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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１５日（月曜日）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

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあた

り地域経済等に配慮し、地方財政の充

実・強化を求める意見書

意見書案第２号 核兵器の廃絶と恒久

平和を求める意見書

意見書案第３号 ハローワーク機能の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第４号 経済危機対策などに

伴う地方負担の軽減を求める意見書

意見書案第５号 国直轄事業負担金に

係る意見書

意見書案第６号 新型インフルエンザ

対策の強化を求める意見書

意見書案第７号 所得税法第５６条の

廃止を求める意見書

意見書案第８号 基地対策予算の増額

等を求める意見書

日程第７ 決議案第１号 北朝鮮の核実験に抗議

する決議

日程第８ 報告第１２号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 請願

日程第10 委員の派遣について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあた

り地域経済等に配慮し、地方財政の充

実・強化を求める意見書

意見書案第２号 核兵器の廃絶と恒久

平和を求める意見書

意見書案第３号 ハローワーク機能の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第４号 経済危機対策などに

伴う地方負担の軽減を求める意見書

意見書案第５号 国直轄事業負担金に

係る意見書

意見書案第６号 新型インフルエンザ

対策の強化を求める意見書

意見書案第７号 所得税法第５６条の

廃止を求める意見書

意見書案第８号 基地対策予算の増額

等を求める意見書

日程第７ 決議案第１号 北朝鮮の核実験に抗議

する決議

日程第８ 報告第１２号 例月現金出納検査報告

について

日程第９ 請願

日程第10 委員の派遣について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ
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いて

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
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

１２番 木戸口 真 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。

建設行政について外３件を、渡辺正尚議員。

おはようございます。〇１４番（渡辺正尚議員）

議長から指名を受けましたので、さきの通告順に

従って質問をいたします。

まず初めに、建設行政について３点伺います。

今年度の建設事業の発注計画と発注時期について

お答えください。建設新聞によると、建設事業費

が名寄市は前年度対がで１５ ３がとなっており

ますが、具体的に何月にどのような工事を発注す

るのかお答えください。

次に、指名業者の基準について伺います。名寄

市内ではＡクラスでも国や道ではＣクラスだった

りしています。企業を育てるというのは、力をつ

けてもらうことではないでしょうか。子育てもそ

うですが、甘やかしたら地元企業は育ちません。

指名業者の基準については、昔は逆三角形だった

ものが産業委員会に在籍しているときに私の提案

で台形型になりました。名寄市も市全体の需要が

いつまで続くかわかりませんので、もっと企業育

成には北北海道の中核都市としての誇りを持って

いかなければならないと思っておりますが、市と

しての考え方について伺います。

次に、市民と協働のまちづくりの考え方につい

て伺います。１番目に、基本的に市民と自治体が

情報の共有化をしなければならないと思うが、現

状はどのような状況だと思っているかお答えくだ

さい。それと、今までに検証したことがあるのか

を伺います。

次に、情報公開条例ができてから今まであった

請求件数は何件か。これは、年度ごとにお知らせ

ください。内容は、情報公開できなければ構いま

せんが。

次に、高齢者福祉について伺います。私は、高

齢者にとって外出しやすい環境が一番だと思いま

すが、私が以前から提唱しているデマンド交通シ

ステムがこの地域には必要不可欠だと感じており

ますが、市ではバスの試験運行を計画されている

が、バスだけでなくタクシー導入も検討すべきと

考えるが、お考えがあればお答えください。

高齢者福祉については、パークゴルフなどの軽

スポーツの推進も考えられるが、町内会連合会な

どと検討した経緯があるのかを伺います。高齢者

の意見も大切だと感じておりますが、お答えくだ

さい。

最後に、産業振興について伺います。第１次産

業の農業は、大切な財産だと感じておりますが、

名寄市にとって農業振興策は具体的にどのような

ものなのかお答えください。

次に、その他の産業振興施策についても大学の

安定経営であったり、中心街活性化だったりしま

すが、これからお考えの施策をお聞きして、私の

この場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござ〇建設水道部長（野間井照之君）

います。ただいま渡辺議員から大きな項目で４点

にわたり御質問をいただきました。１点目は私か

ら、２点目は総務部長、３点目は福祉事務所長、

そして４点目は経済部長からのお答えとなります。

よろしくお願いをいたします。

それでは、建設行政について、最初に今年度の

建設事業の発注時期についてお答えをいたします。

平成２１年度の建設事業は、地域経済や雇用など
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緊緊性に配慮し、９７件で２３緊 ０００緊緊を

予算化しております。発注状況は、６月末で保健

センター改修事業や市道防じん補修など３０件、

６月には土木工事として東４条通、豊栄西１０条

仲通の道路改良工事を既に発注しており、今後１

９線道路の加東橋新設工事のうちけたの製作、緑

丘通改良工事、北栄２丁目線の歩道補修工事も発

注を予定しております。建築は、名寄消防庁舎浴

室改修工事を、上下水道は１６線道路老朽管更新、

西１条仲通配水管網整備、個別排水処理施設合併

浄化槽設置工事をそれぞれ予定しております。７

月には１９線道路、加東橋新設工事のうち下部工

を、建築は名寄庁舎設備改修工事を、上下水道は

中央２８線及び東５号線配水管網整備、緑町２７

線及び東３号南線の老朽管更新工事をそれぞれ予

定しております。８月、９月には南１１丁目東通

及び１９線道路改良、東４条通、北１丁目通、豊

栄西１０条仲通、緑丘通の舗装新設工事及び徳田

しらかば１号通道路改良舗装工事を、建築は東小

学校屋内運動場改築工事地質調査を、上下水道は

個別排水処理施設合併浄化槽設置、徳田しらかば

１号線老朽管更新工事をそれぞれ発注し、全体で

９月末の上半期で執行率８０が以上を目標として

いるところであります。

次に、指名業者の基準についてであります。土

木建築部門の格付は、基本的に道が審査する経営

事項審査をベースに名寄市の基準により決定して

おりますが、今年度から北海道の格付を基準に一

定程度準じることとしております。道に準じた新

たな基準として、これまでの技術評定数値に加え、

社会的要素にかかわる付与点を設けたことであり

ます。これを生かした社会貢献などを含めた付与

点が加算された総合数値によりランクが決定され

ます。名寄市での社会貢献が国や北海道の格付評

価数値にも加算されるというふうに聞いておりま

す。したがって、システムの構築について入札等

審議委員会で検討し、上級官庁においても上位に

ランクされるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、今後の対応についてであります。名寄市

の建設業者には、完成度の高い成果を目指し、日

ごろから社員の資質や施工能力の向上に努めてい

ただいているところであります。名寄市としても

国、北海道に対し、地元建設業者の入札参加機会

の拡大について要望行動を行っておりますし、技

術的にも道北の中心都市の業者、特にＡクラスの

業者については他都市から見てもそれほど見劣り

しないと思っておりますが、より努力をしていた

だけるよう指導してまいりたいと考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

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）

うから大きな項目の２点目の市民と協働のまちづ

くりの考え方について答弁させていただきます。

市民と協働のまちづくりを推進するためには、

市民参加による各種計画の策定や事業実施段階で

の市民参画を進め、市民と行政がともに協働につ

いての共通認識を持ち、信頼関係を強固なものと

し、互いの役割を適切に分担しながら協働のまち

づくりを進め、さらに透明性の高い公平、公正な

行政運営を図るため行政情報を積極的に提供し、

市民と行政との情報の共有化が必要と考えており

ます。そのためには、広報紙やホームページなど

による広報広聴活動の展開や情報公開、職員一人

一人が行政の窓口としての対応、町内会活動やサ

ークル活動の参加など、市民とのコミュニケーシ

ョンを積極的に行っていると考えておりますが、

今後さらに市民と協働のまちづくりを推進してい

くため、現在見やすくわかりやすいホームページ

の更新作業も進めております。

次に、情報公開条例ですが、市政に関する情報

についての市民の知る権利を保障するとともに、

一層公正で開かれた市政の実現を図り、もって市

政に対する市民の理解と信頼を深め、地方自治の
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本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与するこ

とを目的に、旧名寄では平成９年１２月に制定し、

１０年４月から施行、旧風連では１年おくれの平

成１０年１２月に制定し、１１年４月から施行さ

れました。条例制定以降の請求件数ですが、旧風

連では年一、二件程度であり、旧名寄においても

平成１０年度５件、平成１１年度６件、平成１２

年度はありませんでした。平成１３年度１件、平

成１４年度５件、平成１５年度３件、平成１６年

度６件、平成１７年度７件、合併以降の１８年度

では４件、１９年度６件、２０年度８件、２１年

度は５月末現在で１件となっており、年数件の請

求の状況となっております。実施状況の公表につ

きましては、名寄市情報公開条例第９条の規定に

より毎年１回、各実施機関の公文書の公開等の実

施状況を取りまとめ公表することになっておりま

すので、情報公開制度やこれらの請求件数につい

て、毎年６月の市の広報のお知らせ欄に情報開示

請求等や市政に関する情報についての相談や案内

をお知らせしています。

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）

私のほうからは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

高齢者福祉関連について２点のお尋ねにつきまし

て、最初に外出しやすい環境整備についてからお

答えをいたします。

お年寄りは、ついつい家に引きこもりがちにな

りますが、新しい交通システムの導入により交通

の利便性がよくなることによって高齢者が何らか

の趣味や買い物をする楽しみがふえるのであれば、

高齢者の自立を促し、間接的に生活支援対策にも

当てはまると思います。名寄市は、地域住民の公

共交通確保の観点から地域性や既存バス路線との

整合性、経済性を踏まえて、新たな交通手段につ

いて実証運行試験を行う計画でおります。実証試

験運行をする区域は、路線バス下多寄線区域で、

地元説明会や関係機関との調整を終えた後、１０

月、１１月の２カ月間、路線バスを運休してデマ

ンド交通実証運行試験を予定しています。今のと

ころデマンド方式、つまり利用する人の求めに応

じて自宅付近の公道や市道まで迎えに行く方式を

考えています。したがいまして、大きなバスでは

なくジャンボタクシーや小型タクシーなど、ぐる

ぐる回るのに便利な車両が適当と考えているとこ

ろです。最終的には、利用者によってよりベター

な方式、車両は何なのかということも実証試験中

にアンケートの実施や直接意見をお聞きして次の

実証運行試験につなげていきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

次に、２点目のパークゴルフ等、軽スポーツの

振興という部分でお尋ねがございました。高齢者

の健康増進、仲間づくりや生きがいづくりにパー

クゴルフやウオーキングなどの軽スポーツは欠か

せないものと認識しております。

町内会連合会との検討の経緯についてもお尋ね

がありました。この分野については、直接的な検

討はしてはおりませんが、町内会連合会とパーク

ゴルフ協会が実施しているパークゴルフ大会は、

既に１０回に手が届こうとするくらいの回数を重

ねておりますし、名寄市社会福祉協議会の中で健

康維持のために自主的に活動しておりますＡＢ友

の会もパークゴルフを行うなど、高齢者の方は気

軽に軽スポーツを楽しんでおります。また、市は

高齢者対策として老人クラブ連合会が実施する健

康増進事業に対して補助をしており、平成２０年

度の事業内容ではグラウンドゴルフ大会に６０名

の参加、ゲートボール交歓競技大会には５７名の

参加、パークゴルフ大会は２回開催されており１

７３名の参加がございました。これらの軽スポー

ツ大会のほかに高齢者料理教室を２回開催し、６

８名の参加があったところでございます。こうし

た軽スポーツの効果として、平成２０年４月にス

タートした後期高齢者医療制度では、これまでの

老人保健制度で負担した医療費が少ないほうの北

海道内１５自治体の中に入り、北海道後期高齢者

広域医療連合の保険料は他市町村の平均の保険料
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から約１５がの低い保険料の適用を受けることに

なりました。まさに高齢者の健康保持に軽スポー

ツの活用が実に有効な結果につながったものと考

えております。今後も高齢者の健康維持対策とし

て、町内会連合会との連携はもとより、老人クラ

ブに対しても意見を伺い、軽スポーツの推進に心

がけてまいりたいと思います。

以上、この壇からの答弁にいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目４点目、産業振興について、初めに農業振興に

ついてお答えをいたします。

農業の重要性につきましては、平成１１年７月

に制定された食料・農業・農村基本法の要点の中

で、食料は人間の生命維持に欠くことのできない

ものであり、食料の供給は良質な食料が安定的に

供給され、農業の生産性の向上を促進しつつ、多

様化する国民の需要に即して供給されなければな

らない、また農業生産活動が行われることで国土

の保全、自然環境の保全、良好な景観の形成等、

農業の多面的機能が将来にわたって十分に発揮さ

れなければならないとあり、国民生活の安定向上

及び国民経済の健全な発展に必要なものとされて

おります。名寄市におきましても地域の恵まれた

自然環境を生かした魅力と持続性のある農業を確

立し、活力と潤いのある農業、農村を実現するた

め、合併後の本市農業、農村の新しい中長期的指

針として名寄市農業・農村振興計画を平成１９年

３月に策定し、その計画を基本に農業振興施策を

実施しているところでございます。

お尋ねの今年度の主な農業振興施策ですが、施

策体系の５本の柱に基づき説明させていただきま

すと、収益性の高い農業の確立では、１つとして

道営の農業生産基盤整備事業が７地区、公社営の

畜産環境総合整備事業が１地区実施しております。

２つ目に、農業振興センターの管理運営事業、３

つ目に水田の生産調整に関する産地確立対策、水

田等有効活用促進交付金事業などの実施、４つ目

には水田・畑作経営所得安定対策の実施、５つ目

には中山間地域等直接支払制度の実施、多様でゆ

とりのある農業経営の促進では、１つ目には農業

振興資金の融資及びＬ資金など農業関係資金利子

補給の実施、２つ目には酪農ヘルパー事業や中国

研修生受け入れ事業の実施、３つ目には家畜飼養

農家の労働負担の軽減と優良育成牛の確保を図る

ため市営牧野管理運営事業の実施、農業担い手の

育成確保では、１つ目に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、２つ目

に新規就農者の受け入れを促進する新規就農者等

支援事業の実施、環境と調和した農業の促進では、

１つには農地、農業施設の保全に取り組む活動組

織へ助成する農地・水・環境保全向上対策の実施、

２つ目にクリーン農業の推進、土壌管理システム

の推進でございます。豊かさと活力ある農村の構

築では、１つ目に地産地消や食育の推進及びなよ

ろ産業まつり、地産地消フェアの開催、２つ目に

はグリーン・ツーリズムの推進の取り組み、３つ

目には農畜産物加工施設の運営事業等々、農業、

農村の振興にかかわる各種施策を実施していると

ころでございます。

次に、その他の産業振興施策についてお答えを

いたします。産業振興施策は、議員考えられてお

られるとおり、広くは農商工や産、学、官の連携

などによって大きく産業振興として中小企業の経

営安定に資するものと考えております。事業推進

に当たっては、中小企業の支援制度を活用し、商

工業関係機関、団体と連携して指導助言、情報の

発信を行ってきており、市といたしましても中小

企業振興条例などで対応しているところでありま

す。その内容は、１つ目には異業種交流、組織化

の支援、２つ目には町中にぎわい、物産ＰＲ支援、

３つ目には新製品、新規創業などの支援、４つ目

には雇用、労働環境の向上のための支援、５つ目

には融資制度による支援、６つ目には３年目とな

りましたリフォーム事業、７つ目には観光事業の

推進などで産業振興施策として取り組んできてお
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ります。これらの施策の考え方につきましてもこ

れまでの施策が基本となって商工団体、農業団体

との連携、名寄大学内の道北地域研究所などのノ

ウハウを活用して全体として産業振興を進めてま

いりたいと考えております。さらには、懸案の市

街地整備として中心市街地活性化で議論された事

業について合意形成と熟度を見きわめ、都市再生

整備計画事業に移行できるよう作業を進めており、

ハード事業とソフト事業を組み込んだ計画によっ

て産業振興に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

各部長から丁寧な答〇１４番（渡辺正尚議員）

弁をいただきましたので、再質問をさせていただ

きます。順序が変わることもお許しください。

指名業者の基準なのですけれども、今の部長の

答弁ではわかりにくいと思いますが、具体的にお

答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼しま〇建設水道部長（野間井照之君）

した。指名業者の基準について、再質問がござい

ましたので、お答えをさせていただきたいという

ふうに思います。

建設業者の格付につきましては、国、道及び各

自治体によって基準が異なっております。一様に

ランクでが較はできませんけれども、ランクを決

定する数値は先ほど申し上げました道が審査する

経営事項審査結果がベースになっているのが現状

であります。この経営事項審査は、年間の完成工

事高や経営状況に工事の種別ごとに総合評定数値

が判定されるもので、自治体を主体に受注が多い

業者では国、道にがべると発注予定価格が低く、

年間の完成工事高が多く見込めず、国、道に登録

されている大手の業者にはランクで差が生じ、総

合評価数値の高得点にはなりません。しかし、市

内のＡクラスの業者については、近年では工事の

品質も確保されており、道の入札にも参加受注の

機会がふえてきているところであります。今年度

の名寄市の格付につきましては、土木部門は昨年

までＡ、Ｂ、Ｃの３区分だったものを本年度はＡ、

Ｂの２区分に改正しました。これによりＡは１０

社、Ｂは１５社となります。建築部門は、昨年度

から２区分に改正していまして、今年度も２区分

でＡは７社、Ｂは１４社となっています。入札方

法につきましては、昨年度から条件つきの一般競

争入札を導入していまして、より一層の競争性を

高めていると考えておりますので、少しでも力を

つけていただければというふうにも考えておりま

す。

以上であります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

昔は、名寄市は鉄道〇１４番（渡辺正尚議員）

と木材のまちでしたので、市内の仕事だけで十分

にあったと思いますが、それにがべお隣の士別市

は市の仕事がなかったから、国や道に仕事を求め

て営業活動し、国や道などの受注機会を求めた結

果が現在名寄の業者より士別の業者のほうが平均

的にランクが高い状況になっているのではないで

しょうか、お答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

他都市とのラ〇建設水道部長（野間井照之君）

ンクの違いについてでありますけれども、お答え

をさせていただきたいというふうに思います。

確かに昔は国鉄や林道などの仕事も多く、地元

から出ていかなくても営業ができたと、そういう

時代があったかもしれません。しかし、現在では

特に従業員が多い業者は営業が続かなくなる危険

性も大きくなっております。しかし、今上川北部

では道の河川事業の名寄バイパスあるいはサンル

ダム関連事業などがあり、が較的恵まれていると

お聞きしております。特に農業関連は、上川管内

では１番目の仕事量との情報でもございます。私

どもも４月の建設事業説明会で、営業努力や技術

向上はもとより、共同企業体などでの組織強化を

お願いしているところですし、今後も場合によっ

ては企業再編などの経営形態のあり方なども一つ
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の方法として研究していただくようお願いをして

いきたいというふうに考えております。考えられ

るあらゆることを駆使して業者の方にも努力をし

ていただいて、国や道の公共事業が受注できるよ

う今後も指導させていただきたいというふうに思

っていますので、御理解をいただきたいと思って

います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、タクシー会社〇１４番（渡辺正尚議員）

とも連携してデマンド交通システムの導入検討が

必要であると思うが、協議検討するつもりがある

のかをお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先日、６月９日に〇総務部長（佐々木雅之君）

名寄市地域公共交通活性化協議会を立ち上げまし

て、恐らく多くの市町村が地域間を結ぶバスの関

係につきまして、公共交通の確保ということで努

力したのですが、少子高齢化によってだんだん、

だんだん利用者が少なくなって、ちょっと言葉は

悪いのですけれども、ほとんどお客さんがいない

状態でバスだけ走っているというような部分も多

く見受けられるようになってきましたので、名寄

市につきましては名寄市単独で国の補助事業では

なくて、この交通協議会に諮りまして、今後の高

齢化社会を迎えるに当たって、住民ニーズの高い

公共交通のあり方はどうなのかということの議論

を進めてまいりまして、民間の団体からの提言も

いただきまして、先ほど言いましたように６月９

日、正式に第１回目の協議会の協議を開催させて

いただきました。基本的には、停留所から停留所

までだけではなくて、できるだけ利用する方の自

宅に近いところまでタクシーの相乗り等も含めま

して、今後の少子高齢化をにらんだ同じお金をか

けるのであれば利便性を高めるという形を考えて

います。今のままでいきますと、交通機関の運行

に対する補助金が年々、年々膨らんでいくことは

当然想定されますので、こういう厳しい財政状況

ですので、できるだけ現行予算をこれ以上ふやさ

ない範囲の中で、なおかつ少子高齢化に対応した

利用者の利便性を図る方法はないかということで、

それもコンサルに丸投げする形ではなくて職員が

地域等に入りまして手づくりで協議をことし、来

年と２カ年間行いまして具体的に取り進めていき

たいなと思っています。

以上です。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が以前から言って〇１４番（渡辺正尚議員）

いるように、高齢者の方たちは地元商店街を大切

にします。私の住んでいる旭東北区町内会なども

そうですが、お年寄りの方たちはバス停までが遠

いものですから、なかなか行動に起こしません。

私が以前から提唱しているデマンド交通システム

というのは、タクシーでは高過ぎるので、ドア・

ツー・ドアで予約し、乗り合いタクシーと理解し

てもらってもいいと思いますが、お考えがあれば

お答えください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員には、過去い〇総務部長（佐々木雅之君）

ろいろな形でデマンド交通の関係について御提言

いただきまして、まちの中で開かれるお祭りとか

イベントのときにも臨時的にバスを走らせるとか、

さまざまな工夫はしてきました。今回の協議会立

ち上げによりまして、従前も東西バスの運行路線

を見直したり、さまざまなちょっと検討をしてき

ておりましたので、相乗りタクシーが今回の実証

実験も含めてどの程度有効に利用できるかという

ことも含めまして、実証実験をさせていただく中

で町中における利用の関係についても、予算との

関係もありますので、一遍に拡大するということ

は非常に難しいと思っていますけれども、実証実

験を積み重ねた上で相乗りタクシーの有効性につ

いて検討してまいりたいと思っております。

なお、介護関係につきましては風連地区から相

乗りタクシーを活用して名寄の病院等とか施設等

に通院されている方もいらっしゃるという話も聞

いておりまして、既に部分的にはグループでの利
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用が始まっているというふうに認識しておりまし

て、そちらの状況も確認させてもらいながら取り

進めてまいりたいというふうに考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

これを行うのには市〇１４番（渡辺正尚議員）

からの助成も必要です。例えば予約制ですから、

二、三人が利用したとします。私の住んでいる地

域から出発したとして、７００緊から８００緊程

度かかりますが、市の補助金が１割とすると市の

持ち出しは７０緊から８０緊で済みます。それが

年間に ０００件あったとしても１００緊緊以内

で済むわけですから、検討する価値はあると思い

ますが、検討されるのかを伺います。私は、高齢

者が外出する機会がふえることによって健康増進

にも役立つと思いますが、お考えがあればお答え

ください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

公共交通のあり方〇総務部長（佐々木雅之君）

の民間団体からの提言は、まさしくこれからの高

齢化社会に対応するために足確保をどうするのか

ということが大きなテーマだったというふうに理

解をしています。この関係につきましては、今議

員おっしゃるように利用者の数の把握が相当年々、

年々増加していくのだろうなということは当然の

結果、想定しておりますので、直接的には市内循

環バスのあり方、それから東西バスのあり方、そ

れと相乗りタクシーを活用する段階では、今実証

実験をする下多寄線の関係につきましても地域の

ニーズを満たすような形での実証実験ということ

を考えておりまして、まずはそこの部分を最優先

させていただいて、同時進行でこの協議会の中で

公共交通のあり方についても協議会の中で十分議

論をしてまいりたいというふうに考えています。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１４番（渡辺正尚議員）

す。

次に、産業振興については、お答えのとおり異

業種交流が一番だと感じておりまして、商業者と

農業者の交流も大切だと感じております。私は、

異業種交流事業を今年度行う時期だと感じており

ますが、いかがでしょうか、お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

異業種交流の関係で〇経済部長（茂木保均君）

ございますけれども、議員がおっしゃられるよう

に産業振興において異業種の交流というのは非常

に重要であるというふうに考えております。当市

も名寄市中小企業振興条例に基づきまして、異業

種交流事業については補助の対象になっていると

いうことでございます。農商工の地域が一体とな

って、食を中心とした地域づくりに取り組むこと

が重要であるというふうに考えております。

これまでアスパラのまちプロジェクトでのアス

パラ切り下部分をパウダーにして活用した市内商

工業者による新商品の開発により、プリンである

とかケーキあるいはめん類などが商品化された取

り組みは異業種交流、農商工連携の取り組みの一

つだというふうに考えております。また、商工会

議所が事業主体となって昨年より取り組んでおり

ます地域資源活用企業化コーディネート活動支援

事業は、地域資源を活用した新たな取り組みの発

掘や価値向上を図るため天塩川流域「なよろブラ

ンド」の形成を目指すものでございまして、農商

工あるいは産、学、官の異業種により委員が構成

されております。こういったことを通じて徐々に

ではありますが、交流や協議の機会はふえている

というふうに考えております。異なる業種、分野

の人々が集い、交流を持つことは新たなビジネス

チャンスの創造、発見のために大変意味のあるこ

とだというふうに考えておりまして、今後もさら

に関係機関と連携を図り、産業振興に努めてまい

りたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

観光事業の推進など〇１４番（渡辺正尚議員）

では広域連携が重要だと感じておりますが、道北

観光連盟などを有効利用して今年度リクルートな

どを利用して本市の皆さんがこの北北海道に対し
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てどのような感覚をお持ちなのか、アンケート調

査をすべきと考えますが、お考えがあればお答え

ください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光事業の推進の広〇経済部長（茂木保均君）

域連携の関係でございますけれども、観光事業推

進のため和寒以北中川までと幌加内を加えた２市

６町１村の９市町村で道北観光連盟を組織し、事

業展開をしております。過去に札幌市の大通公園

に行ってアンケート調査を実施したことがござい

ます。北海道観光の空白地帯と現在この地域は言

われておりますけれども、そのときの調査結果も

同様でございました。それは、本州の皆様を対象

としたアンケート調査を実施してもそのような結

果が出るのではないかなというふうに考えており

ます。今は、北海道観光の空白地帯を払拭すべき

検討協議、そして実行する時期ではないかという

ふうに考えております。

ことしの４月２５、２６日の２日間、初めての

試みでございましたけれども、道北観光連盟によ

る一品ぐるめ市というのが剣淵町の道の駅「絵本

の里けんぶち」において実施されました。非常に

寒い日でございましたけれども、地方や地元から

大勢のお客様にお越しをいただきまして、それぞ

れの市町村が特産品を料理して皆様に食していた

だきました。このように開催場所を道の駅として

広域的にリレーをしてつなぐイベントの継続は大

変重要だというふうに考えております。今後も協

議を重ねながら北北海道の観光推進に努めてまい

りたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

緊に振って大変申し〇１４番（渡辺正尚議員）

わけありませんが、名寄大学との連携も大切だと

思います。それと、先生や学生や転勤族の人脈を

生かしたＰＲも大切ではないでしょうか。これに

ついてもお答えください。例えば学生には授業中

に先生から一言、君たちが卒業してから名寄をＰ

Ｒしてほしいと言ってもらうとかはいかがでしょ

うか、お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在名寄大学の先生〇経済部長（茂木保均君）

あるいは学生は約７６０名いるというふうに聞い

ておりまして、全国各地から来ていらっしゃると

いうふうに聞いております。議員がおっしゃいま

すように名寄大学の先生や学生方が名寄のよさに

ついての宣伝マン、広報マンになっていただける

ということは非常に有意義で重要なことだという

ふうに考えております。自分の子供たちがこの名

寄の地で、どのようなまちでどんなまちに住んで

いるのかとかということは、親御さんにとっては

非常に興味のあるというふうに考えておりまして、

在学中にふるさとから親御さんや友人たちが訪れ

ていただき、また卒業後に再び名寄を訪れていた

だく、そのことが地域観光には非常に重要なこと

だというふうに考えております。そのためにも広

域的な連携を図り、夏と冬の観光をしていただく

ために名寄大学の白井教授を中心とした学生たち

が観光のモデルコースを考案し、夏と冬の名寄休

暇村プログラムモデルを提案していただきました。

夏には、コンセプトをアウトドアスポーツを満喫、

温泉めぐり、自然との触れ合いとし、冬にはウイ

ンタースポーツと温泉と祭りを楽しむ、あるいは

ウインタースポーツを満喫という４つのモデルコ

ースを提案していただきました。これらをもとに、

先ほどの道北観光連盟等で協議を重ねて北北海道

の観光の推進に努めていきたいと思っております。

何か意見ありますか。〇議長（小野寺一知議員）

三澤大学事務局長。

私のほうか〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

らもお答えをさせていただきますが、先ほど御答

弁ありましたように大学は地域貢献という大きな

使命を持ってございます。そういう中では、先生

が個々持っているノウハウあるいは共同してこの

地域の特性を踏まえた共同研究をしながらひとつ

地域に還元をしていくと、こういうことでこれま

でも道北地研を中心に進め、活動を進めてきてい
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るという部分の中で一定の成果も上がってきてい

るのかなというふうに思っております。

さらに、地域活性化の部分では今お話にござい

ましたようにゼミの提言を踏まえて、やはり学生

だけでなくて学生の保護者の皆さん方にも名寄を

知っていただいてひとつ体験をしていただくと、

このことが広がりを見せるという、そういう提言

もございました。そのためには、今お越しいただ

いている学生が名寄のこの地をやっぱり好きにな

ってもらうといいましょうか、そのための取り組

みが必要なのだろうというふうに思います。そう

いう意味では、いろんな休みを通してこの地を知

ってもらう取り組みをしてございますので、教職

員一同今後そういう取り組みをしていきたいと思

っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１４番（渡辺正尚議員）

す。

質問を変えます。農業振興について伺います。

手間本部長から茂木部長になってから期待してい

ることを申し上げます。数年前に茂木部長が係長

時代に行った市民向けオーナー制度を復活しては

いかがでしょうか。簡単に説明しますと、智恵文

地区の農家のジャガイモ畑を借り上げ、市民に買

っていただき、畑の収穫時期に市民みずからが収

穫に出向き収穫するというものです。親子で収穫

するということは、家族の信頼回復にもつながり

ますし、地産地消にも一役買うと思いますし、市

民理解が得られると思いますが、お考えがあれば

お答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民向けのオーナー〇経済部長（茂木保均君）

制度でございますけれども、今名寄の中ではこの

オーナー制度というのを行政の支援あるいは農家

個々の中でも行っている事例はないかなというふ

うに考えておりますが、しかし今行政サイドは別

にしてもこの農業体験という形で農業を理解して

いただくという、そういう立場で取り組んでいる

事例というのはたくさんございます。

代表的なのをちょっと申し上げますと、名寄地

区グリーンアドバイザー協議会というのがござい

ますが、これは名寄市の指導農業者あるいは農業

士で構成されている会なのですが、３年ぐらい前

から「食育オリエンテーリングＩＮなよろ」と称

しまして市内の親子、特に小学生を持つ親子を対

象としてそれぞれの会員のうちの収穫体験をして

いただくと。それもゲーム感覚というような、そ

んなことも取り入れながら実施いたしておりまし

て、非常に好評も得ておりますし、非常にいい取

り組みだというふうに考えております。

また、行政がかかわる部分の中では、先ほども

ちょっとお話ししました中山間事業という事業が

ありまして、この事業を活用して市内のほとんど

の小学校で農業体験事業を取り組んでいただいて

おります。そういう意味では、この種の取り組み

は非常に多くなったなというふうに考えておりま

すし、農家個々の中でもそういった取り組みをや

っている方も数件おられます。

先ほどお話ありましたオーナー制度なのですが、

従来私もちょっと取り組んだ経験がございますけ

れども、作付段階、播種段階あるいは管理作業の

段階、そして収穫する段階と。それぞれの段階で

いわゆるオーナーの方に来ていただいて作物の成

長の過程だとか、そういったものを見ていただき、

あるいは時には草取りもしていただくと、そうい

った取り組みで、非常に意味のある取り組みだっ

たなというふうに考えております。そして、収穫

も当然農業というのは収穫量というのもかなりそ

の年の気象条件によって変わるのですけれども、

それは気象条件によってはとれることもあるし、

とれないこともあるのですよと。そういった理解

のもとに取り組んだ経過がありまして、好評を得

た経験もあります。今後この種の取り組みの部分

につきましては、特に農村の若い人、例えば農協

青年部であったり、農業青年のいろんな会がござ
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いますから、そういったところと協議検討をして

いきたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業振興にはさまざ〇１４番（渡辺正尚議員）

まな手法がありますが、今の答弁にもありました

ように農家子弟が自立した取り組みに助成するで

すとか、新規就農者の受け入れを促進する新規就

農者支援事業が私は大切だと感じておりますが、

お考えがあればお答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者あるいは〇経済部長（茂木保均君）

担い手の育成確保というのは非常に今重要なこと

でございまして、名寄市の農業・農村振興計画の

中でも重要な位置づけということでとらえていま

す。今お話のありました農家子弟が自立した取り

組みということで、前回のというか、農業・農村

振興計画の一つの目玉事業的に「農業青年チャレ

ンジ事業」というのを創設いたしました。平成１

９年からやっておりまして、ことしで３年目を迎

えるのです。農家の方々の応募状況も非常に多い

です。年間に平均すると６件から７件ぐらいあり

ます。新しい新規の作物をつくるというケースあ

るいは加工を新たに取り組むと、そういったケー

スもあります。私どもは、そういったことを含め

て農商工連携の取り組みなんかも期待はしている

わけですが、農家の子弟の新しい取り組みという

部分で非常に意欲がございます。そういったもの

に対して一定の助成をしているということで、年

間３件程度に絞っておりますので、応募していた

だいて優先順位なり、そういったものを決めて採

択をしていると、こういうことでありますが、非

常に有効な施策というふうに考えてございます。

それから、もう一点、いわゆる新規参入といい

ますか、この部分についても従来から名寄市で取

り組んでいる事業でございまして、新規就農者等

に関する条例を制定しておりまして、道内でも非

常に手厚い支援制度というふうに考えております。

今年度から実は４名の方が新規参入をしたいとい

うことで、智恵文地区あるいは風連地区を含めて

４名の方が研修に入っております。何とか最終的

に目標が達成できるように関係機関と連携して支

援していきたいと考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

茂木部長には期待し〇１４番（渡辺正尚議員）

ておりますので、よろしくお願いします。

最後に、市長にお聞きしますが、これまでのや

りとりを聞いていていかがな思いをされていまし

たか。職員の考え方や答弁内容等を素直にお答え

ください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の皆さんの６月、〇市長（島 多慶志君）

９月、１２月の一般質問につきましては、部長が

しっかりと答弁していただくというふうに私ども

内部で打ち合わせをさせていただいております。

渡辺議員の日ごろからの持論でありますデマンド

バス等につきましてもようやく協議会を立ち上げ

ることができました。

私は、昨年中国に参りまして、中国の都市部に

おける交通渋滞というのが非常に深刻であると。

上海と北京と昆明という３カ所を回ってきたので

すが、ちょっと事例を申し上げますと、北京等の

地下鉄の場合は２元ということですから３０緊と

いうことなのです。ところが、市内バスは ４元

ということですから６緊ということでありました。

５倍ぐらいの料金格差があります。それから、上

海では市内バスが１元で１５緊ということであり

ました。このバスに乗車するのに既に完全にＩＰ

化、カードを使って乗りおりをしていただくと。

高齢者の皆さんに足の確保というのが中国の政策

の中でも非常に力を入れてやっているなと。金額

を抑えて、市民の皆さんが買い物を含めた日常の

行動範囲を広げているなという実感を受けとめて

まいりました。

今デマンド交通の関係では、どうしてもこれか

らさらに進むであろう高齢社会の中で、高齢者の

皆さんが７５歳以上になりますと免許の更新時に
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いろんなテストがあるということもありまして、

勢い自家用車の交通というのがままならないと、

こういうことであろうというふうに思っています

から、市内の乗り合いタクシー等、提言がありま

したけれども、道内では伊達市が５００緊の負担

で一定の距離まではオーケーと、こういうような

仕組みをもう既につくって高齢者の皆さんに喜ば

れているということであります。名寄市も市内バ

スの運行経路あるいはタクシー会社との連携で、

渡辺議員が日ごろから主張されているシステム構

築が今回の協議会の中でしっかりできないかとい

うことについて、それぞれの担当の皆さんにも頑

張っていただこうと、こんなふうに思っておりま

す。

また、観光振興、農業振興についても貴重な意

見をいただいているわけですが、私は農業振興も

生産に従事をしてしっかりと生産を上げるという

ことが一番基本なのですが、近年は食の安全、安

心ということが消費者が非常に求めているという

ことでは、その販売の方法、流通ですが、こちら

のほうもしっかりと若い後継者の皆さんには実際

に消費者に触れるチャンスをつくるだとか、ある

いは場合によっては一時加工をすることで付加価

値を高めるということを異業種交流の中から英知

を搾り出していただけないものかなと、こんなふ

うに思っています。

若干行政主導ではありましたけれども、アスパ

ラのパウダーのテストにつきましては、予算も使

わせていただきましたけれども、いろいろと広が

ってきております。こういうきっかけづくりとい

うものを行政がしっかりとやっていく必要がある

と、このように考えておりまして、大学の白井教

授のゼミの中でも学生の名寄に来ている期間に親

御さん、親戚の方も含めて呼び込もうと、こうい

うプラン等もしっかりと観光協会の皆さん方と事

業化に取り組んでいきたいと。職員のいろいろな

アイデアを機会を通じてまたしっかりした政策に

固めていきたいと、こんなふうに思っております。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

公害と環境衛生について外３件を、竹中憲之議

員。

議長より指名を受けま〇３番（竹中憲之議員）

したので、さきの通告に従いまして大項目で４点

について質問を申し上げたいというふうに思いま

す。

１点目は、公害問題と環境衛生についてお聞き

をいたします。過日、２００８年度の公害の現状

と対策についての報告書が出されました。２００

７年度の報告書と大きく変わるものではありませ

んが、公害問題ですから余り大きく変わっても困

るわけですが、何点か気になる点がございました

ので、お聞きをしたいというふうに思います。

１点目は、大気汚染にかかわる報告書の５ペー

ジで二酸化硫黄について報告されておりますが、

発生源と見られる工場等の立入検査はどのように

行われているのかお聞かせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、水質についてでありますが、報告書

では主に飲料水にかかわる水源が中心と思われま

すが、その他の河川等の水質検査は行われている

のでしょうか。なぜならば、小さな河川でも最終

的には天塩川へ流れ込むことから下流域に影響を

及ぼすことが大きい、そういう小河川の水質につ

いても水質検査が必要と考えますが、お聞かせを

願いたいというふうに思います。

次に、一般廃棄物最終処分場についてでありま

すが、近年埋め立てごみの搬入量が減少している

現状にあると思いますが、一方で不法投棄が増加

しているのではないかと危惧をしています。私は、

昨年の第４回定例会で一般廃棄物最終処分場の現

状と延命についてお聞きをいたしましたが、合併

にかかわり埋め立てごみの料金統一がなされて２

カ月が経過をいたしました。風連と内淵の一般廃

棄物最終処分場における搬入量及び推移はどのよ

うになっているのかお聞かせください。
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２点目は、名寄振興公社が指定管理を行ってい

るパークゴルフ場の平成２０年度の利用が過去最

高と報道がされました。本年も健康維持という性

質を兼ねた、このパークゴルフ場が既にシーズン

に入っております。昨年特別委員会において利用

料金の値上げについて協議を重ね、結果として一

部修正をし、本年度より利用料金値上げとなりま

した。この中身について苦情が出ていないのかど

うかお聞かせを願いたいというふうに思いますし、

パークゴルフ場利用に影響がないか気になるとこ

ろです。現時点でのシーズン券の発行数はどのよ

うな推移となっているのかお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。

３点目は、名寄における公営住宅の入居率は１

００が入居に近いと思っていますが、公営住宅法

改正に伴い、名寄における公営住宅入居基準も改

正となりましたが、名寄において問題点がないの

かどうかについてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

４点目は、日本国憲法についてであります。日

本国憲法は世界に類を見ない平和憲法で、制定を

されて既に６０年が経過をしています。しかし、

ここ数年憲法改正にかかわって憲法調査会あるい

は新憲法制定議員同盟などが結成がされ、憲法改

悪を国会議員中心に進めている現状にあるわけで

すが、行政として憲法をどのように行政施策に生

かしているのかお聞かせを願いたいというふうに

思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま竹中議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から大きく４項目にわたり御質問がございまし

た。１項目めは私から、２項目め、３項目めは建

設水道部長、４項目めは総務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、公害と環境衛生について、（１）、

大気汚染調査のあり方についてお尋ねがございま

した。御案内のとおり、二酸化硫黄は主として工

場等の固定発生源での石油や石炭等の燃料に含ま

れる硫黄の燃焼によって生成され、刺激臭を有す

る気体で、大量に排出されると環境破壊の一因と

なるところでございます。大気汚染につきまして

は、環境基本法、大気汚染防止法、北海道や名寄

市の公害防止条例など関係法令に基づき基準値を

超える公害の原因となる物質が発生した場合は改

善勧告や改善命令、さらには立入検査などが実施

できるとなっておりますが、名寄市におきまして

は大きな事業所とは公害防止に関する協定あるい

は覚書を交わしておりまして、市民からの通報あ

るいは現場を発見した場合においては状況を調査

し、悪質な場合においては改善勧告や改善命令、

さらには立入検査などが実施できますが、現在ま

で悪質な重大違反等は出ていないため立入検査を

実施したことはございません。しかしながら、事

業主が公害防止条例等に熟知しないでいるという

こともございますので、今後におきましては周知

に努めるとともに指導、監視を強化してまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

次に、小項目の２、小河川における水質検査に

ついてお尋ねがございました。さきに市議会へ報

告をいたしました２００８年度公害の現状と対策

では、公害調査研究班の調査報告として天塩川及

び名寄川の水質検査結果を報告しているところで

ございます。こうした調査は、法律的な義務を負

うものではございませんが、天塩川につきまして

は本市の用排水に密接にかかわり、また名寄川は

水道水源になっていることから、これまで継続的

に調査を行っているところでございます。現在名

寄市が所管する基準河川及び普通河川は、名寄地

区で５２本、風連地区では２０本、総数７２本に

及んでいるところでございます。これまでこれら

小河川の水質検査は、排水処理水の流入河川や水

質事故などが発生した場合など、ごく一部の河川

に限られているところでございます。御指摘のと

おり、こうした小河川が天塩川に合流することに
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より、その水質に影響を与えることも考えられま

すが、水質検査に係る体制も限られていることか

ら、今後もその必要度に応じての対応を図ってま

いりたいと考えているところでございます。

次に、一般廃棄物最終処分場の現状についてお

尋ねがございました。不法投棄につきましては、

依然として後を絶たないのが現状でございます。

これまでも市内において洗濯機、冷蔵庫等の投棄

を確認し、回収処理を行った経過がございます。

また、６月５日には「ストップザ不法投棄」をス

ローガンに上川管内全市町村と旭川土木現業所に

よる一斉パトロールを実施したところでございま

す。名寄市におきましては６カ所でタイヤ、靴ケ

ース、冷蔵庫等の投棄が確認されたところでござ

います。これらについては、適正な処理を行った

ところでございますが、今後も引き続き定期的な

パトロールを実施してまいりたいとも考えている

ところでございます。

本年の４月から一般廃棄物最終処分場にかかわ

る処理手数料が統一されました。搬入量の推移で

ございますが、風連最終処分場におきましては昨

年の４月６５トン、本年４月４５トン、また昨年

の５月は５３トン、本年の５月は３９トンとなっ

ておりますし、内淵最終処分場におきましては昨

年の４月が５２２トン、本年の４月が４９１トン、

昨年の５月が５０８トン、本年５月、少しふえま

して５１８トンとなっておりますが、わずかでご

ざいますが、減少傾向にあるところでございます。

これらは、昨年実施されました洞爺湖サミットを

初め、１１月から実施の市内４量販店におけるレ

ジ袋の有料化、さらにはごみの分別に対する市民

の皆さんの意識の高まり等によるものと考えてい

るところでございます。今後分別ガイドブックの

改訂版も発行する予定であり、今後とも市民の皆

さんにごみの減量化に対する協力を呼びかけてま

いりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目、３点目についてお答えをいた

します。

まず、２点目のパークゴルフ場の利用状況につ

いてのうち、小さい項目の１の利用料値上げでの

苦情についてであります。今シーズンのパークゴ

ルフ場オープンは、なよろ健康の森、名寄公園が

５月１日、風連の天塩川さざなみ公園は４月２９

日にそれぞれオープンをさせていただいておりま

す。このところは雨が多いのですけれども、全般

的に天候の状態がよくなっていただいて利用者数

の増加を期待しているところであります。平成２

１年度より利用料金を改定させていただきました

が、現在のところ市のほうに届いている苦情はご

ざいません。整備内容についても苦情等は聞かさ

れておりませんが、それぞれのパークゴルフ場の

良好な環境を維持するために今後とも努力をさせ

ていただきたいというふうに思っています。

次に、シーズン券の発行数についてお答えをい

たします。天塩川さざなみ公園パークゴルフ場は、

４月の初めよりシーズン券、共用券の販売を開始

いたしました。なよろ健康の森、名寄公園パーク

ゴルフ場は５月より販売を開始いたしました。５

月末現在での販売数は、天塩川さざなみ公園パー

クゴルフ場が１４６枚、なよろ健康の森、名寄公

園パークゴルフ場で６４１枚の販売となり、合計

で７８７枚の購入がありました。昨年度とが較し

ますと、天塩川さざなみ公園パークゴルフ場は６

枚の増、なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ

場は６枚ほどの減となっておりますが、６月中に

も購入者が見込まれることから、合わせて８００

枚前後と推定しているところであります。内訳と

しましては、シーズン券はなよろ健康の森９９枚、

名寄公園９９枚、天塩川さざなみ公園１０７枚、

共用券はなよろ健康の森、名寄公園の共用が４０

１枚、なよろ健康の森、天塩川さざなみ公園の共

用が３９枚、名寄公園、天塩川さざなみ公園の共
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用が５枚、３地区共用が３７枚となっております。

なお、シルバー料金の対象となった方は１５３名

となっています。シーズン券あるいは共用券の売

り上げ状況は、料金改定にさほど影響がないとい

うふうに判断しておりますので、今後も市民の健

康増進はもとより交流人口の拡大などに向けて利

用しやすいパークゴルフ場の環境づくりに努めて

まいりたいと考えております。

次に、大きな項目３点目の公営住宅法改正につ

いてお答えをいたします。入居基準改正による問

題点についてであります。入居収入基準について

は、平成８年に見直し以降１０年以上見直されて

いなかったため、世帯所得の変化や高齢者世帯の

増加等により入居希望者が増加し、応募倍率が上

昇することによって住宅に困窮する多数の入居希

望者が入居できない状況となっていました。これ

を踏まえて、公営住宅本来の趣旨である住宅に困

窮する低所得者に対する公平、的確に供給するた

めの必要な見直しを平成１９年１２月に入居収入

基準の引き下げなどを内容とする公営住宅法施行

令の改正が行われ、平成２１年４月１日から施行

されております。改正に伴う問題点としましては、

収入額が同じであっても収入分位が上位に位置づ

けられた場合、家賃が上昇し、収入に対する家賃

負担がふえる場合もあることから、既に入居され

ている方で今回の改定に伴い新家賃が旧家賃を上

回る約１９０世帯については、文書の発送及び大

幅に上回る入居者に対しては個人面談等を行うな

どして御理解をいただいた上で、緊激な負担増を

避けるために５年間かけて新家賃となるよう緩和

措置を講じるなど対応をしているところでありま

す。

以上、お答えとさせていただきました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大き〇総務部長（佐々木雅之君）

な項目４点目の日本国憲法と施策について答弁い

たします。

名寄市の各種行政施策は、基本的には新名寄市

総合計画に基づいて実施しております。その施策

は、名寄市独自のものもありますし、国の制度に

基づくものもあります。憲法が制定されてから６

０年が経過しております。国レベルにおきまして

は、いろいろな意見があることは察知をしており

ます。しかし、地方自治体の行政を預かる者とし

まして地方自治法の２条にうたわれていますよう

に、その事務を処理するに当たっては、住民の福

祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を上げるようにしなければならないとある精

神にのっとりまして、昨年秋からの金融不況に対

しまして雇用問題やら生活保護の問題が大きな問

題として出てきました。名寄市におきましては、

独自で雇用創出の問題につきましてはなかなか対

応しづらい問題がありますが、市の重要な行政課

題の一つとして各関係機関等と連携して雇用機会

の創出に努めております。生活保護につきまして

は国の制度でありますので、単独の補助制度はな

かなか対応できませんけれども、生活保護の精神

にのっとりまして適切な事務処理に努めていると

ころであります。これらを含めまして、名寄市の

行政施策は先ほどの地方自治法の関係でもありま

したが、憲法の精神にのっとり施策を推進してい

るものと認識をしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいただ〇３番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問をさせていただきますが、

再質問は若干前後すると思いますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。

１つは、２点目に質問をさせていただきました

パークゴルフ場の関係であります。今答弁いただ

いた中身でいきますと、昨年とそう利用者は変わ

っていないということでありますが、本当に近年

高齢者がふえて、特にパークゴルフをやる人がと

いうことではないのですが、私より非常に健康で

元気だというふうには思っていますけれども、な

ぜこのようなことを聞いたかというと、名寄振興



－159－

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号

公社あるいは風連の振興公社もそうですが、結果

的には赤字決算を出しているわけです。指定管理

者ということでいきますと、結果としては再度振

興公社との指定管理を行ったときに、いわば市民

の税金がそこへまたつぎ込まれていくというよう

な状況になりはしないのかというのが私は心配を

しているわけでありまして、今回の値上げによっ

てどのぐらいの利用者がいるのかというのがちょ

っと危惧をしたところでありました。そういった

意味では、それぞれ部長の答弁については理解を

いたしますが、中身的にそれだとして、一方でサ

ービスの面でゴルフ場の関係、なよろ健康の森だ

けでなくてほかのパークゴルフ場の管理について

どのようになっているのか。昨年、非常に利用者

がふえたということでありますから、それは人口

がふえただけでなくて管理もよかったのかなとい

うふうには、よく言えばそういうふうになるのか

なというふうに思いますが、その辺でもしその管

理、サービスが落ちるとしたら指導も含めてどの

ように進めていくのか答弁を求めます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今パークゴル〇建設水道部長（野間井照之君）

フ場の管理の問題について御質問をいただきまし

た。

今竹中議員も御指摘のとおり、管理そのものは

上川管内でも私どものパークゴルフ場３つありま

す。有料の部分が３つありますけれども、かなり

の部分ではそれほど見劣りをしないと、ほぼ合格

のパークゴルフ場だというふうに考えています。

それぞれ公社のほうも管理する方々がもうベテラ

ンになってきていますし、名寄公園のパークゴル

フ場などは、当初は非常にまだらが目立ったので

すけれども、今はそういうこともない状況で非常

にすぐれたパークゴルフ場だというふうに思って

いますし、天塩川のさざなみ公園のほうも今はま

だ指定管理者には、来年からなる予定なのですけ

れども、今は直営で新しいコースも、少しことし

は雨が多い状況で去年と違って整備しづらくて、

やわい状態が続いていまして、クローバーも非常

に出てきているのですけれども、何とか７月４日

のオープンに向けて今職員と臨時の職員が一生懸

命頑張っているところでありますので、今利用者

も昨年と同等か、あるいはふえてほしいというふ

うに思っていますけれども、管理のほうもそれに

負けないぐらい頑張っていきたいというふうに考

えていますので、御理解をいただきたいと思って

います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

パークゴルフ場につい〇３番（竹中憲之議員）

ては、パークゴルフ場だけではなくて、指定管理

のところは行政として目をかなり配って悪いとこ

ろを含めて指導をしていくということが重要だと

思いますので、そのようなことできちっと進めて

いただきたいというふうに思います。

次に、公営住宅法改正に伴う扱いでありまして、

先ほどの答弁でありますと収入額にかかわって１

９０世帯ほど旧家賃よりも上がったという状況で、

それは５年間の措置で進めるということで入居者

との話し合いは終わっているということでありま

したが、中身的にはこの１９０世帯が５年間で扱

うとしたら、旧の家賃と新家賃の最高額の差額と

いうのはどのぐらいになるのか。これは、それぞ

れの収入額にかかわりますけれども、平均なとこ

ろであれば、今資料があればお聞かせを願いたい

と思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細な資料は〇建設水道部長（野間井照之君）

ございませんけれども、正確には１９６世帯なの

です。このうち ０００緊以上の方が１３世帯、

残りは ０００緊以下というふうになっています。

総体でその増額の世帯は２ ５が程度になってい

る状況であります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと１３世帯ぐら〇３番（竹中憲之議員）

いですから、そんなに数は大きくはないと。 ０

００緊以上ということですね。２ ５がというの
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は、これはちょっと大きいなというふうに思いま

すが、それは入居者との中身でありますから、法

改正の中でせざるを得ないということですから、

理解はしませんが、現状の中では仕方がないのか

なというふうに思いますが、ただちょっと違うこ

とでお聞きをしたいのですが、名寄の公営住宅の

数が名寄地区と風連地区、人口に対する割合がど

うも違うのかなというふうに実は思っているので

す。過日、若干聞いてみますと、入居率は両方と

も１００がに近いという状況だというふうに聞い

ていますけれども、それぞれの地区の人口に対す

る公営住宅の戸数というのは、名寄の場合と風連

の場合、民間住宅がないということもあって公営

住宅が多いのかもしれませんが、その辺の率がど

のぐらいの率になっているのか。率がわからぬと

したら、戸数がわかれば逆算すれば率出ますから、

そんなところで人口に対する公営住宅の戸数の率

をお示し願いたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

率は、ちょっ〇建設水道部長（野間井照之君）

と今計算機がないので、あれなのですけれども、

入居者数、政策空き家というのがございますから、

空き家は別にしまして入居数で８６９入居してい

まして、名寄のほうでは５６３、風連のほうでは

３０６というような戸数になっていまして、これ

は例えば風連地区、名寄地区関係なく、同じ名寄

なので、どこに入っていても入れるということな

ので、余り関係ないというふうに私どもは考えて

います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長の話だと、どこ〇３番（竹中憲之議員）

へ入っても関係ないというふうな言われ方しまし

たが、職場の関係でわざわざ風連まで行って通勤

する必要もないでしょうから、近間でということ

だと思いますが、ただ公営住宅の扱いで前回私は

１回質問をして、それは厳しいという話があった

のですが、他市町村から転入者の入居の扱い、ど

うしても抽せんでないと入れないということです

から、来たくても来れない、あるいは一時民間の

ところへ入るとかという方法しかないのかなとい

うふうに思いますが、中身的に名寄に居住をして

いて公営住宅に入りたいという方もかなり多くて、

昨年も何人かの方に聞いたのですが、私は５回も

応募しているけれども、一回も当たっておらぬと、

落ちると。片や私は１回で入りましたという方も、

これは抽せんですから、仕方がないといえば仕方

がないのですが、そういう状況もありまして、あ

るいは子供のことでどうしても名寄に居住せざる

を得ないということで、私のところへ来た方もい

ましたが、昔だと議員がちょっとどうにかしてや

ってくれやということで入れたのかもしれません

が、今は絶対そういうことはありませんから、ど

ういうふうに相談されてもこれは厳しい状況だっ

たのですが、そういう転入者の少し扱いについて

今後の考え方があればお聞かせ願いたいと思いま

す。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今竹中議員が〇建設水道部長（野間井照之君）

言われたように、公営住宅の整備から管理まで公

営住宅法に沿った形で市でも条例を制定しており

ます。その中に転入者に対する特例的な措置等に

ついては特に設けていません。竹中議員が言われ

るように、他都市から移動してきても名寄市内に

在住していてもう何年間も応募していて当たらな

いという方がございますから、今後も在住市民の

ことを考えても転入者に限定した特例措置を設け

ることは公平も欠くというふうに考えていますの

で、こういう特例措置は設けないというふうに考

えています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

設けないということで〇３番（竹中憲之議員）

すから、それ以上突っ込んでもらち明かぬなとい

うふうに思いますが、今後転入者がふえるという

ことも予想はされるのかなというふうに思います

ので、今後の扱いとしてもう少し議論をしていた

だければというふうに思います。
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それで次に、公害問題の扱いで若干お聞きをし

たいのでありますが、先ほどの部長の報告ですと

昨年の４月期、５月期とことしの４月期、５月期、

大きくは変わっていないというふうになる。ただ、

風連の扱いでいきますと１４トンほどですかね。

落ち込んでおりますけれども、４月はこれで２０

ぐらい落ち込んでいるのですかね。そういう状況、

風連の扱い高でいくとトン数でパーセンテージ、

かなり大きくなるのだろうと思いますけれども、

なぜ一般廃棄物最終処分場の問題を言うかという

と何回か環境衛生のかかわりで分別ごみの扱い、

私も質問をさせていただきましたけれども、内淵

の一般廃棄物最終処分場がいまだに分別の悪さが

あるというふうに、行った方はわかると思います

が、風連へ行くとカラスも何もいません。悪臭も

しないのです。名寄は、過日も私ちょっと行きま

したが、悪臭はするわ、カラスは飛んでいるわ、

カラスが飛ぶということは生ごみが多いというこ

とです。そういうものからすると事業系のごみの、

企業ごみの分別が悪いのかなと。家庭のごみは、

ある程度分別も浸透してきているように私は思っ

ていますけれども、事業系のごみの扱い、さきの

私の質問ではことしから新たに新しいもの、パン

フをつくって事業主等々を含めて、その中身につ

いてきちっと伝えたいということがありましたけ

れども、現状２カ月たって新年度の中で事業系企

業に対する扱い、どのようにされたのかお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

事業系ごみに関〇生活福祉部長（吉原保則君）

する指導等についてお尋ねがございました。

それで、昨年の４定のときも議員からお尋ねい

ただいた中で、特に大型店を中心に協力を求めて

いくというお話をしたところでございますけれど

も、なかなか年度内にできない部分がございまし

て、今回まだ未定稿というか、できておりません

けれども、事業系のごみの分別排出マニュアルと

いうのを作成いたしまして、特に大型店が中心で

ございますけれども、その中でも炭化ごみについ

ても水切りが不十分な場合が多々見受けられると

いうことでございまして、このことは炭化センタ

ーの処理する機械や設備に過剰な負担を強いると

いうこともございますので、このこととあわせま

して炭化センターと共同で６月２０日土曜日にな

りますけれども、ここの日から大型店に対する協

力要請なり、お願いをしてまいりたいと考えてい

ますし、事業者から運搬を請け負う業者に対しま

しても適正処理の向上に向けた指導なり、お願い

をしてまいりたいと考えているところでございま

す。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今それぞれの事業主あ〇３番（竹中憲之議員）

るいは業者への啓蒙啓発ということでありますの

で、それはしっかりやっていただきたいというふ

うに思います。

次に、公害の扱い、大気汚染の扱いを含めてち

ょっとお聞きをしたいのでありますが、直接市民

に影響がある箇所の対象となっていることだとい

うふうに思いますが、私は昨年と一昨年２カ所の

大気汚染の問題、いわば個人で焼却をした箇所に

ついて通報をして、それぞれ措置をしていただけ

るものだと思ってこの間きたのですが、１カ所は

それなりの中身になっていますが、もう一カ所は

線の皮膚というか、ビニールを燃やしているとい

うか、そういうのが昨年も一昨年もありまして、

これが担当に言わせますと現場を押さえないと厳

しいというような言い方も実はされましたが、私

はそれがいつ燃やしたかは別にしても焼却灰をと

って検査をすれば、何を燃やしたかというのはわ

かるのです、金はかかりますけれども。そういう

こともしながらやっていかないと、この大気汚染

問題あるいは電線を燃やすことによってのあのビ

ニールはかなりばい煙も出ますし、においがきつ

いということもありますから、そういった意味で

はきちっとした早緊な対応というのは、即動ける
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ような体制というのはできないのかどうか、考え

方があればお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年度におきま〇生活福祉部長（吉原保則君）

しては、議員の御指摘も含めまして、敷地内で物

を燃やしているというような通報等が民間の住宅

で２件、事業所では１件あったというふうに聞い

ているところでございますけれども、いずれも直

ちに現場に緊行する中で、事情を聞く中で厳重注

意なりを行ってきたところでございますけれども、

違反の認識が余りないような部分があったという

ことで、罰則などの説明なども行ってきたという

ことでございますし、特に事業を営んでいる方に

つきましては強く指導をしてきたということでご

ざいますので、今後におきましても監視なりを強

化していきたいと考えていますし、また先ほども

ちょっとお話をしましたが、今度は別にごみの分

別ガイドブックの関係も今編集作業が最後のほう

に来ているのですけれども、その中でも先ほどの

不法投棄とあわせて野焼きの禁止なんかも含めて

５年以下の５役だとか ０００緊緊の罰金が５せ

られるという旨なんかも周知してまいりたいと思

いますし、先ほどの焼却灰にかかわる検査等につ

きましてもそのケース、ケースになるかと思いま

すけれども、そういった対応についても一定程度

部内で協議を進めてまいりたいと思いますので、

ぜひ御理解を賜りたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

こういう問題は、積極〇３番（竹中憲之議員）

的に行政がかかわってそれぞれその発生源を少な

くすると、抑えるということが重要でありますか

ら、今後精いっぱい努力をお願いを申し上げたい

というふうに……中身的には次に水質の問題です

けれども、それぞれ報告書を見ますと水質検査の

場所も天塩川はそれぞれやってきていますから、

小さな河川をしなくてもいいのかなというふうに

言えることもあるのでありますが、中身的にちょ

っと聞きますと、耳にしましたところ昨年の５月

ごろ、豊栄川で大量の魚が死んだという事例があ

ったというふうに聞いていまして、担当に聞きま

すと公害審にも報告はしましたということであり

ましたが、この中身について若干報告をお願いを

申し上げたいというふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま昨年の〇生活福祉部長（吉原保則君）

５月の段階で豊栄川であった事案についてのお尋

ねがございました。これにつきましては、２０年

５月１２日の朝、製紙工場のボイラーの冷却水に

薬液が混入して、沈殿池を経由して豊栄川に流出

していることが認められたということでございま

して、これにつきましては、薬液につきましては

炭化ナトリウムと硫化ナトリウムの６対４の混合

物でありまして、約３８０キログラムが流出され

たことが確認されまして、薬液についてはいずれ

も毒劇物ではないけれども、薬液混入の停止措置

と同時に流出した豊栄川にも監視と中和剤の投与

を行ったということで、薬液の流出によりまして

豊栄川での川魚が若干浮く等の状況があったとい

うことで、午後１時ごろにはほぼ正常の状態に回

復したというような、そういったような案件でご

ざいますけれども、このことにつきましては単発

的な事案ということでございまして、長期的、継

続的に直接人的に被害を与えたようなケースでは

ないので、今回は公開の案件としてではなくて、

その他の報告という形で本年５月１５日開催の公

害審議会では口頭で説明をさせていただいたとこ

ろでございます。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこんなことを聞く〇３番（竹中憲之議員）

かというと、昨年ＪＲの油漏れもありました。実

は、東は地下水を使っている方が結構多くて非常

に心配をしましたけれども、結果としては当初の

見た量よりも少なかったということと地下水にそ

んなにも影響はなかったということがありました
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から、そういった意味では企業側のきちっとした

管理も足りないというふうに私は思っていまして、

過日の智恵文の排水機場の油漏れも原因はどこに

あるかちょっと承知をしていませんが、油漏れを

したと。早期に対応をしたということであります

けれども、そういうことが最近すごく多くなって

いるのかなと。

王子板紙の場合は、企業内検査でやっていると

いうふうに私は思いますが、それをうのみにする

ことがどうなのかというのも、あるいはＪＲの昨

年の油漏れの扱いもどうなのかと。そこに立ち入

りで入っていくということが行政できるかどうか

というのは承知をしませんが、そういうことが非

常に今後心配になっているわけです。特にガソリ

ンスタンドあたりは、きちっとした検査が法で義

務づけられている。ＪＲもそうでありますけれど

も、何年かに１遍タンクを見る、あるいは何年か

たったらタンクは取りかえるという扱いにも実は

そういう法令でなっているわけですが、そんなと

ころで行政としてのそういう企業に対する直接入

っての検査というか、そんなことができないのか

どうか。あるいは、もしできないとしたら、消防

法のかかわりでいくと油の問題なんかについては

消防のかかわりできちっとできるはずですから、

そんなところの取り扱いは行政としてきちっとや

るべきだというふうに思いますが、その点につい

てお聞かせを願いたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話あ〇生活福祉部長（吉原保則君）

りました関係でございますけれども、今ありまし

たＪＲの関係の油漏れ事故につきましてもあわせ

て同じような考えの中で、審議会の中では口頭で

報告をさせていただいたということであります。

それから、こういった事業所等に対する行政と

しての立入検査という部分でございますけれども、

先ほどの１回目の答弁の中でもお答えさせていた

だきましたけれども、何カ所かの事業所とはそれ

ぞれ大気なり水質、ばい煙、悪臭、騒音等の覚書

なり協定を締結している部分ございますし、そう

いった中で議員御指摘のように事業所そのものを

信頼していいのかという部分もございますけれど

も、そういった例えば案件等の個別の事例に応じ

た中で、北海道内の関係機関とも協議する中で検

査等の対応を図ってまいりたいと考えていますの

で、御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

非常に難しい問題なの〇３番（竹中憲之議員）

かもしれません。王子板紙の場合は、有害物質で

ないということもあったのでしょうが、報告書に

は一切載っていないと。これ報告書に載せる載せ

ないの扱いは行政として考えるのでしょうけれど

も、この定義というか、有害物質でないからとい

うことだったのかもしれませんが、その辺の定義

というのはどういうところにあるのか、あるとし

たら若干定義についてお聞かせを願えればという

ふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

公害の定義とい〇生活福祉部長（吉原保則君）

いましても先ほど若干触れましたけれども、継続

的、長期的に人的被害を与えるというのが１つの

大前提でないかと思っておりまして、その中で私

どもの例えば毎年発行しています「公害の現状と

対策」ですか、こういった中に載せるかどうかと

いう部分もございます。それで、議員御心配の面

もございますし、私もこれずっと読んでみますと

前年とが較してほとんど数字以外は全く変わって

いないというか、変わることもないのでしょうけ

れども、調査項目は。ただ、そういった案件も含

めて皆さん御心配している部分もあろうかと思い

ますので、次年度に向けたそういったことも考慮

してこの白書といいますか、現状対策の作成に当

たってまいりたいと考えていますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

この公害の扱いについ〇３番（竹中憲之議員）

ては、所管の委員会にも余り報告をされていない
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ようでありますから、今後は大小かかわらずきち

っと報告をすることで求めておきたいというふう

に思います。

次に、憲法問題でありますが、一昨年からのア

メリカから及んだ金融破綻にかかわって世界恐慌

が出て、結果的に日本においても昨年の夏ぐらい

から社員切りというか、派遣切りあるいは正規雇

用労働者も解雇されるというか、そこまで触手が

伸びているという現状に実はありました。そうい

った意味でいくと、生活弱者に大きな影響を実は

及ぼしたわけでありまして、中身的に憲法２５条、

私が言うまでもなく、すべての国民は健康で文化

的で最低限の生活を営むことの権利を有するとい

うのですかね。そんなところがきちっとあるわけ

でありますが、現状も生活保護基準の家庭以下の

収入で生活をせざるを得ないという、そういうと

ころに追い込まれたという、名寄にいるかどうか

は別にして全国でそういう方がかなりおりまして、

これもそういったところから自殺を図るという、

そういう方もおられます。名寄において、こうい

う方がいるとしたら、行政としてどのような手だ

てをするのか、対処をしていくのかについてお聞

かせを願いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の秋からの世〇総務部長（佐々木雅之君）

界金融不況の関係につきましては、輸出産業のと

ころを中心に相当大きな派遣切り等がございまし

て、その当時調べた内容によりますと名寄は主の

産業が農業でありまして、そのほか公務員、教員

の多い地域特性もありまして、その時点では派遣

切りによる影響は名寄まで返ってこないで札幌ど

まり、旭川どまりということの情報もありました。

最近の調査では、数人の方々が派遣切りに遭って

影響を受けたという情報も経済部のほうから聞い

ております。

それで、生活保護、最終的に雇用確保の関係に

つきましては、名寄市独自としまして緊緊避難的

な市で臨時職員として雇用するとかということま

では、その当時の判断としては該当者がいなかっ

たということも含めて取り組んだことはございま

せん。ただ、今後の問題につきましては景気回復

が長引くようであると、今は国の補正予算絡みで

さまざまな臨時交付金等の事業をやっておりまし

て、経済部のほうでは雇用関係に対する補正予算

の関係もありますので、これらも考慮しながら対

応してまいりたいなと思っています。

なお、最後の手段としての生活保護制度がある

のですが、これにつきましては昨年から生活保護

も含めた総合福祉相談的な要素を持つ、一応これ

は生活保護の相談員という国の助成制度も含めま

して相談員を１名配置をしまして、一応窓口とい

うか、気安く相談できる体制は、直接のケースワ

ーカーでは難しい部分につきましてもそのような

仕組みの中で相談窓口については柔軟に対応させ

て、幅広く対応させていただくということでの組

織は整えさせていただきました。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

若干所管が違うのかも〇３番（竹中憲之議員）

しれません。今回の国の補正の中で特別交付金と

して、実は地域雇用推進費あるいは地域雇用対策

関連費が落ちてくることになるわけですけれども、

この活用、今のところ何か考え方があれば、１年

ではないと思いますが、考え方があればちょっと

お聞かせを願いたいというふうに思いますが。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年来の経済不況に〇経済部長（茂木保均君）

よりまして、非常に雇用も縮小されているという

ところで、先ほど総務部長から説明がありました

ように特に製造業といいますか、輸出産業の部分

は非常に大きな派遣切り等が行われているという

ことで、当市のほうの部分の中ではそう大きな状

況はないというふうに認識しておりますが、しか

しながらホテルメープルさんが営業を停止をする

という、そんな状況もありました。

それで、いわゆる国の対策の中で補正予算でも

お認めをいただいた部分の中では、緊緊雇用創出



－165－

平成２１年６月１５日（月曜日）第２回６月定例会・第４号

推進事業というのが２件ほど応募させていただい

て採択を受けている件があります。それと、ふる

さと雇用再生特別対策事業、これは農業者の関係

で稲わらの堆肥をつくるというところで雇用を創

出をしたいというようなことで、３件について一

応採択を受けて一定の失業者の皆さんに雇用をし

ていただくような、そんな対策を講じているとこ

ろでございます。ふるさと雇用再生特別対策事業

につきましては、道のほうで３年間ぐらい基金を

積んで事業をすると、こういうことになっており

ますから、今までの部分の継続もあるというふう

にも思っておりますけれども、新たな募集という

部分も考えられるのかなというふうに考えており

まして、そういった状況を踏まえながら今後適当

な事業というものがあれば検討していきたいと思

っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこんなことを聞い〇３番（竹中憲之議員）

たかというと、実はひとり親家庭の中で生活保護

を受けている方で就労をしたいということでも月

トータル２５日なら２５日就労できないというこ

とでは、アルバイト的に就労をすることによって

その分が翌月カットをされると思います。そうい

う状況が私はあるというふうに思いますが、そう

いうところの就労にかかわる雇用対策というか、

そういうことも含めて私はやれないのかなという

ふうに思っています。ただ、一時期パソコンだと

かということ、名寄ではちょっとあれですけれど

も、パソコンをやったり、いろんなことを習得さ

せて、それで就職をさせるということですけれど

も、中身的に名寄はそう大きく就労する場所がな

いものですから、結果としてはパートに走らざる

を得ないというか、そういう状況にあるものです

から、そういうふうにお聞きをしましたので、そ

ういう方々の対策として別途に行政として何か考

え方があるのかどうかについてお聞かせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

雇用対策につきまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、本当に市のほうでも重要な行政課題という

ふうに考えております。しかしながら、多くは職

安、ハローワーク、ここを通じていろんな対応を

しているということでありますから、私どもも行

政としての部分と、あるいは会議所を含めて関係

機関連携の上でそういった部分についても御相談

をしていきたいと思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に健康で文化的な〇３番（竹中憲之議員）

最低限の生活が実は今できていないのです。名寄

の平均収入といったら、２５０から３００ぐらい

なのですかね。そんな状況ですから非常に厳しい

状況にあって、今言いましたようにひとり親家庭

の生活保護費の扱い以下で生活をしている人もか

なりいるわけです。それは国民年金です。これは、

行政に言っても仕方ないといえば仕方がないのか

もしれませんが、非常に少ない年金で生活をせよ

と。だけれども、一方で憲法の中では最低限の保

障をしているのにもかかわらず、そういう状況に

実はなっているということです。私の母親もそう

でありますけれども、６緊緊少々で１カ月暮らせ

と。１人なら食えないと。夫婦だと、どうにかこ

うにか食べれるのかもしれませんが、結果として

片方だけになると子供の世話になったりするわけ

です。特に最近は子供が少ないと。少子化で少な

いということで行くところもなくなると。では、

どこかの施設に入るかといってもその金もないと

いう状況に実は私はなっているのではないのかと

いうふうに思うものですから、この扱いもここで

議論をしても結論が出ないかもしれませんが、こ

の辺のふぐあいについて行政としてどのように思

われているのかお聞かせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に厳しい状況に〇経済部長（茂木保均君）

なっておりまして、生活する上で雇用という部分

が当然なければ生活につながってこないわけでご

ざいますから、先ほど申し上げましたように関係

機関連携の上で雇用の確保をできるだけ図ると。
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その上で何とかきちっと竹中議員の言われるよう

な、いわゆる最低限度の生活ができるようにとい

うような考え方に基づいて対応をしていきたいと

思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間もありませんから、〇３番（竹中憲之議員）

最後に実は総務省からことしの３月か４月かわか

りませんが、「憲法改正国民投票法」と題したパ

ンフというか、チラシというのが来ているのでは

ないかと思いますが、その扱いについてどのよう

にされたのか。まだ扱っていないとしたら、今後

どのように扱うのかについてお聞きを願って、私

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）

議員から今御指摘〇総務部長（佐々木雅之君）

があったパンフレットにつきましては、総務省の

ほうから市のほうに届いておりまして、ちょっと

部数の関係が全戸配布するほどの数に至っており

ませんので、まだ配布しておりませんので、一般

的に情報公開コーナー等で閲覧というか、見るこ

とができるような形で近々配布したいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８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。

子育て支援について外１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

国は、０８年度第２次補正に続いて０９年度追

加経済政策を明らかにしました。地球温暖化、少

子高齢化社会の対応、安全、安心の実現、地域実

情に応じた細かな事業に交付するという地域活性

化・経済危機対策臨時交付金が盛り込まれていま

す。先日の先輩議員の質問で明らかになりました

が、ほとんどがハード事業に向けられるようです

が、生活支援のソフト事業に、特に子育て支援、

高齢者福祉に積極的に活用されることを強く願う

ものです。

まず最初に、子育て支援についてお伺いをいた

します。不況による失業や収入減など、親の経済

的な影響によって子供の貧困が深刻になっていま

す。子育て世帯への支援は待ったなしの状況です。

そこで、子育て応援特別手当についてお伺いを

いたします。多子世帯の幼児教育期に限定した子

育て支援を目的としている子育て応援特別手当で

すが、行政報告の中で対象児童数が４２８人とあ

りました。３歳から５歳の第２子以降の児童とい

うことですが、３歳から５歳の間に第２子以降の

子供がいない場合、３人育てていても４人育てて

いてもこの手当が受け取れません。すべての子供

を対象とすべきであって、現在の児童手当を充実

させるなど一貫した子育て支援手当を確立するこ

とこそ必要ではないかと考えますが、特別手当の

内容とこの手当に対する考えをお聞かせいただき

たいと思います。

２つ目に、就学援助についてお伺いします。全

国的には、経済状況の悪化によって受給者がふえ

ていると言われています。名寄市の受給状況は、

どのようになっているでしょうか。また、周知状

況はどのようになっているのかお知らせいただき

たいと思います。３月１１日の文部５学省の通知

では、年度途中でも認定をとなっています。申し

込み時期、期間についてもお知らせください。

３つ目に、今年度から全廃された生活保護の母

子加算についてお伺いします。廃止世帯数は何戸

でしょうか。予算委員会でもお聞きいたしました

が、東川町が４月から福祉給付金として生活保護

のひとり親世帯などへの支給を開始しています。

社会的な障害のある世帯への地方自治体の給付は

０００緊まで収入認定されないとの通達がある

ことを理由に実施に踏み込んでいます。当市の対
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応についてお知らせをいただきたいと思います。

４つ目に、学童保育についてお伺いいたします。

子供たちの放課後の安心、安全な生活の保障が強

く求められています。行政報告でも児童センター

の放課後利用が増加傾向にあること、南児童クラ

ブでは利用登録が増加傾向にあると言われました

が、入所を待っている児童がいると聞いています。

そして、希望者が多いことから定員以上を受け入

れているといいます。狭い施設の中での生活は危

険なことも起きます。市民の中には、東小学校の

空き教室の活用はできないか、中央保育所の跡利

用はなど学童保育所増設を希望する声が多く聞か

れています。安心こども基金なども使った学童保

育の充実を望むところです。今後の学童保育の考

え方についてお知らせをいただきたいと思います。

また、障害児の受け入れも積極的に行われてい

ますが、指導員不足が大きな課題と言われていま

す。指導員の保障が十分でないことが要因です。

指導員への保障についてのお考えを伺いたいと思

います。

次に、高齢者福祉についてお伺いをします。１

つ目に、介護保険サービスの充実についてお伺い

をいたします。ことし１０年目を迎える介護保険

は、４月から介護報酬、介護保険料、事業計画な

どの見直しが行われました。この中で明らかにな

ったのは、要介護認定の仕組みが変えられ、調査

項目や調査の判断基準が実態のものと大きくかけ

離れ、本当に介護を必要としている人から介護を

奪ってしまうものではないかという声が介護を受

けている人や介護を担っている人々から出され、

大きな批判となっています。こうした世論に従前

の要介護度を認める経過措置がとられていますが、

この要介護認定をつくった人からももうなくした

らと言っているように、現場の専門家の判断で適

正な介護を提供する仕組みにしていくことが望ま

れます。

そこで、名寄市の介護サービスの利用状況につ

いてお知らせをいただきたいと思います。せんだ

っての質問の中で、特養ホームの待機者が清峰園

で１００名、しらかばハイツで７０名とお聞きし

ました。入所がかなわない方々は、地方の施設、

また有料の施設に入るか自宅での介護となるわけ

ですが、在宅介護の大変さ、負担の重さは言うに

は及びません。札幌市では、家庭内での高齢者虐

待が緊増して昨年の ７倍になっているとの報道

がありました。身体的虐待や経済的虐待がふえて

いるといいます。家族に重くのしかかった介護の

負担がこうした事態を生んでいる大きな要因であ

ることは否めません。このように在宅で介護され

ている方々への家族介護支援事業の充実も重要と

なってきます。お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

さらに、利用料や保険料を負担するのが大変な

低所得者への対策についてお聞きをいたします。

経済的理由で介護が必要と認定を受けてもサービ

スを利用できない、また利用限度額を制限してい

る人もいます。保険料の減免、軽減措置などのお

考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、介護を必要としている高齢者の生活支援、

相談活動に対する法的責任として設置されている

地域包括支援センターについて、名寄市介護計画

の中では地域住民により身近なセンターとして事

業を実施していくとされていますが、訪問看護セ

ンターとあわせて余り市民に知られていないよう

に思います。積極的な周知をお願いしたいと思い

ますが、お考えをお聞かせください。

２つ目に、介護労働者の現況についてお伺いを

いたします。介護労働者の置かれている厳しさは

周知のとおりです。心身ともに負担が厳しい上に

保障は低い、若い労働者の中からこれでは結婚も

できないとの声が出るのも当然です。そこで、介

護労働者皆さんの現況についてお伺いをしたいと

思います。正規雇用、臨時、パート採用の割合、

また年齢構成、夜勤の状況、離職状況、勤続年数

や、できれば年齢も含めてお知らせください。

また、介護現場で働く皆さんの健康状況、ほと
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んどの皆さんが腰痛で苦しんでいると聞いていま

すが、身体的、またメンタル部分での健康状況も

お知らせください。

さらに、国も介護労働者への支援を世論に押さ

れるようにして始めています。影響についてお知

らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から子〇福祉事務所長（小山龍彦君）

育て支援外１件の御質問がございました。大項目

１点目の子育て支援の（１）、（３）及び大項目

の２点目については私のほうから、大項目の１点

目の（２）、（４）については教育部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

それでは最初に、子育て支援について、（１）

の子育て応援特別手当についてお答えいたします。

子育て応援特別手当は、多子世帯の幼児教育期の

子育ての負担に配慮する観点から、平成１２年４

月２日以降に生まれた小学就学前の３歳から５歳

の子供で第２子以降の子供を対象とし、１人３緊

０００緊を支給する単年度限りの措置です。国

は、この制度で第２子以降の子を対象とした理由

として、一般に保育所や幼稚園に子供が通う年齢

が小学校就学前３年間であること、２歳までの子

供には別途児童手当制度において乳幼児加算が行

われているなどを総合的に考慮したものとなって

おります。

御質問のあったすべての子供を含めて支給とい

うことにつきましては、確かに世界的な不況で経

済環境も厳しく、景気後退感から個人の所得の伸

びが当面見込まれない中にあるなど、子育てに係

る費用も個々で違い、保護者として不公平を感ず

ることは理解できますが、この臨時交付金を財源

に独自政策としての支給は市の財政状況が厳しい

中で困難と考えております。国が行う追加の経済

対策の中で第１子まで拡大されるという動きも見

られることから、今後の動向を見きわめていきた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

次に、小項目（３）、生活保護の母子加算につ

いてお答えいたします。御質問にあります東川町

では、生活保護の母子加算の廃止に伴い、今年度

から独自に ０００緊の加算金を設け支給し、こ

の支給額は保護基準で判定する際の収入としては

認定しないと聞いております。本市の生活保護世

帯の中で母子加算の対象世帯につきましては、平

成２１年３月末で８世帯２０人となっております。

この廃止となりました旧母子加算では、児童１人

につき月額 ６７０緊で、児童が２人目の場合は

５４０緊を加算、３人目以上１人増すごとに２７

０緊ずつが加算され、年間では児童１人で８緊４

０緊、２人で８緊 ５２０緊、３人以上で１０緊

２００緊となり、今年度の３月末の実２から計

算いたしますと月額平均で４緊 ６１０緊、年額

にして５３緊 ３２０緊が母子加算金という計算

がされます。

国では、母子家庭が１年間に受給できる生活保

護費の総額が生活保護を受けておられない母子家

庭の平均を上回っていることから、平成１９年度

から１５歳以下の支給を段階的に減額し、ことし

４月から完全に廃止することとし、その代替措置

としてひとり親世帯の就労を促進するための手当

てとして、就労収入月額３緊緊以上の世帯に１緊

緊を支給するなど自立を助長する必要な措置を行

っております。行政といたしましても現在も世界

的な状況により経済環境が厳しく、就労の場を確

保することが困難な状況にあるということは理解

しておりますが、あくまでも生活保護の制度の中

で趣旨であります生活の自立には就労が重要であ

り、就労促進関係の支給金を受けての自立をと考

えるところでございます。したがいまして、東川

町のような独自支給につきましては財政状況が厳

しいことから困難と考えておりますので、御理解

をいただきますようお願い申し上げます。

次に、大項目め２番の高齢者福祉、（１）、介
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護保険サービスの充実についてお答えいたします。

高齢者福祉の１点目の介護保険サービスの充実は、

特別養護老人ホームの入所待機者についてのお答

えでございましたが、清峰園には１００名ほど、

しらかばハイツには７０名ほどの待機者がおり、

その半数の方はほかの施設や医療機関に入院され

ております。さらに、残りの方はほぼ全員が何ら

かの介護サービスを受けている状態にあります。

この在宅介護にある世帯の方で、介護保険制度の

サービスを受けながら介護をする方も高齢者で認

知症であるという場合があります。いわゆる形と

しては老老介護というケースになりますが、この

ような場合にはまれに不適切な介護状況から放置

すると虐待につながるようなことが考えられると

ころでございます。このようなケースについては、

地域包括センターあるいは担当居宅介護支援事業

所のケアマネージャーが連携して対応を行ってま

いります。

次に、質問とは若干前後しますけれども、保険

料、利用料の減免、市の独自部分の減免の関係に

ついてお尋ねがございました。これにつきまして

は、保険料の設定におきましては厚生労働省の見

解があり、当市もこれに準じております。介護保

険制度においては、他の保険制度と同様に被保険

者の所得に応じて保険料を段階設定しており、こ

こで所得の低い方への特別な配慮を行っておりま

す。こうした収入に応じて格差をつける以外でさ

らに一定の収入以下の方について、収入のみに着

目して一律に減免措置を講じることは、個々の状

況に応じた負担能力を具体的に判断しないまま減

免を行うことになり、不公平を生ずることにつな

がってまいります。また、介護保険制度が特別会

計を用いて一般会計と明確に分離した経理を行う

こととされ、かつ一般会計より繰り入れを行って

おり、さらに一般財源による保険税減免分の補て

んを行うことは介護被保険者でない一般の市民も

市民税でこれを負担することとなり、本来の特別

会計としての必要な額での適正な保険料賦課を実

施していないことと考えられます。市民税は、市

の一般財源であり、住民のための貴重な財源であ

るから、将来の介護費用が増加しないよう健康づ

くり等に充てることが重要であると考えておりま

す。

続きまして、地域包括センターの役割について

御指摘がございました。平成１８年度の介護保険

法の改正により、１年おくれまして地域包括支援

センターにつきましては、その役割と利活用の部

分などを市民周知をしながら開設後約３年を経過

するところとなりました。この市民周知につきま

しては、昨年第４回定例会で議員から御質問をい

ただき、第４期介護保険事業計画策定のために利

用者に配付したアンケート結果から利用者におけ

る認知度は少し低いと回答いたしましたが、昨年

の後半ごろから現在までに名寄庁舎及び風連庁舎

に設置した地域包括支援センターの窓口に市民か

らの相談件数がふえており、その当時から見れば

市民への周知も進んでいると考えております。こ

としは、さらに地域包括支援センターの役割につ

いて広報や関係団体、そして民生児童委員等にさ

らに強く周知を進め、市民が気軽に相談や利用が

できる場として、また各町内会や老人クラブにお

いて介護教室の開催を予定しているところでござ

います。今後とも介護に至る前に生活習慣の改善

や体力のアップなど、予防の重要性について理解

を深めていきたいと思っております。

次に、同じく地域ケアプラン相談センター、名

寄地域訪問看護ステーションの利用が少ないこと、

市民周知が不十分でないのかという御意見、御指

摘がございました。名寄地域訪問看護ステーショ

ンは、看護職員の人材確保に苦慮しているのが現

状であり、在宅看護を必要とするところに行けな

い場合もありますが、利用の希望者にはその都度

相談の上、利用につなげている状況にございます。

訪問看護ステーションを利用することで医療依存

度や介護度が高い場合でも在宅療養ができ、介護

認定を早期に利用することで介護負担の軽減につ
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ながるなどメリットがあり、ケアマネージャーや

関係機関等に働きかけて訪問看護ステーションが

在宅ケアを支える有効な手段として市民周知を図

ってまいります。

それから、２の介護労働者の現況についてとい

うことで、夜間勤務、正規職員、臨時職員、パー

ト、年齢構成等についての御質問がございました。

最初に、正職員等の分類について申し上げます。

清峰園では、正職員が４２名、臨時職員が４５名、

パート職員１２名、嘱託が２名の合計１０１名と

なっております。それから、しらかばハイツにつ

きましては、正職員が２４名、臨時職員も２４名、

パート９人、嘱託５人の６２名となっております。

それから、非正規職員、いわゆる臨時、パート、

嘱託を年代別に申し上げますと、名寄清峰園の場

合は１０代が１人、２０代に１１人、３０代に１

０人、４０代に１３人、５０代に２０人、６０代

に４人の計５９人となっております。しらかばハ

イツのほうでは１０代はいませんで、２０代に９

人、３０代に１０人、４０代に７人、５０代に８

人、６０代に３人の３７人となっております。そ

れから、腰椎検査の部分で申し上げますと、腰椎

検査を受けて指導になっている部分が清峰園では

４人、しらかばハイツでは１６人でございます。

それから、夜間業務は、清峰園では１人当たり月

４回程度、しらかばハイツにつきましては月４回

から５回ということになっております。

それから、離職状況についてのお尋ねがござい

ました。最初に、雇用されている職員は先ほど申

し上げましたが、臨時職員、パート職員における

就職及び離職の状況については、清峰園では年間

２０人ほど、しらかばハイツでは年間五、六人ほ

どが入れかわると聞いております。離職者の傾向

では、就職難にもかかわらず、資格のみで応募さ

れる方はやめるのが早く、かつ勤務の状況で夜間

勤務体制が組み込まれる時期になる前にやめるな

どの特徴がございます。正職員の離職の原因につ

きましては特定できませんが、単純に待遇のよい

職場の選択もあれば、介護業務そのものの高度化

も原因になるかと思われます。例えば介護の状況

を日誌等により引き渡し、そういう業務の引き渡

しにつきまして１０年未満の介護職員の介護技術

と、それからベテラン職員の介護の技術など、年

齢構成等やジェネレーションギャップなどで、そ

ういうことで正職員が離職につながっているのか

なということがちょっと想定されるところでござ

います。

続きまして、介護報酬改正の関係で若干御質問

がございまして、介護報酬改定はヘルパーや介護

職の待遇改善に今回３がの改定ということがござ

いましたけれども、この部分につきましては既に

ことしの３月の定例会でも御報告申し上げていま

すとおり、特別養護老人ホーム等では規模が大き

いということでメリットがある、あるいは人数、

内容によって差がつくということでございまして、

清峰園では約 ４が、しらかばハイツでは約 ５ 

がというぐらいの介護収入が増額になるというふ

うに報告しておりますけれども、この内容につき

ましてはまだ特別推計をしておりませんのでわか

りませんけれども、給料表ベースでやっておりま

すので、何がしかの報酬アップにはつながってい

るかと思いますけれども、この３がアップが具体

的な数字にはちょっとカウントできないのかなと

いうふうに思っております。

以上でこの場からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、子育て支〇教育部長（山内 豊君）

援の（２）と（４）についてお答えをいたします。

初めに、就学援助制度について御質問がござい

ましたので、お答えをいたします。長引く不況の

中、景気回復への決め手がなかなか見つからない

状況にあることから、本市においても就学援助を

希望する保護者がふえてくることが想定されると

ころであります。これに呼応して国では、今回創

設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金に

ついて、子育て支援の観点から就学援助制度に充
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当することが可能という方針が出されていますが、

当市においてはこの交付金の有無にかかわらず、

従前と同様に生活保護基準額の ３倍以下という

枠組みを堅持しつつ、要望に対応できる予算額を

確保していきたいと考えているところでございま

す。保護者への周知方法としましては、利便性な

ども考慮して従来同様、年度当初に申請などの手

続を含め、各小中学校を通じ行うこととしており

ますが、その際プライバシーの保護には十分留意

して取り扱うよう各学校には指示をしているとこ

ろであります。また、年度途中において就学援助

制度の対象となった児童生徒についてもその都度

対応をしているところでございます。今後におい

ても各学校を通じて保護者へ周知していきたいと

考えております。

次に、学童保育についてお答えをいたします。

社会情勢、経済状況の変化に伴い、共働きの家庭

がふえてきていることから、学童保育所の利用者

が増加傾向にあります。特に名寄東小学校、名寄

小学校区域の学童保育所コロポックルの利用がふ

えていることから、４月に東小学校、名寄小学校

に出向き、学童保育ができる余裕教室の有無を確

認しましたが、いずれも現在余裕教室がありませ

んでした。今後も学童保育利用者の推移を見なが

ら、運営委員会や関係機関と連携を図りながら検

討してまいります。

障害児の部分につきまして質問がございました。

障害児対応を行う指導員は、専門的な知識等を有

することが必要であり、地域において開催される

障害児保育に関する研修会に出席するなど指導員

の資質の向上が必要であります。そのため、私ど

もも研修会に参加をさせているところでございま

す。障害児の受け入れ数により指導員の数が必要

と基本的に考えておりますが、指導員の配置経費、

環境整備の問題、学童の部屋のことなど指導員の

増員だけでは解決できないこともございます。運

営委員会等で十分な検討が必要と考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきました。再質問をさせていただきたいと思い

ます。

子育て支援についてですが、子育て応援特別手

当、国の施策ですので、難しい部分はあるかと思

うのですが、やはり最初にお話ししましたように

今回のこの経済危機対策臨時交付金、これをぜひ

子育て支援のために使っていただきたいというふ

うに思うわけです。そこで、就学援助を含めてい

ろいろお伺いをしたところですが、就学援助の受

給状況、もしわかればお知らせをいただきたいと

いうふうに思うのです。

それとあと、周知状況では年度当初ということ

の今のお話でしたが、国のほうも通年というふう

にもお話が出ていますので、各学期ごとに案内、

また申請書を子供たちに渡す、そして父母にもお

知らせする、こういったことが必要ではないかな

というふうに思っています。お聞きしましたら、

緊緊の方には対応をしているというふうなお話も

伺っていますけれども、緊緊ではなくても要する

に自分がこの認定基準に該当するのかどうか、そ

のラインのところで該当するのかどうか迷ってい

る方々にも年度１回だけではなくて学期ごとにお

知らせする、また広報などでもお知らせする、こ

んなことが必要かなというふうに思うのです。あ

と、学校を通して申請するだけでなくて、プライ

バシーのお話しされていましたけれども、学校を

通してだけでなく教育委員会にも直接来て相談を

したり申請もする、そういったことができるので

はないかというふうに思うのですが、この点につ

いてお答えいただければと思いますが。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

就学援助の該当の人〇教育部長（山内 豊君）

数ということで、平成１９年度の部分でいきます

と小学校で要保護、準要保護を含めて２８８名、

それから中学校で１３１名の合計４１９名と。そ

れから、平成２０年度決算見込みということで小
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学校２９２名、それから中学校１４７名、合計４

３９名ということであります。

年度途中の申請についてということで、以前に

もそうした質問、御提案がございましたけれども、

今のところ年度当初で申請を行っていただくとい

うことで、これは学校を通して教育委員会という

ことであります。これは、学校のやっぱり先生た

ちがそういった把握をしてもらうということが必

要だということでやっていただいております。ま

た、学期ごとはどうなのかということであります

けれども、先ほども答弁させていただきましたけ

れども、年度途中でも申請を受け付けているとい

うことで、多分先生方も子供たちの家庭状況等も

把握をしているということだというふうに思って

おりますので、年度途中でもそういった状況があ

れば申請していただくということで対応させてい

ただければというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

学校で大きく変化した〇４番（川村幸栄議員）

子供たちの家庭の状況なども把握できればいいの

ですが、やっぱり我慢しているというか、なかな

か表に出さない、そういった方々もいるのではな

いかなというふうに思うのです。ですから、そう

いった方々はさっきも言ったように認定基準のと

ころで判断を迷っていらっしゃる、そういった方

もいるというふうに私は思います。やっぱり経済

状況を適切に把握していくことはもちろんのこと、

しかしすべて学校任せにしていくということはど

うかなというふうに思うわけです。保護者の方の

申請の有無だけで認定するのではなくて、やっぱ

り相談窓口、さっきも言ったように教育委員会に

来ていただいて、なかなか学校というと子供がい

るものですから相談に行きづらいという部分もあ

るかと思うのです。市役所であれば、そんなに気

も使わないで来れるかなという部分も含めて教育

委員会に相談に来て、私はここに該当するのかど

うか、そんなことも相談できるような方法もとっ

ていただけたらというふうに思うのですが、もう

一度お答え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）

年度当初には、もう〇教育部長（山内 豊君）

ほとんどのそういった該当になるようなといいま

すか、そうした方の申請があって、先ほど言った

ように生活保護の基準額の ３倍以下ということ

で判定をしておりまして、先ほど申し上げた認定

外の方もやはりいるということであります。今御

提案がございましたけれども、学校で十分把握で

きないのではないかといったことがあろうかと思

います、絶対ではありませんから。そういった中

では、教育委員会に来ていただいてもそれはよろ

しいのですけれども、教育委員会と学校とのやっ

ぱり連携といったことが必要になってきますので、

その辺についても学校と今後どういうふうなこと

が一番ベターなのか、その辺も検討させていただ

ければなというふうに思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ検討をしていただ〇４番（川村幸栄議員）

きたいというふうに思うのです。本当にこの貧困

というか、不況の嵐が押し迫ってきている中で、

やっぱり思い悩んでいる方もたくさんいるかと思

います。特に子育て世帯の若い皆さん方の収入と

いうのは、一般的に言えば低いわけですから、そ

ういった方たちへの支援というのが強く求められ

るかなというふうに思います。

あわせて、質問をちょっと変えますけれども、

先ほどの母子世帯の生活保護の母子加算の廃止の

件なのですが、ここでも先ほどお話がありました。

今まで母子加算をされている方たちよりも、この

生活保護の母子加算を受けている、その方たちよ

りも低い生活をされている皆さんがいるから不公

平ではないかというのは逆の不公平かなと私は思

っています。ですから、そこの低いところにどん

どん、どんどん合わせていくのではなくて、やっ

ぱり上に上げていってあげる、そのことが私たち

は求められているのではないかというふうに思い

ますし、こういう不況の中で一番大きな被害をと
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いうか、影響を受けるのはやっぱり子供たちだと

いうふうに思うのです。ですから、こうした子供

たちにやっぱり手を差し伸べるということが行政

としても強く求められているかと思います。

先ほど母子加算の廃止世帯が８世帯で２０名と

いうふうな金額もお示しいただきました。例えば

この８世帯に月々 ０００緊、先ほど私が言った

東川町のように ０００緊をすると６緊 ０００ 

緊が出て、当初よりかは若干上にはなるのですけ

れども、やっぱりこれをしていくことで、地方の

自治体が頑張ってそういう世帯にも支援していく

ことで国も見直しをしていくのではないかという

ふうに思うのです。これを認めてしまうと、国は

どんどん、どんどん削っていくのではないかと私

は危惧をしています。そういう意味でもぜひ就学

援助の問題も含めて、この母子加算もあわせて子

育て世帯への支援を強く求めるところですけれど

も、この点についてお答えいただければと思いま

す。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま母子世〇福祉事務所長（小山龍彦君）

帯加算につきまして再質問がございましたけれど

も、国がいわゆる母子家庭が１年間に受給できる

生活保護費の総額と受けていない世帯の総額とい

う部分をが較した中で、つい昨今もテレビ等でそ

の話題が載っておりましたけれども、地方の行政

といたしましては国が生活保護費制度をやってい

る中での運用ということでございまして、これに

かわる部分でございますけれども、例えばひとり

親世帯就労促進費ということで、就労の収入が月

額３緊緊以上の場合は月額１緊緊をそれまでの生

活保護費の総額より収入をふやすですとか、月額

が２緊緊の場合は ０００緊をふやすですとかと

いうようなことで、あくまでも就労をして自立し

ていただくということを前提に制度として考えて

おりまして、先ほども申しましたとおり８世帯が

あるのですけれども、その対象になっている方で

一番若い方は３３歳ということで、これから先の

人生が相当ある中で、今この時点でありますけれ

ども、やはり手に仕事をつけていただいて自立を

して、最終的には生活保護から脱却ということで、

そういう考え方が最後は自立した生活につながっ

ていくというような考え方で国が定めております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

就労支援というふうに〇４番（川村幸栄議員）

おっしゃっていました。当然その生活保護を受給

されている方々も元気で働けることが何より望ん

でいるというふうには思います。ただ、今情勢か

ら見ても雇用状況は本当に悪い中で、特に女性の

働く場は少ないです。中には２つ、３つとかけ持

ちをして、それで体を壊してしまったと、そうい

う方もいるわけです。ちょっと話を聞いたら、育

ち盛りの子供を育てている中で、子供たちには食

べさせなければならないので、自分は食事を減ら

して食べないで我慢しているという、こういった

方たちもいるわけです。やっぱり今は国の基準で

ということでした。例えば今回定額給付金出され

て、その事務費が名寄でいえば約 ４００緊緊も

使っているわけです。これでは、もう本当に理不

尽というしか言いようがないなというふうに思っ

ています、私としては。今私の前に竹中議員が質

問されていました。憲法に保障されている２５条

が守られていないのではないかと。ここにやっぱ

り立脚した形で、ぜひ子供たちを守っていってい

ただきたいというふうに思っています。

それで、次に学童保育のところに移らせていた

だきたいと思います。今学童保育の状況は、空き

教室がなかなかないというお話も出されていまし

たけれども、こういったところも含めて積極的に

運営委員会等で審議をしていただいて、どう子供

たちの放課後を守るのかといったところら辺で知

恵を出していただきたいなというふうに思います。

例えば先ほど出させていただいた安心こども基金

なのですけれども、 ０００緊緊のうち大体５０

緊緊ぐらいが学童保育のほうに使えるのではない
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かというような内容になっているようですが、こ

ういうのも使って施設の整備というのにも使える

というふうに聞いていました。ですから、これ等

も使いながら施設の整備を広くしていただけたら

いいなというふうに思っています。ただ、その場

合に父母の方やら、また指導員の皆さんからの声

は負担がふえたら困るということです。負担はふ

えないで何とか環境整備してもらいたいと。これ

は、皆さん同じ思いだと思うのですけれども、そ

ういうような中でこういういろんな国の補助金な

どを使っての整備、ぜひお願いしたいなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今安心こども基金の〇教育部長（山内 豊君）

関係で、施設の改修等をできないかということで

あります。この安心基金につきましては、５月２

０日に通知が参りまして、２２日まで予定の調書

を出せといったようなことで、非常に最近はそう

いったようなたぐいの文書が多いということであ

りまして、中身もちょっと見ましたけれども、事

業的には今おっしゃったとおりに施設の改修等に

使えるということなのですけれども、事業の対象

としないという部分もございまして、これについ

ては既に実施している事業について、単に当該市

町村等の負担を軽減するための事業、これは該当

しない。それから、認可外保育施設の運営に係る

経費の一部を負担し、または補助している事業と。

これは、学童保育というふうに書いておりません

けれども、そういったことも対象にしないという

ことであります。ですから、この基金のちょっと

概要を見ますと、地域子育て支援活動の立ち上げ

を支援するということなのですけれども、具体的

には新たなそういった学童保育を立ち上げるとき

に、空き店舗等を利用したときに改修等の施設整

備費を補助するといったことだというふうに思い

ます。そういった意味では、現状で先ほど言った

ように学校も対象になるとは思うのですけれども、

学校の余裕教室がないだとか、あるいはある学童

保育は施設が老朽化をしているという、そういっ

たことも耳にしておりますけれども、どこに移転

するとかなんとかという具体的なものはありませ

ん。そうしたことが現実的に出てくれば、この基

金が有効に使えるのかなというふうに思いますの

で、今後この基金事業が継続されてくるというこ

とになれば、そういったことも検討していかなけ

ればならないのかなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そこの今の安心こども〇４番（川村幸栄議員）

基金の部分でいえば、新しい家を借りたり、空き

家を借りたりということになっているかというふ

うには思うのですが、その部分も含めて運営委員

会等、また父母の皆さんの御意見等を聞きながら

積極的に取り組んでいただきたいなというふうに

思っています。

あと、指導員の人件費の問題なのですけれども、

先ほど障害者も受け入れながら研修も進めている

というふうな御答弁をいただきましたけれども、

現在学童保育所の予算の中では、管理運営委託料

のところは指導員の先生の人件費というふうに聞

いているのですけれども、やっぱりこれをちょっ

とふやしていただくということは、さらにここに

上積みをしていただくということができないのか

どうか、そこら辺をお答えいただければと思いま

す。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状直営の部分では〇教育部長（山内 豊君）

南児童クラブということと、あと委託の部分では

コロポックルとどろんこはうすということであり

ます。それぞれ形態が違っております。コロポッ

クルについては学童保育一本、それからどろんこ

はうすについては保育と学童保育ということにな

っておりまして、委託料についてもちょっと違っ

ております。そういった意味で、一方の学童保育

料も違っております。市の直営の部分が ０００

緊ということで一番安いわけですけれども、そう

いったことを含めて、ただ人件費だけにそうやっ
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て投入したことで解決すべてできるのかというこ

とになりますと、先ほど言ったようにいろんな面

で解決できない部分があるということであります

から、この辺については十分検討しなければ、一

概に障害児についても何人というふうに、毎年入

ってくるというふうに決まっているわけではあり

ませんし、それらの対応も含めて人の採用につい

ても十分考えていかなければならないということ

でありますから、今後もそういった状況を見なが

ら考えていければなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

指導員の先生たちも子〇４番（川村幸栄議員）

供たちは午後から帰ってくるのですけれども、朝

１０時から出勤されて施設の整備だとか、帰って

きてからのいろんな準備を本当に心を込めて準備

をして子供たちを待っています。帰りもお迎えが

遅い親のためにも時間を延長しながら見ていると

いうことで、本当に一生懸命やっていただいてい

るこういった指導員の先生方への保障もぜひ考え

ていただきたい。そのことをお願いして、次に移

らせていただきたいと思います。

介護保険サービスの問題ですけれども、認定の

ことについては３月議会の中でもお話をさせてい

ただきました。先ほどちょっと言わせていただい

たのは、家族介護支援のところでいえば、これは

介護制度で名寄市独自でも進めていかれる内容か

なというふうに思っています。それで、ある８０

歳の女性の方がこんなふうにおっしゃっていたの

ですが、孤独死のニュースを見るたびに自分はど

んなふうに死ぬのかなというふうに思ってすごく

不安になるというふうにおっしゃっています。だ

からといって、子供たちのところに行けば迷惑も

かかる。だけれども、施設に入ろうと思えば施設

もいっぱいで入れない、お金もかかる。こんなよ

うな本当につらくなるお話なのです。ですから、

こういった方々が本当に地元で一人で最後まで元

気に暮らせるように支援していくことが本当に望

まれるなというふうに思っているわけです。

そこで、施設にいれば２４時間介護というか、

一応見守りということでサービスを受けられると

いうふうに思うのですが、そういったことを訪問

する中でできないものかどうか。また、あと配食

サービスなのですけれども、名寄市では基本的に

現状維持のままで、この事業計画の中でありまし

た。基本的には、現状維持のまま実施していくと

いうふうに書かれています。ただ、これは第３期

の実２を計画としていて、大体５０がの実２なの

ですが、半分にしているのです。ですから、この

配食サービスなんかも安否確認、本当に健康的な

食事を提供するというのとあわせて安否の確認も

課題というふうにこの計画の中で出されて、その

とおりだと思うのです。これが本当に重要かなと

いうふうに思っていますので、積極的な活用が必

要だというふうに思うのですが、この部分につい

てどのようにお考えになっているのかお聞かせを

いただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高齢者が独居に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

なったときの安否確認も踏まえて、家族介護の支

援の状況についての御質問かということでお答え

をさせていただきます。

高齢者を名寄市では地域の見守りや支えという

ことで独自サービスをやっている部分がございま

す。これにつきましては、例えば名寄といたしま

しては夜間援助、外出支援、訪問、声かけ、独居

向けのネットワーク等ということでございまして、

事業としては社会福祉協議会に委託をして町内会

行政区ネットワーク事業という形で行っているも

のでございまして、そういう中ではおおむね相当

の高齢者の見守りですとか簡易な支援の必要な独

居高齢者、老夫婦世帯障害者などを見守りながら

食事会や茶話会や趣味の活動等をやっていくもの、

それから昼食会、茶話会をやっていくようなもの

ということで、昨年の事業実施状況では、先ほど

のはふれあい・いきいきサロンというのですけれ

ども、食事会、茶話会で２６町内会がやっており
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ます。この部分につきましては６緊緊以下という

ことで、月１回はさらにこれの半分になるのです

けれども、年間の部分でこういうような形で考え

ておりますし、昼食、茶話会と少しレベルが低く

なりますと、これにつきましては助成額が２緊緊

ということで、食事と昼食の宅配ということでこ

れは２５の町内会がやっているところでございま

す。それ以外の部分では、少しハードというのか、

ソフトというのか、除雪のボランティアですとか、

あるいは高齢者の健康づくり、介護活動というこ

とで介護教室や健康教室、料理教室などもこの社

会福祉協議会の委託している事業の中でやってい

るところでございます。

この中で、配食サービスも先ほど御質問があっ

たかと思うのですけれども、定期的な宅配という

ことで、これは助成額は利用分の３分の１という

ことで３町内会で御活用いただいているかと思っ

ております。そういったもろもろも踏まえまして、

さすがに行政がすべての町内会をカバーできるか

という部分が、なかなか難しい部分も踏まえまし

て一種のワークシェアリングと申しますか、社会

福祉協議会のほうとの連携の中でできる部分につ

いては活用しながら高齢者の福祉を推進してまい

っておりますので、御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの町内会の皆〇４番（川村幸栄議員）

さん方に担っていただいているというようなこと

かなというふうに受けとめました。確かに今は町

内会の方たちも本当に高齢になってきて大変な状

況、町内会を運営するのも大変になってきている

という中で、見回り、配食、高齢者の皆さん方の

集い、そういった部分で本当にいろいろ知恵を絞

ってやっていただいている、そこに支援をしてい

くということなのですけれども、やっぱり市とし

てもっとリーダーシップをとってやっていっても

らいたいなというふうに思うのです。

例えば安否の確認なのですが、日中はそんなに

不安もなく、隣近所、何か最近見ないわというこ

とはわかるかもしれないのですが、夜がやっぱり

不安だと思うのです。お一人で高齢になってくる

と。そういったところの、先ほど夜間の支援もと

いうふうなことがお話しされていましたけれども、

ここを積極的にぜひ取り組んでいただきたいなと

いうふうに思います。

それで、先ほど利用限度額に対する平均利用割

合、これをちょっとお聞きしようと思ったのです

が、時間がありませんので、ちょっと利用限度額

に対してどれだけ介護認定を受けている方が利用

されているかなという、やっぱりこの間お聞きし

ましたら大体半分ぐらいというふうに資料も見せ

ていただきました。すべてが経済的な理由だとい

うふうには思わないのですけれども、やっぱり経

済的な理由というのも大きいのではないかという

ふうに思います。そして、先ほど減免、軽減措置

に対するお答えをいただいたのですが、なかなか

一回では頭に入らないような御説明だったのです

が、実はこの名寄市の保険料は今６段階になって

います。やっぱり８段階、１０段階に細かく分け

ることによって軽減する部分も出てくるのではな

いかなと。札幌市なんかも９段階に分けているの

ですけれども、そういったお考えは名寄市として

はないのかどうかお聞かせいただきたいと思いま

す。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

保険料の部分に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

つきましては、前回といいますか、第３期につき

ましてはいわゆる地方税法の改正等がありまして、

激変緩和を避けるために通常の段階からさらに細

かい区分けをしておりまして、それがそのまま果

たして第４期の計画に適用するか否かという部分

も議論になりまして、現実には第４期４緊 ４０

０緊ですか。中間層の部分、一般的なところなの

ですけれども……ちょっと時間がありませんので、

その部分は省略いたしますけれども、そういった

中で細かい分けた部分を６段階に分けて、通常の

一番メーンになる方につきまして、いわゆる市民
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税均等割の方のみがたしかさらに減じるような形

で構成をしているかと思っております。そういっ

たことで、所得がかなりの高水準にある方はそれ

なりの御負担をいただいておりますけれども、通

常の年金、いわゆる国民年金レベルにつきまして

は負担がそれほどな部分というふうには考えてお

りませんので、御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

保険料のことについて〇４番（川村幸栄議員）

は、また別な機会に議論をさせていただきたいな

というふうに思います。

あと、介護労働者の皆さんへの支援なのですが、

国の支援策ではさほど影響はないというようなお

話でした。それで、介護福祉の人材確保も先ほど

退職理由の中にもありましたようにやっぱり大変

さも含まれて、夜勤勤務をする前にやめられたと

いう話もありましたように、やはり仕事の重さが

やめなければならないというところにもつながっ

ているのかなというふうに思います。それで、介

護福祉の人材を確保するためにも介護労働者のス

キルアップのための講習会などもしていく、そう

いう支援も必要かなというふうに思っています。

また、ケアマネージャーが主任ケアマネになるた

めの研修、またソーシャルワーカーになるための

研修、そういった資格を取得する支援、そういう

事業も考えていっていただければなというふうに

思いますが、この部分についてはいかがでしょう

か。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員が御質問の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

部分について、全部が明快なお答えになるかどう

かはわからないのですけれども、いわゆるしらか

ばハイツあるいは清峰園につきましては名寄市社

会福祉事業団ということで事業を進めている中で、

通常の介護報酬の中ではなかなか事業の部分が果

たして報酬に反映されているかという部分はある

かと思うのですけれども、今までもこの２事業団

につきましては一般会計から約１緊緊の繰り入れ

をやる中で運営しておりまして、その部分につき

ましてはそういう研修等にも当然回っていって、

スキルアップもその中で事業団として進めていく

ように思っておりますけれども、そういったこと

で御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ積極的に取り組ん〇４番（川村幸栄議員）

でいただきたいというふうに思います。

最後になりますが、島市長にぜひお答えをいた

だければというふうに思います。今回の地域活性

化・経済危機対策臨時交付金、これがハード事業

を中心に追加補正計画、６月１７日までに上川支

庁に提出ということで、せんだって御答弁もあり

ました。実は道によると、国は最終提出期限を秋

ごろにするという連絡も入っているということで

せんだっての道議会で日本共産党の真下紀子議員

の質問に答えています。磯田地域づくり支援局長

は、期限設定についても国に改めて要請するとい

うふうに答えているのですが、緊緊対策といって

本来まちづくりに使われる予算、本当に将来に向

けて責任を持って慎重に行われるべきかなという

ふうに思うのですが、さきの答弁ではいろんな事

業に拡大できないかということを検討していると

いうふうにおっしゃっていました。子育て支援、

高齢者福祉に積極的に活用を願うところです。こ

れについてのお考えをいただければと思いますが、

よろしくお願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間が制約されており〇市長（島 多慶志君）

ますので、簡単に申し上げますが、平成２０年度

の補正予算あるいは２１年度の本予算、補正予算

ということで、国がねらいとしておりますのは世

界不況の中で日本がこの３年間の間に回復できる

かどうかと、こういうことでの各分野における手

当てをしているというふうに認識をしております。

地方自治体におきましても最大のねらいはやはり

雇用の創出確保ということでありまして、私ども

も予算の使い方の中ではこの地域の中で雇用の創
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出に向けた事業を当然配慮しておりますし、また

今まで子育て等で悩んでいる事業等については一

定の政策、制度設計というものが伴わなければ、

この１年の臨時交付金だけで対応していくという

ことについてはかなり無理があるのではないかと、

こういうふうに思っております。私ども北海道市

長会、全国市長会の中で議員が指摘されましたよ

うな事項等については、国の全体的な政策要求と

いうことを取り組んでやっておりますので、御理

解をいただければと思います。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

７号 工事請負契約の締結についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 工事請〇市長（島 多慶志君）

負契約の締結について、提案の理由を申し上げま

す。

名寄下水終末処理場受変電設備更新工事につい

ては、本年５月２７日に５社による指名競争入札

を執行した結果、三菱電機株式会社北海道支店が

１緊 ３００緊緊で落札いたしました。本件は、

これに消費税及び地方消費税８６５緊緊を加え、

１緊 １６５緊緊で契約を締結しようとするもの

であり、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部上下水道室長より

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。

補足説明を扇谷建設〇議長（小野寺一知議員）

水道部上下水道室長。

ただいまの名寄〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

下水終末処理場における受変電設備更新工事請負

契約の締結につきまして、提案理由の追加説明を

申し上げます。

名寄下水終末処理場は、昭和５５年３月の供用

開始以来、浸水対策、公共用水域の水質保全及び

快適な生活環境を図るための重要なライフライン

として日々の稼働に努めております。この受変電

設備は、受電開始から３２年を経過して経年劣化

が著しく、また修繕部品の製造中止などに伴い、

新たな修繕が困難となっておりました。国土交通

省では、電気設備の標準耐用年数を２０年と定め

ておりますが、これまで適正な維持管理及び修繕

を行って延命を図り、安全な稼働に努めてまいり

ました。しかし、この維持管理も限界に近くなり、

施設の安全で安定的な運用を図る必要から今回更

新工事を行うものであります。

本日、議決をお願いいたします工事の概要につ

いて申し上げます。この工事は、北海道電力から

の受電と高圧、低圧に変電する設備及び各設備を

結ぶ主幹ケーブル等を更新するとともに、既存監

視制御装置の機能増設を図るものでございます。

続いて、入札の経過と結果について申し上げま

す。入札は指名競争入札で行いました。北海道に

支社、支店のある重電機メーカー５社を対象に５

月７日に指名通知を行い、縦覧期間を５月８日か

ら５月２６日までとし、５月２７日に入札を執行

いたしました。入札の結果は、第１回の入札で三

菱電機株式会社北海道支社が税込み１緊 １６５

緊緊で落札いたしました。落札率は８ ５９がと

なっております。なお、指名通知後４社の入札辞

退がありましたので、結果として１社による入札

となりました。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

１ページをお開きください。工事の場所を示して

おりますが、処理場正面玄関から入って東側にあ

る電気室内で赤で示しておりますのが今回対象の

受変電設備であります。

２ページをお開きください。更新対象となる受
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変電設備の写真となります。①から③までが更新

対象設備で、④は既に更新を終えている設備とな

ります。

３ページをお開きください。主単線結線図であ

りまして、北海道電力からの引き込み後、各設備

への流れをあらわした図であり、赤で囲んだとこ

ろが対象の施工箇所となっております。

４ページから６ページにつきましては、過去に

おける維持管理及び修繕の一部を写真で掲載をし

ております。

なお、この更新工事につきましては現施設が２

４時間連続運転を行っておりますことから、長期

間停止することができませんので、流入水量の少

ない夜間において数時間の停電を繰り返しながら

行うこととなります。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

１点だけお尋ねをい〇１３番（高見 勉議員）

たします。

ただいまの追加説明の中で、指名競争入札で５

社を指名をしたというお話がありまして、最終的

には１社だけであったと。落札率は８ 数が、９

０がを切るというようなことでありますから、そ

れなりのと申しましょうか、努力があったという

ことについては私なりにも理解をするわけであり

ますけれども、ただ指名競争入札で５社を指名し

て４社が辞退をするというのは、間々あることな

のかどうなのかわかりませんけれども、指名をし

た側としてはどういう理解をされているのか、こ

の際御説明をいただきたいというふうに思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

お答えをしたい〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

と思います。

今回の入札につきましては、全国、全道で同様

施設の製作もしくは納入実２を持って高い技術力

が確保されていると考えられる重電機メーカーを

指名してきましたが、残念ながら４社の指名辞退

ということになっております。今回の指名辞退の

理由につきましてでありますが、１つは他社の設

備の機能増設が含まれて対応が困難と、これが１

社でありました。そしてまた、工事に係る専任技

術者の確保が困難と、この理由をもってしている

のが３社ございました。辞退理由として多いいわ

ゆる専任技術者の確保が困難であるという理由に

つきましては、公共事業の受注に当たりましては

入札、それから契約手続の透明性及び現場の適正

化を図るということで、多くの事業者が受注工事

ごとに日本建設情報センターへの登録を行ってお

ります。これは、通称コリンズ登録と申し上げて

おりますが、この登録では１つの受注工事が終了

するまで、いわゆる完了するまで専任の技術者を

配置することが求められておりまして、技術者の

いわゆる工事のかけ持ちができないという状況に

なっております。このコリンズ登録は、事業者の

公共事業の受注実２を明らかにすることで今後の

工事の受注を有利に進める、こういうことにもつ

ながりますので、多くの事業者が行っております。

したがいまして、他の受注工事が重なりますと専

任技術者の配置が困難ということで辞退をされた

というふうに理解をしております。

ただ、今御指摘ありましたとおり指名競争入札

で１社のみの入札ということになりますと、いわ

ゆる入札の公平性、こういったものにも当然疑義

が生じるということも考えられます。したがいま

して、このような事態が間々あるとは思いません

が、やはり一般競争入札も１つは視野に入れなが

ら今後の入札制度を少し考えていく必要があると

いうふうに考えております。指名後の入札辞退に

対しまして、現在のところ具体的なペナルティー

というものはありませんけれども、これまで２回

続けての入札辞退事業者につきましては、次回の

入札には指名しないという措置をとっております。

幸い今回結果として９０がを切るというような入
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札になりました。ややもしますと、１社のみの入

札ではどうしても入札率が高どまりになるという

懸念もありますので、私ども今は実施をしており

ませんが、例えば電子入札もしくは郵便での入札、

こういったものを活用しますと、いわゆる実際に

現場に来て１社しかいないということもある意味

明らかにならないで入札をしていただけるという

ことにもつながりますので、入札等審議委員会の

ほうでまた改めて今後とも検討を進めて、よりよ

い入札制度にしてまいりたいというふうに考えて

おります。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

適切な御説明をいた〇１３番（高見 勉議員）

だきましたので、基本的には理解をいたしました。

ただ、お話にもありましたように指名競争入札

をして、特殊なものであるということでもあるの

でありましょうけれども、４社がこぞって辞退を

するというような形で、結果としてですけれども、

あることについては、いささかいかがなものかと

いうことにもなるわけでありまして、額の問題等

々もあると思いますけれども、いろんな意味で一

般競争入札等々を含めて、今後のそうした特殊な

ものについてとりわけ検討をしっかりと行ってい

ただくことを要望申し上げて終わりたいと思いま

す。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの関連であ〇１９番（熊谷吉正議員）

りますけれども、確認の意味で５月７日に指名通

知を５社にされて４社の辞退というのは、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ社でいいですけれども、それぞれ日にち別

に指名の辞退日をお知らせをいただきたいわけで

ありますが、当然残った受注をされた会社につい

ては、この辺の情報について理解をした上で札を

入れているのかどうか確認をさせていただきたい

と思います。

もう一点は、市民サービスの関係で、受変電設

備の取りかえなわけでありますから、当然停電を

伴って夜間の数時間を何回か繰り返しをして切り

かえていくと、更新をするということなのですが、

下水道機能の影響というのはどの程度あるのかお

知らせいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時１６分

再開 午後 ２時１８分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木総務部長。

当日、５社のうち〇総務部長（佐々木雅之君）

４社が辞退をしまして、来たのは１社ですので、

札入れするときに入れた１社については４社が欠

席していることはわかって札入れをしました。辞

退しました４社の関係については、ちょっと今手

元の資料では事前に連絡があったのか、当日欠席

するという連絡があったのか判明しませんので、

これについては後から説明させていただきます。

お願いします。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

下水終末処理場〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

は２４時間連続稼働をしているということで、ど

うしても機能を停止するということにはなりませ

ん。ただ、受変電の設備はまさにかなめの設備で

ありまして、ここのところを一時的にでもやはり

とめないと更新ができないという、ある意味難し

い工事の形態にならざるを得ません。この辺につ

きましては、十分機能を維持しながら、なおかつ

適切に停電もしくは更新工事を実施するというこ

とで、私どもを含めて業者と十二分に練りながら

対応してまいりたいと思いますので、機能は全く

維持できるというふうに考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今ちょっと資料で〇総務部長（佐々木雅之君）

確認できましたので、追加して説明させていただ

きます。１社については５月２２日、いずれも文

書回答です。５月１９日、５月１４日、５月１１

日ということで事前に入札執行前に連絡が入って

います。この４つの辞退した業者が当日辞退する
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ということは、札入れをした業者については当然

わかっておりませんので、当日入札執行するとき

には１社しかいなかったということがわかりまし

たので、それで１社については入札をいたしまし

た。文書で入札辞退届については４社とも今言っ

た日付で事前に出ておりました。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

高見議員とのやりと〇１９番（熊谷吉正議員）

りもありましたけれども、やっぱりこの種のケー

スについて１回立ちどまって、改めて再入札をす

るということの検討は必要であったような気がい

たします。電子入札等の関係でいくと、それは民

間同士のやりとりのところまでの推測はできませ

んけれども、少なからず疑義が持たれるケースで

はないのかなと。単なる落札率の問題だけではな

いと思いますので、十分内部で検討を少ししっか

りしていただいて、透明性、説明のつくような形

の検討を改めて求めておきたいというふうに考え

ております。

下水終末処理場の関係では、受変電設備の切り

かえというのは大変どんな設備でも難しいことが

多いのですけれども、ある程度私どもに、市民に

わかる範囲の中で結構ですけれども、どの程度そ

の終末処理場の機能がこの切りかえによって、一

日で一回でできないわけですから、恐らく相当数

回重ねて完全な更新をさせていくということなの

でしょうけれども、例えば１回数時間やって、そ

れによってどのぐらいの機能が落ちていくのかと

いうところがもしわかればぜひ、特に事故がある

と大変なわけでありまして、そういう安全面の面

だとか市民サービスへの影響、深夜で皆さん寝て

おられる時間だから、直接受け入れ側のオーバー

フローでもない限りは河川に流れる水との関係も、

要するに浄化機能にかかわるわけでしょうから、

その辺については説明がつくとすればお願いをし

たいと思いますし、またお調べが後に必要であれ

ばその時点でも結構だと思いますけれども、改め

て求めて終わりたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

処理場の機能に〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ついて若干説明をさせていただきますが、夜間特

に水量が激減する時間帯がございます。特に夜中

２時から例えば５時ぐらいまでの時間ですとか、

もしくは日によっては１２時過ぎてから極端に水

量が減っていくという時期がございます。処理場

自体１００がの能力で運転をしているということ

では実はございませんで、池の数も４池ございま

して、それぞれある程度ストックの能力を持って

おります。ただ、いずれにしましても入ってくる

水を１度汚水という池にためまして、それから処

理系統に持っていくということで、それぞれ何段

階かに分けてストックできるような池を持ってお

りますので、あくまでもその池が有効に活用でき

るということを前提に工事は進めるということに

はなっておりますので、仮に大雨とか、やはり汚

水が異常に入ってくるとか、そういった状況があ

りましたら、これは工事をやらないということに

なります。

そしてまた緊緊時、これはちょっとまた私ども

のほうで検討しなければいけないのですが、発電

機を持っておりますので、電気のやりとりの当然

仮設は必要になってくると思いますが、非常時は

直接北電からの電気が入らなくてもいわゆる発電

機を活用しながら一時的に運転をするということ

が当然可能になってまいります。ただ、いずれに

しましても発電機のほうも受変電のいわゆる制御

のほうをどうしても通ってくるということになり

ますので、これは仮設の段階でまた十分検討しな

がら、全く処理に問題がないような形で十分検討

を進めていきたいというふうに思っております。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

８号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 財産の〇市長（島 多慶志君）

取得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、風連地区で進めております本町地区第

１種市街地再開発事業において建設されている保

留床について、平成２０年９月５日付で北海道知

事認可を受けた土地、建物の権利を明らかにする

権利変換計画に基づき、（仮称）地域交流センタ

ーを６緊 ２５０緊緊で取得しようとするもので

あり、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により

議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を山内教育〇議長（小野寺一知議員）

部長。

市長提案の追加説明〇教育部長（山内 豊君）

を申し上げます。

本件につきましては、平成１９年１２月２７日

付で北海道知事から風連本町地区第１種市街地再

開発事業の施工認可を受け、事業参加者の施設整

備計画の詳細設計に着手し、平成２０年９月５日

で詳細設計に基づく事業の収支計画を策定した風

連本町地区第１種市街地再開発事業権利変換計画

が北海道知事に認可され、平成２０年度１０月か

ら個人の住宅、店舗を含む施設設備に着手されて

おります。

（仮称）地域交流センターは、その権利変換計

画に基づき、平成２１年度の事業で建設される保

留床を購入、取得するものであります。取得の相

手につきましては、名寄市風連町仲町７２番地、

風連本町地区第１種市街地再開発事業、個人施工

社、株式会社ふうれん代表取締役、富永紀治とな

ります。取得施設の規模につきましては、構造が

鉄筋コンクリートづくり４階建てで、延べ床面積

５３ ０６平５となっています。１階部は９１ 

９３平５で、主にロビー、エントランスホール、

エレベーターで構成されております。２階部は８

９ １５平５で、大ホール、９室、会議室、研修

室で構成されています。次に、３階部になります

が、４０ ９４平５で、会議室２室、調理実習室

となってございます。４階部は３１ ０４平５と

なっており、和室、ＩＴ教室が配置されてござい

ます。詳細は、後ほど資料をもとに説明させてい

ただきます。取得価格は、消費税込みで６緊 ２

５０緊緊となっております。財源につきましては、

昨年度の国の２次補正により敷地については先行

取得していることから、総事業費は７緊 ２３０

緊緊で、そのうち国庫補助金で３緊 ０５０緊緊、

合併特例合で３緊 ２２０緊緊、合併補助金で 

９５０緊緊、残りは一般財源と予定しているとこ

ろであります。また、施設の引き渡し時期は平成

２２年３月１０日を予定しております。

次に、施設の概要になりますが、（仮称）地域

交流センター外観につきましては、この地区にれ

んが倉庫があったことから、れんがタイルと特産

品のもちをイメージした色彩としています。内部

につきましては、ユニバーサルデザインを採用し、

あらゆる利用者に優しい構造となるよう配慮して
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います。各ロビー部分には、旧風連町の開庁１０

０年記念事業で本年度まで取り組んでおります小

学１年生の手形を配置します。大ホールは、多目

的な使用を考慮し、床はビニールシート張り、腰

壁は間伐材を利用した羽目板とビニールクロスの

併用仕上げ、天井部は吸音効果の高い特殊石こう

ボードを採用しています。

次に、暖房を含む電気設備に関しては、夜間蓄

熱電力を利用した床蓄熱方式のメーン暖房を採用

し、補助暖房装置についても融雪用電力を利用し

たパネル暖房機を設置し、電気料金の節減を図り

ます。電話や校内ＬＡＮについても配備し、本庁

舎と通信回線で接続可能になるよう設計を行って

います。大ホールには専用音響スピーカーを設置、

備品で購入するアンプと接続し、従来施設と同様

の音響環境が整備されます。また、舞台照明の調

光装置を設けて給電できるよう配慮されています。

防犯対策としては、各ホール、ロビーに防犯カメ

ラを設置し、１階管理事務室にモニター、録画装

置を設置しています。また、非常用発電機を設置

し、災害時の避難の拠点として対応できるよう設

備を整えています。機械設備については、安全性

と利便性から電気温水器を必要箇所ごとに設置す

る個別給湯を採用するとともに、各室に熱回収型

の換気扇を設置し、個別の換気を行います。とり

わけ２階大ホールの換気には、廃熱回収型の換気

設備を配置し、夏季には適温の冷風、冬季におい

ては適温の温風を供給するとともに、室内空気の

正常化と熱エネルギーの省力化を図っています。

次に、お手元の説明資料について御説明申し上

げます。まず、１ページ目につきましては立面図

でございます。それぞれの方角からの図面となり

ます。右上の北側立面図部分につきましては６ペ

ージ、全体配置図と同じ方向からの投影図になり

ますので、御参照願いたいと思います。

次に、戻りまして２ページ目以降から各階の説

明になります。まず、１階の部分につきましては

９１ ９３平５で、ロビー、エントランスホール、

管理事務室、エレベーターホール、駐車場となっ

ています。階段室につきましては、一定規模以上

のホールを建築する場合、２方向以上の階段を設

置しなければならない義務があり、階段室を２カ

所配置しております。また、駐車場が不足してい

ることの議論もありまして、身体に障害のある方

のための駐車場は２台分を含め１０台分の駐車場

を配置しています。このほかに１４台分の駐車場

を確保しています。あわせてＪＡ道北なよろ農業

協同組合の敷地内に５台分が配置されることから、

全体で２９台分の駐車場を整備します。

次に、３ページ目は２階部分になります。面積

は８９ １５平５で、大ホール、９室、会議室、

研修室の配置となっています。大ホールにつきま

しては、机といすを配置しますと１８０名分の席

を用意することができます。風連福祉センターで

の緊卓利用の状況がありましたので、従来と同様

の利用が可能となっております。また、ステージ

部分につきましては風連福祉センターとがべ奥行

きを１メートル広く確保しております。また、ど

んちょうはステージにかからない設計となってい

るので、ステージ面積は従来より広くなっており

ます。

次に、４ページ目は３階部分になります。面積

は４０ ９４平５で、会議室２室と調理実習室を

配置しています。

５ページ目、４階部分になりますが、面積は３

１ ０４平５で、和室、ＩＴ教室を配置し、全体

を構成してございます。

６ページでは、再開発事業全体のイメージとな

っておりますが、図面中央部に本施設の完成イメ

ージを掲載しております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようよろしくお願いいたし

ます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 推薦第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。

お諮りいたします。本年７月１９日をもって任

期満了となります農業委員について、農業委員会

等に関する法律第１２条第２項の規定により議会

推薦の農業委員は４名とし、上口里美氏、住田美

紀氏、植松正一氏、黒井徹氏を推薦したいと思い

ます。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、名寄市農業委員会委員に上口里美氏、

住田美紀氏、植松正一氏、黒井徹氏、４名を推薦

することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時３５分

再開 午後 ２時３６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。

日程第６ 意見書案第１号 地方分権改革にあ

たり地域経済等に配慮し、地方財政の充実・強化

を求める意見書、意見書案第２号 核兵器の廃絶

と恒久平和を求める意見書、意見書案第３号 ハ

ローワーク機能の抜本的強化を求める意見書、意

見書案第４号 経済危機対策などに伴う地方負担

の軽減を求める意見書、意見書案第５号 国直轄

事業負担金に係る意見書、意見書案第６号 新型

インフルエンザ対策の強化を求める意見書、意見

書案第７号 所得税法第５６条の廃止を求める意

見書、意見書案第８号 基地対策予算の増額等を

求める意見書、以上８件を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 決議案第〇議長（小野寺一知議員）

１号 北朝鮮の核実験に抗議する決議を議題とい

たします。

提案者の説明を求めます。

熊谷吉正議員。

議長より御指名があ〇１９番（熊谷吉正議員）

りましたので、これより北朝鮮の核実験に抗議す

る決議案の提案を行いたいと思いますけれども、

私たち名寄市民は世界で唯一の被爆国、日本の国

民として、すべての国の核兵器廃絶、軍縮を求め

る立場から非核平和都市宣言を行っております。

よって、先般北朝鮮が強行した核実験に強く抗議

をするとともに、名寄市議会の立場を明らかにし

たいというふうに考えております。以下、読み上

げて御提案を申し上げますので、議員各位の御賛

同を切にお願いをするものであります。
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北朝鮮の核実験に抗議する決議案。

核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本をは

じめ、いまや全世界の人類共通の願いとなってい

る。

しかしながら、北朝鮮政府は、５月２５日に２

度目の核実験を強行した。これは、北朝鮮に対し

て「さらなる核実験またはミサイルの発射をおこ

なわないよう」求めた国連安全保障理事会決議１

７１８に違反し、決して許されるものではない。

今日、世界の中で核兵器廃絶に向かう新たな機

運が生まれつつあるときに行われた今回の核実験

は、こうした動きに逆行し、北東アジアの平和と

安全を脅かすものである。

よって、非核平和都市宣言を行っている名寄市

において、本市議会は、北朝鮮政府に対し、核実

験の強行に強く抗議するとともに、今後いかなる

核実験も行わないこと、核兵器及び核兵器開発計

画を放棄することを強く求めるものである。

以上、決議する。

平成２１年６月１５日、名寄市議会。

各議員の皆さんの切なる御賛同を求めて終わり

たいと思います。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第８ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

２号 例月現金出納検査報告を議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第９ 請願を議〇議長（小野寺一知議員）

題といたします。

今期定例会において本日までに受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委

員会に付託いたしましたので、御報告を申し上げ

ます。

日程第１０ 委員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

日程第１１ 閉会中〇議長（小野寺一知議員）

継続審査及び調査の申し出についてを議題といた

します。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ
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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 大 石 健 二

署名議員 木戸口 真


