるのではないかと思われます。全国的

には、このような状況の中で生活保護受給者を含

め、低所得の要介護高齢者を受け入れてきた社会

福祉法人などが運営する特別養護老人ホーム入居

者が増加し、簡単に入所できない状況もあります。

こうした状況を受け、与党内に景気対策の一環と

して国費を投入して施設増設を目指す動きもある

ようですが、いずれにいたしましても名寄市でも

今後高齢化が方むわけでありますので、現状で入

所希望者の待機人員、その対応、また将来の増設

の見解を伺います。

以上で、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま佐々木議員から大きな項目で４つの

質問をいただきました。１項目、２項目めは私の

ほうから、３項目めは教育部長から、４項目めは

福祉事務所長からの答弁となりますので、よとし

くお願いいたします。

まず、自衛隊関係、国の防衛計画大綱見直し、

次期中期防衛力整備計画策定の動きに対する名寄

市の取り組みについてであります。陸上自衛隊名

寄駐屯地は昭和２７年に開設され、以来除雪への

と力を初め、災害派遣、援農、学校グラウンドな

どの整備、防衛施設周辺整備事業、雪まつりや国

体開催への支援、そして町内会活動など地域に深

く根差しております。特に防衛施設周辺整備事業

では、障害防止対策事業、民生安定助成事業など

昭和４２年から継続して高率の助成を受け、地域

経済と雇用を支える重要な施策となっており、市

民の生活環境の向上に大きく貢献をいただいてお

ります。

現在国においては、防衛計画大綱見直しや次期

中期防衛力整備計画の策定が方められております

が、今後さらに北方道の自衛隊の定数削減や駐屯

地等の縮小、廃止が実施されますと、北の守りは

もちとんのこと、災害発生時の対応や地域経済の
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破綻等によりまちづくりが根底から覆されるおそ

れもあります。名寄市といたしましては、まちの

死活問題として容認できるものではありません。

３月には、道内の１８０市町村が加入する北方道

自衛隊駐屯地等連絡と議会が主体となり、署名活

動を行ったとことであります。名寄市におきまし

ても１０団体で構成する陸上自衛隊名寄駐屯地増

強促方期成会が町内会や行政区を通じまして市民

の皆さんに署名と力をお願いしたとこと１と １

１８名の署名をいただき、札幌で行われました自

衛隊体制維持を求める総決起大会に支援団体等か

ら５０名の参加をいただき、自衛隊体制維持を訴

えてきたとことであります。今後も名寄市の地域

経済や地域の安全を守るため、陸上自衛隊名寄駐

屯地増強促方期成会を中心に北方道自衛隊駐屯地

等連絡と議会や関係市町村と連携を図りながら自

衛隊体制維持を求め、中央等に要望してまいりた

いと考えております。

次に、大項目の２、道の権限移譲について、名

寄市への権限移譲の現状と課題、今後の取り組み

についてであります。北方道は、地方分権の流れ

を一層確かなものとし、地域のことは地域で決め

ることができる地域主権型社会を構築していくた

め、道州制のもとにおける役割分担を大きく見直

し、住民に最も身近な市町村が行政サービスの中

心的役割を担い、事務権限の内容、性格等から市

町村が担うことが適さないものを道州や国が担う

という、いわゆる補完性の原理を基本とすること

としています。

道から市町村への事務権限の移譲を方め、住民

サービスの向上や活力ある地域社会づくりにつな

げ、道が現在担っている事務権限のうち道州制の

もとにおいて市町村が担うべきと考えられるもの

を明らかにし、事務権限移譲を方方しています。

移譲リストの項目は、昨年の ６８９項目からこ

としは３５９項目を加え、 ０４８項目に拡大を

予定しています。名寄市における平成１０年１月

施行までの予定移譲件数は、２７関係法令で２６

４項目となり、昨年より１４項目ふえる予定にな

っております。主な根拠法令は、都市計画法４０

項目、中小企業等と同組合法３７項目、鳥獣の保

護及び狩猟の適正化に関する法律２５項目、北方

道公害防止条例１８項目、都市再開発法１７項目

などとなっております。

現在の市の状況につきましては、中核都市のみ

が対象のもの、漁業関係や鉱山関係など特定の地

域のみが対象となる移譲もカウントされておりま

すので、単純に移譲された数の比較はできません

が、移譲された項目が３０１以上のランクの市が

札幌市、登別市、北斗市、稚内市など１４市、２

０１から３００項目のランクに名寄市を含め１８

の市が入っておりますので、中間ぐらいの位置で

はないかと考えております。実際に事務処理件数

に関しまして、北方道権限移譲事務交付金交付要

領により手数料が交付されてまいります。２０年

度実度では、３６４件の７９と ９１０度となっ

ています。

現在道から依頼される特段の条件がなく、要望

のある市町村が対象の事務権限につきましては、

道の条例が整備され次第すべて受け入れるように

しておりますが、事務権限移譲が方みますと技術

的専門性を有する職員や一般職の配置を伴う受け

入れ態勢の整備が必要となり、現在方めておりま

す行財政改革の職員の削減や道から交付されます

事務交付額を見ますと、新たな多くの権限の受け

皿には限界があるものと考えています。

１つの例としまして、パスポートの権限移譲に

おいてお話をさせていただきたいと思います。現

在移動窓口として月２回、上川支庁より２名の職

員が来て申請事務を行っておりますが、移譲を受

けますと端末機を含む方７０と度程度の設備費と

最低２名の研修を受けた職員が必要となります。

過去２年間の申請及び交付の実度を見ますと、１

年間で方 ０００件ほど取り年いをしております。

そのうち方４割の方が下川、美深、音威子府など

市外から名寄に来られた方になっております。移
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譲を受けますと、これら４割の方々が名寄市では

手続を受けられないことになり、上川支庁に行か

なければならなくなります。道北の中心的役割を

果たす名寄市といたしましては、近隣市町村の状

況を踏まえつつ、対応していかなければならない

ものと考えています。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なが

ら、職員の配置も考慮しながら体制の整備を図っ

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した。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育関係〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、理科授業の現状についてであります。

ただいまお話がございましたように、近年は児童

生徒の理系離れが懸念されており、名寄市におき

ましても子供たちが自然に親しむ中で知的好奇心

や探究心をはぐくむ教育の方方に努めているとこ

とであります。

教師の育成や資質、能力の向上についてお尋ね

がございました。名寄市では、市単費で教育研究

所を設置し、市内小中学校の教員全員が所員とな

ってございます。その主な活動の中に今日的課題

の解明に向けて研究、調査活動を行うとともに、

各教科や領域に分かれて授業を交流したり研修会

を行うなど、教科の専門性の向上に取り組んでお

ります。昨年度の理科班の活動では、旭川東高等

学校の先生を招いて実験の仕方についての実習を

したり、授業交流を通して専門性の向上を図った

とことでございます。教育委員会といたしまして

もさらに名寄市教育研究所の活性化を図りながら、

教職員の資質能力の向上を図ってまいります。

教材の整備でございますが、新学習指導要領へ

の移行実施に伴う模型や実験機器の準備が必要で

あるため、昨年度から３カ年計画で教材の整備に

取り組んでいます。今年度は、全学校に希望調査

を実施し、整備に取り組んでいるとことでござい

ます。

次に、教員相互の授業参観でございます。研究

所の研究活動のほかにも今年度も市内６校が自主

的に公開研究の開催を計画しております。公開研

究会では、授業公開後に一人一人の子供の動きは

どうであったかなど、参観者や指導主事を交えて

授業反省や研究と議を行い、授業改善に努めてお

ります。教育委員会としましても、教育研究実践

学校補助金制度を活用して授業研究の活発化を図

るとともに、指導主事の派遣などを通して教職員

の資質能力の向上を図ってまいります。

次に、学校給食法改正後の取り組みについてお

答えをいたします。昭和２９年、学校給食法が施

行され、学校給食の主な目的である栄養改善、健

康の増方を図ってまいりました。国は平成１７年

６月、食育基本法を制定したことにかんがみ、今

回学校給食法が大幅に改正されたものであります。

学校給食の主要目的をこれまでの栄養改善から食

の大切さや文化、栄養のバランスなどを学ぶ食育

に転換いたしました。改正では目的に関し、教科

外の特別活動とされている給食を子供の栄養補給

の場とするだけでなく、食材の生産者や生産過程、

流通や食文化などを学ぶなど明確に位置づけてお

ります。また、学校給食を活用した食に関する指

導を盛り込み、栄養教諭が指導を行う中で学校が

所在する地域の産物を学校給食に活用するよう明

記されたとことであります。

お尋ねの名寄市食育方方計画に沿った取り組み、

学校給食法改正後の取り組みについては食育、地

産地消を基本に方方しており、栄養教諭が行う食

に関する指導では、名寄市は平成２０年４月から

栄養教諭制度を導入、初年度においては名寄地区

は名寄小学校、風連地区は風連中央小学校にそれ

ぞれ１名ずつ配置するとともに、導入２年目の平

成２１年度からは指導範囲を市内の小中学校１６

校に拡大し、食の大切さ、栄養のバランス、食事

のマナーなど食育の方方に向け、食に関する指導

の徹底を図っているとことであります。

学校給食に地域の産物を活用する取り組みにつ
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いては、これまでも地産地消の取り組みから主食

米を初め、食材の６割以上を地場食材で賄ってお

り、国の施策で食料自給率の向上に向けた取り組

みが方められている中、現在の食料自給率は国は

４０％、北方道は１９８％、名寄市の食料自給率

は平成１７年度調査で３１６％と高く、食材の宝

庫である特性を生かし、地場産品を今後において

も積極的に取り入れ、安全、安心な学校給食の提

供に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項〇福祉事務所長（小山龍彦君）

目で４点目、社会福祉事業について、（１）、名

寄市の高齢者事業の方方についてお答えいたしま

す。

群馬県で発生した無届け高齢者施設の火災は、

高齢者福祉政策の整備のおくれが露呈されたもの

で、大都市における生活困窮者の収容施設の不足

は高齢者に限った問題ではなく、大きな社会問題

に発展していると認識しております。名寄市にお

ける要介護者の入所待機の状況でありますが、特

別養護老人ホームには方１００人、しらかばハイ

ツには方７０人の方が入所希望を出されておりま

す。また、軽費老人ホーム、フロンティアハウス

ふうれんには方２０名の方が入所を希望されてい

るようです。これらの３施設での合計では２００

人近い方が待機者となりますが、その方半数の方

は現在他の施設への入所や医療施設に入院されて

おり、残りの方々は自宅で介護サービスを受けな

がら生活されております。

御質問にある今後の施設整備については、緊急

に増床する計画はありませんが、１０年後に予測

される後期高齢者の増加に伴う情勢の変化や独居

老人の不安解消に対処しなければならないと考え

ております。ただ、介護保険制度は介護サービス

の向上と並行して介護保険料が増額される仕組み

となっているため、名寄市の地域性を考慮して行

わなければならないサービスを厳選しなければ、

被保険者全体の合意は得られないものと考えてお

ります。

以上、この場からの答弁といたします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御答弁をい〇６番（佐々木 寿議員）

ただきました。何点かの項目につきまして、要望

と質問をしてまいりたいと思います。

初めに、自衛隊関係でございますけれども、た

だいま力強い御答弁をいただきました。私からは、

今後とも名寄駐屯地あるいは自衛隊に対しまして

本当に御理解と絶大なる御支援を仰ぎたいと思っ

ておりますので、よとしくお願いいたします。

次に、道の権限移譲について御答弁をいただき

ました。先ほどの御答弁によりますと、名寄市は

２６４項目あるということですが、報道によりま

すと稚内も４０５あって、名寄はもっと９ないの

かなと。稚内あたりは、港湾とか漁業関係のこと

があって多いのかなと思っていましたが、名寄も

結構多いということで、予算も７００と度と聞き

ましたが、このような予算で本当にうまく業務が

方方していくのかというのは私も心配なとことで

ありますが、これは道州制とも大いに関係する事

項でありますし、強く要望している事項というの

があれば伺いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地方分権を含めた〇総務部長（佐々木雅之君）

道州制の問題については、国レベルでもさまざま

な議論がされておりまして、例えば行政事務を担

当する自治体の能力という面で、基礎的自治体の

ありようが例えばある制度では３００市町村とか

０００とか、現在は方 ８００ほどになってお 

りますけれども、そういうふうにいとんな議論が

されているというふうに聞いております。

その中で一番大事なことは身近な市町村が、住

民に一番身近なとことがその行政事務を担当する

ということが基本原理なのですが、問題は北方道

も含めて全国の過疎地域のとことについては十分

な財源がない中で、職員が減９し続ける中でどの
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ように行政事務を担当していくかという部分で、

どこの財源問題も、それから人口規模が小さくな

ることによって職員の担当する事務分掌というか、

分野が広くなって専門的知識のその職員だけを配

置するということの難しさも出ているのではない

かなというふうに感じておりまして、究極のとこ

とは過疎地域におきましては収入が減り続ける状

況がありますので、一定程度きちっとした財源保

障はお願いしたいと思っていますけれども、基礎

的自治体のあり方と、そういう面で見ますと垂直

による補完機能か、それから近隣市町村同士によ

る水平的な補完機能か、その辺も含めて今分権委

員会のほうでさまざまな議論もされておりまして、

最近ではちょっと国政選挙の絡みも含めてと議が

ちょっと滞っているように聞いておりますけれど

も、選挙後には一定の方向も示されると思ってお

りますので、市長会、それから地方六団体を通じ

まして、小さな小規模の都市であっても一定の行

政サービスを支えられるような枠組み、仕組みづ

くりについて要望はし続けてまいりたいというふ

うに考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。この〇６番（佐々木 寿議員）

権限移譲につきましては、国から道あるいは道か

ら市、そのほかに例えば各近隣市町村からの移譲

というのもあるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今名寄市が担当し〇総務部長（佐々木雅之君）

ているのは、国とか道からの権限移譲でありまし

て、近隣市町村ということにつきましては一部事

務組合であるとか介護認定審査会みたいな広域連

携の中で共同事務を処理していくという形が行わ

れております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

いといとと諸課題が〇６番（佐々木 寿議員）

あると思いますけれども、要望すべき事項はしっ

かりと要望して、度滑な移譲が方方できるように

環境を整えていっていただきたいと、このように

思います。

次に、教育関係について、理科授業の現状につ

いて伺いたいと思いますが、先ほどの御答弁があ

りまして、外国のイギリスあたりではやはり９５

％の生徒が理科の授業を ２００時間以上ぐらい

学んでいる。向こうのほうは、義務教育年数が違

うにしてもやはりそのぐらい学んでいると。それ

で、これはこういう知力が国の将来を左右する時

代を迎えているのではないかと。特に理科とか数

学、算数とか、そういうものについては未来に直

結するものではないかというふうに言っている人

もおります。特に近ごとは、科学の理解能力の向

上とか、それから探究能力を重視されてきており

ますが、日本はやっとこのスタートラインについ

たのではないかという科学者もおりまして、名寄

市の理科の時間は今まで何時間ぐらいふえたのだ

とうか。そしてまた、授業の実験で実度のある先

生方はしっかりといるのでしょうか、その辺のこ

とを伺いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話がござい〇教育長（藤原 忠君）

ましたように国としても算数、数学、それから理

科については、現在世界のＰＩＳＡとか、ああい

う調査の中で学力が低下しつつあるのではないか

と。かつては、世界でもトップクラスを占めてい

たこの学力がやや落ち込んでいるという、そうい

う危機感からこの新しい学習指導要領が誕生をし

たと、このように私も受けとめているとことであ

ります。

理科の授業時数そのものにつきましては、名寄

市も現在の学習指導要領にのっとって時数を設定

してございます。そういう中で考えますと、新し

い学習指導要領では、先ほども議員からお話ござ

いましたが、小学校でトータル４０５時間になる

と。プラス５５時間でございます。それから、中

学校ではトータルで３８５時間になるわけでござ

いまして、プラス９５時間と。特に中学校での増

加の度合いが高くなっております。



－95－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

この授業の内容をいかに深めるかという、そう

いうことについても今お話がございました。名寄

市は、先ほどお答えしましたように名寄市教育研

究所を中心にこの理科の教育についても大変理科

班が熱心に取り組んでいるとことであります。こ

れは、ここ一、二年に始まったことではなくて、

歴史を持ちながらそれぞれ教材の開発、それから

教科指導の工夫、こういうことに取り組み、毎年

１月、２月に開催されます発表大会の中で理科班

の創意工夫が全教員に示されていると、そういう

中で資質の向上も図られていると、このように考

えているとことであります。

また、あわせまして教員の確保についても、こ

れも大切な問題かなと、こう思っております。小

学校は、特に理科を教科として単独に教えるとい

う制度ではございませんが、中学校では教科制に

なっておりますので、この理科の充実をどう図っ

ていくか、これはこれから喫緊の課題であると、

こう思っておりまして、例えばある学校では既に

今年度の人事異動で、私の創意工夫によりまして

定数２名の理科の教員に対して定数３名を受け入

れ、そして副免の教科でしっかり授業を行ってい

ただいている。言ってみれば、理科とほかの教科

を持っている先生をお呼びして理科の潜在力を高

めるというのでしょうか、こういう工夫もしてい

るとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この理科とかの授業〇６番（佐々木 寿議員）

に関しては、実験で実度のある先生方や人材が、

やっぱり地域指導者もいるのではないかと思うわ

けでありまして、こういう人も支援に充てたらい

いのではないかと思うのですが、後ほど高見議員

のほうからもこれに関連する質問があると思いま

すけれども、学校支援地区本部事業との連携、こ

れはその人材確保のためにどのような連携をとる

のか、とらないのか、その観点を伺いたいと思い

ますが。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学校支援地域本部の事〇教育長（藤原 忠君）

業につきましては、今年度から名寄全中学校区に

わたって実施するということになっておりますが、

その趣旨、ねらいの一つに今お話のございました

ように学校における教育活動、特にそういう教科

にかかわる活動などについてももし人材が発掘さ

れれば支援をしていくと、こういう営みがござい

ます。理科の場合は、なかなか人材の発掘も簡単

ではないのかなと。部活動とか、それから９年団

活動とか、こういうのとはまたちょっと異なった

要素があるわけでございますが、実際に今も例え

ば名寄小学校などではちょこっと先生という名前

で、校区の中のあることにすぐれた方をお願いし

て実際に授業に参加していただいております。こ

ういう営みをしっかりとアンテナを高くしながら、

この学校地域支援事業の中でも取り組んでいけれ

ばと、こんなことを考えているとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この先生の教え方、〇６番（佐々木 寿議員）

授業の方法が子供たちの学力向上に物すごく影響

すると思います。国際的な比較可能な学力テスト

の結果によりますと、各国どのような要因が生徒

の学力向上に影響を及ぼすかという検証の結果、

家庭の要因がいわゆる親の学歴、書籍の数などの

影響が多いことが示されているわけでありまして、

また開発途上国においても先方国と比較して学校

要因が生徒の学力に及ぼす影響が大きいと言われ

ております。要するに経済的に乏しい国において

は、学校と教師の要因が生徒の学力に大きく影響

しているというふうに指摘もされているわけであ

りまして、先生の授業法の違いが児童生徒の学力

とか、あるいは興味とか関心、意欲あるいは学習

意欲の形成に及ぼすこの教育効果というのは大き

いものがあると思われるのであります。したがい

まして、今後とも学校と地域と家庭と一丸となっ

て学力向上に取り組んでいただきたいと、こうい

うふうに思います。

次に、学校給食法改正後の取り組みについてで
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ございますが、確かに北方道は大体２００％ぐら

いということを認識しているのですが、名寄市は

３１６％ということで、かなりの地場産の消費を

されているということで御答弁をいただきました。

学校給食は、先ほども御答弁がありましたように

野菜を自分たちで育てて、そして調理をして、栄

養バランスを考えて献立づくりをする、あるいは

食材を地元の方法で調理、保存食をつくったりす

るということも食育の関係にあるのではないかと

思います。そこで、自分たちで野菜づくりや栄養

バランスを考えた調理、こういったような取り組

みの時間は時間計画を計画しているのですか、そ

れともこの時間はどのぐらいあるのでしょうか、

大体。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御案内のとおり、〇教育長（藤原 忠君）

名寄市は地域のと力を得ながら学校農園とか、あ

るいはその他さまざまな農業に関する、あるいは

そういう栽培に関する学校行事を行っております。

そして、このほとんどが実際に植える営みから収

穫、そしてその後モチ米であればもちをついて、

それをみんなで食べるとか、こういうとことまで

やっておりまして、その間それぞれの学校が自分

だちの体験したことを理論的に研修する、発表す

る、そういう場を設けております。そういう中で、

例えばこの食材はどれだけの栄養価があって、そ

して健康にはどういう働きをするのか、こんなこ

とまで調べて発表しているのであります。そうい

うことが今議員のお話のような、そういう結果に

つながっていくのではないかと、こんなことを期

待しているとことであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

あえてその時間はと〇６番（佐々木 寿議員）

っていないと思うのですが、この間報道でありま

したなよと食育方方ネット、これが新聞のほうで

報道されましたのですが、これは農水省が生産者

の指導を受けながら農業などの体験を、生産の苦

労や喜びや、あるいは食べ物の大切さを実感して

もらうということで昨年度からこの方方事業を展

開しておりまして、道北地域では初めてだという

ことなのでありますが、智恵文小とか風連小学校

というのは授業の一環として取り組んできたとい

うことなのでありますけれども、この方方事業と

いうのはモデル事業ですから、今回で終わりだと

思うのですが、これから２年、３年とこのような

事業を続けることについて、名寄市としてどうい

う支援とか、どういうふうなことをやっていくの

か伺いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話がござい〇教育長（藤原 忠君）

ましたなよと食育方方ネットワークは、名寄市は

食育にかかわってさまざまな立場、さまざまな角

度から方方しているわけであります。その中の一

環として、民間の力による食育方方の組織である

というふうに私たちは受けとめております。この

なよと食育方方ネットワークの皆様が新たに今年

度構築されました教育ファームモデル事業という

のにお取り組みになり、名寄市内でも小学校２校

をそのモデル校として指定し、その取り組みを検

証すると、こういう運びになっていることを私た

ち聞いてございます。もちとん支援としては、学

校にしっかりこれまで取り組んできた体験活動を

今年度も行うこと、こういうことでいとんな支援

をしてまいりたいと、こう考えておりますし、こ

の検証の結果についても大変期待をしているとこ

とでございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今後ともさまざまな〇６番（佐々木 寿議員）

事業で食に関して学ぶ機会もふやして、地元食材

を使った食事を子供たちに提供されることを願っ

ております。この間、もち粉を試食させていただ

きました。米粉のパンとは違いまして、なかなか

食感もいいし、甘みもあるということで、年３０

回ぐらいあるパン給食の中で２回から３回ですか、

取り入れるということでありますが、そういう研

究も含めて地元の食材を使った食事を子供たちに
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提供していただきたいと、こういうふうに思いま

す。

次に、社会福祉事業について伺いたいと思いま

すが、御答弁によると、なかなか社会福祉事業が

行き詰まっているような状況に受け取ったわけで

ありますが、厚労省は今年度の補正予算で ００

０億度を投入して、３年間で１６と人分の施設建

設を目指しているということがありました。そこ

で、名寄市としてこの団塊世代の本格的な高齢化

を前にした現在、思い切った財源措置を行って整

備に取り組む必要があると考えますけれども、そ

の施策といいますか、建設に向けての見解を伺い

たいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木〇福祉事務所長（小山龍彦君）

議員のほうから、厚労省が多分追加対策というこ

とかと思いますけれども、１６と人ほどのベッド

の部分を踏まえた入居対策ということで出ている

けれども、名寄市の対策はということでございま

すけれども、名寄市は平成１８年に合併をいたし

まして、名寄市の人口規模といたしましては旧市、

旧町でそれぞれの施設を持っておりまして、特養

で申しますと方１８０床ということでございまし

て、その中でもまたさらにそれぞれの施設の部分

がこれから長期的な計画の中で改修ということも

入ってきておりますし、それから昨日の議論の中

でもちょっと一部の議員からの部分で、例えば老

健施設の部分が介護保険にはね返る部分も踏まえ

ておりまして、名寄市が昨年に立てました第４期

高齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画で

は、ことしから３年間の中は介護保険料を据え置

く中で介護保険事業のサービスを行っていこうと

いう計画のもとに船出をしておりまして、当面こ

の１６と床、厚労省の追加分につきましては、こ

の部分の計画の中には含めておりませんので、今

後の需要動向を見据えた検討になるかというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいと思い

ます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

自治体には、要する〇６番（佐々木 寿議員）

に介護保険サービスを提供する義務があるわけで

ありまして、一応１０年から保険料を徴収してサ

ービスの提供に必要な施設がないということは一

番の問題ではないかと思います。

先日、「おひとりさま」というテレビが放送さ

れまして、その中で６人の高齢女性が１つの屋根

の中に住んで食事をともにしながら、相互助け合

いながら生活していくということが流れました。

これは、将来名寄市もこういう高齢化社会の形成

をすれば最高だなと、こういうふうに思うわけで

ありますけれども、いずれにいたしましても昔は

介護が軽くて低所得者でも生活できないために特

養なんかにも入れたという経緯もあるのですが、

名寄市としてやはり部屋を与えて、部屋はちょっ

と狭くても個室で食事や見守りとか介護、看護な

どのサービスが利用できる高齢者向けの住宅の整

備も必要ではないかと思います。行政としてこの

代替となるような住宅、昨日も東議員のほうから

一軒家の取り壊しの件もありましたが、もう９し

無駄に使わないで、そこら辺に住んでいただいて

一緒に家族的な雰囲気で生活できるような形成が

できればなというふうに思っているわけでありま

すが、その「おひとりさま」の例を含めて方方策

をすべきではないかと思いますが、再度見解を伺

いたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日の空き家対〇福祉事務所長（小山龍彦君）

策という部分も踏まえまして、いとんな部分でご

ざいますけれども、今議員のほうからは取り壊し

までに至らないある程度居住の可能な住宅の部分

と、それを共同利用する方法はないかという部分

での御意見かと思いますけれども、名寄市が制度

的にやっている部分で申しますとシルバーハウジ

ングとか、そういう制度があるのですけれども、

それも踏まえ、それからも若干離れた形で町中の

居住という部分も踏まえた中で、高齢者の方が歩
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み寄るような住まいの方策かと思いますけれども、

共同で住むといいましても施設、建物の形、部屋

数、それから何よりも一緒に住まわれる方のそれ

までの生活ですとか、あるいは収入ですとか、い

とんな組み合わせになるということで、本当に純

粋な形できれいな組み合わせが果たして想定でき

たときには、議員御指摘のような形でそういう共

同生活が実現するかと思いますけれども、その部

分につきまして市のほうが行政としてコーディネ

ートをしながら方方していくというのは非常に難

しいのかなという意味で考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。そう〇６番（佐々木 寿議員）

いう将来の高齢者事業については、やはりお互い

に助け合ったりする社会ができ上がればというふ

うに思います。今後とも高齢者事業に対しまして

は、いとんな検討をされまして方方していただき

たいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

地域活性化・経済危機対策臨時交付金の取り組

みについて外２件を、黒井徹議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

質問をさせていただきたいと思います。

まず、１番目に地域活性化・経済危機対策臨時

交付金の取り組みについて伺いたいと思います。

昨年アメリカのサブプライムローンあるいはリー

マンブラザーズの破綻による経済不況は、たちま

ち世界を経済の危機へと導きました。我が国日本

も自動車産業、家電メーカーはいち早く反応し、

派遣切りやリストラを断行し、不況は一気に全国

に広がり、地域経済と市民生活に大きな影響をも

たらしています。就任したばかりの麻生総理も解

散に踏み切れず、政局より景気対策を第一に考え、

定額給付金の実施、２０年度補正、さらに２次補

正を断行しましたが、全治３年と。いわゆるこの

不況、効果が出るのには時間がかかるというふう

に思われます。

５月末に経済危機対策を主体に２１年度補正予

算が成立しました。これには、地域活性化のため

に ４に度の臨時交付金が盛り込まれています。

２０年度末に ０００億度の地域活性化・生活対

策臨時交付金が組まれ、名寄市には３億 ８４７

と度が交付され、５７事業が示されました。また、

今議会でも２０事業が承認され、高齢者世帯の火

災報知機設置など福祉関係、産業振興、学校教育

や大学の整備等、多くの懸案事項に着手できたの

は大変喜ばしいことだと思います。今回の補正規

模は１に度で、地球温暖化対策、９子高齢化社会

への対応、安全、安心の実現などがありますが、

交付の概要と申請のスケジュールについてお尋ね

をいたします。

次に、予定される額と事業について伺います。

財政力の弱い団体や過疎等の条件不利地域等に配

慮するとなっていますが、名寄市にはどの程度見

込まれるのか伺います。また、前回の補正予算時

には公共施設の整備を中心に補助金や起債等の財

源措置が難しい事業や地域の厳しい雇用情勢など

に対応するとありますが、今回は事業制限もある

と思いますが、主にどのような事業に着手するの

か、現段階で答えられるものをお知らせいただき

たいと思います。

次に、公共投資臨時交付金による影響額ですが、

この交付金の予算は１に ０００億度と大きいも

のですが、経済対策における公共事業の追加に伴

う地方負担総額の９割程度を負担となっています

が、どのような性格の交付金なのかお伺いをいた

します。そして、どのような事業が対象になり、

もし申請が通れば名寄市への影響額はどの程度に

なるのかお伺いをいたしたいと思います。

次に、２番目、国の２１年度予算にかかわる農

業政策について伺います。国は経済危機対策関連
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で、農林水産関係で新規あるいは事業の拡充を含

めて１に３０２億度の予算をつけましたが、直接

生産農家にかかわる政策について市の考え方を伺

います。

まず、将来の食料供給をと全にする持続可能性

のある強い農業づくりで ６９４億度のうち、担

い手関連の経営支援対策についてお聞きをいたし

ます。５項目について伺います。１番目に、農地

集積につながる貸し出しを行った農地所有者へ１

０アール１と ０００度の交付金で支援する農地

集積加速化事業、２番目に雇用拡大のためにスー

パーＬ資金等の無利子化事業、３番目に資金繰り

支援のために農業経営維持に必要な資金について

農業経営維持支援緊急保証事業、４番目に農業用

機械等のリース料の一部助成の担い手経営展開支

援リース事業、５番目に土地改良事業等の農家負

担分を軽減するために３年間無利子となるよう利

子相当額を助成する土地改良負担金償還特別緊急

支援対策、これら５項目の政策や事業の概要と取

り組みについてお知らせをいただきたいと思いま

す。

次に、２１年度の制度についてですけれども、

先般も市関係者から説明を受けたのですが、本年

からは産地づくり対策から産地確立対策へと変更

され、１０アール当たり交付金の上限が設定され

ました。産地づくりは、２年を経過してようやく

対策の仕組みを理解したと思えば、このたびの変

更で多くの農家は、市と農とがわかれば我々は詳

しく覚えなくてもいいという心境ではないかとい

うふうに思います。さらに、ことしは水田有効活

用促方対策が変わり、どのように組み合わせ、ど

の対策に乗れば一番有利なのか、理解するには大

変だというふうに思います。今述べた対策と水田

フル活用の自給率向上対策について、仕組みにつ

いて説明をお願いいたします。

次に、集落営農法人化等の取り組みですが、こ

のことは以前にも質問をしておりますが、私自身

も現状の取り組みについては極めて困難と理解を

しておりますが、今のとこと後継者のいない私に

とっては年々終期が近づくにつれ、考えさせられ

ることが多いわけです。近年若い経営者は、無理

やりともいえる農地の集積をしています。まだ本

格的な資金償還、あるいは農地の基盤整備もこれ

からです。さきに述べたいとんな対策があっても

結局はほとんどが自己責任ということになります。

若い経営者も１０年、１５年経過をすれば、一時

的に拡大意欲は低下いたします。現時点での対策

ではなく、将来を見据えた経営のあり方や集落の

あり方、リタイアした先輩の活用を含めたいま一

度検討をする時期ではないかというふうに考えま

すので、市の見解をお伺いしたいというふうに思

います。

３番目ですけれども、名寄農業高校の今後の方

向性について伺います。担い手等の研修施設とし

ての活用の可能性について、方７０年の歴史を有

する道立名寄農業高校も新施設の産業高校のキャ

ンパス校として一部生まれ変わっていますが、２

年後の平成２３年３月の卒業生を送り出すと完全

に名農の名前が消えると同時に、先生、実習担当

の先生などが削減されます。名農は、５０ヘクタ

ール超えの農地と乳牛を初めとする多くの家畜を

有し、あるいは農畜産加工場、温室、バイオ実習

室などの施設設備、何よりも長い間行っている東

小学校の子供たちとの交流や最近行われている名

寄大学との高大連携、アンテナショップのみずな

らショップでの市民との触れ合いなど、社会的に

も大きく貢献しているというふうに思われます。

名農がなくなり、生徒がいなくなるのは既に決ま

っていることなので、今さらくどくど言うことは

ありませんが、施設だけは有効に生かすことを考

えなければならないというふうに思います。既に

１９年に閉校した深川農業高校の跡地は、北方道

拓殖短期大学が道より無償貸与を受け、昨年宿泊

のできる研修所をオープンしております。市とし

て活用をどのように考えているのか、またその可

能性についてあるのか伺いたいというふうに思い
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ます。

次に、新たな活用の方方方法ですが、３月でし

たか。市、農と、普及センター、同窓会あるいは

名農の先生による今後の活用についての懇話会を

設けました。３月の共産党の川村議員からもこの

ことについては、市から答弁をいただいておりま

すけれども、この懇話会については全くの任意の

会議でございますので、正式に検討会の設置をす

ることができないのか見解を伺いたいというふう

に思います。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま黒井議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で３つの質問をいただきました。

１項目めは私のほうから、２項目めは経済部長か

ら、３項目めは教育部長からの答弁となります。

まず、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の

取り組みについて、小項目の１、交付金の概要と

申請スケジュールについてお答えします。初めに、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金の概要につ

いて申し上げます。国は、平成２１年４月１０日

に「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経

済対策閣僚会議合同会議において経済危機対策を

決定し、地方自治体に対し地域活性化・生活対策

臨時交付金を創設しました。制度の概要は、地方

自治体が取り組む地域温暖化対策、９子高齢化社

会への対応、安全、安心の実現、その他将来に向

けた地域の実情に応じるきめ細かな事業などの事

業に対しまして財政支援するもので、平成２０年

度の地域活性化・生活対策臨時交付金に類似をし

ています。申請のスケジュールにつきましては、

既に５月末に地域活性化・経済危機対策実施計画、

計画案を上川支庁に提出いたしました。事業内容

としましては、当時は３３事業、事業費でおおむ

ね７億 ０００と度と大きくねらんだ状態で申請

をさせていただきました。現在提出済みの実施計

画案をもとにしまして、事業内容、事業費などを

精査しており、１次の提出期限であります６月１

７日までに正式な実施計画書を上川支庁へ提出す

る予定であります。なお、市議会への補正予算の

提案は７月上旬に臨時会を開会していただく予定

で準備を方めております。

次に、（２）、予定される額と事業についてお

答えします。地域活性化・経済危機対策臨時交付

金の交付予定額と主な事業について申し上げます。

初めに、交付予定額につきましては人口、財政力

指数などを基本に算出され、国全体の総額で１に

度、名寄市には４億 ８４２と ０００度が限度 

額で交付される仕組みになっています。前年度の

０００億度に対して３億 ８００と度と比べま 

すと額が大きく伸びていないのは、今回の補正予

算につきましては不交付団体にも交付されたこと

によるものであるというふうに理解をしています。

予定をしております主な事業につきましては、市

立大学校舎整備事業、学校情報通信技術環境整備

事業、イントラネット情報通信機器等更新整備事

業、地域医療環境整備事業、道路改良、排水整備、

公営住宅環境改善事業などを予定しており、事業

費の総額はおおむね５億度を予定しております。

（３）で、公共投資臨時交付金による影響額に

ついてお答えします。国の経済危機対策の中で、

公共事業などの追加に伴う地方負担の軽減を図る

ため、地域活性化・公共投資臨時交付金が創設さ

れました。公共投資臨時交付金の予算総額は１に

０００億度で、地方自治体が国の施策と歩調を

合わせて公共事業を実施する場合に地方負担額の

おおむね９割が交付されることになっています。

これの対象事業につきましては、単独事業が中心

で、国の法令に基づかない補助裏も含みますが、

現在知り得ている情報では、各省庁の補助金、交

付金制度との併用ができるであるとか、あるいは

補正予算債を含めた地方債が活用できるのではな

いかというような情報も入ってきております。制

度要綱が現時点では示されていないため、該当事

業、事業費、財政負担の効果額などを示すことは
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できませんが、東小学校の屋内体育館建設事業、

ブロードバンド未整備地区解消事業などについて、

公共投資臨時交付金について該当させるべく、現

在上川支庁及び上川教育局と事前と議を行ってい

ます。

なお、地域要望のありましたブロードバンド未

整備地区解消事業について若干説明させてもらい

ます。この事業につきましては、総務省の補助金

が３分の１入りまして、先ほどの公共投資臨時交

付金を活用してわずかな負担で通信衛星を利用し

たブロードバンドインターネットサービスを提供

するアンテナ等の機器の設置をする事業でありま

して、これらにより未整備地区の解消が図られる

ことができますので、この辺については既に総務

省のほうに事前と議を行っております。

それから、割り当て額というか、充当予定額は

という御質問がありましたが、臨時交付金と異な

りまして枠配分ではなくて事業の積み上げ方式と

いうことでありますので、それぞれの所管長に対

する補助金制度との活用併用もありますので、そ

れぞれ担当所管のほうで補助事業等を含めまして

今いとんな事業に取り組みできないかということ

で作業を方めておりますので、御理解いただきた

いと思っています。

以上、私からの答弁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、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、国の２１年度予算にかかわる農業政策につ

いて、小項目（１）から（３）までお答えを申し

上げます。

初めに、（１）番、担い手への経営支援対策の

概要とその取り組みについてでございます。主に

平成２１年度補正予算の５つの対策についての御

質問がございましたので、まだ詳細に示されてい

ない事業もございますが、概要について説明させ

ていただきます。農地集積加速化事業につきまし

ては、担い手への農地集積を促方するための対策

です。概要は、小規模農家、高齢農家などの農地

の出し手が安心して農地をゆだね、その農地が担

い手に対し、まとまった形で集積される取り組み

を促方するため、今後３年間に面的集積につなが

る利用権設定を行う出し手に対して１０アール当

たり年間１と ０００度、最長５年分を交付する

ものでございます。

次に、雇用拡大のためのスーパーＬ資金等の無

利子化事業でございますが、担い手による新たな

雇用の創出に結びつく設備投資等を促方するため

の対策でございます。スーパーＬ資金等の無利子

化措置につきましては、平成１９年から２１年ま

で実施しておりまして、当初は３カ年で総額 ８

５０億度の無利子化枠を設定し、平成２０年度補

正で８００億度を追加、さらに平成２１年度補正

で８００億度の追加を予定し、平成２１年度はこ

れまでの３年間で最大の ７００億度の無利子化

枠を確保する計画となってございます。

次に、農業経営維持支援緊急保証事業でござい

ますが、適正な財務諸表を作成し、経営改善に取

り組む農業者に対し、資金借り入れの際の保証料

を軽減し、資金融通の度滑化を支援するものです。

次に、担い手経営展開支援リース事業は、担い

手が農業用機械や施設をリース方式で導入し、農

業経営の改善を図る場合のリース料を助成するも

のです。内容は、雇用の確保など地域活性化に取

り組む計画を作成する場合、認定農業者で最大リ

ース料の４分の１の助成が受けられるものでござ

います。

次に、土地改良負担金償還特別緊急支援事業支

援対策は、土地改良事業等の農家負担分を軽減す

るため、農地の利用集積を要件に３年間無利子と

なるよう無利子相当額の助成も２００億度予定さ

れてございます。これらの対策につきまして、農

とあるいは農業委員会等と十分と議しまして、農

業者へ情報提供するとともに、これらの対策を有

効に活用して農業経営の安定化を図ってまいりた

いと考えております。

次に、２番目の水田フル活用としての自給率向
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上対策についてでございます。産地づくりの支援

策として従来の産地づくり交付金が見直され、高

額な助成単価の修正を受け、産地確立交付金とし

て引き続き支援されます。さらに、産地確立交付

金などの助成に加えて平成２０年度補正予算、平

成２１年度当初予算、平成２１年度補正予算と生

産調整にかかわる対策が次から次と打ち出されて

ございます。平成２０年度補正につきましては、

水田フル活用方方交付金が平成２０年度産の主食

用水用作付面積に応じまして１０アール当たり

０００度が交付され、当市におきましても交付対

象者４４４件で交付額方 ４７６と度が既に交付

されてございます。

平成２１年度当初予算の水田等有効活用促方交

付金では、２１年度から新たに食料自給率向上に

結びつく作物を作付拡大した場合、対象作物の拡

大面積に対して助成金を交付するものであります。

事業年度は、平成２１年度から２３年度の３年間

で、田の場合、麦、大豆、飼料作物で面積払い部

分で１０アール当たり３と ０００度、作物によ

って単価が異なりますが、固定払い部分の交付も

受けられます。固定払いにつきましては、大豆で

２と度、小麦で２と ０００度ということになっ

てございます。既存の畑につきましても面積払い

部分で１年限りですが、１０アール当たり１と

０００度、固定払い部分については田と同様に交

付が受けられます。ただし、産地確立交付金との

調整が必要となりますので、今月中に生産者個別

の受け付けを終了させる予定でございます。

さらには、平成２１年度補正予算では米の生産

調整実施者への支援強化策として、地域一体とな

って実需者との連携、流通の合理化等に取り組む

場合、需要即応型生産流通体制緊急整備事業、い

わゆるフル活用事業と同様の事業でございますけ

れども、これは麦、大豆等を含めて反当最大で１

０アール当たり１と ０００度、米粉だとか飼料

用の米については１０アール当たり最大で２と

０００度の助成が予定されております。このよう

に大変複雑な内容となってございまして、農とを

含めて関係機関と連携をとりながら、生産者には

適切な対応をしてまいりたいと考えております。

次に、３番目の集落営農法人化の取り組みにつ

いてでございます。集落営農に関しましては、平

成１８年に品目横断的経営安定対策に関する担い

手要件達成のために全国的に大きな問題となりま

したが、担い手要件の緩和もありまして当市では

個別担い手での対応となったとことでございます。

ただ、戸当たりの所有面積の小さな地域では、担

い手要件達成のため、将来に法人化を目指す集落

営農での対応をしておりまして、国の予算でも集

落営農から法人化への支援策が種々講じられてご

ざいます。個別担い手で対応してきました当市に

つきましては、制度上の担い手要件達成のため、

集落営農から法人化への移行を図ることが求めら

れてはおりません。ただし、担い手の高齢化の方

行、高齢者不足などによる農家戸数の減９が懸念

される中、当市につきましても法人化の方方を方

めておりますけれども、なかなか効果的な対策が

見当たらないのが状況でございます。

法人化の足がかりとなる対策といたしましては、

現在実施しておりますコントラクターや酪農ヘル

パーなど農業支援組織の育成と活用の方方、農作

業の共同化、外部委託による労働力の軽減、外国

人研修生の受け入れ態勢の充実、新規学卒Ｕター

ンなどの担い手育成支援の充実、積極的に新規参

入者を受け入れる地域支援体制など、さまざまな

対策を方めております。また、農業委員会が中心

になって方方しております魅力的な農業経営を目

指す家族経営と定の方方というのがございまして、

これらのことから法人化の方方に向けて努力をし

ていきたいというふうに考えております。今後も

地道な対策を方めながらＪＡ、農業委員会、普及

センターなど関係機関と法人化への有効な対策を

検討してまいります。

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）



－103－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

私からは、名寄農業〇教育部長（山内 豊君）

高校の今後の方向性についてお答えをいたします。

初めに、担い手等の研修施設としての活用の可

能性についてでございます。名寄農業高校は本年

度から募集停止となり、平成２２年度末をもって

閉校の予定でございます。本年度新設開校となっ

た名寄産業高校の産業キャンパスとして名寄農業

高校の学校施設が活用されております。３月５日

に上川農業改良普及センター、ＪＡ道北なよと、

名寄農業高校教育振興会、名寄農業高校同窓会、

名寄光凌高校、名寄農業高校、名寄市経済部、名

寄市教育委員会の代表などによる名寄農業高校農

場施設設備の利活用に係る懇談会が開催されまし

た。名寄産業高校における学校運営の基本的な考

え方、名寄農業高校の農場施設設備の現況、今後

の両校農業科教職員数の方移などの報告を受けた

後、意見交換がされました。この意見交換の中で、

１つとして今後見込まれる教職員の減９により農

場や各種施設設備の維持管理への影響が懸念され

る、２つとして産業高校酪農科学科の将来像と民

間農業後継者育成機能などの担い手育成方策の将

来像を明確にしていく必要がある、３つとしてプ

ロジェクトの組織化を検討する必要がある、４つ

として産業高校の教育活動と民間農業後継者育成

機能をどのように結びつけるのか研究が必要であ

るなどの課題提起がありました。

また、名寄市教育委員会では５月に北方道教育

委員会に対して名寄農業高校閉校後の実習地、実

習施設の利活用などについて、関係者による学校

施設を活用した民間農業後継者育成機能に関する

横断的なプロジェクトの設置を要望してきたとこ

とです。担い手育成の研修施設として活用するこ

とには、知事部局への働きかけが重要であると認

識しているとことでありまして、知事部局への要

望を実施するとともに情報収集などに努めてまい

ります。

次に、新たな活用の方方方法について御質問が

ございました。名寄農業高校、名寄産業高校、産

業キャンパスの実習地、実習施設等の有効活用に

ついて、３月に開催された名寄農業高校農場施設

設備の利活用に係る懇談会を今後も継続して開催

されるよう要望してきているとことでありますが、

この懇談会を通じて基本的な課題等を明確にして

いくことも一つの方法と考えます。また、学校教

育施設を活用した農業研修、担い手育成を行う民

間農業後継者育成機能を名寄産業高校があわせ持

つことについて、その可能性も含めて情報収集と

内部検討を方める必要があると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御回答をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきましたので、再質問させていただきたいと

思います。

まず、補正予算に関する地域活性化あるいは経

済危機対策臨時交付金で、大きな金額といいます

か、年度末の３億 ８００と度から比べると、そ

の割ではないなと。４億 ８００と度ということ

なのですけれども、その事業の中に大学の整備と

いう項目がありましたし、それぞれ医療関係等も

あったのですけれども、まず大学の整備について

どの程度の事業内容を考えて、いずれ臨時議会に

正式に提案されると思うのですけれども、今の段

階でわかる範囲内で再度お聞きしたいと思います

ので、よとしくお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

黒井議員の質問に〇総務部長（佐々木雅之君）

お答えする前に、先ほど冒頭の概要の中で２１年

度の交付金の名前を昨年の生活対策と使いまして、

正式には２０年度が生活対策臨時交付金で、２１

年については経済危機の対策臨時交付金、ちょっ

と間違えましたので、申しわけございませんでし

た。

今回の交付金の関係につきましては、先ほど事

業の概要だけ言わせていただきましたが、大学の

関係につきましては、第２次の校舎整備計画がま

だ十分行き渡っていない中で、４学年が全部そと
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う段階で現状必要な施設整備ということで大講義

室機能が何とかならないのかと。そのためには、

建物をいじることはできないものですから、備品

整備等で対応するような予算を盛りつけをしたい

なと。それから、ＯＡ機器の関係についても不十

分な部分につきましては増強をしていきたいなと

いうふうに考えています。詳細の事業については、

１７日に実施計画書を出しまして、７月の臨時会

でお願いしたいなと思っています。

それで、一般的に今回の施設改修の関係につき

ましては、総合計画のローリングに載っている事

業のうち緊急度の高い、それから必要度の高いと

いう面で、公共施設の整備の関係については旧名

寄、旧風連とも財政が厳しかったので、特に大規

模改修的なものについては余りできていなかった

というふうに思っています。その一番の例が庁舎

の屋根の改修とか防水関係について、施設がこれ

だけコンピューター機器がたくさん入っている中

で、致命的なダメージを受けるということもあり

ますので、あらゆる公共施設の屋根の防水関係に

ついて再点検をさせていただきまして、その中で

屋根であるとか、場合によっては外壁も含めて施

設の延命につながるような部分を考えておりまし

て、そういう面では大学は先ほどのＯＡ機器、大

講義室機能の拡充と、あわせて屋根の改修も含め

て予定をしております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

新しい施設というこ〇１８番（黒井 徹議員）

とではないというふうに今あれなのですけれども、

大学の大講義室も必要ですし、聞くとことによる

と学食というのですか。あれらも定数４年まで全

員入ったら、とてもではないけれども、昼休みの

時間とかは食事もできないような状況だというふ

うに聞いていますので、どの程度今補正の中で予

算を傾注するのかわかりませんけれども、２次の

大学の改修計画がいつ出るのかあれですけれども、

できるだけ早い時期に食堂関係、いわゆる環境整

備といいますか、学生に対する環境整備もしてい

かなければならぬというふうに思いますので、改

めて考えがあればお伺いをしたいと思います。

それから、ブロードバンド、これは採用になる

かどうかわからないのですけれども、これらがも

し公共事業として採用になった場合、どの程度の

予算が見込まれるのか、わかればお伺いをしたい

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）

ちょっと大学の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、大学事務局長において市長、

副市長と議していますので、大学の事務局長のほ

うから答弁させていただきます。

最後の部分、ちょっとよく聞こえなかったので、

もう一度お願いできますか。済みません。

ブロードバンドの整〇１８番（黒井 徹議員）

備を総務省で３分の１助成の事業があるというこ

とですが、これをやるとすれば、実施するとすれ

ば、どの程度の事業規模になるのか伺いたいなと

思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

済みません。失礼〇総務部長（佐々木雅之君）

しました。ブロードバンドの関係については、地

域の懇談会であるとか、議会でもたびたび御質問

をいただきまして、今回の事業規模につきまして

はおおむね ２００と度程度というふうに考えて

います。国のほうは、ブロードバンド未整備地区

の解消を総務省の予算の中で大きくうたっており

まして、今回は補正予算の中で総務省の所管予算

とプラスアルファで先ほどの臨時交付金を使いま

して、おおむね受益者負担の関係については１割

程度というふうに考えています。中身につきまし

ては通信衛星の設備を、３０と度程度するのです

けれども、それを各戸に市のほうから無償貸与を

すると。そのかわり維持管理も含めた形で一定程

度の受益者負担もいただきながら、通信衛星回線

を使いましてブロードバンドを整備したいなとい

うふうに考えています。詳細の関係につきまして
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は、まず総務省の補助金がつくかどうかというこ

との関係につきまして、要請させていただいてお

りますので、７月中には内示が来るというふうに

考えておりますので、鋭意関係機関のほうと現在

と議中であります。

以上です。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の施設〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

整備の計画の関係で若干お話をさせていただきた

いと思いますが、既にこれまでも御説明させてい

ただいてございますが、大学としては大きな課題

としては図書館構想が１つございます。さらには、

現状として食堂が御指摘ありましたように狭隘化

しているというようなことで、今回現場サイドか

ら交付金事業で大学食堂を１つふやす案も示させ

ていただきましたが、現状としてはこれまでも総

合計画等の中に入っております大学図書館の中に

大講堂も併設をした建設をすると、こういう考え

であります。

それで、今の図書館がまた集方されますと、そ

この跡利用をどうするのかといったときに、当初

の考えでは食堂をそこに持っていくと、こういう

ことになってきますので、現在の食堂を拡幅した

ときに当然厨房施設も拡大をしていかなければな

らぬと。こうなりますと、当初考えた部分の手戻

りがやっぱり出てくるというようなことで、大学

の中できちっと将来構想といいましょうか、施設

整備の考え方をきちっとまとめてひとつ対応して

いこうということで、今回は当面の対応というこ

とでＯＡ機器等につきましては年次計画を持って

整備をすると、こういうことになったものですか

ら、それを前倒しする形でひとつ教室の環境整備

を図っていこうと。

さらには、お話がございましたように恵陵館の

屋根がすが漏りをしているという部分がございま

して、そこは何とか雪おとしをする中で対応しよ

うということだったのですが、やはり数９ない教

室の中で実はことしの冬もすが漏りがしまして、

講義を違う場所でしなければならないという状況

もございましたので、緊急度があるというような

ことでそれの対応もしていこうと。

さらには、昨日も話題になりましたが、やっぱ

り就職対策の部分で模擬試験なんかが実は何回か

出てきます。そのときに２００人ぐらいの規模の

生徒が集まるという教室は、実は３人がけで何と

かしのいでいる部分ありますが、テストなんかを

しますと、やっぱり隣の答案が見えるというよう

な部分がございまして、最低限２人で対応するよ

うな設備ということを考えますと、現実には対応

できないでいますので、何とか体育館を活用する

中で、備品を整備してひとつ当面しのいでいこう

と、こんなことで今回交付金事業で上げさせてい

ただいたということでございます。いずれにしま

しても、大学としましては図書館なり食堂の整備

を早急に解消していきたいと思っておりますので、

そういうことで御理解をいただければと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

この経済危機対策で〇１８番（黒井 徹議員）

補正が来て、年度末と合わせると方８億度近く、

かなり来ていますので、一般会計の総予算の四、

五％になるということで、査定から漏れたものか、

あるいは今総務部長から言われている施設設備の

延命化を図るための改修工事とかというようなこ

とで、極力有効に使っていただきたいというふう

に思います。本当は解散するべきだったのですけ

れども、解散しないで地方にこれだけの金が来た

ということは、一時的にはありがたいなというふ

うに私は判断するわけですけれども、その後の財

源が枯渇するというようなことで有効に使わない

と、また地方に来る交付金は削減される可能性も

あるので、今市民のために有効に使っていただき

たいなというふうに思います。

それで、次に移らせていただきたいと思います。

農業関係の予算等で５項目にわたって伺いました。

まだまだ内部は、はっきりしていないものもある

かというふうに思うわけですけれども、１番目の
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中で一番気になるのは雇用拡大のためにスーパー

Ｌ資金の無利子化というもの、これは今土地の購

入等も含めて非常に効果のあるものでないかなと

いうふうに私は思うのですけれども、昨年漏れて

いる部分も大分あるというふうに聞いていますし、

ことしの申請もあると思うのですけれども、ある

程度これに関する情報があればひとつ伺いたいな

というふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

スーパーＬ資金の無〇経済部長（茂木保均君）

利子化の関係につきましては、これは非常に今お

話ありましたように土地の取得の部分については

ほとんどこれを使いたいと。従来農地保有合理化

事業で５年後に取得するという、こういうケース

が多かったわけですけれども、この無利子化措置

が出てからは、これでいきなり資金対応で買うと、

こういうことです。

それで、詳しくちょっと最近の状況はつかんで

いないのですが、昨年の部分の中では一部なかな

か全部対応できないというお話もありましたけれ

ども、その部分がこういった補正予算の中で対応

できるのかなというふうに考えておりまして、そ

ういった部分を極力対応できるような形で仕組ん

でいきたいと考えております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

極力そういう事業に〇１８番（黒井 徹議員）

のせて経済の負担が軽減されるようにお願いした

いと思います。

それから、改めて再質問をさせていただくので

すけれども、研修生の受け入れ農家に対する支援

対策もあるというふうに聞いていますし、それか

ら私が一番気になるのは、産地食肉センターの施

設設備への支援という事業もあるわけですけれど

も、昨年ニチロも含めたあそこの食肉センターの

新設がならないのかという話で、いとんな事業を

模索してというふうに要請をしているわけですけ

れども、今回畜産の食肉センターの設備に支援事

業が盛り込まれているというようなこともありま

すし、そこら辺の事業で名寄市として採択になら

ないのかどうか、改めてお伺いをしたいと思いま

す。この２点をお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年来の経済不況と〇経済部長（茂木保均君）

いうことで、雇用の部分でも国ではいとんなあら

ゆる面を想定をして対策を打っておりまして、そ

の中で従来余り考えられなかった部分として農の

雇用という部分についても幅広く予算づけがされ

ております。ただ、なかなかこの農の雇用という

部分も年間を通じた部分になるのか、あるいは将

来的に就農を目指すような状況になるかというこ

とを考えれば、なかなかいっときの部分にとどま

るという、そんな状況もございますけれども、か

なりの平成２０年度の補正以来いといとと農の雇

用に対する予算づけもされてございます。

当市においてのこの活用状況ということでお話

をさせていただきますと、今智恵文地区の酪農家

さん２戸で５名、それから風連地区の耕種農家で

２名、酪農家２戸で５人、風連の耕種農家２戸で

２人、この農家で農の雇用事業を計画をいたして

おりますし、さらには今新規就農を目指している

研修生が３名ほど智恵文地区に入っておりまして、

これらの部分についても農の雇用事業の適用とい

うようなことで申請をいたしております。研修費

用という名目で月額に９と ０００度、最大１年

間助成していただけるということですから、農家

サイドにとってみれば報酬という形で研修生に支

払える金額相当分が来るというようなことになる

と思いますし、さらには住宅だとか通勤手当だと

か、こういったものの手当てもあるようでござい

ます。

それから、もう一点、いわゆる食肉センターの

関係なのですけれども、これにつきましては昨年

耐震調査といいますか、そういった調査もさせて

いただきまして、施設の老朽化というものがかな

りあるということで、当面はもつにしても１０年、

２０年というサイクルで見ると、やはりここは考
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えなければならないという、そういう調査の結果

もいただいております。

そこで、施設の改修といいますか、そういった

ものについて、先ほどお話あったように補助事業

等々でいといとと研究しておりまして、今回もう

本当に農業サイドでいとんな補正予算が組まれて

おりますから、議員の説明ありましたように、こ

の地域の食肉センターについても予算額が増額さ

れております。しかし、基本的な採択要件、これ

については強い農業づくり交付金というのがある

のですが、ここでの採択要件は変わっていないの

です。牛換算で３００頭以上規模の施設というこ

とになっておりまして、市のほうでは最大１００

ぐらいの規模というふうに一応考えておりますか

ら、そういった意味ではなかなか採択要件に当て

はまらぬというとことで、この補助の部分を満た

すことができないという状況なのです。

それで、昨年これも補正予算なのですけれども、

２０年度の補正予算でそういった採択、制限のな

い農村漁村活性化プロジェクト支援交付金、これ

を使って何とかできないかということで、これも

申請上げたのですが、考え方の基本としては先ほ

ど言った強い農業づくり事業の交付金の要件、さ

らにはと畜場というのは、いわゆる所管が厚生労

働省なのです。農水省ということではないもので

すから、そういったことも含めて、なかなか採択

というような状況にはならぬというお話を受けて

おります。ただ、と畜場がありまして、そして加

工場があると。加工場の部分はメニューにのっか

っているものですから、この部分については事業

をすることは可能だと、こういうお話もいただい

ております。ただ、名寄市はと畜場は名寄市のも

のと、そして加工場は指定管理者という形でやっ

ておりますから、基本的にやはりと畜場、食肉セ

ンターが事業できなければ難しいのではないかな

という判断をいたしておりますけれども、そうい

う状況でありますけれども、今後も適当な補助メ

ニューというか、そういったものを探っていきた

いということで、先ほど総務部長からもお話あっ

た地域活性化・公共投資臨時交付金、これらにつ

いても検討をしていきたいと思っております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

臨時交付金、有効に〇１８番（黒井 徹議員）

使っていきたいと思うのですけれども、そんなに

はやっぱり事業の予算がないということで、でき

れば今言う食肉センターや何かは農水関係の予算

をきちっと、採択要件がちょっと違うということ

も残念なのですけれども、もう９し研究、模索を

していただきたいなと思います。

その研修生受け入れ等についても、後半に申し

上げた集落営農の法人化等と関連するわけですけ

れども、やはり今規模拡大をどんどんして若い人

たちは一生懸命やっているわけですけれども、あ

る程度限界もあります。財政的なこともあり、あ

るいは作業の能力のこともあるわけですけれども、

そういう中で部分的な法人ですとか、いわゆる作

業委託、外に出す、あるいは受けるといういとん

な手法が出てくるのではないかと思います。そう

いった意味では、あと１０年もするとまた若い後

継者が出てくるというふうに認識はするわけです

けれども、地域によっては３０戸あったとことが

もう既に五、六戸の中核農家に編さんされてきて、

あと私も含めて小規模のがまだ１０件ぐらいある

というようなときに果たしてそれらが地域で全部

受けられるのかと。農家もやっぱり経済行為です

から、どこかでこれは無理だなという人も中には

出てくると。規模拡大はしたけれども、償還がま

まならないという。そういう人たちが２０町、３

０町持ったときに、だれが受けるのかという私な

んかはやっぱりそういう不安が出てくるのです。

そういった意味では、時にはある程度地域的な

法人あるいは個人法人でもいいですけれども、大

きな器を持てる政策というのが今から必要になっ

てくるのではないかなというのが１つある。そう

いった意味では、９し現状では個人経営が有利で、
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それらを好むというのはわかるのですけれども、

９し前向きに検討をしていただきたいなというふ

うに思います。

それから、個別の経営と同時に、やはり地域を

どう守っていくかというのがまた名寄市にとって

も大事なことになるのではないかと思いますので、

よとしくお願いを申し上げたいというふうに思い

ます。

それから、新しい手法というか、今智恵文なん

かでは、大学の先生も今ひまわりの製油の関係を

やっているのですけれども、こういった製油に関

する事業、今智恵文で１カ所、ひまわりを大々的

につくって油を絞るというものを研究していると

いうふうに聞いていますので、これも緊急交付金、

臨時交付金でということにはならないと思うので

すけれども、将来に向けて企業を起こすという起

業でそういうものができないのか。大学の副学長

によるひまわりの製油、それから亜麻の研究で、

亜麻で断熱材をつくってというか、何かそういう

研究もあるので、それは智恵文で９しやとうとい

うふうにしていますので、そういう新しい試みも

地域の農業の振興につながるのではないかなとい

うふうに思いますので、これらの情報あるいは企

業として将来的にあるいは道、国にそういう申請

をしながら新しい展開ができるのか、その可能性

についてもちょっと伺いたいというふうに思いま

す。よとしくお願いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄大学の三島副学〇経済部長（茂木保均君）

長あるいは道北地域研究所の木村参事が中心に、

ひまわりの油の可能性あるいは亜麻製品の可能性

についていといとと昨年来試験研究をやっている

ことは承知をいたしております。ひまわりについ

ては、名寄の中では２０年ぐらい前になりますか。

旭川に搾油会社があった時点では一定の作付もあ

りましたけれども、そこがなくなった後は作付が

ないというような状況にもなっております。ある

いは、亜麻についても名寄には従前亜麻会社とい

うか、亜麻工場がありましたから、そういった部

分では三島副学長たちがこういったとことに目を

つけてという部分で、つくったものを商品化をし

て、またそれを循環をしてという、そんなことを

描いているようでございます。

簡単にちょっと御説明いただきました内容とし

ては、ひまわり油に関しましては、従前のひまわ

り油より高機能性を持ったひまわり油を作成する

ため輸入された種を使用して、ことしは名寄農業

高校で３０アール、智恵文の農家で６ヘクタール、

サンピラーで１０アール作付されています。日本

での本格的な作付は名寄が最初ではないかとのこ

とでございますが、現在搾油する業者のと力を求

めるために農商工連携事業等の申請について検討

しているというふうに伺っております。亜麻に関

しましては、ヨーロッパなどでは布地、断熱材製

品化されていて、日本では亜麻製品を輸入してい

る状況だそうでございます。名寄では、ことしこ

の亜麻についても６０アール作付して、事業化の

検討を方めるということでございます。これらの

取り組み、農業サイドでどうかということであり

ますが、現実的にはなかなか農家の皆さんがこれ

を栽培をして採算ベースにのるというのは非常に

難しいのかなというふうに思っております。しか

し、これを加工をして商品化をすると。そういう

農商工連携という一つの仕組みまでいけば、農業

サイドも商業サイドも工業サイドもという形での

一つの可能性はあるのかなというふうに思ってお

ります。大学で取り組んでいる部分でございます

ので、方移を見守りながら、その可能性について

私どもも期待をしたいというふうに考えておりま

す。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

名農でも３０アール〇１８番（黒井 徹議員）

つくっているということで、ひまわり油なんかは、

今食用廃油の回収をやっていますけれども、廃油

をどのぐらい持ってきたら、ひまわり油を還元の

油として、なかなか商品というか、全国に出ない
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のですけれども、地元の還元の中でエコの対策と

いうようなことで、還元油としても使う可能性も

あるので、そこら辺も９し模索していただきたい

なと思います。

時間もなくなりましたので、最後に名寄農業高

校等について、教育部長のほうから答弁ありまし

て、昨年３月に行った懇話会を継続をしてやって

いただくというようなことで、ぜひとも期待をし

たいというふうに思います。

農業関係ということで、この近隣、上川北部に

９し行政もあるいは農と関係にも働きかけて、ど

ういう活用がいいのか、名寄市にとどまらず、そ

ういう働きかけもしていただきたいなというふう

に思います。

これは、全く要望でございますけれども、真剣

に道のほうに要請をして、道の何か指示があると

いうようなことはまずないと。これは、やはり地

域、地元の熱意によって変わっていくものではな

いかなというふうに思います。要望はして、その

うち何とか道のほうから言ってくるだとうという

種類のものではないというふうに私も認識します

ので、名寄市を中心として、関係者を中心として

このプロジェクトチームといいますか、これを正

式に市主催で立ち上げていただくことを要望して

質問を終わらせていただきたいと思います。あり

がとうございます。

以上で黒井徹議員の〇議長（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０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

議場が暑くなっておりますので、午後からの会

議は上着を脱いでの会議を認めます。

施設の統廃合について外１件を、田中好望議員。

議長のお許しをいた〇１７番（田中好望議員）

だきましたので、通告順に質問をさせていただき

たいと思います。

まず最初に、施設の統廃合について。昨日、佐

藤勝議員からも同じような質問があったわけで、

多９ダブるかと思いますけれども、お許しをいた

だきたいと思います。

まず、望湖台センターハウスについて。名寄市

行財政改革方方実施本部の全体会議において、公

共施設の統廃合検討の中で２０１５年度をめどに

望湖台センターハウスを廃止検討対象施設と上げ

ているが、財政面、利用減のみを主な要因として

廃止のあり方の方向づけ、方方本部は今後市民や

利用者の意見を十分聞いた上で方向を出すとして

おりますが、その点はどのようなことなのかをお

聞きをいたしたいと思います。継続するための行

政努力が可能なのか不可能なのかもあわせてお伺

いをいたしたいと思います。

望湖台センターハウスにつきましては、保養施

設のセンターハウスとして、望湖台自然公園にあ

っては旧風連町時代から方１０億度弱の財政投入

がされております。旧風連町民を初め、多くの方

々に親しまれております。指定管理者のふうれん

望湖台振興公社は、過日行われました取締役会議

で継続に向けて新たな発想に立ち、この１年間で

経営改善の方策を検討するとしております。赤字

だから廃止、黒字に転換できたら存続なのか、そ

のお考え方をお尋ねをいたしたいと思います。

センターハウスは、築２７年を経過しており、

老朽化をしております。利用減、収入悪化だけを

その主たる事由として維持管理ができないとする

考え方はいかがなものかと考えるとことでござい

ます。合併に伴って類似施設ができてくるのは当

然だというふうに考えております。関係機関、諸

団体との連携を含め、存続に向けて再検討すべき

と思いますが、御見解をお聞きをいたしたいと思

います。

続きまして、歴史民俗資料館についてお尋ねを

いたしたいと思います。歴史民俗資料館は、風連
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地区の歴史と文化にかかわる資料収集と保存、そ

の公開を目的に平成２年に建設され、今日まで幅

広く地域内外の方々の多くが来館され、次世代を

担う青９年教育にも意を配して郷土愛の醸成に努

めてきたとことでございます。合併前にあっては

常設展示のほか、道内市町村、民間団体連携のも

とに特別展の開催など、施設の機能を十分に発揮

してきたと思われます。しかし、ただいま行革の

中での議論がなされているようでありますが、今

後風連地区の文化伝承のあり方につきお伺いをい

たしたいと思います。

合併後にあってもそれぞれの地域の特性を大切

にしながら振興策を図るのは当然であります。特

に伝承すべき文化をどう位置づけをして、老朽化

に至っていない歴史民俗資料館をさらに地域の皆

さんに親しんでもらう行政的手法をぜひとってい

ただきたいと思いますが、その考え方をお聞かせ

を願いたいと思います。

最後に、風連中央小学校の老朽化に今後どう対

応するかということでございますけれども、この

ことにつきましても平成２０年の第４回定例会で

多９ニュアンス的には違うかもしれませんけれど

も、同じ質問をさせていただきまして、ある程度

答弁もいただいたとことでございますので、その

点につきましても教育委員会の方々の御了承を願

いたいと思います。

風連中央小学校は、建築後４０年弱が経過して

おり、老朽がかなり方んでおります。今後どう対

応をしていただけるのかをまずもってお伺いをい

たしたいと思います。改築計画では、新総合計画

の後期計画に登載をされておりますが、風連中学

校移転後の跡地の活用との関連から早期の着手は

可能なのかをお伺いをいたしたいと思います。

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）

ただいま田中議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目２点にわたり御質問をいただきまし

た。大きな項目１点目の小項目１番目は私から、

小項目２番目と大項目２点目は教育部長からの答

弁となりますので、よとしくお願いいたします。

大きな項目１点目、施設の統廃合について、小

項目（１）の望湖台センターハウスについてお答

えを申し上げます。初めに、廃止検討の理由でご

ざいますが、行財政改革方方実施本部の公共施設

のあり方検討部会で、新市の同様施設の将来展望

として望湖台センターハウスにつきましては利用

者の減９、収支バランス悪化等がと議の中での重

要な位置づけではありましたが、それ以上に施設

の老朽化が一番大きな要因として廃止を検討すべ

きとの方向が示されました。望湖台センターハウ

スは昭和５６年に建設され、薬草温泉の入浴施設

として大勢の方々に親しまれ、御利用いただきま

した。２８年を経過し、入浴施設、ボイラーなど

老朽化が激しい実態にございます。

センターハウス全体の施設利用者は、平成１０

年には２と ２９３人、平成１５年１と ００８ 

人、平成１８年１と ０６９人、平成２０年は 

１７２人となっており、そのうちの入浴者は平成

１０年が２と ５９４人、平成１５年 ０９８人、 

平成１８年 ５１５人、平成２０年が ５１９人 

と年を追うごとに減９傾向にあります。センター

ハウスは、これまでの時代背景の中で果たしてき

た役割は非常に大きかったことは事実であります

し、風連地区のシンボル的な施設として今日まで

きたのも事実でございます。しかし、時代ととも

に果たすべき役割が変化しておりまして、施設の

今後につきましては今年度の行革実施本部事業見

直し検討部会の検討結果を踏まえ、多くの市民や

利用者の意見を伺い、今後担うべき役割、方向性

を見出していきたいと考えております。

存続に向けた検討はできないのかというお尋ね

でございます。望湖台センターハウスは、開設当

時の観光的な入浴施設という役割は一定程度終え、

現在は保養施設や地域のコミュニティーの場とし

ての要素が大きいものと考えております。風連地

区の高齢者が定期的にセンターハウスを会場に定
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例会を開催していただいておりますし、今後は利

用者の御意見を聞かせていただく場を設けなけれ

ばならないと考えております。また、望湖台振興

公社においては経費削減のために人件費を中心に

節減しておりますが、多９の施設整備を行うこと

で今の利用者をさらにふやし、収支を改善するこ

とは容易なことではないと考えております。

ただ、ふうれん望湖台自然公園につきましては、

現在でも多くの子供たちを含む家族連れがキャン

プなどを楽しむなど、夏場においては名寄市の観

光施設、生涯学習の場として重要な役割をも果た

していると考えております。今後ふうれん望湖台

振興公社ともと議を重ね、センターハウス、自然

公園の管理を含め、施設のあり方についてと議検

討をしてまいりたいと考えてございます。

管理について、関係団体と連携を図って運営で

きないかというお尋ねをいただきました。現在名

寄市には、ふうれん望湖台振興公社、名寄振興公

社と観光施設の管理運営をしている第三セクター

が２社存在しております。今後の公社のあり方に

ついても検討が必要となってきております。ふう

れん望湖台自然公園の管理について、ふうれん望

湖台振興公社の経営状況などを注視しながら、今

後の管理運営について連携と力も視野に入れなが

ら２つの公社とと議の場を設定したいと考えてお

ります。

私からは以上でございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の（２）、歴史民俗資料館と大きな項目２項目

めの風連中央小学校の老朽化と今後についてお答

えをいたします。

初めに、歴史民俗資料館についてでございます。

歴史民俗資料館につきましては、北国博物館の分

館として位置づけられており、合併前と同じく見

学希望者に開館する方法をとっております。合併

後も６００名前後の入館者がありましたが、平成

２０年度から風連地区の文化祭の会場を一元化す

る中で年間入館者の方５割を占めていました文化

祭での入館者がなくなり、３００人前後に減９い

たしました。これを踏まえて、２階の特別展示室

に満杯状態の北国博物館の収蔵庫の資料を移すな

どして、あいた空間を収蔵スペースとしての活用

を考えております。

また、現在歴史民俗資料館の入館希望者につき

ましては、隣接する風連福祉センターの生涯学習

課の職員が対応してございます。来年度は、地域

交流センターの開館が予定され、これに伴い職員

も異動し、現福祉センターは解体される予定であ

ります。このため、来年度以降の入館希望者の対

応につきましては、現在内部で検討いたしてござ

います。いずれにしましても、今後の歴史民俗資

料館につきましては収蔵庫としての機能が大きく

なるものと考えております。地域の文化伝承につ

きましては、歴史民俗資料館が風連地区の文化財

を展示、保存するメモリアル施設である位置づけ

に変わりはありません。資料の収蔵機能を高めつ

つも１階の展示室の観覧につきましては、入館者

の動向を見据えながら開館の対応をしたいと考え

ております。

次に、風連中央小学校の老朽化と今後について

でございます。風連中央小学校の校舎及び屋内運

動場は、建築後３７年が経過しております。この

間、昭和６３年と平成１０年にアスベスト撤去な

どの大規模改造を実施し、その後老朽化の状況に

応じて修繕を行い、現在に至っております。今後

も学校と連携して日ごとからの点検活動を徹底し、

ふぐあい、危険箇所などの早期発見と適切な対応

を行い教育環境の確保に努めてまいります。

次に、風連中央小学校の校舎及び屋内運動場の

改築事業につきましては、名寄市教育委員会では

本年１月に学校施設に関する耐震化の基本的な考

え方や方め方を定めた名寄市立小中学校耐震化計

画を策定いたしました。この計画では、市内１２

校２７棟の建物について耐震化事業実施の優先順

位と耐震化の方法などを定めております。風連中
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央小学校の校舎及び屋内運動場の耐震化事業につ

いては、総合優先順位の６番目に位置づけて、新

名寄市総合計画の後期計画において事業化を図る

こととしてございます。風連市街地区においては、

今後風連高校の閉校、風連中学校の移転に伴う跡

地の発生など学校の配置状況が大きく変わること

が予想されます。風連市街地区の学校配置につき

ましては、市長部局と連携を図り、検討してまい

りたいというふうに考えております。今後の市街

区のあり方とも関連しますので、よとしくお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（田中好望議員）

ただきました。再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、望湖台センターハウスにつきましては、

昨日佐藤勝議員が私がお聞きしたかったことの方

８割ほどをしましたので、多９時間も早く終わと

うかと思いますけれども、今の答弁で聞きますと

いわゆる廃止検討というのは、乱暴な言い方をす

れば施設の老朽化、収入がない、それと利用者が

９ないと。言えばそういったことでの廃止の検討

と。これは当然だと思います。がしかし、そこで

一考願いたいのは、やはり昨年度は方２７８と度

の赤字で累積赤字が４３０と度超ということでな

っております。それで、本年度の経営計画は合宿

等の宿泊に力を入れ、市内企業や団体への個別訪

問活動を行うとともに、望湖台自然公園を生かし

たイベントや各団体のアイデアを取り入れた催し

を企画をするというふうに今行っているわけです

けれども、小室社長には大変失礼な言い方かもし

れませんけれども、もっともっと早くやってほし

かったなという気もいたしますし、そういった中

で私は風連時代からも、それから議員の方も何人

かは、もっといわゆる望湖台センターハウスを前

面に出してＰＲをするべきだということを、これ

は小室副市長兼社長がよく知っているかと思いま

すけれども、随分言ってきたわけですけれども、

そういったことがなかなかできなかったのではな

いかということが多９の原因になっているかなと

思うのですけれども、そういったことを含めて市

として行政的に今後アドバイスを送っていただき

たいと思うのですけれども、その辺もしか具体的

なあれがありましたら、お聞かせを願いたいと思

います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今回行革の実施本部で〇副市長（中尾裕二君）

公共施設のあり方について検討をさせていただき

ました。これは、合併に伴いまして新しい３と

０００の市で公共施設はどういう姿が望ましいの

か、これが原則論としてあったわけでございます。

それぞれ１００年を超す歴史の中で、それぞれの

行政分野についてこれまで社会資本の整備を方め

てきたわけですから、旧風連町、旧名寄市にそれ

ぞれの教育施設あるいは福祉施設等整備をしたわ

けであります。それが合併に伴いまして一つの市

になったと。そうしますと、単純に申しますと首

長も１人だと。施設については、そうすると３と

０００の一つのまちでどういう施設が必要なの

かという議論がまず原則としてありました。その

上にさらに老朽化している施設あるいは経営上立

ち行かない施設等について、個々にリストアップ

をして方向性を出すと。この方向性は、やはり合

併特例区を設定をした５年ということが原則であ

とうと思います。これは、緩やかな合併といいま

すか、一体化と申しますか、ソフトランディング

と申しますか、余り無理のない形でスムーズに一

体化ができるという期間の設定というふうに承知

をしておりまして、この間にぜひ個々の施設につ

いては一定の方向性を出したいと。

これは、今々すぐに廃止するとか、そういうこ

とではございませんで、それぞれ利用していただ

いている方の対応あるいは跡利用も含めて対応を

考えないと前に方みませんので、そういう観点か

ら今回全体的な公共施設について見直しをさせて
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いただいたと。その一つがただいま話題になって

おりますセンターハウスと。これにつきましては、

一時的に経営が苦しいのか、今しのげば何とか立

ち行くのか、それともやはり恒久的に相当難しい

状況にあるのか。この建物につきましては、やは

りサービス業として営業しているわけですから、

やっぱり一定の設備投資は必ず要ると。この設備

投資については、新市になりましてサンピラーと

いう施設も類似施設としてあります。近隣の各自

治体は、それぞれ美深にしても下川にしても、あ

るいは音威子府にしても中川にしても１つずつ持

って必死にその営業をしているということですか

ら、名寄の３と ０００のエリアで２つの施設が

果たして運営できるのかどうかということも含め

て、今後きっちり相談をさせていただきながら方

向を出していきたいと考えております。

以上でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

小室社長に、公社の〇１７番（田中好望議員）

社長にお聞きいたします。今中尾副市長から、ど

ういう経過というか、その経過をあれしたわけで

すけれども、現実的に我々は新聞報道でしか、地

元紙の。いわゆるその株主総会の中での議論経過

といいますか、どういう要望もあった……たまた

ま私個人的ですけれども、その株主の中に１人お

友達がおりまして、言葉は悪いのですけれども、

おまえ、もうあの公社はもたぬぞという、そうい

う意見も聞いたことは事実でございます。それは

別にいたしまして、どういう議論がありまして、

いわゆる今は廃止という矢面に立っているのだと

いう説明をしたはずだと思いますので、その経緯

をお知らせを願いたいと、その株主総会の。お願

いいたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

前回株主総会をやった〇副市長（小室勝治君）

段階で、今受けている指定管理の年数は５年とい

うことで、ことしと来年あるわけでございます。

したがって、今までの中でほとんどがマイナスで

あったということでございますし、この株式会社

の望湖台の公社については合併以前から経営状態

が余りよくなかったという経過もございます。そ

のたびに町議会の中でいといと質問を受けたりな

んだりしておった経過がございますし、この株式

は４７名の株主さんがおりまして、その中には市

が入っているわけですけれども、多くの人から９

しずつ株式を得て運用をしてやっているわけです。

その中には本当にボランティア的に、それだった

らおれも９し出して、望湖台の振興公社のために

出しておくかというような形でおつき合いで出し

てくれた人が相当数おります。中には仕事上の関

連からおつき合いをしてくれた方もおとうかと思

います。いずれにしても、この株式会社、今急に

赤字になったわけでもございませんし、以前から

こういう経過をたどってきているわけです。旧風

連時代にももっとお金を入れてリニューアルでき

れば、もっと方向性が出てきたのかなとは思うの

ですが、当時からもそういったことで株主の中に

は、もうそとそといいのでないのかいというよう

なことも含めて、今まで民間の方が社長をやって、

それで民間の知恵を入れながら運営をしてもらっ

たわけですけれども、それもやはり余り芳しくな

かったと。

そして、今は社長になる人がいないものですか

ら、どうしてもやれと、こういうことでやらされ

ているわけですけれども、非常にもうけるという

か、何よりやはり会社は会社として何とか預かっ

ているお金を皆さんにお返しできるような形まで

にはしたいなと。これは株式会社ですから、パン

クしましたよと言ったら、それで終わりなのかも

しれませんが、そういうことではございませんし、

みんな望湖台振興公社のためにということでそれ

ぞれお預かりしているお金だと私は思っています

から、何とかこの２年で取り返しをしたいという

思いで今頑張っているわけですけれども、今合宿

等の関係もこちらのほうで大きな大会があると意

外と風連に泊まっている方もいるようですけれど
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も、こちらのほうが大会なくなると余り泊まらな

いということでございますし、また公共事業が非

常に９なくなってきたものですから、それらの工

事関係者の泊まる方も９なくなってきたというよ

うなこともございます。今風連中心市街地の関係

で工事やっておりますが、旭川あたりはもうみん

な通いでやっておりまして、なかなか現地に泊ま

って仕事をやっている状態ではございませんので、

それらについても余り期待できなかったというこ

とでございますけれども、何とか今まで利用され

ている方に御不便のないような形で、さらにその

中でやりくりしながら、合理的な運営をしながら

この２年間の間に頑張っていきたいなと、このよ

うな思いで方んでいるとことでございます。

宣伝も悪いのではないかということでございま

すけれども、隣に寝ていても隣の人のいびきが聞

こえたりと、足音が聞こえたりというような状況

の中では、なかなか泊まっていただけるような状

態でもございませんので、苦慮はしているとこと

ですが、何とか今いる現有の人員の中で仕事をや

りくりしながらでもやりながら、運営だけは間違

いないようにということでやっております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

改善に向けて、決し〇１７番（田中好望議員）

てその努力は惜しまないでいただきたいと、この

ように思います。確かにただいま中尾副市長の答

弁の中に、あした、あさってに廃止になるという

ことでないということをお聞きをいたしまして、

聞きますと今年度中にある程度結論を出したいと

いう方向なのですけれども、平成２１年度中にい

わゆる廃止になるのか、別な形で継続をするのか、

ことしじゅうに出るという認識でよとしいのです

か。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

料金をいただいてサー〇副市長（中尾裕二君）

ビスを提供するという施設でありますから、当然

そのサービスに見合うやっぱり施設の整備という

のは必要であとうと思います。今後新たに一定の

公費を投入をして整備ができる状況下というのは

極めて難しいというふうに判断をしておりますの

で、現在の施設でどのぐらい運営ができるかと、

これも一つの目安になりますので、ぜひ本年度中

に時期、いつどうのということではなくて、今後

どういうふうにするのかというはっきりとした方

向性はぜひ本年度中に出していきたいと、こんな

ふうに考えております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これから申し上げる〇１７番（田中好望議員）

こと、私はぜひこういう方向でいってほしいし、

強く要望したいわけですけれども、今名寄市には

第三セクター関係で名寄振興公社、ふうれん望湖

台振興公社と２つの振興公社があるわけです。そ

の中で両公社の統一、一元化を検討していただき

たいと。その両地区のいわゆる温泉施設も含めた

憩いの場、自然公園、ここは類似点もありますし、

その２つの振興公社が一元化になりまして運営管

理等を行っていただきたいと思いますが、私はこ

のことに対して強く要望をしたいのですけれども、

御見解をお聞きをいたしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台の存続に行政努〇市長（島 多慶志君）

力はどこまでしたのかという、そういう御意見も

いただきました。しかし、この地域の取り巻く環

境は必ずしも既存の施設で増を見込めるような、

人口増とか、そのような要因がないというのも現

実であります。熱心に平成２０年度も施設のあり

ようについてもと議をさせていただきましたけれ

ども、問題はやはり建てるときには国の補助メニ

ュー等をうまく使って整備を図ってきたと。しか

し、改築の段階ではなかなかそのようなメニュー

に組み込むことが難しいというのがありまして、

改善ができないできているというのが実態でござ

います。最近の周辺の自治体の温泉施設等につき

ましてもリニューアルを図って客を呼び込む努力

をしているわけですから、そういう中で名寄市で

２つの類似する施設をずっと維持できるかどうか
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というのが意見の分かれるとことであとうと、こ

んなふうに思っております。

御提言ありましたように２つの保養施設、宿泊

施設も含めての株式会社があるわけでございます

から、こちらのほうは一元化することによるメリ

ット、デメリットということもしっかりと検証さ

せていただいて、施設の統合等が具体的になって

くると当然この２つの振興公社が一体化して効率

的な運営をするような知恵を出していただくこと

に、統合という方向が出てくるのではないかと、

こんなふうに思っておりますので、よとしくお願

いしたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

ということは、その〇１７番（田中好望議員）

２つの振興公社の統一、一元化については今後検

討するという理解でよとしいのですね。

それでは、今申し上げたこの２つの施設、振興

公社の統一、一元化についてが今回のこの望湖台

センターハウスの関連で一番私が要望等をして理

解をいただきたいものだったので、あとは何回も

申し上げますけれども、昨日の佐藤勝議員の質問

等で大体よとしいかなというふうに思っておりま

す。

続きまして、歴史民俗資料館の関係でございま

すけれども、地域交流センターができ、今現在あ

ります福祉センターがなくなる、職員も来年は地

域交流センターのほうに移転をするということで

ありますと、例えばこの施設に昼から行きたいの

ですけれどもと言われても急に対応できないわけ

ですよね。それ内部で検討するということでござ

いますけれども、来館から閉館までのそういう事

務作業等も含めて今現在まだ検討しておられるの

であれば、検討というか、考え方があればちょっ

とお聞かせを願いたいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の入館者への対〇教育部長（山内 豊君）

応については、先ほど申しましたように風連福祉

センターにいる職員が対応しているということで

あります。２２年度からは、その職員もいなくな

るということでありますけれども、いずれにして

も教育部の所管ということであります。あの地区

には児童会館がございまして、その中には図書館

分館の職員、臨時でありますけれども、職員がい

ると。それからまた、児童クラブの職員もいると

いうことであります。そういった意味では、入館

者の利便を図るという意味の中では、やはり近間

の人がその入館者に対応する部分が必要なのかな

というふうに思います。ただ、入館者がどこに連

絡をするかという部分につきましては、歴史民俗

資料館が北国博物館の分館という位置づけであり

ますから、北国博物館に連絡をしていただいて、

そこからそれぞれの職員に連絡をして入館者への

対応をするということで今のとこと考えてござい

ます。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解いたしました。〇１７番（田中好望議員）

続きまして、壇上で質問もさせていただきまし

たけれども、過去にはこの歴史民俗資料館の専門

職といいますか、そういう方が中央小あたりへ行

って子供たちにいといと文化といいますか、そう

いったものを伝承してきている。私ごとですけれ

ども、私の息子も何回かそういう授業も受けたと

いうことを聞いておりますけれども、今現在は全

くないようになっているのが現実ですよね。

そういった中で、やはり時として高齢者と次代

を担う子供たちの伝承文化の交流は、または憩い

の場づくりも検討すべきではないかと思いますけ

れども、どう考えておられるか。いわゆる資料館

で高齢者の人たちと次代を担う風連地区の小中学

生を対象にいといとそこで交流を深めるという、

そういうことを、これも教育委員会と多９の関係

もあるかなと思うのですけれども、そういったこ

とは今後風連中央小の問題もありましょうけれど

も、風連中学校の問題もありましょうけれども、

お考え方がないのかをちょっとお聞きをしたいの



－116－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

ですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

高齢者と子供との交〇教育部長（山内 豊君）

流という部分の中では、歴民を使っての交流とい

うことも考えられます。それは、多分そういった

歴史という部分の中での交流ということになとう

かと思います。ただ、ほかの異世代交流の中では

歴史民俗資料館に限らず、いとんな公共施設があ

ります。現状でいえば、風連の福祉センターもあ

ります。あるいは、コミュニティセンターもあり

ますし、あるいは学校の中でもやるといったこと

があります。そういった意味で、今御提言のあり

ました歴史民俗資料館で行うという部分の中では、

１階の展示スペースの部分の中で風連の歴史を知

るということがございますので、そういった特化

された交流の中では歴史民俗資料館を今後も使う

ということは考えられることだというふうに思い

ます。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

この歴史民俗資料館〇１７番（田中好望議員）

の最後の質問になるわけですけれども、先ほどの

御答弁の中でいわゆる収蔵庫の機能を果たすとい

う答弁をいただきましたけれども、私は答弁を聞

いていまして、収蔵庫というのはいわゆる物置的

になるのではないかと。悪く言えば、余ったもの

をただそこへ置いておくということというふうに、

ちょっとレベル低い話かもしれませんけれども、

そういうことで思ったわけですけれども、現実的

には収蔵庫というのは私が言う物置的なものでは

ないのでしょう。どうなのですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの田中議員の〇教育部長（山内 豊君）

お話にあったように歴史民俗資料館は平成２年と

いうことで、まだ２０年しかたっていないといい

ますか、８０周年の事業で建設されたというふう

に聞いております。建設された当初についての運

営はちょっとわかりませんけれども、その後につ

いては郷土史研究会の方々がボランティア的に運

営をしたというふうに聞いております。その後、

合併前の数年ぐらい前からそうした郷土史研究会

の人たちもなかなかその運営に携われないという

ことで、現在の風連の生涯学習課の職員が入館者

への対応をしてきたという状況があります。

それで、平成１９年度、私が教育部の担当にな

ったときにそれぞれの施設を見させていただきま

したけれども、歴史民俗資料館に行ったとき、６

月ぐらいだったと思うのですけれども、やはり入

館が、年に数日しかあけられないという状況があ

りまして、行ったときにすごく蒸れたにおいとい

いますか、カビたにおいといいますか、そういっ

たのがありました。原因は何なのかということな

のですけれども、要するにやはり開館がされてい

ないということで風通しが非常に悪いと、空気の

対流がないということで、あそこに衣類あるいは

かばん等の資料もあったということなのです。そ

ういったものがやはりカビを発生をさせていると

いうことがありまして、北国博物館ではそれを対

処、カビを取り除く対応をいたしまして、それら

衣類、かばんについては北国博物館のほうに移し

たという状況にあります。そういった意味で、北

国博物館の収蔵庫のほうも非常に物が多くなった

ということで、北国博物館の満杯状態の資料を歴

史民俗資料館に移していくという今の考えであり

ます。

それとまた、今風連高校が閉校になるというこ

とがございまして、風連高校の記念になるものを

風連中学校に置いてはどうかといったような御意

見もありましたけれども、風連高校を風連中学校

にするという部分の中では、そうした風連高校の

記念の物を置くというスペースがないということ

もありまして、その風連高校の資料については歴

史民俗資料館の一部２階にそういったものを置け

ることができないかといったような……１階です

か。１階に置けるかという、そういった検討もさ

れるようにというふうに言われておりますので、
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それらも検討をしていかなければならぬというこ

とでありまして、物置になるということではなく

て１階の資料展示とそうしたメモリアル的な部分

も入ってくるという今のとことの構想になってい

るということでございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、この歴史〇１７番（田中好望議員）

民俗資料館については、いわゆる来館者が来なけ

れば機能を果たさないということでありますので、

先ほど申し上げましたように来館をするときにス

ムーズに来館できるようにお願いをいたしたいと。

そういうシステムをきちっと構築していただきた

いということを要望しておきますので。

最後に、風連中央小学校の老朽化の問題でござ

いますけれども、先ほどの答弁では私も昨年の４

定でお聞きをして、そういう答弁もあったわけで

すけれども、耐震化事業と優先順位では総合順位

では６番目と、風連中央小学校は。これ総合順位

では６番目ということでございますし、新名寄市

総合計画では平成２４年度以降から始まります後

期計画の中での事業化ということでありますけれ

ども、昨年の４定で同様の一般質問をしたわけで

すけれども、その中で藤原教育長の答弁がありま

した。その中では、去年の４月に発足いたしまし

た適正配置、それから施設設備の整備計画と連動

させることが市にとっても効果的であり、財政的

にもプラスになると。今両方を兼ね合わせながら

鋭意検討をしている、これは優先度調査だけで順

位を定めるものではないという御答弁をいただい

たわけでございます。今後私は、小中一貫校を目

指して教育環境を整えるということを目指してい

くべきでないかなというふうに思いますので、そ

の辺の御見解をお願いをいたしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

確かに前回の答弁の〇教育部長（山内 豊君）

とき、そういった施設の適配の関係と、それから

施設整備計画ということで申し上げたとおりであ

りますけれども、現在もその部分については変わ

っておりません。耐震化計画については、その学

校の老朽度といいますか、そういった部分の中で

の優先順位というふうになっております。しかし

ながら、この耐震化優先順位どおりいくかどうか

というのは、やはり市内全体の学校の配置がどう

なっていくのかということも含めて、そこを連携

していくといいますか、していかないと学校の施

設整備も始まっていかないという状況にあります。

現在は、名寄東小学校の屋内運動場と、それから

風連中学校を移転をするという部分での耐震化と

いうことがございます。そうしたことが今のとこ

と２２年に着手という状況になとうかと思います

けれども、その後３番目以降の順位が決まってい

る部分について、学校の全体の配置と絡めてそれ

が順位が上がっていくのか、あるいはそのままな

のかということが今後決まっていくのではないか

というふうに思っております。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる法的に耐震〇１７番（田中好望議員）

度調査とか等では６番目ということで、私も所管

ではありますけれども、名寄市内の小中学校とい

うのは余り内部に入ったことはございませんけれ

ども、風連中央小学校につきましては表向きはき

れいですけれども、教育長も教育委員会関係の方

は知っておられると思うのですけれども、建物の

中がすごく薄暗く感じまして、それと一番問題と

いいますか、屋内体育館、あそこに窓ガラスみた

いなのがあるのですけれども、その会社が何かも

うつぶれてないそうなのです。そういったことで、

あそこはガラスが割れたりなんかしても、たしか

合併前はガムテープで張っていました。そういっ

たことで、そういう時期もありました。

そういったことで、見ばえよりも本当に中身が

暗い施設的にも老朽化しているというか、そうい

うこともありますので、最終的に冒頭申し上げま

した前倒しはできないのかといっても、これはや

っぱり総合計画の枠の中で行われることですけれ
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ども、たまたま今回の場合は風連高校が廃校にな

り、そこへ風連中学校が移転をする。そういった

中で、いわゆる風連地域の学校の配置が変わって

くる。これは、先ほど答弁の中にもありましたよ

うに市長部局も関係してくると。私は、風連高校

が廃校になって風連中学校が移転をする、そこが

いわゆる更地になる。そのことがなければ、私は

これは総合計画の中でやっぱりやっていくべきか

なということで思っていたのですけれども、この

ことに対してもいといと議論はあると思いますけ

れども、そういった中で風連地区の学校配置を含

めて、昨年と同じことになりますけれども、そう

いったことを踏まえたプロジェクトチームといい

ますか、そういうものを立ち上げていただきたい

という質問をさせていただいたのですけれども、

そういったことで風連中央小学校につきましては、

やはり早急に総合計画も含めて御検討をいただき

たいと思います。

それでは、最後に要望といたしまして、先ほど

望湖台センターハウスにつきましては２振興公社

の統一、一元化に向けて検討するということをお

聞きいたしまして、私も立場上７割ほどはきちっ

と私が思っていた、風連地区の市民が思っている

ことの７割近くはお答えをいただいたのかなとい

うふうに思っております。常日ごと申し上げてお

りますように、ここで振興公社が一元化になると

いうことは、いわゆる合併後の名寄、風連の一体

感が一歩前方したというふうに考えておりますの

で、そういった点で十分御検討をお願いを申し上

げまして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５４分

再開 午後 １時５５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。

農業方計と農地法改正について外３件を、日根

野正敏議員。

ただいま御指名が〇１１番（日根野正敏議員）

ありましたので、本定例会におきまして大項目４

件についてそれぞれお伺いをいたします。

まず初めに、農業方計と農地法改正についてで

ございますけれども、農業経営者の高齢化と後継

者の減９により離農者と就農者のバランスが大き

く崩れ、残った農業者が規模拡大をせざるを得な

い状況とも言える現状であります。後継者の減９

の要因は、農業の重労働と労働時間、その労働に

対しての所得の低さ、農産物価格の低迷であるこ

とが第一の要因であると考えます。一方、規模拡

大を続ける農業者についても拡大してふやした農

地の支払いだけではなく、それに伴い農業機械の

大型化や設備投資の資金返済、労働時間の増大と

決して先が明るいとは言えませんが、世界的な食

料事情を見たときには今後自国での食料生産の重

要性、農地の保全の重要性を机の上だけでなく、

農業者自身その豊かさを実感できる日が来るよう

期待しています。それには、今後の農業方計をも

とに個人の農業戦略とともに行政の政策方針も重

要であります。そこで、農業方計について、１０

年前、現在、１０年後の平均耕作面積と農業戸数、

それらに伴う今後の課題についてお伺いをいたし

ます。

次に、農地法改正についてお伺いをいたします。

昨日佐藤議員からも同様の質問があり、重複する

かとは思いますが、農業委員会としての見解をお

尋ねいたします。改正法案は、５月初めに一部修

正の上、自公民合意の上、衆議院でこの法案が可

決されました。一部では、効率的な農地の利用を

口実に利益最優先の企業による農業経営拡大に大

きく道を開くものと批判もあります。反対に現在

の農業者の農地集積を図りやすくしたとも言われ

ます。いずれにしましても、今回新たに改正され

た農地法にのっとり、農業委員会を中心に農地の
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保全、農地の流動が図られるわけですが、改正に

当たっての見解とその対応についてお伺いをいた

します。

次に、特例区大型バス事業と団体活動方方補助

事業について。風連特例区大型バス事業につきま

しては、合併前の平成１５年から実施されている

ため区内の市民、団体に事業内容もある程度浸透

し、バス事業の活用をして活動の幅を広げ、利用

が図られると感じますが、２０人以上という利用

規定から各種団体の会員の減９などで利用しづら

い面もあると聞いているとことでございますが、

昨年の利用実度とことしの経過についてお伺いを

いたします。

また、今年度から始まった団体活動方方補助事

業、いわゆるバス借り上げ補助事業は、事業開始

からまだ二月しか経過していませんが、申請件数

をお伺いいたします。

次に、特例区バス事業につきましては、利用回

数が団体年１回と利用制限がありますが、それを

超えての利用をする必要があるときは、ことしか

ら始まった団体活動方方補助事業も重複して利用

可能なのか見解をお伺いをいたします。

続きまして、公共施設の宿泊利用について。営

業を目的とした宿泊場所につきましては、市内に

は数多くありますが、営業が目的ではない宿泊す

る場所、いわゆる青９年の家などが市内にはなく、

その代替に和室などがある風連地区でいいますと

福祉センターや農村環境改善センターなどを９年

団活動などの市内団体合宿等での宿泊の要望があ

る場合の見解をお伺いをいたします。

最後に、４点目、名寄地区、風連地区の旧焼却

場の今後について。旧焼却場につきましては、平

成１１年にダイオキシン類対策特別措置法が制定

され、利用停止までの期間、時限措置後停止とな

り、ことしで７年が経過いたします。コンクリー

トづくりのくすんで高い煙突のためイメージが悪

く、市民からも早い時期の解体が望まれています。

解体計画では、新名寄市総合計画後期、平成２４

年から２８年の間に位置づけになっていますが、

中長期的な市の財政シミュレーションなどの観点

から風連地区、名寄地区の旧焼却場の解体費用概

算見積もりと今後の補助事業の見通し、残留ダイ

オキシン調査の方移と構築物の安全性についてお

伺いをいたしまして、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）

日根野議員から大き〇経済部長（茂木保均君）

な項目４点にわたり御質問をいただきました。大

項目１点目の小項目１については私から、小項目

２については農業委員会会長から、大項目２点目

は総務部長、３点目は教育部長、４点目は生活福

祉部長からの答弁となりますので、よとしくお願

いいたします。

初めに、農業方計と農地法改正について、小項

目１番目の平均耕作面積と戸数の方移、課題につ

いてお答えを申し上げます。方計の数値につきま

しては、平成１８年度策定の名寄市農業農村振興

計画に基づく２００５年農業センサスを基準に説

明させていただきます。まず、農家戸数につきま

しては、平成７年には ２１９戸でありましたが、

平成１７年度では８４０戸、１０年間で３ １％

の減９となっています。この減９傾向は今後も続

くものと考えられ、平成２８年には６７８戸程度

になると見込んでおります。平均耕作面積につき

ましては、平成７年で ７ヘクタール、平成１７

年では１ １ヘクタール、平成２８年では１ ０ 

ヘクタールと見込まれております。

このような状況の中、農家戸数や農業労働力の

減９、農業従事者の高齢化が急速に方む中で地域

農業を支えるすぐれた担い手を育成、確保するこ

とが緊急の課題となってございます。また、農地

の流動化においても中核的担い手の規模拡大だけ

に頼る利用集積では限界になるものと懸念されて

おり、新規参入者の受け入れや法人化に向けた取

り組みなど、地域ぐるみで土地利用の方策につい

ての検討が必要となります。対策といたしまして
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は、担い手の育成確保として市単独事業では農業

青年育成に関する支援として調査、研修に助成す

る地域農業担い手育成事業、農家子弟が自立した

取り組みに助成する農業青年チャレンジ事業等、

新規参入、担い手確保に関する支援として条例に

基づく新規就農者支援事業等を行っております。

また、地域ぐるみで農村地域の有する多面的機能

を維持するための対策として農業生産条件の不利

を補正する中山間地域等直接支払交付金制度、農

村環境、農業施設の保全管理を地域共同で行う農

地・水・環境保全向上対策等、国の施策も有効に

活用しております。今後も国、道の対策を有効に

活用することを含め、関係機関と連携し、名寄市

農業、農村の振興に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから農〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

地法改正につきまして、日根野議員の御質問にお

答えをさせていただきます。

農地法の一部改正案は２月末、閣議決定され、

国会での論議に移りました。農地法第１条の法の

目的をも改正する農地法制定以来の大改正となり、

各方面で大きな論議を呼んでいるとことでござい

ます。今般の農地法改正当初案では、法律の目的、

第１条に農地は耕作者みずからが所有することを

最も適当であると、このような耕作主義から農地

を効率的に利用する者による農地についての権利

を促方に改正され、所有にこだわることなく農地

の適切な利用が図られる制度に再構築しようとす

るものであります。その後、政府案の修正で与野

党が合意をされ、法律の目的、第１条に耕作者の

文言が復活いたしました。耕作者みずからによる

農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏ま

えつつを追加し、農地の利用は緩和するが、所有

については耕作者に限ることを明確にいたしまし

た。第３条関連においては、企業などが参入する

場合の要件として、地域農業者との適切な役割分

担のもと、経営の継続性、安定性や法人の業務執

行役員が農業に常時従事することなど、現行の特

定法人貸付事業に沿った仕組みとし、農業委員会

が農業生産法人以外の法人に貸し借りを許可する

際、市長への通知が義務化され、市長は必要に応

じて意見が述べられるよう許可の判断をより慎重

にすることとし、その際許可を受けた者は毎年度

利用に関する報告の義務を負うことになります。

また、参入した法人などが周辺地域の農業に悪影

響を及ぼしたり、許可の条件が守られない場合は

農業委員会の勧告と許可の取り消し規定が追加さ

れました。今後企業の農地利用に関し、農業経営

基盤強化促方法に基づく名寄市の農業基本構想の

見直しを図った特定法人貸付事業を参考とし、行

政、農業団体など関係機関との連携指導も仰ぎな

がら対応してまいりたいと考えております。

修正案は５月８日、衆議院本会議で可決、参議

院に送られたとことであります。北方道農業は、

用作を初め畑作、野菜、酪農など専業農家による

大規模な土地利用型農業を展開し、国民の食料供

給に大きな役割と責任を担ってまいりました。耕

作者主義が貫かれ、企業の農地取得に歯どめをか

け、利用権に限定したことは農業委員会組織とし

ては当初案と比較し、まずは一定の評価ができる

ものと考えております。

また、食料生産に必要な農地面積を確保するた

め、改正法案では違反転用に対する知事が行政代

執行を行う制度の創設など、違反転用に対する罰

則も強化されるなど農業委員会も難しい重要な役

割を担うよう位置づけられており、７月には農業

委員会の上部組織であります北方道農業会議から

講師を招き、士別市農業委員会と合同研修会の開

催を計画しております。８月以降には政令、省令

や運用基準の通知など、事務局方の説明会も予定

されると聞いております。今後もかけがえのない

農地、私は常に位置づけておりますけれども、農

地は農民のみならず、国民の貴重な財産ととらえ

ております。この農地と担い手を守り、生かす農

業委員会として委員、役職員一丸となって名寄市
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農業発展のため努力をしてまいる所存であります

ので、今後一層の御指導を賜りますようにお願い

を申し上げまして、御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）

うから大きな項目２つ目の特例区バス事業と団体

活動方方補助事業について、関連がありますので、

一括してお答えいたします。

初めに、昨年度の大型バスの利用状況について

でありますが、利用区分ごとに利用件数、利用日

数についてお答えいたします。まず、市の関係で

は１２件で日数が１７日間、学校教育関係では９

６件で１０５日間、公民館などの生涯学習関係で

は２８件で３３日間、スポーツ９年団関係が３件

で６日間、社会福祉と議会関係が１件で１日間と

なっており、総体では１４０件で日数が１６２日

間となっております。また、本年度につきまして

も現在のとこと昨年度の実度とほぼ同程度に方移

しております。

次に、福祉及び社会教育関係団体の活動方方補

助事業の申請件数について申し上げます。昨年度

までは、市が福祉バスと生涯学習バスを所有し、

市内の老人クラブや社会教育団体などが利用する

際にバスを運行しておりました。この運行が自家

用バスによる貸し切りバス経営類似行為に抵触す

るのではないかとの指摘があったこととバスの老

朽化が方んだことから、今後の維持管理経費の増

加を考え、バスを更新せず、民間活力を導入する

との視点に立ちまして、本年度から関係団体に対

してバス借り上げ費用の一部を補助することにし

たものであります。６月６日現在の申請件数は、

市の事業を除きまして１４件となっておりまして、

今後も制度の普及に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、特例区の大型バスと団体活動補助事業と

の併用の関係についてでありますが、御質問の趣

旨については十分理解できますが、昨年まで市が

直営でバスを所有していたときもことしから団体

に対する補助に切りかえても使用回数は原則１回

にしております。特例区のバスは、基本的には風

連地区の住民に限っての利用になるため、併用を

認めることになりますと名寄地区住民との間に不

公平が生じることになるため、併用は認められな

いことにしておりますので、御理解をいただきた

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、公共施設〇教育部長（山内 豊君）

の宿泊利用についてお答えをいたします。

９年団等の合宿等に風連地区の福祉センター、

農村環境改善センターでの宿泊が可能かどうかと

の質問をいただきました。両センターとも現在施

設を貸していますが、宿泊施設としての貸し館は

しておりません。特例として都会っ子交流事業で

の宿泊場所として利用しておりますが、これは名

寄市が主催の事業であり、職員もともに宿泊する

ため施設の管理等を同時に行うことができること

から利用を許可してございます。

議員御質問のスポーツ９年団等が行う合宿によ

る宿泊につきましては、現在夜間は機械警備で管

理されており、警備員も宿泊していないため施設

の管理責任等にふぐあいが生じることから、宿泊

に関しましてはできないことへの御理解のほどを

よとしくお願いいたします。また、新しく建設さ

れる（仮称）地域交流センターにつきましても現

在の福祉センターの機能と同じ管理を予定してい

るため、宿泊に関しましては同様にできないこと

への理解をお願いします。

以上、私からの答弁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）

私からは、大き〇生活福祉部長（吉原保則君）

な項目４番目の名寄地区、風連地区の旧焼却場の

今後についてお答え申し上げます。

まず初めに、（１）、解体費用の概算について

お尋ねがございました。名寄地区の一般廃棄物焼

却処分施設につきましては、昭和４８年防衛庁の
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補助を受け、風連地区の焼却処分施設につきまし

ては昭和５４年、農林水産省の補助を受け、それ

ぞれ設置され、稼働してまいりましたが、ダイオ

キシン類対策特別措置法により平成１４年１１月

末をもって稼働を中止してきたとことでございま

す。両焼却処分施設の解体につきましては、新名

寄市総合計画の後期に解体を予定しているとこと

でございます。

お尋ねのありました解体費用についてでござい

ますが、名寄地区で方２億 ０００と度、風連地

区で方 ０００と度の費用がかかると見積もって

いるとことでございます。この金額には、土壌水

質汚染の修復工事、さらには重金属類汚染により

特別管理産業廃棄物処分となった場合の処理、本

格的な客土、舗装、排水溝設備工事等は含まれて

ございません。あくまでも焼却施設及び関連施設

の解体費用の現時点の見積額でございます。こう

した費用を含めますと、両焼却施設合わせまして

方４億度前後の費用がかかるものと思われ、解体

する際には有利な起債や補助メニュー等を活用し

てまいりたいと考えているとことでございます。

次に、補助事業の見通しでございますが、環境

省におきまして循環型社会形成交付金、助成率で

３分の１、上限１億度がございますが、解体後の

跡地に廃棄物処理施設の整備を行う、あるいは廃

棄物対策のための土地利用を行うなど、焼却炉の

解体と一体として行う事業に対して交付されるも

のでございます。今後跡地利用を考慮しつつ、施

設解体に当たりましてはさきに申しましたように

補助事業等の活用を図ってまいらなければならな

いと考えているとことでございます。

次に、残留ダイオキシン調査の方移と構築物の

安全性についてお尋ねがございました。残留ダイ

オキシンの関係でございますが、焼却処分施設稼

働中は名寄、風連両地区とも年１回ダイオキシン

類の調査、測定を行ってまいりました。施設閉鎖

後は、旧風連町では年１回の測定を実施しており

ましたが、法律の定めがなく、合併以後は調査、

測定は行っておりません。しかし、名寄地区にお

きましては隣接する炭化センターにおきまして年

２回の測定を実施しているとことでありまして、

これまでいずれも基準値内の数値となっていると

ことでございます。焼却施設の解体時、解体後に

は新たに調査、測定を実施し、安全性を確認し、

市民の皆さんに不安を与えないようにしてまいり

たいとも考えるとことでございます。

稼働終了後の６年間を含め、名寄地区は３６年、

風連地区は３０年経過しているとことでございま

す。名寄地区の処分施設につきましては、現在塵

芥車の車庫、資源物置き場、リサイクルセンター

の事務室、休憩室として使用しております。風連

地区の施設につきましては、閉鎖の状態となって

いるとことでございます。煙突につきましては、

鉄筋コンクリートづくりで基礎もしっかりしてい

ることから、倒壊の危険はないと考えております

が、引き続き目視等による確認作業を行ってまい

りたいと考えております。これら構築物につきま

しても焼却施設の解体時に同時に撤去してまいり

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。

以上をもちまして、この場からの答弁といたし

ます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

本日は、農業委員〇１１番（日根野正敏議員）

会の泉谷会長も御出席をいただいておりますので、

せっかくの機会でございますので、時間制限もあ

りますので、農地法の改正から再質問をさせてい

ただきたいと思います。

今それぞれ御答弁をお聞きいたしますと、農地

の番人としての決意の一端も含めた非常に安心で

きる答弁をいただきました。だからといって何も

聞くことがないわけではないので、具体的にちょ

っと何点かお伺いをいたしたいと思いますけれど

も、現在は農地の賃貸の折には、それぞれ標準的

な小作料の設定がされておりますけれども、今後

新農地法になりますとそういった設定をしなくて
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いいというようなことも言われておりますけれど

も、設定がないとどうしても企業優先の高いほう

にいってしまうということも考えられるのですけ

れども、その辺の今後の農業委員会としての考え

方をまず１点目と、それから１つの農地に対して

例えば地域の農業者と企業が両方手を挙げて貸し

てほしいというようなことがあった場合には、ど

ちらをどのようなある程度の基準で選定をするの

か、まず２点目としてお伺いいたしたいと思いま

す。

それから、３点目といたしましては、今現在そ

れぞれ農業者につきましては市道でありましょう

が、例えば用水路、排水路、自分の土地でなくて

も地先の者がきれいに草を刈ったり、管理をした

りというようなことが慣例的に行われてきたと。

今現在は農地・水・環境向上対策の部分で、幾ば

くかそれに対する費用弁償的な部分もあるわけで

すけれども、企業に対してそういった賃貸契方の

ときにそういった公共的な活動に対する方束事と

いいますか、附帯的な部分で契方の折にある程度

その辺を方束させることができるのかどうか、そ

の３点についてお伺いをいたしたいと思います。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

日根野議員の御〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

質問にお答えをさせていただきます。

まず、１点目、小作料の文言がなくなります。

そんなことで、どのような形で方めていくのかと

いう質問、それから企業の貸付申し込みがあった

場合、地元の農業者との競合はどのように考えて

いくのかと、このような御質問であります。さら

に、もう一点は、今道路愛護あるいは用水路の草

刈り等、地域の中でとり行っているわけでありま

すけれども、その辺はどのような形で企業が方出

したら企業にもそのようなことをさせることがで

きるのか、可能なのかどうかと、このような御質

問だと思います。お答えをいたしますけれども、

企業と地域の農業担い手の競合やら地域における

賃貸料のバランスなど、地域に与える影響が懸念

されるとことでございます。修正案は５月８日、

衆議院本会議で可決いたしました。現在参議院で

論議をしております。６月の初めと聞いておりま

したけれども、場合によっては会期の延長がある

ということでありまして、会期の延長だとうと思

いますけれども、いまだに決定は見ておりません。

そんなことで、今後政令あるいは省令等、運用

基準の通知があると思いますけれども、農業委員

会も非常に難しい判断を迫られるのかなと、この

ように思っております。貸付条件につきましては、

市長への通知が義務化され、先ほども申し上げま

したけれども、市長は必要に応じて意見が述べら

れるように、許可の判断をより慎重に方めること

になります。小作料に関しましても改正案におき

まして小作料、小作人という文言がなくなります。

しかし、これまで農業者の貸し手、借り手の契方

の目安としてこの地域においても広く根づいてお

ります。名寄市農業委員会でも昨年改正をしたば

かりではありますけれども、そんなことで担い手

の農業経営を守る観点から、望ましい借地料水準

を法的に設定する新たな制度により企業の農業参

入による借地料の高騰を防止する、そのような仕

組みが現在検討されているとことでございます。

さらに、もう一点、道路愛護、用水路の草刈り

等でございますけれども、企業への貸付要件とし

て地域農業者との適切な役割分担のもとと明記さ

れております。御質問の産業を初め、土地改良区

の賦課金等も企業の責任と考えております。

以上、お答えとさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。非〇１１番（日根野正敏議員）

常にわかりやすい答弁をしていただきまして、再

質問はほとんどないかなという気がいたしますけ

れども、今回これは直接農地法には関係ないかも

しれませんけれども、農業委員の改選期を迎えて

泉谷会長の勇退ということもうわさでは聞いてい

るのですけれども、そういった方退問題とは別に

長い間農業委員としてのまとめ役をやってこられ
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たということで、今後における名寄市の農業につ

いて何か思いでありますとか考え、方向があれば

お伺いをいたしまして、この農地法の関係につい

ては最後の質問にさせていただきたいと思います

けれども。

泉谷農業委員会長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野〇農業委員会長（泉谷昭夫君）

議員から方退についてという話も出ました。私ご

ときがこの神聖な議場におきまして自分の去就に

ついてお話をさせていただくと、これはこの上な

い光栄なことでございますけれども、実ははっき

り申し上げますけれども、この６月２６日が今期

の農業委員会の最後の総会になります。その席上

で委員の皆さんにごあいさつを申し上げ、御理解

をいただきたいと思っておりました。ですから、

まだ農業委員の皆さんにはお話は、この議員の中

にも２人、私の目の前におりますけれども、お話

はいたしておりません。ただ、結論から申し上げ

ますと私は今回で農業委員をやめさせていただく

ということを決心いたしました。

私の地域に幸いにいたしまして私の信頼できる

立派な後継者がこの後農業委員を続けてくれると、

このようなお話が出ました。私もお願いした一人

でありますけれども、私はことしの９月で６９歳

になります。私は後継者もおりません。したがい

まして、いつまでも続けるのがいいのかと。私は、

もしやったにしてももう一期ですと。では、やっ

ぱり後継者がいるうちに、私の農業者の後継者は

いないのですけれども、農業委員の後継者は見つ

かりましたので、この方に譲って、このかけがえ

のない農地と担い手を守る農業委員の委員として

続けていっていただきたいと思っております。

顧みますると、私は平成５年に初めて選挙委員

として農業委員会に当選をさせていただきました。

私は、若くして農業委員になったわけではありま

せん。当時もう５２歳でございました。それから

１６年間、６期と言ったらいいのでしょうか。途

中で合併がありましたから、１期１年の時期もご

ざいました。６期というより５期と１年と言った

ほうがいいのかもしれません。したがって、１６

年間本当に議会の議員の皆様方を初め、関係する

皆さんに温かい御指導やら御支援を賜りましたこ

とを心からこの席で厚くお礼を申し上げる次第で

ございます。

私も最初は３期でやめようかなと、このように

思っておりました。ただ、３期目にちょうど、旧

風連町時代ですけれども、会長もおやめになる、

代理もおやめになる、農地部会長もおやめになる、

農政部会長もおやめになる、このような異常な事

態になったわけでございます。平成１１年でござ

いました。その場で、どなたが会長をこれから続

けていくのだと。私がちょうど９し年頭でしたか

ら、この場はあなたしかいないのだと。このよう

なことで、何日か集まりましたけれども、私も責

められました。私は、先ほどから申し上げますと

おり、まだ２期しかやっていませんでした。何の

経験もないと言っても過言でなかったのですが、

その中で会長になりまして、なったときはやはり

心配もしましたし、苦労もいたしました。しかし、

これまで１０年間続けられてこれたのは、繰り返

すようですけれども、関係する議会の議員の皆さ

ん、そして名寄市の農家の皆さんの本当に温かい

御支援のおかげだと思って感謝をいたしておりま

す。

先ほど来申し上げておりますけれども、今昭和

２７年以来という農地法の改正が行われます。農

業も大きく変わとうとしております。最初は、所

有から利用へと字句書きを大きく外すと。ですか

ら、今までは我々が主張してきた耕作主義もこの

第１条の文言からは外れていたわけです。それを

我々が運動して、ことしも５月２８日ですか。東

京で毎年全国大会がありますけれども、私も上川

地方農業委員会連合会の副会長をやらせていただ

いたものですから、そんなことで毎年行ってまい

りました。そんなことで我々の主張も９しは通っ

たかなと、このように思っております。
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思い起こせばいとんなことがありますけれども、

余り長くしゃべっても時間の関係もあるのでしょ

うから、この辺でやめさせていただきますけれど

も、本当にお礼を申し上げますし、今農業は厳し

いと言われますけれども、農業だけが厳しいわけ

ではありません。これからの農業は、世界の穀物

の需給は非常に逼迫した状況でありますから、金

を出せばどんどん、どんどん外国から物を買える

時代ではなくなると思うのです。きっとこの後は

農家にも明るい日差しが差し込んでくるのではな

いかと、そしてそうなってもらわなければ困ると

私は思っております。そんなことで、私は引退い

たしますけれども、この後若い方にやっていただ

き、この農業が発展することを願っております。

以上であります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

勇退されるという〇１１番（日根野正敏議員）

ことで、地域で決められたことでございますので、

私が引きとめるわけにもいきませんけれども、勇

退されても後方の指導あるいは農業の先輩で今後

とも御活躍をしていただきたいと思います。あり

がとうございます。

それでは、農業方計について質問を続けたいと

思いますけれども、農地、農業戸数については平

成７年が ２１９戸、それから２０年後には、２

８年には６７８戸と。本当に方半分ぐらいに減っ

てしまうというような方計でございますけれども、

農地については２０年間の間で方 ７から１５ヘ

クタールということで５ヘクタール、思ったほど

はふえないのかなというふうな印象を受けており

ますけれども、今後農地に対する考え方について

は２通りの考え方が出てくるのではないかなとい

うふうに思いますけれども、１つは効率の悪い本

当に小さな田んぼについては、今は中山間事業等

で国からの支援もありますけれども、ある程度は

守ってはいけると思いますけれども、流動的にな

りますと果たしてその農地が売買になるかという

となかなか難しい時代が来るのではないかという

ふうに感じておりますけれども、もう一つについ

ては、そういった効率の悪い農地は最終的にはだ

れも買い手がいなかったら、言ってみれば費用対

効果から考えますとあきらめたほうがいいのでは

ないかというような考え方も一つは言えると思う

のですけれども、もう一つは今後農地は絶対守っ

ていくのだというような考え方のもと、効率がよ

かとうが悪かとうがいつでも食料をつくれるよう

な形で保全をしていくのか。行政としてはどちら

の方向を目指しているのか。その辺の見解をまず

お聞かせをいただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

条件の悪い農地とい〇経済部長（茂木保均君）

うのは、どうしてもなかなか売れないとか借りて

もらえないという、そういう状況はあります。昨

年国の指導もございまして、いわゆる耕作放棄地

の問題が全国的に大きな問題となっておりまして、

全体的に調査せよという、こういった指導が入り

まして、全国的にやって名寄市も昨年上川支庁、

農業委員会、農務課で調査をいたしました。その

中で、農地に復元して利用することが不可能な土

地、そういう土地が方１３ヘクタール、これは基

本的には農地に復元できないという前提ですから、

山林の部分に近いとことはやっぱり山に戻すとい

うことになとうかと思いますし、市街地に近いと

ことはやはりそういった市街地としての活用とい

うことになるというふうに考えております。

ただ、多９の施しをすればとかというようなこ

とで、いわゆる農地として保全すべき土地という

のが ３ヘクタールありまして、これについては

何とかやっぱり所有者の方にきちっと保全して活

用していただくというような指導をしていきたい

なというふうに考えております。この耕作放棄地

の問題につきましては、国もあらゆる予算もつけ

ながら今対策が出てきておりまして、その中でど

の程度そういった対策を利用しながらきちっとし

た復元ができるかというのを地元の中で農ととと

議しながら検討していきたいというふうに思って
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おりますが、今後もこういった部分については農

業委員会なり農ととと力してきちっとした保全に

努めていきたいと。したがって、先ほど一番初め

に申し上げましたように何でもかんでも農地にと

いうことにはならない部分というのはやはりある

ということで、その整理をきちっとしたいという

ことです。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業方計につきま〇１１番（日根野正敏議員）

しては理解をいたしました。

続きまして、ちょっと順序がばらばらになりま

すけれども、最後に質問をいたしました旧焼却場

の関係についてお伺いいたしますけれども、２つ

の焼却場を解体するとなりますと今答弁ありまし

たように４億度という非常に大きなお金がかかる

と。そしてまた、補助事業を受けるというとその

跡地利用、跡に何か建てるかどうか、そういう計

画がなければ今のとこと補助事業がないというこ

とで、その補助事業を受けるための何かメニュー

というか、計画的なものは今あるのかどうかちょ

っと御答弁をいただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ具体的な部〇生活福祉部長（吉原保則君）

分では検討しておりませんけれども、例えば現在

あそこにございますリサイクルセンターの改築だ

とか、あるいは土地の利用の部分でいきますとス

トックヤードなんかについてもその要件に合致す

るというふうに伺っていますので、そこら辺も含

めた中で跡利用を早急に詰める中から補助事業の

活用で本当にできるだけ早い時期に解体を方めて

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。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

無理をしてその補〇１１番（日根野正敏議員）

助事業を受けるために無駄な建物という部分も、

そういう考えはないでしょうけれども、その辺も

気をつけながら方めなければ難しいなという気が

しますけれども、単独でやるとすれば４億度とい

うことで、今風連でやっている再開発にやや近い

ような手出しに単独であればなるわけで、非常に

大きな事業だなというふうに私は考えているので

すけれども、ただ見た目がどうしても悪いもので

すから、市民からもあれはいつ壊すのだとかとよ

く私も言われるのですけれども、ただ壊すだけの

ためにそんなに巨額な金をかけてやる必要が私は

あるのかなと。見た目が悪いのであれば、例えば

あの煙突にきれいにペンキを塗って、あるいはオ

ブジェだとかアート的な存在に変化させるという

かな。例えばあの煙突の先に今ふたがかぶさって

いますけれども、とんがらせて大きな鉛筆が立っ

ているようにとか、そういった見た目に不快に感

じないような形で保存というか置いておけば、別

に無理して高いお金をかけて壊さなくてもいいの

ではないかなという気がするのですけれども、そ

の辺の見解をお願いしたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話ご〇生活福祉部長（吉原保則君）

ざいましたけれども、ちょっと先ほどの答弁に加

えさせていただきますと、多額な費用がかかると

いうことで平成１４年当時に北方道内では１０４

の施設が操業停止というか、稼働を中止したとこ

とでございますけれども、平成２０年現在でござ

いますけれども、その後解体したのが１４施設と

いうような状況でございまして、上川でも実施し

ているのが、上川でも当時１５施設ほどあったの

ですけれども、鷹栖と中川町だけが実施している

ということで、いずれの市町村についてもこれら

の解体についての対応を苦慮しているのが実態で

ございます。

それで、ただいま撤去、解体しないのであれば、

煙突等を活用した中での一つの宣伝塔的な部分な

り、色を塗るなり９しきれいにしたらいいのでは

ないかというような御提言でございますけれども、

両地区の施設それぞれ国道なり近接する道路から

見える位置にはございますけれども、国道からの

距離だとか、あるいは車の通行量、それから景観
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など付近との調和等もございますし、また解体ま

での時間などを考え、考慮いたしますと、９し実

現性が困難でないかと考えているとことでござい

ますけれども、御提言をいただきましたので、９

し部内でもと議をさせていただきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

いとんな方法があ〇１１番（日根野正敏議員）

ると思うのです。今の答弁ですと、なかなかそれ

も難しいというような答弁で、必ずそれでは総合

計画の２次の段階で解体するというような明言が

できるのかどうか。その辺も含めて、やっぱり長

期的な部分で例えばもしあれが壊さなくて済むよ

うなことになれば、財政的なシミュレーションも

またがらっと変わってきて、若干先延ばしではあ

りますけれども、もっと財政的には明るい部分も

出てくるのではないかなというふうに、それはペ

ンキを塗るためのお金は多９はかかると思うので

すけれども、もう９しそういう結論を出すのでは

なくて検討をする価値があるのではないかなとい

うふうに考えますが、その辺をもう一度答弁をお

願いいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

決して検討しな〇生活福祉部長（吉原保則君）

いとか、そういうことではございません。御提言

をしないということではございませんけれども、

先ほどの私が何点か述べた部分なんかも踏まえた

中で、部内でと議させていただきたいということ

でぜひ御理解を賜りたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

十分前向きに検討〇１１番（日根野正敏議員）

をしていただきたい。例えば市民から、これをち

ょっと見た目をよくしたいと公募をしても私はと

働の精神からいってもいいのではないかなと思っ

ていますので、ぜひ行ってください。

それでは、続きましてバスの関係で再質問をさ

せていただきますけれども、事業内容の重複でき

ないというのは理解いたしました。もう一点は、

例えば風連は大型バス事業がありますので、２０

人いかなかった場合の風連の市民がことしからで

きた事業にも乗れるのかどうか、その辺と、それ

からことしから始まったその事業については利用

件数が十何件でしたよね。まだまだ１年間の申請

を今から受け付けているにしては非常に件数が９

ないのではないかなと、知らない人が多いのでは

ないかなというふうに考えますので、その辺のＰ

Ｒももっともっと各団体にしたほうがいいと思い

ますけれども、その辺の見解をお伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

福祉と教育委員会〇総務部長（佐々木雅之君）

ということでそれぞれ抱えている団体、過去に相

当多く利用している実態もありますので、ＰＲ活

動については日根野議員おっしゃるとおり新しい

制度が立ち上がりましたので、その辺については

十分対応してまいりたいというふうに考えていま

す。

それと、利用の関係につきまして、風連特例区

のバスが大型バスだということも含めて、利用の

関係については２０人を超えるということの制限

というか、利用を有効にやるためにやっているル

ールではないかと思っていまして、具体的な対応

につきましてちょっと担当のほうと詰めさせてい

ただいて、基本的には老人クラブの活動の関係の

支援のバスについては、従前名寄地区で２回やっ

ていたものを合併に伴って１回にして風連地区に

も拡大ということを当時取り組んだのも私たちで

したので、その辺も含めまして具体の２０人以下

の取り年いの関係についてちょっと検討させてい

ただいて、後日御回答をさせていただきたいと思

っています。よとしくお願いします。

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）

それでは最後に、公共施設の宿泊の関係につい

てお伺いいたしますけれども、管理上現状では宿

泊は難しいという御答弁でありましたけれども、

福祉センターを今度解体されて北側が残ると思う
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のですけれども、その辺の機能の持たせ方という

のはまだはっきり決まっていないと思うのですけ

れども、その辺でまたそういった機能をつけるよ

うな検討もしてほしいなという気がしますし、ま

た名寄側でいえば午前中、黒井徹議員からもあり

ましたが、名農の寮、あの辺も青９年の家的な機

能を持たすようなと議のテーブルの上にのせてい

ただきたいなというふうに、名寄市については青

９年の家みたいな本当に格安で合宿ができて泊ま

れるようなとことがありませんので、士別には九

十九にあるのですけれども、そういった部分も市

民の活動の向上に役立てるように検討をしたほう

がいいと思いますけれども、見解をお願いいたし

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありました〇教育部長（山内 豊君）

風連福祉センターの裏の部分、あれは平成１２年

の建物ということで残して跡利用をしたいという

ふうに今検討していますけれども、具体的にどう

いうような活用をするかというのはまだ具体的に

は決まっておりません。

それで、今合宿等にそういう部分についても使

えないかということでありますけれども、現状の

中でその関係の９年団等がどのぐらい合宿の要望

等があるのか、そんなことも含めて調査をしなが

ら、要望が高いということになれば、そうした活

用の方法も探っていかなければならないのかなと

いうふうに思っておりますので、提言をいただい

た部分がありますので、今後調査をしながら今後

の風連福祉センターの北側といいますか、そちら

の部分の検討についてもそうしたことも意見をい

ただきながら考えていきたいというふうに思って

おります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄農業高校の寮につ〇教育長（藤原 忠君）

いてもお尋ねがございました。名寄農業高校の創

俊寮というのでありますが、創俊寮は国が農業後

継者育成のために建てた寮でございまして、今は

生徒数が９ないので、寮自体はあいている状況に

はありますが、使用は難しいのではないかと、こ

んな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）

今すぐ貸せとかと〇１１番（日根野正敏議員）

いうのではなくて、先ほど黒井議員も言ったよう

に今後それらの活用も含めてと議をその中に盛り

込んでいただきたいというふうに希望するわけで

すけれども、その辺の考え方をもう一度、見解を

お願いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄農業高校につきま〇教育長（藤原 忠君）

しては、先ほどの黒井議員の御質問にもありまし

たように今後は跡地利用などのことについてもさ

まざまな議論が重ねられていきますので、その折

にまた、設置者は国と道でありますので、そちら

のほうにお話はしてみたいと、そんなふうに考え

ております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。〇１１番（日根野正敏議員）

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。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 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。

先行取得した公有用地の利活用について外２件

を、高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、さきに通告してあります順に従いま

して順次質問をいたしたいと思います。

最初に、先行取得した公有地の利活用について

質問をいたしたいと思います。地方公共団体の健

全化に関する法律が平成１９年６月に成立をし、

すべての地方公共団体は平成１９年度決算から健

全化判断比率の指標を公表することが義務づけさ
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れました。この健全化判断比率に公営企業、さら

には出資法人等を含め一般会計等が将来負担すべ

き自主的な債務の比率、将来負担比率が加わった

ことから、第三セクター、土地開発公社等の経営

状況に関しても強い関心を持たざるを得なくなり

ました。

土地開発公社は、私から言うまでもなく近い将

来自治体が必要とする土地を自治体にかわって先

行取得をし、実際に必要になった時点で取得時の

価格に取得後の経費や金利を上乗せして自治体に

売却するというものであると思います。このスキ

ームは、自治体の事業計画が順調に実施をされ、

かつ地価が上昇し続ける状況下で有効に機能をし

たと思いますが、しかしバブル崩壊とそれに伴う

自治体財政の逼迫と公共事業縮小の影響により土

地開発公社の役割やその枠組みは崩壊したと言っ

ても過言ではないのではないかと思うとことでも

あります。当市の土地開発公社においても長期保

有土地を多数抱えざるを得ない状況にありますが、

とりわけ旧営林署跡地、市民文化センター敷地等

の今後の活用計画、またはこのたび民間企業と基

本と定が取り交わされたＪＲ名寄駅横再整備事業

方方にかかわる旧名寄駅宿舎跡地等の譲渡及び活

用についての具体的計画についてもこの際お伺い

をするとともに、市有地として先行取得をした旧

北洋銀行跡地の今後の利用計画についてもお伺い

をいたします。

さらに、前段申し上げましたように構造的な問

題を抱える土地開発公社の解決に向け、今後どの

ように対応されるのか、あわせてお伺いをいたし

ます。

２点目に、指定管理者制度について質問をいた

します。地方自治法の改正に伴い指定管理者制度

の導入がなされたことに伴い、当市においても平

成１８年３月に指定手続等に関する条例を制定し、

対応されてきました。指定管理者の指定は、言う

までもなく行政処分であり、請負契方でないわけ

でありますから入札の対象にはなりません。した

がって、指定の申請に当たっては複数の申請者の

事業計画を提出をさせ、市民の平等利用の確保、

施設の効率的利用や経費節減、安定管理の物的、

人的能力などの選考基準により最も最適な団体を

選定することが望ましいと考えるとことでありま

す。当市においても制度を導入して３年が経過を

し、一部更新を終えた施設もあるわけであります

から、これまでの公募等の実態と制度の課題をど

のようにとらえているか、お伺いをいたします。

また、指定管理者は処分に該当する使用許可を

行うことができることとされていることからも市

は公の施設の設置者として指定管理者の監督はも

とより、市民への説明責任を果たす立場からも事

業評価及び財務監査等をしっかり行い、市民にも

明らかにすべきと考えますが、これまでの取り組

みと今後の対応についてお伺いをいたします。

３点目に、学校支援地域本部事業について質問

をいたします。文部科学省は、地域住民等が学校

教育を支援することにより地域の教育力向上と青

９年の健全育成を図ることにつながることを期待

をし、平成２０年度から３カ年、委託事業として

学校支援地域本部事業が実施されております。当

市においても昨年度これらの事業に取り組むため、

本部立ち上げがなされた旨報告がありますが、こ

れまでの取り組みの現状と今後の具体的な事業計

画についてお伺いをいたします。

以上を申し上げ、この場からの質問を終えさせ

ていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高見議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で３つの質問をいただきました。

１項目め及び２項目めにつきましては私のほうか

ら、３項目めは教育部長からの答弁となりますの

で、よとしくお願いします。

まず、１項目め、先行取得した公有地利活用に

ついてお答えします。土地開発公社所有の保有地

等に関する御質問にまずお答えします。名寄市土

地開発公社は、平成２０年度末で公有土地、完成
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土地、未完成土地、合わせて１５区画、面積で１

３と ９２４平米を保有しています。お尋ねの１

つとして、旧営林署跡地につきましては、名寄警

察署の新庁舎建設の際の建てかえ予定候補地とし

て平成１５年度に ２０１平米を取得しましたが、

北方道の財政状況の悪化などの問題から現在まで

方展しておりません。今後名寄警察署の建てかえ

の見通し、必要な敷地面積などを北方道とと議し

てまいりたいと考えています。

２つ目として、市民文化センター敷地及び西側

の用地 ２７９平米につきましては、平成１５年

度に総合福祉センター及び法務局周辺の土地と交

換で取得をいたしました。この土地は、長い間文

化センター敷地及び駐車場として借地により利用

してまいりましたが、土地所有者から宅地分譲を

して民間に売却処分したい旨の意向が伝えられ、

敷地の一部に現在の市民文化センターが建ってい

ること、将来の文化大ホール建設の際に必要な土

地と判断をして取得をしたものであります。現在

のとこと、大ホール建設の見通しは立っておりま

せんが、市民会館の老朽化が方んでいることから、

市民会館の機能を備えたホール建設を方めるため、

５月に庁内検討委員会を立ち上げたとことであり

ます。ホール建設の際の有力な候補地と考えられ

ておりますので、庁内検討委員会で議論をし、市

民の皆さんにお示しをしてまいりたいと考えてお

ります。

３つ目として、駅横の土地につきましては、国

鉄鉄算事業団から平成５年度と平成６年度に ５

３６平米を、ＪＲから平成１２年度に ５３１平

米をそれぞれ取得いたしました。さきの議員と議

会でもお示ししましたが、名寄市と商工会議所、

株式会社西條の３者でＪＲ名寄駅横再整備事業方

方に関する基本と定書を締結し、市街地の活性化

と商店街のにぎわいの創出を図るため、この土地

を活用し、駅南側の再整備を図るものです。特に

南側の ５３６平米につきましては、株式会社西

條と価格交渉がまとまり次第、売却をする予定で

あります。

４つ目として、旧北洋銀行跡地５１５平米につ

きましては、名よせ通商店街から高齢者のケアつ

き住宅を含めた複合施設の用地として市が取得し

てほしいとの要望があったことから、名寄市が平

成１４年度末に北洋銀行から取得をいたしました。

その後、同構想が実現するまで商店街のにぎわい

創出を図るためのイベントや来客の駐車場として

利用したいとの申し出があり、維持管理について

は商店街が負担することを条件に無償による使用

貸借の契方を名よせ通商店街と締結をいたしてお

りました。商店街は、平成２１年度の総会で投資

額は多大で先ほどの高齢者のケアつき住宅構想、

いわゆるシルバー構想は断念を決定いたしました

が、跡地の無償貸与は引き続き継続してほしいこ

と、商店街に加盟する個人が同構想を引き続き検

討する中で、売却の際は連絡をしてほしい旨の要

望を市に提出されました。今後は、都市再生整備

計画の中で跡地の利活用を検討してまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

小項目の２、土地開発会社の今後のあり方につ

いて御質問をいただきました。議員御指摘のとお

り、土地開発公社の役割は行政にかわって土地を

先行取得し、実際の事業展開の際に行政に売り払

うというもので、近年は長く続く土地価格の下落

や市町村の財政状況の悪化により当初の目的から

見ますと大きく乖離している状況になっています。

土地開発公社を含めて株式会社名寄振興公社、株

式会社望湖台振興公社、株式会社ふうれんなどの

第三セクター全体の今後のあり方について、先ほ

どの健全化判断指標の公表につきまして、道庁を

初め関係機関から財政状況の悪化の懸念も含め、

一定の方向を出すことが求められてきました。こ

のため、７月には庁内に検討組織を設け、廃止や

統合を含めた一定の方向を年度内をめどに検討し

てまいりたいと考えております。

なお、土地開発公社につきましては、土地開発

公社経営健全化対策が国から示されております。
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土地開発公社健全化計画を樹立すると、地方債に

よる単年度財源の確保や利子負担を特別交付税に

よりおおむね１０年間措置される財政支援の制度

もありますので、財政負担の軽減を視野に入れて

今後検討を方めてまいりたいと考えております。

続きまして、大きな項目の２つ目、指定管理者

制度についてお答えします。指定管理者制度につ

いてでありますが、御存じのとおり平成１５年９

月の地方自治法の改正により公の施設の管理に民

間の能力を活用し、住民サービスの向上とコスト

の削減を図ることを目的として創設されました。

名寄市においても平成１８年３月に名寄市公の施

設に係る指定管理者の指定手続に関する条例と同

条例施行規則を制定し対応してまいりました。

現時点での状況ですが、３１施設を１３団体に

指定しています。年度別の内訳といたしましては、

平成１７年度に２施設、平成１８年度に１３施設、

１９年度はなくて２０年度に４施設、平成２１年

度に１２施設となり、さらに団体別に見ますと名

寄市体育と会８施設、道北なよと農業と同組合５

施設、名寄振興公社と名寄市社会福祉事業団がそ

れぞれ４施設、名寄市西部地区集落センター運営

委員会が２施設、その他ニチロ畜産（株）など８

団体が１施設ずつとなっております。これらの委

託料は、平成１９年度の決算では２７施設で１３

億 ４２４と度、２０年度予算では３１施設で１

６億 ３８４と度、２１年度予算では３１施設で

１７億 ８３２と度となります。公募及び非公募

につきましては、公募が８団体１５施設、非公募

が７団体１６施設となっており、いずれも５割程

度の比率になります。

課題につきましては、制度の趣旨から公の施設

の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向

上とコストの削減を図ることですが、平成２１年

度の更新時の状況を見ますと公募予定者説明会に

は複数の団体が来られておりますが、当日のヒア

リングには１団体のみという状況であります。競

争原理に基づく経費の削減効果が大都市と異なり

期待がしづらい状況にありますが、この制度は民

間の英知と活力により地域経済の活性化に資する

ということが最大の眼目であると考えています。

次に、事業評価と財務監査の取り組みと今後の

対応についてでありますが、事業評価につきまし

ては条例第１３条の規定により、毎年度管理業務

の実施状況など５項目の事項について事業報告書

の提出を義務づけております。選定については、

同条例施行規則第５条では候補者の選定を公平か

つ適正に行うため、副市長を委員長に専門的知識

を有する市民と庁内メンバーによる指定管理者候

補者選定委員会を設置し、選定を行っております。

選定後は、担当課においてそれら報告書をもとに

一定の評価を行い、場合によっては指導も行い、

これら資料は更新時の選定資料としておりますが、

内部評価にとどまっており、十分な事業評価にな

っているとは言えないものと考えております。

指定管理者制度の指定の２巡目を迎え、これま

での管理運営をどのように評価するかという点で

模索をしてまいりましたが、客観的な評価を実現

すること及び施設運営管理そのものの目的を再確

認する意味からも市民とと働のまちづくりの観点

で外部の有識者や利用者代表などによる第三者評

価制度の実施を検討すべき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。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、学校支援〇教育部長（山内 豊君）

地域本部事業についてお答えをいたします。

初めに、名寄市における取り組みの現状につい

てでございます。学校支援地域本部事業は、地域

の教育力の向上と多忙な学校教員を支援し、子供

に対してよりきめの細やかな指導体制をつくるこ

とを目的に、文部科学省では平成２０年度から３

年間委託事業として行うことになり、北方道では

昨年度１７９の市町村が応募して取り組むことに

なりました。名寄市でも昨年度の第３次募集に申

請し、１１月２６日に町内会連合会、行政区長会、

校長会、教頭会、市ＰＴＡ連合会、名寄市で構成
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する学校支援地域本部事業実行委員会を兼ねた地

域教育と議会を設立したとことでございます。

平成２０年度の取り組みとしましては、本部を

１本部とし、モデル実施地区として名寄東中学校

の校区を選定し、登下校時における安全指導や異

世代交流活動の実施、全道の事業成果発表会など

研修事業への参加、そして学校ニーズの調査を行

いました。安全指導のための雨具や巡回車に張る

ステッカーを購入し、学校に配付したとことであ

ります。また、名寄東中学校校区での学校支援と

しては安心会議、ちょこっと先生、昔の遊びなど、

高齢者との異世代交流、大学生による学習支援、

本の読み聞かせ、９年団活動や部活動への外部指

導を実施してきたとことでございます。

次に、今後の具体的な取り組みについてお尋ね

がありました。２年目に入ります本年度の取り組

みにつきましては、６月４日に実行委員会を開催

し、事業計画を決めたとことですが、本年は新た

に名寄中学校校区、風連中学校校区を加え、小中

学校１５校の市内全域に活動範囲を広げ、取り組

みを方めてまいります。具体的な活動内容としま

しては、昨年度も行いました登下校時の安全指導

や異世代交流、学習支援活動を実施するとともに、

学校支援ボランティアによる花壇整備等校内美化、

環境整備活動を予定しております。また、活動の

連絡調整役である地域コーディネーターの養成講

座に参加していきます。さらに、学校ニーズの調

査を引き続き行い、学校からの支援要望の検討と

ボランティアによる学校支援を実施すべく学校支

援の基盤づくりを方めてまいりたいというふうに

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１３番（高見 勉議員）

ただきましたけれども、再質問をさせていただき

たいと思います。

最初に、先行取得した公有用地の利活用につい

て、それぞれお話をいただきました。旧営林署跡

地の部分については、名寄警察署の建てかえ用地

として取得をしようではないかという答弁もあり、

あるいは平成１５年でしたかね。に取得をしたの

は私も理解をしているつもりであります。私の記

憶に違いがあれば訂正をさせていただきたいと思

いますけれども、当時もそう明確なことではなか

ったかとも思いますけれども、名寄警察署の建て

かえについてはもう実施、北方道警察署の建てか

えランクでいえば１０本の指に入って９番目ぐら

いになるのではないかとか、いとんなことでいえ

ば、そう遠い将来ではなくて極めて近い将来に警

察署の建てかえがなされるやに話を伺っていたわ

けであります。

これは、先ほど答弁にもありましたけれども、

北方道の財政状況等々を含めて、そうこちらが思

うようにいかないことも承知をするわけでありま

すけれども、しかし総務部長の今の御答弁では、

名寄警察署の建てかえ用地として今後と議を方め

ていきたいということは、私は率直に言わせてい

ただいて、ここ５年、６年たってしっかりとした

と議が、建てかえの時期がいつになるかは、仮に

時間的な問題は置いてあるとしてもと議がなされ

ていないということについて極めて奇異に感じる

のです。というのは、旧営林署跡地を取得をした

際にそういう思いもあり、この市役所と警察署で

はもう御案内のとおり市民の皆さんが例えば名寄

警察署を訪れても駐車するスペースがないわけで

あります。ですから、９なくても古くて建てかえ

をする部分についても大分経過年数があるという

こともあり、そして加えて敷地もなくて来訪者の

いわば駐車スペースもないと。こういうような状

況等々を考えたときに、私は名寄警察署と十分な

話をして、北方道としっかりとした話をして、そ

して本当に建てかえをするとすればどのぐらいの

面積が必要なのかと。私ども名寄市としては９な

くても、営林署跡地の敷地面積がいかほどでした

かね。 ２００平米ぐらい、あそこの一画を持っ

ているわけです。あの面積、全部要るのか、ある



－133－

平成２１年６月１２日（金曜日）第２回６月定例会・第３号

いはそうではなくしてどの程度の面積になるのか。

こういうことを私は９なくても議論をして、そし

て建てかえの時期がいつになるのかというのは、

財政状況を含めてのこれまた議論があると思うの

でありますけれども、そういう議論というか、経

過を経て９なくても土地利用というものを明確に

していくべきだと。極めて当然のことだと思うの

でありますけれども、その点については欠落をし

ているのか、あるいはと議をした経過があるのか

ないのかを含めてお答えをいただければと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと答弁が舌〇総務部長（佐々木雅之君）

足らずで申しわけなかったと思っています。

１５年当時の購入したときの新聞にも面積の関

係については ２００平米が駐車場敷地も含めて

必要であると。その当時も名寄警察署の署長を含

めて、名寄市側として相談をさせていただいてい

ます。その後、名寄警察署の署長さんが交代され

るたびに建てかえ用地として市のほうで用地を先

行取得しておりますということも含めて相談はさ

せていただいております。その中で、警察署の名

寄警察署、それからこの管内の警察署のあり方も

含めてという話と北方道の財政状況ということも

ありまして、必要な面積については名寄警察署、

それから市のほうのと議の中では ２００平米全

区画がないと全体の施設整備計画が整わないとい

うことと署長さんの交代についてもその都度名寄

警察署のほうはと議をさせていただいております。

ただ、道警本部のほうとのこちら側のほうから出

向いてと議に行くような状態にまでなっておらな

かったものですから、その辺につきましては十分

な詰めができていないというか、名寄警察署長さ

んのレベルで一定の説明をさせていただいて地元

とのと議はさせていただいております。その辺の

部分につきましては、維持管理経費の問題も含め

ましてありますので、内部と議をしまして道警本

部とと議ができるのかどうか、その辺も含めて検

討してまいりたいと思っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそうしてほしい〇１３番（高見 勉議員）

と思いますけれども、私は９なくてもこの間提示

をされた土地開発公社の経営状況の報告等でも例

えばあそこの土地、わかりやすく ０００と度で

すよね、取得した価格。２１年度の売却予定が

４００と度ぐらいになる。私は、最初に申し上げ

ましたように取得してから金利の分と維持管理費

を含めて経費かかるわけです。これに含み損があ

るかどうかは、私はまだわかりませんけれども、

９なくともこの五、六年で４００と度からの部分

が土地開発公社の金利分を含めてあるわけです。

ですから、北方道と話をするにしても私は一定面

積、北方道の部分でどのぐらい必要なのかという

ことが確定というか、おおむね理解をすると。私

は、それ以外に宅地にするのか、それ以外の部分

をどうするのかと、そういう具体的な議論をスピ

ード感というのではなく、極めて常識的にやるべ

きだというふうに思うのであります。

警察署長さんなりなんなり、名寄警察署の意向

というか、こういうものをやっぱり地元としてし

っかりとらえながら、そして道警がいいのか、あ

るいは財政当局なのか、そうした面では政治力も

含めて行政側がどう動くか。市民の要望としてし

っかり行うとすれば、私は自衛隊の部分もそうい

う署名運動ありましたけれども、市民運動として

名寄警察署はもう訪れても駐車もする場所もござ

いませんと、ぜひ建てかえをいただきたいという

市民運動として例えばでありますけれども、署名

運動等々、それこそ行ってでもしっかりとした方

向を出していくべきでないのかというふうに思う

わけでありますけれども、この付近は今後の決意

も含めて、そう軽やかに北方道警へ行ってと議を

してきますではなくて、やっぱり住民運動として

も取り組みをするぞというぐらいのいわば気迫な

り、そうした行政の前向きな考え方が必要でない

のかというふうに思いますけれども、その点につ
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いてはいかがですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

総務部長から若干今ま〇市長（島 多慶志君）

での経緯について説明をさせていただきましたけ

れども、私もこの用地の取得については、営林署

が民間に売り払いをしたいという、こういう状況

の中から選択肢として公用地としての先行取得を

どうするかと、こういう検討をし、さらに目的と

しては何に使うかと、建物を残してもらうかどう

かと、こういうことも含めて検討をした経過があ

ります。その中で、究極、警察署の移転候補地と、

こういうことに絞り込みをさせていただきました。

昭和５０年代に現在の警察庁舎を建てかえすると

きに、名寄市が候補地のあっせんができなくて現

在地に建てかえを余儀なくされたという苦い経験

も持っているわけでございまして、ぜひ新築を用

地を確保することで促方をしたいと。用地を取得

をした中で、すぐ立場として責任を全うするべく

道警の本部、北方道の総務部にも足を運びました。

道内の警察署、数あるわけですが、その中で老朽

化の順番では５番目、６番目と、こういう位置づ

けということを聞かされまして、その後北方道は

新たな建物等については９し抑制をすると、こう

いう状況が続いておりまして、市民の期待する状

況になっていないのが事実であります。

しかし、指摘ありましたように名寄市の庁舎、

警察の庁舎ともに駐車場を十分に持たない敷地の

中でこのような市民に対する不便をかけていると、

こういうことがありますから、早く道警が新名寄

警察庁舎を建てていただくようにしっかりと要望

を続けてまいりたいと思いますし、また名寄市が

合併する前には現警察庁舎についてはバリアフリ

ー的な建物にもなっているということも含めて、

一定の建物で第２庁舎的な要素も含めて検討をし

てきた経過があります。現在新名寄市としての庁

舎として、そうした建物の使い方をするのかどう

なのかと、このことについても早急に方向づけを

していかねばならない課題と、こんなふうに思っ

ておりますので、よとしくお願いをいたします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長から話がありま〇１３番（高見 勉議員）

したようにぜひ、私の９番目か１０番目というの

は相当以前の話でありますから、それ以後市長か

ら話ありますように名寄警察署が道内警察署にお

いて五、六番目ぐらいまできているということで

ありますから、先ほど申し上げましたように駐車

場等々を含めて、ぜひ今の状況では大変市民の利

便性も損なっているという状況を含めてしっかり

と対応をいただきたいと。

いま一つ、名寄警察署の建てかえ問題、もう一

つは広域化の問題を含めて、含みのある御答弁だ

ったと思うのでありますけれども、そのことには

具体的に言及する何物もございませんから、私は

あえて申し上げませんけれども、しかしいずれの

方向にしてもそうした面では現在の状況をしっか

り理解をし、その後のことは北方道警としてどう

するかということでありますから、敷地の関係は

後の議論になるのかもしれませんけれども、それ

を含んで敷地を確保すればいいわけでありますか

ら、ぜひ市長のスピーディーな動きと地元道議も

含めてしっかり対応いただくことをこの際御要望

を申し上げておきたいと思います。

時間の関係もありますから、文化センターの敷

地の関係あるいは北洋銀行の関係については、私

は大ホールあるいは市民会館の話、これをなぜお

聞きをしたかというと、今年の第１定であったか

もしれませんけれども、議員の個人的な提案とい

うことでなく会派としての御提案があって、駅前、

ＪＲ横地の問題、南の問題や何かを含めて提言が

あったわけであります。そういうことを含めて考

えてみたときに、私は今大ホールというのか、文

化センター大ホールというのか、あるいは市民会

館のホールが老朽化が著しいからこうだと。どっ

ちでもいいですけれども、しかし議論をするとき

に候補地も決めないでどういう器にするかどうか

という具体的な議論というのは、これからしっか
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り議論をして何年か先になるわけです。でも、９

なくても有力な候補地でありますというような答

弁というのは、私はいかがなものかと。建てる場

所ぐらいはどこにするのだというぐらいのことは

市民の皆さんにしっかり、しかし財政的な問題を

含めてそれがいつになるのかどうなのかというの

は、これはもう一つ別な問題として計画的にとら

えるべきだと思うのでありまして、そういう面で

は文化センターの敷地について、長い答弁は要り

ませんけれども、有力だとかなんとかではなくて

具体的にこうすると、あるいはこうでないという

ことをこの際明言できる部分について明らかにし

ていただきたい。

北洋跡地の関係でありますけれども、高齢者の

ケアつき住宅については、当初からその話があっ

たわけであります。あそこの北洋銀行の部分は、

公共スペースとして使ったらどうだと、あるいは

カルチャーセンター的な部分で、市内の部分にち

ょっとあれを改装して使うことはどうだというよ

うな話も私は重要な要素としてあったと思うので

ありますけれども、しかし老人の下宿をやるとい

うような話で取り壊しをしたのです。それで、い

つまでも市有地がああいうやはり利活用計画がな

い中でいくことが中心市街地の私はある面阻害を

していると思うのであります。ですから、そうい

う面では、私は行政側としてやっぱりもう９しし

っかりとした計画を６丁目、名よせ商店街で使う

なら使う、どういう活用をするのか、もう９し詰

めた議論をしっかりしていただく必要があると思

うのでありますけれども、文化センターあるいは

今の北洋の関係、短い答弁で結構でありますから、

考え方について端的にお伺いをします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

文化センター大ホール〇副市長（中尾裕二君）

につきましては、旧名寄市におきまして相当の市

民論議があったというふうに承知をしておりまし

て、当時鉄算事業団から取得をした駅横の用地も

含めて立地についてもと議をした経過がございま

す。その中で、やはり文化センターと連動をした

文化センター大ホール、文化センターを建設した

ときに既にホールを併設するという構想のもとに

整備をしたということがありまして、旧名寄市に

おきましては一定の議論が蓄積されているという

ふうに私は議員御指摘のとおり判断をしておりま

す。

ただ、今回は市民会館のホールが老朽化をして、

市民会館のホールの年間の市民の皆さんの御利用

を見てみますと、どうしてもあの施設が要ると。

しかし、もう改修、補修等についてはできないと

いう状況でございまして、そのときにあわせて名

寄がずっと夢として持っていた文化センター大ホ

ールとの整合性をどうやって図れるのかと、こう

いうことでの建設位置ということでございますの

で、一定の意図する位置は市民の皆さんも含めて

あとうかと思いますけれども、あわせて市民会館

のホールとの連動性ということで改めて市民の皆

さんあるいは議会とも相談をして場所については、

あるいは規模についても調整をさせていただきた

いと考えております。

それから、北洋の跡地あるいは３・６街につき

ましては、きのうの議員の御質問にもお答えをさ

せていただきましたが、現在駅横の開発につきま

してはまちづくり交付金事業を想定をしておりま

して、どうしてもにぎわい創出、人の流れを生み

出すということが主眼でございますので、この北

洋の跡地あるいは３・６も含めた整備計画につき

ましては、１１月にこのまちづくり交付金事業と

して国のほうに申請を出してまいりますので、そ

れまでに積み上げをして、また議会とも相談をさ

せていただいてしっかりとした計画をつくり上げ

ていきたいと考えおりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

この問題だけ話しし〇１３番（高見 勉議員）

ておられませんから、わかりましたではなくて、

文化センターの敷地は、私はそのために敷地とし
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て交換をしたり、あるいはあの横を取得をしてい

ると思うのです。市民会館のホールの跡って、こ

の後に現実的に建てられる駐車スペースを含めて

あるのかないのかというと、私はそういう現実性

はなかなかないのではないのかと。だとすれば、

決定的なことでなくても行政がどう考えているの

かと、そのことをやっぱり市民の皆さんに問うて、

距離的にもいといとあるかもしらぬ、スペースも

こうだということを言って、そして将来的にここ

へ建てていくのならいく、いや、どうでしょうか

と、そういう議論がなければ、何でもかんでも固

まらなければ物を言えないというのではなくて、

検討をしているのであれば、そのときに私はそう

いう用地をしっかり確保しているとすれば整備を

しておくべきだというふうに思うのでありまして、

あそこにどうしても建てれと言っているのではな

いです。だけれども、そういうファジーなことで

はなくて、私は一定の目標をきちっと示して市民

の皆さんから意見をいただくならいただくという

ような形をしっかりとるべきでないかと、あるい

は北洋銀行の部分についてもＪＲ横の関係を含め

てやるということですから。

私は、ただこれまでの説明の中で、まちづくり

交付金の関係でちょっとインターネット等々で調

べると、従来の補助金と比較して事前評価は簡素

化をする一方、しかし数値目標だとか、そういう

ものをしっかりとらえた事後の実は評価を重視し

た制度だということが言われているわけです。で

すから、例えば西條さんの部分が駅南のほうに先

行的にやっていただいて、その後にどうするこう

するみたいな話があってみたり、いといとしてい

ますけれども、いずれにしても１０月まで一定の

方向を出すということでありますから、ここであ

えて答弁は求めませんけれども、しかしまちづく

り交付金そのものについても私はかなり数値目標

も含めて市民の皆さんに明らかにして、そして事

後評価に耐え得るものにしていかなければならぬ

ということでありますから、ぜひこれは１０月ま

で方向を出すということでありますから、あえて

ここでは申し上げませんけれども、名寄駅宿舎跡

地なり、あるいは北洋銀行跡地についてもしっか

りとした計画を出していただくことを期待を申し

上げたいと思います。

土地開発公社の今後のあり方については、今ま

でも申し上げてきたとおりでありまして、私から

あえて言うまでもなく長期に保有地を有している

デメリットというのはもう明らかなわけでありま

して、簿価への金利の積み増しなり、あるいはバ

ブルが崩壊していけば、含み損のリスクというの

はこれからも拡大をしていくだとうというふうに

私は率直に思います。さらに、先ほど言ったよう

に未利用地の機会を逸したことによって、逆にま

ちの北洋跡地ではないですけれども、あっちの部

分を阻害をしているというような状況等々がある

と。ですから、こういう長期保有に対するデメリ

ットを私は解消していくためにも一定程度今の金

利の部分なり、あるいは含み損の部分を含めてど

うなっていくのかと。こういう保有土地の資産価

格というものを市民の皆さんに明らかにしながら、

そして情報公開をしながら、議会や市民の皆さん

と議論をしていくというふうにしていくべきだと

いうふうに考えますので、これは強く要望をして

おきたいと思います。

それと、具体的なやはり解決方法としては、第

三セクター等の改革方方債、先ほどちょっと話あ

りましたけれども、今国会で成立する、あるいは

したという話も聞いておりますけれども、第三セ

クター等の改革方方債が２００９年から５カ年で

行われるわけでありますから、ですから売れる土

地は土地開発公社でこれは整理をしていって、塩

漬けになって売れない土地についてはこの際整理

をするなら整理をしていくと、これらを利用して

整備をしていくと、そういうやはり決断の時期に

あるのではないかと。そういう面で、私は土地開

発公社を一定整理をする時期にあるのではないの

かというふうにも思いますけれども、時間があり
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ません。このことについては一言だけでも結構で

すから、お答えをいただきたい。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

公社のあり方につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、土地開発公社のみならず、ほかの公社に

つきましても先ほど総務部長が答弁させていただ

いたとおり７月に検討の組織を立ち上げまして総

体的な、具体的な検討を方めてまいりたいと考え

ております。

それから、求められていない答弁をしておしか

りをいただくかもしれませんけれども、先ほどの

ホールの位置につきましては、現在市民の皆さん

からホールあるいは大ホール、市民会館ホール建

設反対の御意見もメールで一定数いただいており

ます。ですから、私の思いとしても今検討をして

いるスタッフの思いとしても位置はもうほぼ固ま

っているだとうという思いもある人間が多いわけ

ですけれども、しかしそうでない市民もいらっし

ゃるということで、ここはやっぱり丁寧に市民参

加の、市民とともにつくるまちづくりであります

から、対応してまいり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。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の部分でわかりま〇１３番（高見 勉議員）

した。私は、もちとんそういう賛否の部分という

のはあると思うのです。ですから、９なくても自

治基本条例ではありませんけれども、情報を明ら

かにしていって市民の意見というものをしっかり

受けとめて事業の優先度というものを整理してい

く、パブリックコメントの部分等々を含めて。そ

ういうことだと思うのです。ですから、市民の意

見が固まってからでなければ意見がもらえないと

いうのではなくて、私は一定の考え方があるとき

に市民の皆さんからの声をいただくなりなんなり

というのをやはり作風というかな。政策をつくり

上げていくときの形としてしっかり考えていくべ

きだというふうに思いますので、これは結構でご

ざいます。

次に移らせていただきます。指定管理者制度の

関係であります。公募、非公募の関係では、もち

とん非公募の部分も専門的に例えば農業施設だと

か医療施設、病院の関係だとか福祉施設等々を含

めて非公募の部分があることは当然だと思います

けれども、総務部長からも話がありました。しか

し、私なんかが見ると、せっかくと申しましょう

か、理想的な形としては民間の活力をまさに活用

するといいながらも、実際名寄の状況を見ると今

までの委託管理の状況と余り変わらない状況に実

はあるのではないのかというふうに思うわけであ

ります。しかし、この指定管理者制度はやっぱり

公の部分で前段言ったように許可権、その他使用

権も持っているわけでありまして、そういう面で

は行政に成りかわってやるわけでありますから、

極めて透明性が必要だというふうに思うのであり

まして、そういう面では私はこれら公募になかな

か応じない民間企業、応じてもらえない部分もあ

るのかもしれませんけれども、名寄の場合は。し

かし、そういう面でも実質的にこの手続条例等で

選定委員会の設置なり選定委員会の組織、選定委

員会は１０人以内の委員をもって組織することに

なっているのですけれども、２年の任期でありま

すけれども、現在選考委員の皆さんは民間人何名

入って全体で何名で選考委員が構成されているか、

この点についてまずお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

副市長を先頭にし〇総務部長（佐々木雅之君）

まして財調部長５人、７人で対応しまして、その

ほかに民間委員さんが１名いらっしゃいます。

（「民間人何人」と呼ぶ者あり）

民間は１名です。〇総務部長（佐々木雅之君）

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、これは総務部〇１３番（高見 勉議員）

長から先ほど答弁ありましたから、あえて強くは

言う必要もないのかもしれませんけれども、この

事業評価なり財務監査の関係では、自治体に対し

て指定管理者制度を導入したことによって公の施
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設をつまり指定管理者に整理するということで、

これに対する自治体の権限というものは強化され

ておられると思うのです。具体的に言うと、そう

いう事業報告の毎年度の提出なり、あるいは調査

報告なり、指示なり、指定の取り消し等々を含め

て行政側がしっかり権限を持っている。さらには、

監査委員による監査か、あるいは外部の監査人に

よる監査のいずれかを実施しなければならぬと、

実施せいと、こう言っているわけでありますから、

そういう面ではやっぱり公平性なり透明性をきち

っと持つと。行政が優越的に権限を持っているわ

けですから、そうではなくて市民の皆さんにオー

プンにして、そしてその評価をしっかりして、今

まであった公共サービスが維持されているのか、

今までより以上発展をされているのかどうなのか、

こういうことをしっかり評価をすべきだというふ

うに私は思うのであります。

そういう面では、まずそこをお伺いする前に、

いわばニュートラルと言うとあれですけれども、

監査委員も私は名寄においては外部監査人が監査

をするというような状況には到底ならないと思っ

ているのでありまして、そういう面では監査委員

さんがおられて監査ができる状況になっているわ

けでありますから、ぜひこの点については、今ま

でも行ってきているのかもしれませんけれども、

私は強い権限というのは直接的にも指定管理者に

対する監査が及ぶという観点に立って、しっかり

とした監査をしていただくことが極めて重要だと

思うのでありますけれども、代監さんに極めてあ

れですけれども、森山さん、代監さんに御指摘で

すから、お答えをいただければと。今後の対応も

含めて考え方があればお聞かせをいただきたいと

思います。

森山監査委員。〇議長（小野寺一知議員）

お答えを申し上げた〇監査委員（森山良悦君）

いと思います。

年々広がりを見せております指定管理者制度の

中で、ますます透明性を高め、さらには市民への

説明責任を果たすと。この観点の中での財務監査

のあり方はどうなのだという御指摘かと思います

けれども、従来監査委員が施設の財務監査を行っ

ていますのは所管課を通して行っております。３

点にわたって行っております。１つは定期監査に

おいて、１つは業務がと定書に基づき適正に履行

されているかと、効果的だと、それから事業費の

算定が適正なのかという、これは定期監査の部分

でございます。２点目に、例月出納検査の部分で

ございますけれども、該当施設の成果が上がって

いるかと。この点は、議員の皆さんにも報告を申

し上げているとことでございますし、３点目には

初めて取り組みを行ったとことでございますけれ

ども、名寄市の名寄振興公社の部分で財政の援助

団体、支援団体という形で監査を行い、その中で

指定管理にかかわる監査もさせていただきました。

以上の３点において、私どもは指定管理制度に

おける監査を実施しておりましたけれども、今後

透明性を高め、さらにはより市民の説明責任を果

たすという中では３点の視点を設けて今後実施し

ていきたいと、このように思っているとことでご

ざいます。１点目には、と定書が定められている

わけでございますけれども、その報告書が本当に

適正に作成されているのかと。その適正性につい

て問いたいと、このように思っておりますし、２

点目にはと定書にいといと改善項目、回答はある

わけでございますけれども、改善、変更項目がそ

のニーズにおいて必要性に応じて変更されている

かと、これが２つ目で、３点目には施設管理にお

ける会計経理、これが適切かと。直接関係諸帳簿

もしくは記載帳簿、証拠書類保存、そういう関係

についても今後適宜監査をしてまいりたいと、よ

り深く踏み込んだ形の中での監査を行っていきた

いと、説明責任を果たしたいと、このように思っ

ておりますので、よとしくお願いいたします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

森山監査委員から力〇１３番（高見 勉議員）

強い答弁をいただきました。ぜひ私は、そうした
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面でしっかりとお願いを申し上げたいというふう

に思います。監査委員さん、いとんな立場で財務

監査以外、いわば管理業務についても触れること

はできるのかもしれませんけれども、しかし制度

上は管理業務については監査は及ばないわけです

よね。及ばないことになっている。したがって、

私はそういう意味での透明性を含めてやっていく

には、先ほど来から話がありますように１つには

これまで担ってきた公共サービスが本当に維持さ

れているのかと、維持でなくても民間に移ったこ

とによってサービスが向上されているのかどうな

のかというような視点が１つ。

いま一つは、そういう管理業務を担うのは、働

く人の雇用の安定と良好な賃金あるいは労働条件

にあるのかないのか。これは、監査委員さんの部

分も含めて、ぜひそういうことも行政が行うわけ

でありますから、そういう視点を持って事業評価

なり監査を行っていくと。

さらに、３つ目には、市民参加を方めて市民と

と働でサービスのありようについてチェックをす

るなり、公平、公正にあるかないか、そういう指

定管理者制度であるのかどうなのか、そういうと

ことにやっぱりきちっと視点を当てて私は評価し

ていかないとならぬと。

これは、言葉ちょっと悪くて誤解を招くかもし

れませんけれども、選考委員会は行政の方々、部

長さん方、大変御苦労をいただいているのに民間

からは１人入っているだけ。評価の報告を受ける

のは担当部課ですよと。それがどこでどういう形

で相対評価をされているのかどうなのかというと、

ちょっとあいまいなわけであります。したがって、

私は９なくてもそうした部分で単にやり方、あら

を探すというのではなくして民間に、つまりアウ

トソーシングをして民間活力を引き出したことに

よって財源的にも、あるいはサービス的にも向上

をしているという状況、市民的な評価を得るよう

な形をしっかりとっておくことが極めて大事でな

いのかと。２年や３年でそうはいかないけれども、

もう制度を入れて４年目になるわけでありますか

ら、そうした面ではぜひその点についても整理を

いただきたいと思います。

この点については市長なり副市長から、あと二、

三分しかありません、一言決意を含めて。私は、

市民を含めた第三者委員会を立ち上げて、そして

利用者を含めてどうであるかと。余り難しいこと

ではなくても評価を外部でしていくシステムをし

っかり確立すべきだというふうに思うのでありま

すけれども、新年度を問わず今年度からでもやっ

ていただきたいと思う。いかがでありますか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１７年度からこの〇副市長（中尾裕二君）

制度を導入して名寄市で積極的に方めているわけ

ですけれども、受け皿の問題も含めて、なかなか

財政的なメリットが出ていないというのは１つ実

態としてございます。さらには、直営の時代から

指定管理者制度が導入されたことに伴って、本来

はサービスの選択肢が広がって柔軟な運営をして

いただけるということも含めた対応というふうに

認識をしておりますが、なかなか発注側のふなれ

といいますか、ノウハウ不足ということも含めて

ございまして、この辺についてはまたしっかりと

対応していきたいと思っております。また、お願

いをしている事業についてしっかりと展開されて

いるかどうかにつきましても総務部長からも答弁

をさせていただきましたけれども、外部の有識者

の方あるいは施設を利用する方も含めて、第三者

の評価の機関についてしっかりと検討をしてつく

ってまいりたいと考えております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間が大変なくなり〇１３番（高見 勉議員）

まして恐縮でありますけれども、学校支援地域本

部事業について答弁を一言だけでもお願いをした

いと思います。

教育部長の話では、２０年度に本部というか、

実行委員会を名寄市としてつくって、名寄市が中

学校をモデル実施地域として昨年は定めたと。今
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年度は風連あるいは名寄中学校地区を含めて、市

内中学校３地区ともそうした面では事業を取り組

んでいこうということだと思いますので、１つの

評価をいたしますけれども、これは３カ年事業な

のですよね。２０年度から２１年、２２年までし

かないということでありますから、そういう面で

は私はやっぱり具体的な取り組みが早急になけれ

ば、委託事業としての事業費その他を含めて思う

ような形にならないのではないかという心配を１

つしているので、ぜひ具体的にひとつ取り組みを

方めていただきたい。

それと、実行委員会が名寄市では一つしかつく

っていないというお話ですけれども、これでいき

ますと原則としては中学校区単位に本部体制をつ

くってやっていくことがいいのではないかという

か、原則論で言っているから、地域事情にそれは

お任せはしているけれども、事業費の関係や何か

も含めてそこら辺は差異が生じないのかどうなの

か。３つともつくることによって、中学校区にお

ける主体的な役割を果たすことができるのではな

いかというふうにも考えるわけでありますけれど

も、その点について、時間がありませんけれども、

御答弁をいただいて、時間ですから終わらせてい

ただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

平成２０年度におき〇教育部長（山内 豊君）

まして委託事業を受けまして、予算的には６０と

度ほどの予算で取り組んでおります。それで、当

初から３年間の事業というふうになっております

から、名寄市としては今までもそうした安心会議

等の取り組みをやっていて、余りお金のかからな

い方法でやっていくという状況になっておりまし

て、この委託事業を取り組むに当たっては今後の

３年間が過ぎた後の取り組みも含めてどうなのだ

ということがあります。この６０と度の中のうち

消耗品、要するに車両のステッカーだとか、ある

いは街頭での部分での雨具だとか、そういったも

のを主体的に校区に配備しようということで、２

１年度または２２年度でそういったような取り組

みをしていきたいというふうに思っておりまして、

今後は購入した部分での劣化した部分をその都度

更新をしていくという取り組みがこの委託事業以

後に出てくるのかなというふうに思っております。

以上です。

以上で高見勉議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

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６月１３日より６月１

４日までの２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６月１３日より６月１４日までの

２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 ４時１２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 竹 中 憲 之
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署名議員 渡 辺 正 尚


