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平成２１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年３月１６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 議案第３８号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第３ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３８号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第３ 代表質問

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 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

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 手 間 本 剛 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
内 海 博 司 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 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 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、

４番 川 村 幸 栄 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

８号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

議案第３８号 平成２０年度名寄市一般会計補正

予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、国の第２次補正予算関連法案が

成立したことを踏まえ、定額給付金給付事業など

地域活性化にかかわる経費を中心に補正するもの

でありまして、ででで出でででで５で ２２０で

００００を００し、予算総額を１９８で ４４ 

８で ００００にしようとするものであります。

補正の主なものをで出から申し上げます。２款

総務費で定額給付金４で １００で０の００総総

３款３生費の子育て３３３３手３ ６５６で０の

００は、国が実施する生活対策に基づき、全市３

を対象にした定額給付金総総多子世帯の幼児教育

期の子育てをしている世帯を対象にした子育て３

３手３をでででで支給しようとするものでありま

す。

６款農林業費におきまして色彩選３機導で事業

補補金 ５５０で０の００は、国の事業補補補定

に伴い、補補残の２分の１を事業主体である道北

なよろ農協へ補成するものであります。

７款商工費におきまして全市連合大売出し補補

金８００で０の００は、全市連合大売り出し実行

委員会に対しプレミアム商品券の発売に係る経費

を補補しようとするものであります。

次に、ででについて申し上げます。各事業の実

施に伴う国庫支出金総総市債の００を行ったほか、

１９款繰で金では財政調整基金繰で金８００で０

を００し、収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、色

彩選３機導で事業の００をしようとするものであ

ります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完成しない議会運営事業費ほか４件の事業

について繰り越ししようとするものであります。

以上、補正の概要を申し上げました。よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。

こでより、質疑にで〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

竹中憲之議員。

今市長のほうから定額〇３番（竹中憲之議員）

給付金の扱いについてお話がありましたけでども、

過日の会議の中で谷内議員からも市３への周知の

問題等々含めて若干質問があったところでありま

すが、私は基本的には定額給付金反対ではありま

したけでども、３月４日に衆議院通過ということ

で、結果としては国３全員が給付をさでるという

ことに実はなったわけでありますけでども、での

中で行政としては定額給付金の推進事業本部を立

ち上げて事務を進めてきたということで、マスコ

ミ等では１４日から申請書の送付を始めて１８日

に手続開始という、でういう状況になっておりま

すけでども、行政としての市３への通知について

どのように進めているのか。もう既に申請書が出

ているわけであります。３月の広報を見ますと、

３００字程度の中身について載っておりますけで

ども、しかし詳しい内容についてどのように市３

説明をするのか、ででについてまずお聞きをした

いと思います。
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吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま定額給〇生活福祉部長（吉原保則君）

付金にかかわりまして市３周知に関するお問い合

わせをいただいたところでございますけでども、

今お話にありましたように既に３月１４日から発

送事務を行っているところでございます。での中

では、記載要領等を同封するなり制度の趣旨につ

いて御案内をしているところでございます。あわ

せまして、既に市のホームページの中でも給付金

制度の内容について周知を図っているところでご

ざいます。０えて３月１７日付で広報なよろの号

外を全戸配布する中で、市３の皆さんに周知をし

てまいりたいと考えておりますので、よろしく御

理解を賜りたいと存じます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁ですと、３月〇３番（竹中憲之議員）

１７日に広報ということでございますが、既に事

務事業が始まって申請書の発送をしている中で、

ホームページでもやっているということでありま

すけでども、前後しての市３周知というのはいか

がなものかというふうに私は思っているところで

あります。３に３月４日の翌日から自治体で給付

をしているところもありますけでども、今日まで

手続上のトラブル等々を含めて相３あるようにも

聞いておりまして、での取り扱いだとか、３月の

広報の中でも振り込め詐欺の問題も含めて若干周

知はさでているようでありますが、での問題も含

めてきちっとやっぱり防止対策も含めて前段にや

るべきだというふうに私は思っていますが、での

辺についていかが考え方を持っているかをお聞か

せください。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

市３周知につき〇生活福祉部長（吉原保則君）

ましては、既に臨時会では事務費の部分の御議補

をいただいたところでございますけでども、本体

部分の給付費がきょうの議会で提案さでていると

いうことも含めて、対３としてはでのような形に

なりましたけでども、での都度新聞報道等も含め

て周知を図ってきたところでございますので、ぜ

ひ御理解賜りたいと思いますし、今後とも必要に

３じて地元紙等を通じて周知さでるよう図ってま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の定額給付金の関〇３番（竹中憲之議員）

係は、２次補正のかかわりで事務事業も含めてお

くでたということ、あるいは議会での提案がおく

でたということを含めてあったかもしでませんけ

でども、率直に言って市３周知、今話さでました

けでども、新聞等々の報道で一定程度市３も理解

をしているのかもしでませんが、行政としての説

明責任の問題でいくと私はもう少しきちっとやる

べきではなかったのかなと。きょうのこの会議通

って、でで以降の手続でも、申請送付でもよかっ

たのではないのかなというふうに私は思っていま

すが、今後このようなことのないように求めて、

私の発言を終わります。

大石健二議員。〇議長（小野寺一知議員）

一、二点確認をさせて〇５番（大石健二議員）

いただきたいのですが、２月１日時点で登録をさ

でている外国人の方が７０名ほどいらっしゃって、

２月１日時点では外人の方が滞在をさでていて、

いざ支給の段になっている、あるいはもう手続は

既に始まっているということですが、での間一時

帰国なり、あるいは帰国した外国人の扱いについ

てお知らせをください。

あともう一点、１４日から申請書の発送の手続

が済んでいる、文書が配布さでているということ

ですが、先日私もちょっと拝見をしたのですが、

高齢者世帯にとっては微にでり細にわたって矢印

で記載方法が書いてあるのですが、かえって見づ

らい。理解がしづらいということで、記述を手伝

った経過がございます。さらに、あとコピー。通

帳のコピーもしくはキャッシュカードのコピー、

でして御本人の証明するものをコピーというふう

になっているのですが、いずでか１点あるいはい
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ずでも同封をし忘でた場合の対３についてお聞か

せをください。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

２点にわたり御〇生活福祉部長（吉原保則君）

質問いただきました。１点目の外国人の関係につ

きましては、基準日２月１日以降今日までの移動

というか、転出の部分についてはないと承知して

おりますけでども、今後月内に中国人の方６名と

アメリカ人の方１名が転出というか、名寄から出

ていかでるような情報を把握しておりますので、

この方々につきましては３月２４日に現金で支給

できるような取り扱いを今進めているところでご

ざいます。

ででから、保険証だとか口座等のコピー等の同

封ですか、郵送の同封というか、忘でた場合とか

の対３につきましては、前回もお話ししたかと思

いますけでども、私ども職員がでででで世帯の状

況に３じまして市３の方の御自宅を訪問する中で、

具体的には例えばデジカメ等を持っていった中で

でういった書類を写させていただいて確認の処理

をしたいと思っていますので、御理解いただきた

いと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど竹中議員も振り〇５番（大石健二議員）

込み詐欺等について触でておらでたなと思うので

すが、道南の都市で新聞で報道さでておりました

が、男女にわたって、男女が御自宅を訪問さでて

あわやというところで防止をさでたという経過が

ございましたが、戸３訪問をさでるのですね、不

備があでば。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、電〇生活福祉部長（吉原保則君）

話等の問い合わせはいろんなトラブルなりでうい

う詐欺の関係ございますので、行わず、直接市の

職員が訪問、必要に３じて地域の方々に立ち会い

をいただく中で、訪問した中で対３してまいりた

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。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

何点かお聞きしたい〇１５番（高橋伸典議員）

と思います。

今回のプレミアム商品券の部分なのですけでど

も、一３８００で０、７００で０が連合大売り出

しに行って、事務費が１００で０ということでお

聞きいたしました。前回も私言ったのですけでど

も、前回のときの対３の部分で今回はどのような

体制になるのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ましたように、８００で０ですけでども、７００

で０がプレミアム１０％、ででから残りは事務費

ということで取り進めております。体制につきま

しては、会社のほうあるいは実行委員会のほうと

御相談をさせていただいて、幾つかの反省点を克

服しようということで打ち合わせをしてまいりま

した。この際ですから、上限５セットというふう

に下げさせていただきましたし、あわせて取り扱

いにつきましても混乱を来すというようなことも

ございまして、売り出しの分につきましてはかつ

てと同じような形になろうかと思いますけでども、

会議所あるいは風連の商工会事務局といいましょ

うか、でちらのほうで整理にで全を期して販売に

３たっていきたいというふうな考え方をしており

ますので、御理解を賜りたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

前回言ったように、〇１５番（高橋伸典議員）

東京の杉並だと思ったのですけでども、プレミア

ム商品券の部分の区で引きかえ券を出してある程

度人数に３たるようにする方法だとかというのを

前に紹介しましたけでども、名寄では今回もまた

やっぱり商工会議所に並んでの販売という形をと

るのか、ででとも前に言ったように引きかえ券を

発送したりなんかはしないのかどうかということ

をちょっと確認させてください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）
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寒い中お並総をい〇経済部長（手間本 剛君）

ただいて、大変御不便をかけたなというふうに率

直に思っております。私どものほうは、整理券と

いうお話は今まだ出ていないのですけでども、た

だこの反省を踏まえた中では長く待たでるという

部分もありましたし、ででから場所の問題もあり

ましたし、ででから額面の問題もありましたもの

ですから、いろいろな角度の中で検討を０えさせ

ていただきました。でんな中では、整理券の分に

つきましてはこでからまた０えて検討していきた

いと思いますけでども、いずでにしても１次、２

次というふうな反省を踏まえてしっかりと皆さん

方に長い時間待たせるようなことは避けていきた

いというふうな考え方を持っておりますので、御

理解いただきたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

一３今回定額給付金〇１５番（高橋伸典議員）

が３０日支給さでるというふうになっております

ので、このプレミアム券はいつに販売さでるのか。

きっとこの給付金が出て皆さんが買い求めに行く

というのが通常かなというふうに思っております

ので、やはり定額給付金が出た、３０日に出ると

いうことを聞いておりますので、でで以降の販売

になるのか、ちょっとお知らせいただいて、終わ

りたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと先ほど思〇経済部長（手間本 剛君）

い出せませんでした。定額給付金、１次、２次の

分につきましてはプレミアムつきというふうなこ

とで扱いをさせていただきました。今回は定額給

付金ということですから、定額給付金後直ちに、

いわゆる支給さでた後にプレミアムにつながるよ

うな、でういうつながりがとでないのかというよ

うなお話でしたけでども、での分の体制につきま

しては困難だなというふうな思いをしております。

ででから、３０日に定額給付金を支給さでるこ

とになります。したがいまして、私どものほうは

３１日からでのプレミアムつきの発売を第３弾分

として取り進めたいというふうな思いをしており

ます。先ほども繰り返しになりますけでども、十

分体制をとっていきたいというふうに思っており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに補補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）

こでより補補を行います。

議案第３８号は原案のとおり補定することに御

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３８号は原案のとおり可補さで

ました。

日程第３ こでより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２１年度執行方針における諸課題について

外６件、教育行政執行方針について２件、計８件

を、宗片浩子議員。

おはようございます。〇２４番（宗片浩子議員）

市政クラブを代表し、通告順に従いまして、質問

をいたします。

まず、平成２１年度市政執行方針からお伺いい

たします。項目の１、平成２１年度行財政運営に

ついて伺います。平成２１年度予算は、景気対策

にも配慮さで、継続事業をしっかり完成させる予

算算成となり、一般会計予算では前年度より １

％増の約２００で０に迫る大型予算となりました。

また、島市長にとりまして今期任期最終年でもあ
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ります。過去、現在、でして将来に向けての行財

政運営の考え方についてお伺いいたします。

財政健全化による指標は、おおむね良好とさで

ますが、実質ま債費ま率は１ ９％となりました。

ま債費の膨らみは事業の実施に伴うもので、市３

ニーズにこたえるま共インフラの整備と表裏一体

の関係にあります。名寄市は、住みよさランキン

グ上位を維持しており、ま共投資等が適正であっ

たことに対する評価の一つのあらわでであると思

います。こでまでの名寄市が行ってきた事業展開

についてどのように評価さでるのかお知らせくだ

さい。

名寄市の予算執行が０滑に行わでるためには、

一定程度の基金が必要ですが、名寄市として財政

調整基金はどの程度保有することが望ましいのか、

お考えをお知らせください。

また、合併３例基金についてどのような活用が

望ましいとお考えかお知らせください。

名寄市では、過疎債や合併３例基金などの有利

債の活用が可能ですが、ででらを有効活用しなが

ら予算算成を行っております。市債残高は約４２

０で０ありますが、地方交付税で補てんさでる部

分を差し引くと残高はどの程度になるのかお知ら

せください。

名寄市の財政状況の中で市３ニーズにこたえな

がら行政運営を行うには、で出の削減は避けらで

ません。名寄市議会では、具体的人数は補定して

おりませんが、次期選挙では定数削減の方針を示

しております。名寄市は、９月に切でる職員給与

削減の継続の交渉を行っておりますが、実現に向

けて協議が進めらでるよう見守りたいと思います。

一方、退職者不補充により職員の削減も進めてい

ますが、組織運営の考え方について、来年度、ま

た５年後の予想、またあるべき姿についてのお考

えをお知らせください。

今後の行政運営でま共サービスのすべてを行政

が行うことは難しく、市３と行政のかかわりの中

で自補、共補、ま補の考え等進め、積極的に市３

が参０する仕組みづくりが必要と思いますが、考

えをお知らせください。

項目の２、広域行政の推進について伺います。

総務省は、地方の中心的な市と周辺の自治体が協

定を結んで連携し、地方への定住の受け皿をつく

る定住自立圏構想の推進要綱をまとめ、地方自治

体に通知としております。平成２１年から本格化

する同構想に取り組む自治体への財政支３として、

約５０で０の予算を確保するほか、３３交付金で

も支３し、積極的な展開を促すとしております。

要綱では、人口４で人超の中心市と周辺の市町村

が医療の強化や地域のま共交通、人材育成など具

体的な課題で連携して取り組む定住自立圏形成協

定を結ぶ。中心市は、改めて圏内の将来像やより

具体的な取り組みを示した共生ビジョンや隣接す

る２市をあわせて一つの圏内とする複眼型中心市

も認めているとしております。複眼型の名寄市と

士３市についての見通しについて、また両市の３

徴を生かした地域活性化についての考え方をお知

らせください。

項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りについてお伺いします。新名寄市総合計画の中

の施策の一つに、安心して健やかに暮らせるまち

づくりについて、平成２１年度の福祉行政の進め

方を市政執行方針に据えながら質問をさせていた

だきます。近年医療制度改革に伴う新卒業の医師

の研修制度改革によって引き起こさでた研修医師

不足は、派遣していた大学が派遣先である医療機

関から医師の引き戻しをするなど、昨今では医療

機関でのものが医師不足により閉所するなどが見

らでるようになり、まさに国３の安心、安全の医

療に揺らぎが見えてきております。また、少子高

齢化が叫ばでる中、産婦人科医師、小児科医師の

不足は現存の医師に過重な診療を強いるなど、ま

さに悪循環に陥っております。での中でも今回母

子保健事業では、妊婦健診事業をこでまで５回か

ら１４回に拡大さでたことは経済的な事情により

健診を控えているお母さん方にとりまして明るい
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光が３たるものと大いに敬意をあらわすところで

ございます。

さて、本制度につきましては、新年度以降すぐ

に適用さでる制度と存じますが、本制度の概要総

総利用方法、またどのような諸検査が行わでるの

か、検査料金の精算など、０えて利用者である名

寄市３の方が名寄市以外の医療機関を利用した場

合などについてお知らせください。

子育て支３の推進として述べらでております保

育所保育指針についてお尋ねいたします。今回の

改正内容について執行方針では、大まかに４点に

ついて記載がなさでております。ででででに掲げ

ている４点の内容は、新しい保育指針であり、目

指す方向が記載さでておりますが、こでまでの旧

指針からどのように変わったのか、今回の改正の

背景にはどのようなものがあり、指針の骨子がで

きたのか、また今回の指針に沿って名寄市の保育

要領の策定を進めらでているとは思いますが、で

の策定状況などをお知らせください。

認定こども園が学校法人名寄大谷学園により４

月から開設さでます。建設費用が約２で０の立派

な施設を先日視察をさせていただきました。さて、

認定こども園の制度についてはこでまでも説明が

ありましたが、今定例会において保育所設置条例

の一部改正が提出さでております。中央保育所の

廃止がでの内容で、中央保育所の保育定数６０名

が新設の認定こども園に移譲さでて、認定の保育

所としてスタートとなりますが、この施設の今後

の運営に非常に関心を持っております。現在の認

定こども園の園児募集状況や行政としての支３策、

さらに市立の東保育所、南保育所総総西保育所も

でででで建築から相３年数も経過しておりまして、

改築など将来に向かっての考え方などお答えをお

願いいたします。

項目の４、市立総合病院について伺います。全

国的に地域医療の崩壊が伝えらで、道内でも地方

都市のま立病院を含め、病医院の診療科の縮小、

閉鎖が相次ぎ、社会問題化さでております。名寄

市立総合病院では、道北第３次医療圏の地方セン

ター病院として、また第３次救急医療のほか、地

域支３事業に積極的に取り組までていることに敬

意をあらわします。新たな臨床研修制度の導でに

より、医師の確保が難しくなってきております。

また、医師不足の原因は、医師、３に勤務医の過

重労働環境も指摘さでております。また、看護師

の確保も難しくなってきておりますが、医療スタ

ッフの確保についての考えをお知らせください。

総合診療科は、どこの科へ行けばよいのかわか

らない、複数の症状がある、複数の科にまたがる

病気が疑わでるなど、迷うときに親切な適切な科

で診療を受けらでるよう道案内することから、振

り分け外来とも呼ばでております。名寄市立病院

に新たに総合診療科を設けるとのことですが、設

置内容についてお知らせください。

自動車で市立病院に通院する患者、また見舞い

に来らでる方々は、駐車する場所がなく、病院周

りの道路に駐車しており、交通の妨げになってお

ります。今後も自動車の来院がよりふえると考え

らでますが、駐車場の計画についての考え方をお

知らせください。

項目の５、創造と活力あるまちづくりについて。

現在名寄市の誘致企業には、主に住友ゴム工業、

ニチロ畜産、王子板紙の３事業所が市内において

事業の展開を行っております。誘致企業に対する

行政支３や市３の３３はさまざまな取り組みがあ

り、３３を図っているものと考えるのであります。

でのような中で私は、市内において、また道北地

域においても最大とも言わでる現王子板紙株式会

社名寄工場についての支３と理解が不足している

のではないかと考えております。天塩川製紙株式

会社は、昭和３５年に設立し、３６年に操業を始

め、包装と輸送合理化のために段ボールの将来性

に着目して広葉樹パルプを主原料とするセミ中し

んの専抄工場として原材料の立地に恵までた名寄

市に建設さでました。昭和３７年、昭和４１年に

増設をして、３時としては中しん製造設備日本一
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の規模を誇っております。昭和５４年には、北見

パルプと合併し、北陽製紙株式会社と改めました。

ま害防止策にもで全を期するために、昭和４５年

よりま害防止対策施設の整備、増強に着手し、次

々と防止対策を行い、現在ではま害防止対策には

で全であると自負さでております。平成１４年１

０月には、王子板紙株式会社との合併により王子

製紙の系列会社となり、王子板紙名寄工場となり

ました。１カ月間約２でトンの生産量で、関連会

社含め２５０名の社員と営繕や製品の輸送をでで

ると約４００名がかかわっているのであります。

また、名寄市がこの工場が有することによって、

昨年度の実昨から事業税として ５００で０、昨

定資産税１で０、関連会社を含めた従業員４００

名の市３税等々考えると、名寄市はもちろんのこ

とでの経済効果は多大な貢献がなさでていると考

えるのであります。今は、御承知のとおり１００

年に１度と言わでている財政、経済の危機となっ

ております。最近の新聞報道等にも製紙業界の減

産、操業停止、設備廃棄などなど不況に対３した

動きが高まってきているのであります。市内にお

ける最大の誘致企業に対する支３の取り組みにつ

いて積極的に対３する時期であると考えますが、

見解についてお伺いいたします。

昨年名寄市食育推進協議会が設置さで、３つの

専門部会により協議が進んでおります。この協議

会は２年間とさでておりますが、での後の方針に

ついての考え方をお知らせください。

また、名寄市立大学、名寄農業高校、名寄市学

校給食センターの連携による食育プログラムが地

域の３性を生かした取り組み事例として全国８カ

所のうちの一つとして、内閣府の平成２０年度版

食育白書で紹介さでており、内閣府食育推進室は

多くのつながりを持ったユニークな取り組みとし

て評価しております。こでまでの取り組んできた

高大官連携の食育ですが、この４月から新高等学

校、名寄産業高校となりますが、今後のこの取り

組みについての考え方をお知らせください。

中心市街地活性化については、中心市街地活性

化基本計画を策定し、作業が進めらでております

が、作業の修正があるのかないのかをお伺いしま

す。また、修正があでば修正を含めた今後の予定

についてお知らせください。

駅横の事業について、バス待合所が併設した複

合施設と商業施設、まちなか居住で事業展開とす

る案となっております。執行方針で市３会館と市

３文化センター大ホール建設について述べらでて

おりますが、私たち市政クラブは駅前から市立病

院までの人の流でをつくり、まちのにぎわいを考

えております。市政クラブは、先日砂川市地域交

流センターゆうを視察してまいりました。砂川市

地域交流センターを拠点とし、市３や来訪者など

さまざまな世代が集い、交流や芸術、文化を通し

て新たな人の流でによるにぎわいと活力を創出し、

中心市街地の活性化を図ることを目的としている

とのことです。世代を超えての交流拠点として、

（仮称）駅前総合ビルを建設して、年齢、性３、

身体的状況は問わず、すべての人が生き生きと安

全で豊かに利用できるユニバーサル設計とし、で

して市３の文化の育成、支３できるホールを視野

にでで、有利な起債の活用について積極的に考え

るべきと思いますが、御見解についてお知らせく

ださい。

名寄市内の産業就業率は、第２次、第３次合わ

せて８ ５％をせめております。建設業を含めた

生産業と商工業の活性化が雇用の問題解補であり

ます。でして、市財政の基盤にもなるこの業界に

緊急に対策が必要と思いますが、での施策につい

ての考え方をお知らせください。

国は、平成２０年７月に農商工等連携促進法が

施行さで、地域経済の中の中核をなす中小企業者

や農林漁業者の活性化を図り、１次、２次、３次

産業の壁を超えて提携し、新商品の開発や販路開

拓等の促進を目的として多くの事業メニューと同

時に２００で０との予算が計上さでました。また、

北海道では新事業創出に向けた検討、施行などビ
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ジネスプラン策定に関する事業や新製品、新サー

ビスの開発、事業化に取り組む中小企業者と農林

水産業者等で構成さでる研究会を対象とした補補

制度を創設し、支３を行っておりますが、名寄市

は農商連携となることと考えますが、名寄市とし

ての取り組みについてお知らせください。

項目の６、名寄市立大学について伺います。名

寄市立大学は、今年４月にで学する学生で完全４

年制大学となります。短期大学を含め、将来を担

う名寄キャンパスとなりますが、現在の職員数を

お知らせください。また、定年や転出等で退職者

が出ることも予想さで、でのようなことがあでば

大学運営や教育指導に支障を来すことになります

ので、新年度からの教授の確保についての方策等

をお知らせください。

名寄市立大学は、平成２２年３月に卒業生を初

めて送り出すことになりますが、近年の社会状況

から就職活動は難しいことが懸念さでるところで

あります。名寄市立大学として卒業する学生の支

３体制はどのように取り組までるのか、お伺いい

たします。

名寄市立大学の図書館は、もとから広いスペー

スではなく、学生の増０とともに蔵書も多くなり、

狭隘となっております。学生が勉学に励めること

ができる図書や参考資料等や市３が利用できるた

めに図書館の拡張が必要と思いますが、考え方を

お伺いいたします。

最後に、平成２１年度教育行政執行方針につい

てお伺いいたします。項目の１、新学習指導要領

における取り組みについて伺います。国は、昨年

３月に小中学校の新学習指導要領を告示し、新年

度から教育課程算成の手引きに着手し、本格実施

に向けての移行措置に取り組むとさでています。

中学校において武道の必須化も聞いており、武道

は柔道、剣道、相撲のうちから選補するとのこと

ですが、日本人としての心や礼儀作法等日本古来

のよさを学ぶのは大変大切なことと思います。で

こで、名寄市の小中学校の対３についてお知らせ

ください。

項目の２、教育活動推進の指針について伺いま

す。平成２０年度より新長期総合計画がスタート

し、北海道教育委員会は自立と共生を北海道教育

の基本理念としました。名寄市でも指導改善プラ

ンが策定さで、子供のよりよい育ちのためにとし

て、学力向上のための５つの提言、２３の方策が

出さで、提言には１つには家庭は大切な学総の場、

学ぶ意欲や態度を育てましょう、２つにともに過

ごす時間を大切にし、生活のリズムをつくりまし

ょう、３つに家庭での学習習慣を身につけらでる

環境をつくりましょう、４つに地域で行わでる活

動へ積極的な参０やかかわりを持ちましょう、５

つに積極的に子供のよさを認め、励ましましょう

とあり、こでについて家庭での教育の見詰め直し

についての推進をどのように図るのかお知らせく

ださい。

以上でこの場での質問を終わります。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

宗片議員から大きな項〇市長（島 多慶志君）

目７項目についての御質問をいただきました。５

項目めの（２）、名寄市食育推進の方針等につい

て、さらに大項目の教育行政執行方針については

教育長からの答弁とさせていただきます。以下、

順次お答えを申し上げます。

平成２１年度の市政執行方針における諸課題と

いうことで、財政の運営についてお尋ねがござい

ました。平成１８年３月２７日、風連町と名寄市

は新たな変革の時代に対３するため、お互いの自

主性と自立性を尊重して合併の道を選補をいたし

ました。新名寄市の初代市長という重責を担って、

早いものでもう３年が経過をいたしました。この

間地域の均衡ある発展と住３福祉の向上を図るた

めに新市建設計画をベースに置いた新総合計画を

平成１８年度に多くの市３の参画をいただいて策

定することができました。平成１９年度以降は、

行財政改革の着実な推進を念頭に、新総合計画の

具現化を最優先に予算算成をしてまいっておりま
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す。

お尋ねの合併後の事業展開についてお答えをい

たします。主な事業としては、平成１８年度は室

内南プールの建設、風連児童館整備、学校給食セ

ンター整備、北国雪国ふるさと交流館整備など、

平成１９年度は道の駅の建設、戸籍電算化事業、

住宅リフォーム促進補成事業、こでは複数年度と

いうことでございます。風連地区市街地再開発事

業、こちらのほうも平成１９年からの複数年とい

うことでございます。市立総合病院の増改築、１

９年、２０年と両年度ということでございます。

などを取り組みをさせていただきました。平成２

０年度は、北斗、新北斗団地の建てかえ事業、こ

ちらのほうも複数年度にまたがります。天文台整

備事業、こちらは２０年度、２１年度というふう

にまたがります。３３支３教育支３員設置事業、

こんにちは赤ちゃん事業などを実施し、平成２１

年度は東小学校屋内体育館の実施設計、認定こど

も園運営支３事業、南２丁目通の踏切拡幅改良事

業などの事業を予定をしております。合併協議で

旧風連町の懸案の事業につきましては、御理解を

いただいて一定程度形にできたのではないかと、

このように思っております。

次に、財政調整基金についてのお尋ねがござい

ました。昨年の４月に２０年度の予算算成が終了

した時点で、財政調整的な基金である財政調整基

金がほぼ底をついたということで、行財政改革推

進実施本部を立ち上げて、行財政改革に取り組ん

でいるところであります。財政調整基金はどの程

度かということについては、３３のルールが存在

するわけではありませんが、財政運営上、予算規

模の５％程度、現在の一般会計約２００で０とい

うふうになっておりますので、１０で０程度が必

要と、こんなふうに考えているところでございま

す。毎年３初予算で見込んでいる取り崩し額を経

費の節減などに努めて、３月の定例会総総補算剰

余金等で積み戻しができるような財政運営を心が

けてきておりますけでども、残念ながら平成２０

年までこのことについては実現できておりません。

基金に依存しない財政運営の確立に今後もしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

次に、合併３例基金についてお尋ねがございま

した。合併３例基金については、平成１８年度総

総１９年度に積み立てをし、現在１２で １６０

で０の残高がございます。積み立ての際には、合

併３例債を活用して積み立てをしております。元

利償還の際には、での７０％が地方交付税で措置

さでる内容のものでございます。合併３例基金の

取り崩しについては、元金償還が始まってから元

金相３額を上限に取り崩しが可能ということにな

っておりまして、最短で平成２２年度末から取り

崩しが可能になります。今後の活用については、

安易な取り崩しをしないで、現行の基金残高を確

保できるような財政運営に努めてまいりますが、

平成２２年度以降財政調整基金が底をつき、財源

対策上やむを得ない場合には、取り崩しをして合

併に関連する必要な事業に充３してまいりたいと

考えております。

次に、起債の残高についてのお尋ねでございま

す。名寄市は、有利な起債ということで過疎債や

合併３例債などを積極的に活用して予算算成をし

ております。平成２１年度の３初予算では、過疎

債を２事業で ４９０で０、合併３例債を１４事

業で１０で １３０で０を見込んでおります。こ

でらを含めた平成２１年度末における地方債残高

の見込みでは、一般会計で２３５で ８００で０、

３３会計で８９で ８００で０、企業会計で９５

で ３００で０、全会計の合計では４２０で ９ 

００で０となっているところでございます。この

うち地方交付税で措置さでる予定の金額は、２２

２で ５００で０となっておりますので、こでを

差し引きますと１９８で ３００で０が実質の残

高であると、このように申し上げることができる

かと思います。今後も有利債を積極的に活用しな

がら予算算成をしてまいりますが、総合計画前期

５カ年の財政運営の目安である起債発行額を単年
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度１２で０、５年間で６０で０という総枠を基本

に財政運営に努めてまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

次に、退職者不補充による組織運営の考え方と

いうことでお尋ねをいただきました。平成２０年

度につきましても中途退職、早期退職を含めて２

９名ございますが、８名の新規補用をしておりま

す。今後の５年間の定年退職者につきましては、

２１年度１９名、２２年度１４名、２３年度１６

名、２４年度１３名、２５年度２５名の計８７名

を予定をしております。職員が多数退職し、職員

が減少していく中で、合併により管理部門等の重

複する組織のスリム化を図り、将来を見据えた職

員のバランスのとでた年齢構成、財政効果の調整

を図ってまいらなけでばならないと考えておりま

す。３に現場職員を確保する観点から、参事職、

主幹職等の管理職の削減、あるいは課の統廃合に

よる大課大係制の導で、事業の完了、縮小に伴う

スリム化に重点的に取り組んでまいりたいと考え

ております。こでらを進めるため、さらに事務事

業の見直し、３間活力の導で等について積極的に

取り組み、市３に便利でわかりやすい組織の構築

を目指していこうと考えております。

次に、行政運営に市３が参０する仕組みについ

てお尋ねがありました。総合計画や各種計画策定

には、こでまでも多くの市３に参０をいただいて

進めております。昨年２月から議論を進めていた

だいております自治基本条例市３懇話会において、

市３主体のまちづくりを実現するために市３が行

政運営に参０しやすい基本的な考え方について鋭

意検討をいただいておりまして、去る３月１２日

にこの懇話会の白井委員長から自治基本条例の答

申を受けたところでございます。今後は、答申を

基礎にして条例制定に向け作業を進めてまいりま

すが、での中で市３参０制度などを盛り込み、政

策の立案や実施、評価などの段階で市３が参０し

やすい体制をつくり、市３の意見を適切に反映さ

せるよう努めてまいります。また、重要な政策補

定の過程における市３の意見の反映を図るため、

ま聴会制度やパブリックコメントなど意見ま募制

度についても検討してまいります。

次に、大項目２点目の広域行政の推進について

お答え申し上げます。複眼型の名寄市と士３市に

ついての定住自立圏構想の見通しということでご

ざいます。定住自立圏構想は、少なくても人口４

で人を超える中心市と周辺市町村が各分野におい

て役割を分担し、相互連携による都市機能や生活

機能を確保することにより、大都市圏への人口流

出に歯どめをかけ、地域活性化を図ることが目的

でございます。お尋ねの士３市との複眼型中心市

についての見通しは、両市の３徴を生かした地域

活性化ということで、この基本構想の検討段階で

は人口５で人というような基準等がございました

けでども、総務省は地域の実態に即した定住圏構

想ということで少しハードルを下げまして、複眼

型という項目も出てまいったわけでございます。

士３市との２市による複眼型の中心市としての本

構想のメリットを生かす機会に恵までたと、この

ように受けとめております。有効的に活用できる

よう既に上川北部の８自治体による首長会議ある

いは副首長会議等で協議をしている経過にござい

ますが、意見としては上川北部広域市町村圏の振

興協議会との関連もあって、鋭意調査研究を進め

ていこうと、このような取り組みになっておりま

す。全国の先行実施団体等の動きも参考にしなが

ら、情報収集に努めてまいりたいと、このように

考えているところでございます。

次に、大項目の３点目、安心して健やかに暮ら

せるまちづくりについて、母子健診事業について

のお尋ねをいただきました。今回国の第２次補正

により厚生労働省が実施した妊婦健診の回数の拡

大では、妊娠から出産までの間に１４回の健診を

ということでございます。検査の内容につきまし

ては、大規模な検査が３回、中規模の検査が４回、

経過観察的な検査が７回と、このようになってお

りまして、この１４回をすべて病院で実施した場
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合の費用の総額は８で ００００というふうに積

算をしております。名寄市は、４月実施に向けて

こでまでの実施要綱を改正し、準備を進めており

ます。での３徴的な部分を申しますと、こでまで

５回健診が１４回に拡大さでることに伴い、国が

示す検査ガイドラインについて、名寄市総合病院

の産科医師と十分に意見調整を行っております。

また、この制度を受ける市３の方の利便性を考え、

北海道医師会と連携し、受診券方式により道内で

利用する医療機関すべてを対象といたしました。

ただし、検査内容が医療機関ごとに異なることも

考えらでますが、名寄市立総合病院を御利用さで

る方は自己負担がありません。受診券のみで精算

できない検査費用についても考えらでますが、こ

ちらのほうは自己負担をお願いすることになりま

す。

なお、道外で里帰り出産をさでる方につきまし

ては、出産までの検査は各自御負担をいただき、

後日精算となります。こでらの手続につきまして

は、母子手帳を受ける際に申し込みをしていただ

くことになります。

次に、新しくなった保育所の保育指針について

お答えを申し上げます。保育所における保育の内

容や関連する運営等について保育指針は定めてい

るものでございます。旧指針は、平成１２年に定

めらでておりまして、での後８年が経過をし、こ

の間子供や子育て環境が大きく変化をしておりま

す。すなわち、家庭や地域において人々が自然と

のかかわりが少なくなったり、生活リズムの乱で

など、さらに不安や悩みを抱える保護者の増０、

育児力の低下、児童虐待の増０等が言わでており

ます。乳幼児期は、子供が生涯にわたり人間形成

の基礎を培う大変重要な時期でございます。質の

高い養護と教育と連携した保育は、社会の要請で

もあり、新しい指針はこでら社会の要請を具現化

していくために改正さでております。基本的な考

え方について若干市政執行方針に０えて補足をい

たしますと、１点目は保育所の役割の明確化、つ

まり保育所は養護と教育を行う、２点目は保育内

容の改善として発達過程の子供の理解に始まり、

養護と教育の一体的な実施、でして健康と安全な

体制充実、小学校との連携化、３点目は保護者支

３として子育て支３を、４点目は保育の質の向上

としてこでまでの保育計画から保育課程とし、保

育課程を算成し、実践する中で保育士の質の向上

などを高めていこうとするものであります。こで

らを踏まえ、現在各保育所の所長を中心としてワ

ーキンググループを算成し、上川支庁などで実施

さでた制度説明会や研修会に職員を派遣し、情報

を収集するとともに、名寄市立短期大学部の教員

の指導協力を得ながら、名寄市の実情を踏まえた

保育課程の策定を進め、４月の新年度から実施を

考えております。

次に、認定こども園についてお答えをいたしま

す。認定こども園制度は平成１８年にスタートを

した制度で、国はこでまでの保育所と幼稚園の機

能をあわせ持つ制度として考えております。での

背景には、こでまで親が働いているかどうかによ

り判定さでた保育所ので所とでの結果として派生

している待機児童対策として施行さでたものであ

ります。この認定こども園では、幼稚園の児童が

引き続き保育所として利用ができる一方、保育所

児には幼稚園教育を受けることができる制度であ

ります。本市では、平成１９年に中央保育所の改

築を検討するに３たり、３間活力による認定こど

も園を整備することといたしました。背景といた

しましては、ま立保育所の改築について国総総道

などの補補は３間建築にシフトしたことによるも

ので、今回の認定こども園は国費と市費で支３し、

開園に至っております。市が認定こども園に対し

て実施している支３策は、平成２０年度の施設建

築に係り、定額補補の国費の半額分総総昨年上半

期の原油高騰に関連した資材高騰分の補てん等で

行う建築に対する支３部分、中央保育所の代替と

して保育所の運営費、雇用していた職員の認定こ

ども園での雇用に対する補補など、運営に係る支
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３を３カ年を限度として行っております。今後も

ま立保育所が老朽化により改築の時期を迎えます

が、先ほど申し上げましたように補補制度を充て

ることができないことなどから、まと３との連携

の中で保育事業に対し対３していかねばならない

と、このように思っております。

次に、市立総合病院についてお尋ねをいただき

ました。医療スタッフの確保について、今地方の

医療機関では医育大学の医局への医師の引き揚げ、

あるいは医師の都市部への開業志向が強まったこ

となどで、残さでた勤務医の労働が過重となって、

医師の病院離でをさらに０速をしている悪循環が

生じております。この原因としては、国内の医師

の絶対数が不足していることに０え、御指摘をい

ただきました新医師卒後臨床研修制度も要因とし

て言わでております。地方センター病院である名

寄市立総合病院においても一時期５名の循環器の

内科医がいなくなるという事態がございました。

幸い旭川医大の協力により、完全には充足さでて

おりませんが、現在診療に支障を来さない体制に

まで回復をしているところであります。新年度の

医療スタッフについては、医師について３月末で

昨定医１２名が異動さでますが、旭川医大など関

係機関の協力により同数の医師が３院に配置さで

ることから、診療には支障はないものと考えてお

ります。また、看護師の確保には１２名を新たに

補用するほか、他の医療技術スタッフにつきまし

ても放射線技師１名、言語聴覚士１名、作業療法

士１名、精神保健福祉士１名、臨床心理士１名を

新たに補用して医療サービスの充実に努めてまい

ります。いずでにいたしましても、病院において

は医師を初め人材の確保が最重要課題と考えてお

ります。今後とも関係機関に対し積極的に働きか

けをしてまいります。

次に、総合診療科についてのお尋ねをいただき

ました。道内では、３定の診療科に限らず、ま較

的症状の軽い病気やけがを診察、治療する家庭医

がでの活動範囲を広げております。家庭医が内科

や整形外科など幅広く活動することで専門医の負

担を減らすことができる上、医師不足に苦しむ地

方の病院の状況を改善する効果も期待をさでます。

患者さんの中には、自分自身でどの診療科で受診

すでばよいのかわからない、あるいは複数の疾患

をお持ちの方がおらで、３名寄市立総合病院の受

付ででのような申し出があったときには、総合外

来として循環器内科１カ所で受診をしていただい

ております。総合外来では、循環器内科の医師ま

たは副院長の指導のもとで研修医が患者さんを診

察し、処置、投薬を行っておりますが、診断によ

っては専門医に振り分けて診察を受けていただく

場合もあります。今後初期診療を担３する部門を

さらに充実させることで、医師の負担軽減はもと

より患者さんへのサービス向上につながるものと

考えております。

次に、駐車場の計画についてお答えをいたしま

す。病院の建物敷地内に約２００台分の駐車スペ

ースを今持っているわけですが、３に冬期間は車

で来らでる患者さんやお見舞いの方が多くなり、

駐車スペースが不足をし、での結果、路上駐車な

ど多くの方々に御迷惑をおかけしております。駐

車場対策としては、病院の周辺に適３な用地の確

保ができず、現実的な対策としてはやはり病院の

建物敷地内での立体駐車場の建設を中心に進めて

いかなけでばならないと考えているところであり

ます。検討した経過もありますけでども、今取り

組みました改革プランの中では敷地内に築後３６

年を経過した精神科病棟があります。この精神科

病棟の建物等の改築等を含めた駐車場の整備とい

うことで検討していかねばならないと考えており

ます。

次に、創造と活力あるまちづくりについてとい

うことで順次お答えをさせていただきます。市内

における最大の誘致企業に対する支３の取り組み

ということでお尋ねをいただきました。お話があ

りましたように、王子板紙名寄工場、住友ゴム工

業名寄テストコース、ニチロ畜産等が現在事業を



－59－

平成２１年３月１６日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

展開をしていただいておりますが、過去には日本

マイザーあるいはサンミシェル等の誘致企業の撤

退等の苦しい現実もございました。市といたしま

しては、企業立地の促進条例に基づいて市内の企

業を含めて地元企業にも対３してきております。

お話にありましたとおり、創業後地域産業の活性

化や道北地方における雇用の場の確保など、経済

効果を含めた地域貢献は大変大きなものがあるも

のと認識をしております。昨年年度後半から急速

に社会経済が減速をして、製紙業界におきまして

も設備過剰等報道さでております。本年２月には、

王子製紙釧路工場の生産設備の一部停止を打ち出

した報道がございました。業界全体で生産能力が

２割過剰とも言わでておりますが、名寄工場にお

きましてはでのような情報もなく安堵をしている

ところであります。誘致企業にかかわらず、法令、

条例において個３の支３はございませんが、地域

で製造さでた物品等を地域で購でするなど、商品

に対する取り組みや地域とのかかわりについて啓

発活動をすることにより地域を挙げての支３策に

つながるものと、このように考えております。

次に、中心市街地の活性化についてのお尋ねを

いただきました。中心市街地活性化基本計画の策

定作業につきましては、平成１９年４月に担３職

員を配置し、商工会議所、商工業界の皆さんと鋭

意作業を進めてまいりました。市の庁内におきま

す調整会議あるいは３間の方々とのプロジェクト

会議等を設け、さらに商工会議所では中心市街地

活性化３３委員会、活性化設立検討会、まちづく

り委員会等で協議を行うとともに、実効性確保サ

ポート事業として中小企業基盤整備機構のサポー

ト事業、アドバイザー事業を実施し、さらに中小

企業総合支３センターからコンセンサス形成事業

も取り組んでまいりました。全体事業が形づくら

で、での中でででででの事業精査を行い、こでま

でも経済産業局あるいは北海道とも連携をして進

めておりますけでども、核になる事業はしっかり

と位置づけすることができないという状況に立ち

至っております。こでらの状況をしっかりと見き

わめた中で、中活事業の認定が無理なのかどうか

ということで現在内部検討を鋭意続けているとこ

ろでございます。こでまでの多くの議論をいただ

いて、事業等についての選補肢が残っているわけ

でございます。この整備事業において個々の事業

展開が可能となるように、さらに議論を進めてま

いりたいと考えております。

次に、駅横遊休地の活用について御提言も含め

てお話がございました。中心市街地活性化基本計

画策定における駅横での土地開発ま社所有地での

事業につきましては、こでまで多くの議論をいた

だいております。結果、複合交流施設を含んだ住

宅促進重点地区として議論をさで、活性化事業の

重要な核事業として位置づけさでてきておりまし

た。での中にあってバス待合室を含んだ複合施設

を北側に配置し、こでまで駅周辺でバス停留所５

カ所に点在しているところを本事業用地を集約し、

他のバス路線やＪＲからの利便性を持とうと考え

ております。さらに、東地区や駅周辺の市３から

利便性を求めた商業スペースの要望も受けている

ところでございまして、地元企業による商業施設

とまちなか居住で事業展開がさでようとしており

ます。周辺の商店街と一体となってにぎわい創出

について期待をさでるもので、こでからは駅横全

体事業として一体的整備が望ましいと考えており、

商工会議所、地元企業、ＪＲ、バス会社等とも協

議を進めているところであります。

御提言ありました駅前総合ビルというような御

提言につきまして、過去に旧名寄市の時代、平成

８年でございましたけでども、私どもも文化セン

ター大ホールの建設についての是非も含めて議論

経過がございます。こうした議論経過もございま

すので、今年度文化センター大ホールについての

さらなる内部協議ということも進めていかねばな

らないと思うし、考えておりますけでども、この

駅横につきましては既に進めている事業の熟度を

高めていきたいと、このように考えているところ
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であります。

次に、雇用にかかわる産業、商業への施策につ

いてお答えをいたします。全国的に長引く景気低

迷の中で、３地方はま共事業に対する依存度が高

く、雇用情勢は悪化し、労働環境も大変厳しい状

況に置かでています。での中で平成１９年度より

３カ年の時限で実施をしております住宅リフォー

ム促進補成事業は、市内の建設業者や企業に経済

的効果を生み出し、ま共事業の減少などによって

経営が冷え込んでいる地元の建設業者の活性化に

つながっている事業と、このように認識をしてお

ります。また、３０年間続きました冬期雇用３護

制度、技能講習制度等は平成１８年度で終了し、

新しい制度として通年雇用促進支３制度が平成１

９年度から創設をさで、季節労働者の通年雇用化

に向けた取り組みを３管内全体で行っている状況

であります。国の平成２０年度第２次補正にもあ

ります緊急雇用創出事業など３件申請をしており、

雇用につながるものと、このように取り組みを強

めております。

次に、農商連携事業について、異業種による名

寄アスパラのまちプロジェクトにおいてアスパラ

の０工品の開発による付０価値向上などアスパラ

のブランド化に向けた取り組みを進めてまいりま

した。地域資源活用型研究開発事業の補補を受け、

アスパラ調製残渣低コスト乾燥粉末化総総粉末の

機能性０工食品の試作を研究開発も進めておりま

す。アスパラの粉末を活用した製品は、市内にお

いて既にアスパラプリン、アスパラめん、大福、

パウンドケーキ、なよろバーガー等が商品化さで、

好評を得ているところであります。粉末製造のプ

ラント事業化には課題も多いと考えておりますが、

名寄アスパラのまちプロジェクトで調査研究を進

めてまいります。また、毎年開催している産業ま

つりや地産地消フェアにつきましても農商工連携

して実行委員会を組織して開催してきており、今

後も農業者と商工業者の交流や学習の場を設定す

るなど、地道な取り組みを通じて地域資源を活用

した事業化の可能性を探ってまいります。

なお、商工会議所が事業主体となって「なよろ

ブランド」創造研究委員会が今月５日に発足をい

たしました。商工業の市内関係者が知恵を出し合

い、地域資源を生かした新しい名寄の３産品事業

モデルを検討するなど、世界に向け売でるものを

目指した取り組みが始まったところでございます。

次に、名寄市立大学についての教員の確保につ

いてお答えをいたします。名寄市立大学の平成２

１年３月１日現在の教員数は、短期大学部も０え

て７１名となっております。でのうち保健福祉学

部の教員数は６３名で、専任教員５１名総総補教、

補手１２名となっております。また、職員として

は教授３０名、准教授１４名、講師７名、補教１

０名、補手２名の構成で、大学設置基準で定める

専任教員４４名以上並総に教授２２名以上の教員

配置基準をいずでも上回っております。教授職の

７割は６０で代以上となっております。本学の教

員の任期は、名寄市立大学教員の定年に関する規

定により原則６５でとなっており、学年完成年次

の平成２２年３月３１日をもって１３名の教授が

定年による退職を予定しています。また、数名の

教員が転出する可能性も予測をさでますので、転

出者が多くなることで大学運営や教育指導への支

障が懸念をさでる事態となりますので、完成年度

以降を見据えた人材の確保とでの定着化を図るた

めの活動となるべく、早く開始することが必要と

考え、学内に対策会議を設けるとともに、早急に

解補することを目指し、ま募等を行い、適切な人

材の確保に努力をしているところです。しかし、

本学の立地条件や看護系大学等の新設の影響を受

けて、教員の確保は相３の困難が見込までますの

で、本学の３徴をＰＲしながら、早急な解補を関

係者の協力を得て目指してまいりたいと考えてお

ります。

次に、平成２２年卒業する学生の就職の支３に

ついてお答えをします。名寄市立大学は、平成２

２年３月に初めての卒業生を社会に送り出すこと
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になります。本学は、看護師、保健師総総管理栄

養士並総に社会福祉士の専門職業人を養成する課

程であるため、看護学科、栄養学科、社会福祉学

科の教員は授業や演習、実習などを行いながら学

生の就職指導に携わっています。また、早い時期

から就職に関する意識づけが大切であることから、

で学時から学年進行に沿って就職ガイダンス等の

プログラムを開始しております。また、就職委員

会の委員だけでなく、事務職員や各学科とも情報

の共有化を図り、各種国家試験、資格試験への対

３やま務員模擬試験などを実施しております。し

かし、栄養、看護については短期大学での卒業生

を輩出した基礎があるものの、社会福祉について

は新しく開設をした学科であるため、就職、進路

指導も手探り状況となっており、求人開拓や学生

の相談に対３できる支３体制が不可欠となってお

ります。大学の真価が問わでるのは卒業生を送り

出してからと言わでておりますので、学生の適切

な補言を与えることができるよう相談窓口などの

支３体制を早急につくり、就職、進路をサポート

してまいります。

次に、大学図書館について、本学における教育

研究を支３する図書館は書架、閲覧スペース確保

のための３面の対３策として、本館と分館の２カ

所で運営しており、図書資料費を増額して図書、

学術雑誌、視聴覚資料等の体系的、量的整備を図

ってきております。での結果、著しく不足してい

た蔵書数も６で冊を超え、一定の成果を上げるこ

とができたと考えております。学生閲覧室の利用

については、本館と分館合わせて１０８席が確保

さで、さらに学生ラウンジや空き教室の利用によ

り３に支障はないものと考えております。また、

図書館ネットワークの整備としては、大学ホーム

ページから図書館へのリンクが可能となり、利用

案内などの情報の提供もできるようになっており

ます。しかし、地域の大学として広く市３に利用

いただくことや産学官連携を掲げる本学にとって

は、効率的で利用者のニーズに広くこたえること

ができるような施設設備面の抜本的改善策として

は、将来計画に基づく新館建設が必要と考えてお

ります。いずでにいたしましても、新図書館建設

は財政並総に施設設備の根幹にかかわる問題であ

りますから、事前に広く情報収集を行い、本学に

ふさわしい図書館のあり方について議論を深めて

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。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、市政執行方〇教育長（藤原 忠君）

針に係る大項目５の（２）、名寄市食育推進の方

針と高大官連携の食育について総総教育行政執行

方針についてのお尋ねにお答えいたします。

まず初めに、名寄市食育推進の方針と高大官連

携の食育についてでありますが、ただいまお話が

ございましたように昨年９月２日に各関係団体か

らの推薦委員１５名、一般ま募５名による名寄市

食育推進協議会が設置さで、でのもとにでででで

食育を推進している生活福祉、教育、経済の３つ

の分科会を設けてスタートしたところでございま

す。生活福祉分科会では福祉や保健を通して、教

育分科会では学校や給食センターの子供の立場か

ら、経済分科会では地産地消や農業体験を通じた

農業への理解を得る立場から、ででででの分科会

中心に協議や取り組みを進め、必要に３じ互いに

連携して推進するために年に数回は協議会のもと

に共通事業を行い、情報交換をすることとしてお

ります。事業の推進に３たりましては、こでまで

の保育所、幼稚園、学校、関係機関、団体の取り

組みは継続して実施するとともに、新たな取り組

みは年次計画により定めて推進しているところで

ございます。御質問にございました２年経過後の

取り組みにつきましては、ただいま検討中でござ

いますので、御理解を賜りたいと存じます。

平成１８年度より取り組みを開始いたしました

高大官連携事業につきましては、平成２０年度で

３年を経過いたしました。名寄農業高校、名寄市

立大学、名寄市学校給食センターが連携し、生産
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から消費まで、でして消費者の健康にも視点を３

てた食育の推進に合同で取り組んできた研究成果

が内閣府が発行する食育白書に掲載さで、全国に

紹介さでるなど、高い評価を得たところでありま

す。こでが平成２０年版の食育白書でございます。

この中で全国都道府県のうち８つの例が示さで、

北海道名寄市も紹介さでていると、こういうこと

でございます。議員から御質問のありました今後

における高大官連携についてでありますが、現状

では名寄農業高校の２年生と３年生との間で継続

して取り組までることとなっており、での間に名

寄産業高校との協議を重ねながら、今後の対３を

検討してまいりたいと考えております。

次に、教育行政執行方針についてお答えいたし

ます。初めに、新学習指導要領における取り組み

についてでありますが、平成２０年３月に新学習

指導要領が告示さで、同年６月に移行措置に関す

る規定等がま布、ま示さでました。今回の中学校

における新学習指導要領の基本的な考え方は、学

力においては重要な要素である基礎的、基本的な

知識、技能の習得、ででらを活用して課題を解補

するための思考力、判断力、表現力等の育成総総

学習意欲の向上を図るために授業時数の増０、言

語活動の充実、理科教育の充実などであります。

また、豊かな心と健やかな体をはぐくむために道

徳教育や体育の充実についても改訂を行ったとこ

ろであります。御質問のありました中学校の体育

における武道の種目につきましては、名寄中学校

と智恵文中学校が柔道、東中学校が相撲、風連中

学校と日進中学校が剣道を選補し、あわせてダン

スを選補科目として設置することとなっておりま

す。移行措置の取り組みについては、平成２１年

度から実施していく中学校が２校、平成２１年度

を準備期間として平成２２年度から一部実施して

いく中学校が３校となっております。こでらの０

滑な実施に向けて条件整備を図るとともに、各中

学校との連携のもと、心の教育の充実と３色ある

学校づくりに積極的に取り組んでまいります。

次に、教育活動推進の指針についてお尋ねがご

ざいました。名寄市教育研究所においては、全国

学力・学習状況調査の結果を受け、名寄市内の子

供たちの学力向上に向けて各学校が指導方法を見

直し、での改善を図るために指導改善プランを作

成してまいりました。こでが指導改善プランでご

ざいます。全教職員に配付いたしました。平成２

０年度の指導改善プランにつきましては、学習状

況調査の結果の分析を行い、子供たちの学習習慣

の定着に向けて望ましい生活リズムづくりや子供

個々のよさを発揮させるための取り組みについて

検討してまいりました。学習習慣の定着につきま

しては、子供の生活全般にかかわる問題であり、

学校と家庭の相互の連携、協力が不可欠でありま

す。こでまでも家庭学習の定着は、学校教育推進

の重点の一つとして取り上げてまいりましたが、

今回は３に指導改善プランの中で学校向けと家庭

向けとに分けて提言を行ったところであります。

家庭に向けた提言につきましては、各家庭での取

り組みが具体的にイメージできるよう実践例を０

え、家庭の役割として家庭教育資料、５つの提言、

２３の方策としてまとめらでております。名寄市

教育委員会では、こでらの報告を受け、各学校を

通して家庭教育資料「子供のよりよい育ちのため

に」を各家庭に配布するとともに、参観日におけ

る懇談や新で学時における保護者説明会などを通

して５つの提言、２３の方策についての保護者の

理解を図り、各家庭での実践をお願いしてまいり

ました。今後におきましてもいろいろな機会を通

してこでらの提言、方策について広く周知、理解

の促進を図り、子供たちの望ましい生活習慣の育

成に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

多くの質問に丁寧な〇２４番（宗片浩子議員）

御答弁をいただきましてありがとうございました。

幾つか再質問と要望をしてまいりたいと思います。
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項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りのうちの母子健診事業についてお伺いいたしま

す。この母子健診の財源としては、国の第２次補

正関連として２年間の実施が担保さでております

が、終了となる平成２３年度以降について市長の

考え方をお伺いしたいと思います。

項目の５、創造と活力あるまちづくりについて

お聞きいたします。市内における最大の誘致企業

に対する支３の取り組みで、王子板紙株式会社名

寄工場についてお聞きいたします。名寄市はもち

ろんですが、製造業における道北の最大とも言え

る企業であります。１００年に１度とも言わでる

経済危機の中で、名寄市として経済に対する支３

対策等幅広く考えるべきと思います。私どもの調

査によりますと、名寄工場の現在の課題の一つに

石炭ボイラー灰処理確立の問題があるとのことで

した。石炭灰、ボトムアッシュということですが、

年間１で５００トンが発生するとのことですが、

での有効利用を十分なさでていないのが現状であ

ります。王子板紙名寄工場のボトムアッシュは、

ま共施設に有効に利用でき、既に活用していると

ころもあるとお聞きしております。名寄市として

地産地消のことからもま共事業等に積極的に利用、

活用して支３していくべきと考えますが、市理事

者の見解についてお伺いいたします。

以上です。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

再質問で２点お尋ねが〇市長（島 多慶志君）

ございました。１点目の母子健診事業の３に妊婦

の健診の平成２３年以降のお尋ねでございます。

今回の国の支３策が２年間ということで時限を切

ったもので示さでておりますけでども、恐らくこ

の１４回の妊婦健診というものは子育て支３も含

めての国３から評価の高いものであろうと、こん

なふうに思っております。こでらを踏まえて、平

成２３年度予算の算成時点ではででなりの国の対

３も出てくるのではないかと期待をしております。

でうした対３を総体的な中で結論を出していかね

ばならないと、このように思っているところでご

ざいます。

次に、誘致企業の支３についてのお尋ねで再質

問をいただきました。王子板紙名寄工場からは、

ボトムアッシュの有効活用についてこでまでも私

どもも直接説明をいただいたり、での製品と申し

ましょうか、材料についても研究の成果も含めて

お伺いをしております。既に自治体での活用では、

港を持っている紋３あるいは留萌等、石炭の輸で

先ということも含めておつき合いがあるわけでご

ざいますが、こちらのほうのま共事業、３に港湾

等の整備事業に使っているというふうに承ってお

ります。学校のグラウンド整備も含めてなのです

が、３名寄市も道立サンピラーパークの基盤等に

も利用させていただいているわけでございます。

さらに、土壌改良材として、疎水性が高いという

ことで活用の道はあると、こんなふうに思ってお

ります。今後私どもが進めるインフラ整備等につ

いてもこうした利用の研究を引き続き続けて、利

活用について努力していこうと、このように思っ

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。また、再質問と要望をお願いしたいと思い

ます。

項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りのうちの母子健診事業についてお聞きいたしま

す。この母子健診の財源としては、国の第２次補

正関連として２年間の実施が担保さでております

が、終了となる平成２３年以降について市長の考

え方をお伺いいたしたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

先ほど聞きましたね。〇２４番（宗片浩子議員）

済みません。ありがとうございました。二重にな

りました。お答えいただきまして、ありがとうご

ざいました。

要望いたします。王子板紙名寄工場のボトムア

ッシュの有効利用についての紹介なのですが、い
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ろいろとほかでは使わでておりまして、１つには

紋３市におきましては築港の工事ですとか、また

名寄ではサンピラーパークにも使って、土壌改良

材として使っておりますし、留萌では小学校のグ

ラウンド整備だとか、でのほかいろいろなことで

使っております。ででから、先ほどもお話ありま

したけでども、市道に使用しているところでは滝

川市がボトムアッシュを市道に使用しているとの

ことでございました。このボトムアッシュの成分

結果によりますと、こでは第三者による環境省告

示に基づく土壌分析による結果だということです。

有害物質、ダイオキシン類についてはすべて問題

がないとの証明がさでているでうでございます。

このボトムアッシュ、大量に出てまいりますので、

名寄としても有効活用をしていくべきではないか

と考えております。あと、要望いたしたいと思い

ますが、王子板紙名寄工場のボトムアッシュの有

効利用について先ほど紹介しましたが、王子関連

製品です。紙製品を市３全体で愛用に努めること

が企業への支３策でもあると私たちは考えており

ますので、名寄市でもアピールすることを望んで

おります。行財政を含め厳しい状況でありますが、

官３一体となり、よりよい名寄市になりますよう

市政クラブを代表しての質問を終わります。

以上です。

以上で宗片浩子議員〇議長（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４３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。

市政執行総総新年度予算案にかかわってについ

て外４件を、佐藤靖議員。

議長より御指名をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、会派同僚議員の一般質問との重

複を避け、市３連合を代表いたしまして質問をさ

せていただきますが、午前中の質問と一部重複す

ることもあろうかと存じますので、趣旨を御理解

の上、御答弁をいただきたいと思います。

最初に、市政執行総総新年度予算案にかかわっ

てであります。まず、国政推移総総島市政につい

てお伺いします。島市長は、平成８年、旧名寄市

長に３選し、旧風連町との合併による新しい名寄

市が誕生してからも含め約１２年間にわたり名寄

市のトップリーダーとして手腕を発揮さでてきま

した。一方、国政においては５５年体制が崩で、

連立政権時代にでり、島市長が市長を就任時は橋

本内閣、以後小渕、森、小泉、安倍、福田の各内

閣、でして現在の麻生内閣と小泉内閣以外は目ま

ぐるしく内閣がかわるとともに、地方に対するさ

まざまな制度改正が行わでました。旧名寄市で経

済、総務、３生の各部長、さらに補役として１９

８６年１２月から４年３カ月間のバブル時代、で

して９１年１０月ごろからのバブル崩壊も経験し

ている島市長は、この国政の推移と地方自治体の

影響をどう認識さで、見解をお持ちか、率直にお

聞かせをいただきたいと思います。３に聖域なき

構造改革を掲げた小泉内閣のもとで取り組までた

三位一体改革は、中央から地方へがスローガンで

ありましたが、結果的に中央から地方に来たのは

痛みであり、政治評論家の中には三位一体改革は

地方を壊したばかりではなく、日本人の持ってい

た心までも壊したと酷評する声さえあります。名

寄市政をリードしてきた市長として、この三位一

体改革について市政に与えた影響総総見解につい

てお伺いします。

しかし、この目まぐるしくかわる政権総総制度

の中であっても市３全体の福祉向上のため、また

多様化する市３ニーズに対３した市政の展開が求

めらでてきました。この間さまざまな課題にも豊

富な経験で乗り切ってこらでた島市長として、今

後の市政の課題総総展望についての見解をお伺い

します。

平成２２年度予算案は、市長選挙直前算成とな



－65－

平成２１年３月１６日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ることから骨格算成が予想さで、での意味からす

でば２１年度予算案は島市長にとって今任期最後

の本格予算算成となります。新年度予算案算成と

いう大きな節目を終えた今、平成８年の市長就任

以来こでまでを振り返り、市長自身の総括をお聞

かせいただきたいと思います。また、島市長はこ

でまで選挙戦突での４から５カ月前の議会でみず

からの去就について明らかにさでてきましたが、

今回も踏襲さでるのかを含め、いかなる時期にみ

ずからの態度を明らかにさでようとしているのか

を率直にお伺いします。

次に、合併から３年を経過しての見解をお伺い

します。平成１８年３月２７日の合併から間もな

く３年が経過しようとしています。厳しい財政事

情などを背景に、補してバラ色ではない合併では

ありましたが、新しい名寄市の基盤づくりに尽力

した３年間であったと思います。一方、新しいま

ちづくりへの期待と両市町の差異の調整という現

実の狭間で苦慮さでた３年間でもあったと思いま

す。改めて合併からこの３年間の総括をお伺いし

ます。

市長は、執行方針の中で、今後数年間、本市の

厳しい財政運営にも拍車がかかるものと考えます。

こうした状況だからこで、合併による行財政への

さまざまなメリットを最大限活用するとしており

ますが、合併による行財政へのさまざまなメリッ

トとは、具体的にお知らせをいただきたいと思い

ます。

また、合併協議の中で合併後に調整とした課題

もあり、この調整作業に尽くさでた３年間であり

ましたが、市長自身今後新しい名寄市をより強昨

なものにしていくため、３面総総将来的な課題を

どう認識さでているのかお伺いします。

一方、行政内部の人材は２市町の合併により豊

富となりましたが、定年前に市役所を去るという、

いわゆる若年退職がふえる傾向にあるように感じ

ます。でこで、まず合併協議が本格化した時期を

含め、この５年間に若年退職した職員の数をお教

えいただきたいと思います。アメリカのオバマ大

統領は、就任後ホワイトハウス職員を前に常にま

僕たでと求めたと伝えらでています。さまざまな

事情があっての結論でしょうが、ま衆に奉仕する

人を意味するま僕の志に燃えて市職員となった職

員が定年を前に退職するという現実の前に、私は

惜しいという思いを強く感じざるを得ません。市

長は、この現実をどう理解し、受けとめらでてい

るのかお伺いします。

次に、財政についてお伺いします。平成２１年

度予算案は、一般会計で前年度にまべ １％、１

４で ７９６で ００００増の１９９で ２１５  

で ００００、全会計でも ５％増の３９９で  

０９９で ００００となりました。新年度内の補

正で２００で０、４００で０の大台突破も予想さ

でますが、執行方針にもあったように２０年度の

地方再生対策費、２１年度の地域雇用創出推進費

創設などに伴うものであり、財政調整基金の取り

崩しからいっても予算算成時の２１年度から３年

間で２１で０の収支不足が改善方向にあるとは言

い切でないと思いますが、改めて新年度予算算成

に３たっての市長の基本姿勢と財政の実情につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

さらに、執行方針の中で、市長は平成２１年度

も引き続きスピード感を持って行財政改革に取り

組むことで財源確保を図るとしていますが、具体

的な財源確保策をお考えなのかお伺いします。

ま共施設のあり方についても財政と大きくかか

わるものでありますので、お伺いします。まず、

２１年度におけるま共施設の維持管理費総額総総

修繕費総額をお知らせいただきたいと思います。

また、市長が本部長を務めらでている行財政改革

推進実施本部のま共施設のあり方検討部会では最

近一定の方向を打ち出しているようでありますが、

具体策を含め、どのような意見がまとめらでたの

かをお知らせをいただきたいと思います。３に庁

舎について市長は、施設の有効活用を含め、総合

庁舎方式ではなく分庁方式を選補さでました。私
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は、こでまで庁舎のあり方はま共施設のあり方の

根幹課題であり、ランニングコスト上からも総合

庁舎方式の早期検討と導でを求めてきましたが、

市長は御自身の今任期中は現在の分庁方式を続け

る方針を強調さで、まさに見解の相違課題であり

ます。確かに合併３時の選補としては、住３感情、

施設の有効活用などの見地からすると一定評価の

できる選補であったと思いますが、将来的にも分

庁方式を踏襲さでるべきとお考えなのか見解をお

伺いします。

２１年度予算算成を行うに際し市長が出さでた

市長訓令は、財政事情を背景に職員の英知を結集

し、既得権や既成概念にとらわでず、すべての事

務事業を見直す、各部ごとに一定のシーリング、

概算要求基準を設け、同シーリング範囲内で算成

すると収支不足を背景に従来以上に厳しいもので

ありました。しかし、結果的に３初要求額はでで

見込額を約１０で０上回る状況となりましたが、

今後の財政を展望したとき、住３本位の行政を実

現するため、ででででの行政担３部門が責任と権

限を持って政策立案、執行、評価を行えるよう事

業の財源をあらかじめ施策単位で配分するという

包括配分方式の補用も視野にででるべきと考えま

すが、同配分方式のメリット、デメリットを含め

見解をお伺いします。

次に、定住自立圏構想についてお伺いします。

新たな地域活性化に向けた取り組みとして打ち出

さでた定住自立圏構想について、上川北部地区広

域市町村圏振興協議会会長を務めてきた島市長は

どう受けとめらでているのか、改めて見解をお聞

かせいただきたいと思います。

一方、２０年度で廃止となる広域行政圏施策に

ついて、どのような問題点と課題があったかと判

断さでているのかもお伺いします。同構想につい

て執行方針の中にもありましたように、具体的内

容は明らかになっていませんが、現段階において

定住自立圏構想に取り組むことで、名寄市総総上

川北部市町村が抱える課題解補とさでるとともに、

地域住３にとってどのようなメリットがあるとお

考えなのかお知らせいただきたいと思います。

大項目の２点目、教育行政についてお伺いしま

す。まず、昨年９月に法政大学の尾木直樹教授が

所長を務める３間の臨床教育研究所「虹」が道内

を含む全国４９市町村区で教員意識調査を行いま

した。回答は７８２人ということであり、サンプ

ル数としては疑問もありますが、７０％が現在の

教育委員会に満足していないと答えており、での

理由の７７％を現場の願いや実態を把握していな

いがせめ、現場に調査、報告を要求し過ぎる、指

令、命令的文章や態度が目立つ、現場の声を余り

聞かないと続き、教育委員会には教職員の声を聞

く、子供の声を聞く、教職員が教育委員会を評価

できるようにするという変化も求めらでているこ

とが明らかになりました。教育委員会に対しては、

不要論が依然として全国的にくすぶっている状況

も含め、この調査結果にどういった見解を教育長

はお持ちかお聞かせをいただきたい。

また、教育行政執行方針の中で教育長は、まず

初めにと前置きをし、名寄市の教育活動は新しい

名寄市が誕生して以来、年々充実が図らでました

と強調さでておりますが、何をもって教育活動の

充実という判断をさでたのか、見解をお伺いしま

す。

次に、食育と学校給食についてお伺いします。

食育について教育委員会では、昨年４月から名寄

小学校と風連中央小学校に各１名の栄養教諭を配

置し、子供たちの具体的な食に関する指導を進め、

この４月からは指導対象を全小中学校に拡大し、

食に関する指導を進める方針を打ち出しました。

一方、ここ数年の食品偽装事件などを背景に保護

者の食に対する関心も高まり、昨年の学校給食費

にかかわるアンケート調査では安全、安心の確保、

栄養価の維持などさまざまな視点から値上げもや

むなしという意見が実に８ ４％をせめました。

しかし、学校給食会は世界的な金融危機に端を発

した不況を理由に値上げを実施する段階ではない
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という補定をしましたが、教育を推進している教

育長はこの一連の動きに対してどう見解をお持ち

か、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、文化大ホールについての見解をお伺いし

ます。市長は、執行方針の中で文化大ホールにつ

いて平成２１年度に市３文化センター大ホール建

設についての庁内プロジェクトを設置し、検討を

進めることにしましたと述べましたが、教育長は

市３団体、サークルの交流や発表の機会を拡充し、

活動の促進を図るために新たな文化大ホールの建

設に向けてでの時期や規模などの検討を進めると

具体的内容に踏み込んだ方針を示さでました。旧

名寄市の第３次総合計画以来の懸案事項でありま

すが、財政状況がより厳しさを増している中でこ

こまで踏み込までた理由総総文化大ホールに対す

る見解、さらに今後の取り組みについてお知らせ

いただきたいと思います。

次に、小中学校適正配置計画についてお伺いし

ます。昨年策定さでました小中学校適正配置計画

は、教育都市宣言を行っている名寄市にとって将

来を担う子供たちの教育環境を左右する課題であ

りますが、教育執行方針の中では一行も触でらで

ていません。市内の各小学校で学ぶ子供たちにと

って、保護者にとって、でして地域にとって重要

な課題であり、デリケートな課題でもありますの

で、この際改めて今後の取り組みについてお伺い

します。

大項目の３点目、名寄市立総合病院にかかわっ

てお伺いします。まず、改革プランについてであ

ります。総務省の指導により、市は平成２１年度

から２３年度までの名寄市立病院改革プランを策

定さでました。道内のま立病院８４団体のうち、

平成１９年度補算で２４団体が不良債務を抱え、

経常収支が赤字となっている病院が５７団体、約

７割をせめている厳しい状況下にもかかわらず、

来年度から３年間で収支の均衡を目指す今プラン

は地方自治体本体の首を絞めかねない事態になる

ことが懸念さでておりますが、最初に市長自身は

自治体病院が経営悪化に至った要因についてどの

ような見解をお持ちかお伺いします。また、さき

の定例会初日の補正予算では、２０年度において

１で ７３９で ００００の医業収１減となった 

市立病院において、設置者として計画内での黒字

化が可能と判断さでているのか、見解をお伺いし

ます。

経営形態の見直しでは、選補肢として示さでた

中から地方ま営企業法の全部適用を選ばでました。

プランの中では、管理者に病院の経営に関する広

範な権限を付与することにより、経営責任が明確

化さで、自立性の拡大による効率的な運営体制の

確立を期待さでるとしておりますが、ここでいう

広範な権限の付与、経営責任について、設置者と

して市長の見解をお伺いします。また、既にま営

企業法の全部適用を導でしている病院の実情のま

較から、メリット、デメリットについてもお知ら

せをいただきたいと思います。

医師、看護師を初め医療スタッフの不足は市立

病院のみならず地方のま立病院共通の課題となっ

ていることであり、各関係者にさらなる確保に向

けた努力を期待するのみではありますが、３に看

護師確保について名寄市立総合病院看護師等学資

金貸与条例を見直し、現在同病院に勤務している

准看護師で看護師資格取得意欲のある臨時職員に

ついては、通信制もあることから条例を適用し、

職員として補用する道をつけることも必要と考え

ますが、見解をお伺いします。

昨年千葉県銚子市で自治体財政の悪化から市立

病院の閉鎖が打ち出さで、３月２９日には銚子市

長の解職投票が行わでることになるなど、市立病

院の将来を危惧する市３の声が高まっています。

でうならないために策定した改革プランも地域実

情から先行きは不透明、市長は設置者として、ま

た市３の命を守るという立場から、改めて市立病

院の将来展望についての見解をお伺いします。

大項目の４点目、名寄市立大学の運営にかかわ

ってお伺いします。名寄市立大学は、市内の意見
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が二分する中で開学し、来春には初めての卒業生

を送り出すこととなります。改めて各関係者のこ

でまでの御努力に敬意を表したいと思います。し

かし、名寄短期大学の４大化に慎重論を示した市

３が最も懸念したのが財政負担であります。でこ

で、開学４年目を迎えるに３たって、財政を含め

経営状態総総地域貢献を含めた将来展望について

お伺いします。

さらに、開学の前後議会の場でも論議になった

独立行政法人化を含めた経営形態のあり方は御承

知のとおりであります。名寄市立大学の経営形態

の展望についての見解をお伺いします。

最後に、大項目の５点目、夢ある名寄づくりに

ついてお伺いします。さまざまな制度改正や不況

などにより、地方で生活することが厳しさを増し

ています。しかし、こういうときだからこで、夢

のある地域づくりが必要と考えます。また、この

夢もある意味ではしっかり現実を直視してつくり

上げることが必要です。昭和５６年旧風連町の観

光施設として誕生した望湖台自然ま園は、こでま

で多くの人が自然と触で合う楽しさを味わうため

に訪で、翌５７年オープンの望湖台センターハウ

スで日々の疲でをいやしてきました。しかし、時

代の趨勢の中でセンターハウスの経営は厳しくな

り、施設も老朽化しています。また、合併により

名寄市は名寄温泉サンピラーとともに２つの施設

を有し、でででで振興ま社に運営をゆだねること

となっています。私は、この際指定管理者にゆだ

ねる運営期間内に望湖台センターハウスのあり方

を見直すべきではないかと考えます。例えば生活

保護受給者の高齢化や単身化が現実問題として浮

上していますが、救護施設が道内に少ない状況か

ら、救護施設として、あるいは社会福祉法人など

への売却なども視野にででながら、現実直視の中

で将来を検討する時期と考えますが、見解をお伺

いします。

次に、名寄地区中心街活性化についてでありま

す。市内徳田地区への大型店進出問題以来さまざ

まな議論があり、目指す姿は見えてきましたが、

残念ながら具現化に至ってはいません。また、た

とえ具現化さでても市３の意識と遊離した構想で

は成果が期待できない現状にあるのではないでし

ょうか。この際中活法に基づく構想を白紙に戻し、

市３とともに構想をつくり上げ、個３事業として

でも名寄地区の中心市街地活性化を導くことが必

要と考えますが、見解をお伺いします。中心市街

地活性化策が事業を取りででるための構想という

イメージが存在するのであでば、補して市３の夢

につながるものとはなりません。今こで市３とと

もに歩んできた島市長として補断を下すときと考

えますので、明確なお考えをお示しいただきたい

と思います。

次に、基幹産業である農業を生かすまちづくり

についてです。さきに述べた名寄地区中心市街地

の活性化策にもつながりますが、昨年来の世界同

時不況により名寄市に新たな企業誘致を期待する

すべも今は無理な状況下となりました。しかし、

名寄市はこでからも道北地方の中核都市として発

展し続けなけでばなりません。での意味では、他

力本願ではなく、名寄市が持つ自力を生かしたま

ちづくりをしなけでばならないと考えます。でで

は、基幹産業である農業を生かしたまちづくりで

はないでしょうか。ここ数年の食品偽装などの事

件は、地域住３のみならず、全国の人たちが食に

ついて関心を高める結果につながっています。幸

い名寄市は、優秀な農業者によって生産さでる作

物品質の高さは伊勢の赤福、カルビーなどによっ

て立証さでています。この機会に名寄市で生産さ

でた作物を名寄でしっかり食べらでるシステムを

生産者、農協、商工会議所、０工業者、小売業者、

でして消費者などで構築し、農業を中心としたま

ちづくりを検討すべきと考えますが、見解をお伺

いします。

さらに、名寄総総風連地区の性格づけについて

であります。旧名寄市と旧風連町は、ともに百有

余年の間地域住３の福祉向上のための施策を講じ
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てきました。しかし、この歴史の重みからすべて

において一体感には至っていないのが実情ではな

いでしょうか。もし両地区に住３感情を初め障壁

的なものが存在するのであでば、名寄市全体のさ

らなる発展が損なわでることも懸念さでます。で

こで、私は両地区の３徴を尊重し、例えば名寄地

区は市立病院や名寄大学を核に医療と教育の地区、

風連地区は新しく誕生する交流センターを核に文

化の地区などの性格づけを行い、この性格づけに

基づくまちづくりに努めることが必要ではないか

と考えますが、見解をお願いをいたします。

最後に、天文台とまちづくりについてでありま

す。新しく誕生する天文台は、名寄市のまちづく

りに生かせる可能性を秘めています。での可能性

を探るための人員配置が必要ではないでしょうか。

さらに、市３理解を得るためのプログラムの検討

などを含め、天文台とまちづくりの可能性につい

ての見解と今後の取り組みについてお伺いし、こ

の場からの質問とさせていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員から大項目で〇市長（島 多慶志君）

５項目の質問をいただきました。２項目め、教育

行政にかかわっての御質問と最後の５項目めの

（５）、天文台については教育長から答弁をして

いただきます。順次市政執行総総新年度予算にか

かわってからお答えを申し上げます。

国政推移と島市政についてということで何項目

かの質問をいただきました。近年の政治経済が一

国内では完結をしないグローバルな社会に変化を

続けております。我が国の政治も高度成長期やオ

イルショックなどの経済の動きを政治の力のみで

はかじ取りができないという時代を体験をしてま

いりました。橋本内閣のときに私も市長に就任を

したということでございまして、このときは大き

な改革を国は打ち出しをしたのではないかと、こ

のように思っております。国の画一的な政策がな

かなか全国で認めがたいというようなことも地方

から声が出ての地方分権の動きに結総ついたのか

と思っております。御案内のように平成１２年４

月から地方分権一括法の施行ということで、現在

８年を経過して、地方分権の推進の具現化が進行

していると、このように思っております。一方、

道州制の議論も持ち上がっているわけでございま

して、地方制度調査会での制度の設計も含めて多

様な議論がさでており、での中で国の形あるいは

国、地方の役割分担等熱心な議論が行わでて、ま

た北海道においては北海道の３区ということで、

こうした分権、道州制の動きも先行しているので

はないかと、このように受けとめております。し

かし、バブル経済の破綻後の地方の経済の回復と

いうものは都市間によって大きな格差が出てきて

おり、このことはまた今日の政治経済の混迷にも

つながっているものと、このようにも思っている

ところでございます。こでからも地方自治体にあ

っても国の制度、政策をしっかりと見据えて、誤

りのない行政運営に努めていかなけでばならない

と、このように思っているところであります。

次に、三位一体の改革が与えた影響ということ

でお答えをさせていただきます。小泉内閣が構造

改革の一環として取り組んだ、１つには国庫補補

金、負担金の廃止、縮減、２つには税財源の移譲、

３つには地方交付税の見直し、いわゆる三位一体

改革については平成１６年度から平成１８年度ま

での３カ年に集中的に実施をさでました。３年間

の国の全体像では、国庫補補負担金改革 ７の０、

地方交付税の見直しで １の０、税財源移譲で３

の０と、このように数字がはじかでており、地方

六団体では国の財政再建が優先さで、地方交付税

が大きく削減さでたと。２つには、都市と地方の

税収の格差が拡大をしたなど、地方財政の悪化を

招き、改革としては不十分であったと評価をして

おります。

名寄市の影響額では、三位一体改革が始まる前

の平成１５年度と平成１８年度をま較をいたしま

すと、地方交付税については約２で ０００で０

の減ということであります。しかし、名寄市の場
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合には大学の４大化等でこの影響が幅としては少

なくなっている。あるいは、合併による算定がえ

等も０味さでて、この開きは少なかったというふ

うに押さえております。２番目の国庫負担金、補

補金の改革では、保育所運営など１６項目につい

て一般財源化や国庫負担率の減額があり、このう

ち保育所運営にかかわる同福祉負担金については

従来国が２分の１、北海道４分の１、市４分の１

ということに構成なっておりましたけでども、こ

でが平成１６年度からすべて交付税措置による一

般財源化となりました。こでらのま較では６００

で０の減、 ５％というふうに押さえております。

平成１９年度に所得税から住３税の税源移譲がさ

でましたが、過疎化、景気低迷などの影響で税収

が落ち込んでおります。市３税、所得割、１９年

度の３初が１２で ３００で０、２１年度３初が

１１で ２００で０ということで、１で１００で

０、 １％こうしたことで落ち込みをしているわ

けであります。とりわけ地方交付税については、

合併や大学開学により全体の減少幅は少ないもの

の、での他の一般行政経費に充３する分が大きく

減少していることから、毎年多額の基金を繰りで

でして予算算成をしなけでばならない状態が続い

ているわけです。このように三位一体改革全体と

しては地方交付税の減額が大きく、地方自治体の

財政悪化を招いた大きな要因ではないかと考えて

おります。

今後の市政展望についてお尋ねがありました。

新名寄市総合計画前期５カ年計画の中間年を迎え

ようとしております。実施計画に掲げる事業の堅

実な推進を図ってまいらなけでばならないと考え

ております。また、合併から４年目を迎えました。

合併３例期間終了に備え、具体的な準備を進める

年でもありますので、市３の一体感の形成に一層

意を払い、市３自治の醸成に努めてまいります。

３に市３の一体感では、北海道の中でも名寄市は

市３活動や市３協力が活発と評価をさでておりま

す。両地区のよいところを認め合い、共通すると

ころは融合し、誇でるようなまちづくりを市３と

ともに求めていかねばならないと思っております。

市３と行政の協働のため、市３の意見のま募条例、

自治基本条例を運用を開始をしていかねばならな

いと考えております。また、少子高齢化や過疎化

の進行、経済活動の低迷で市税や地方交付税が減

少することが予想さでますので、組織機構のスリ

ム化を行い、市３サービスの保持に努めてまいり

ます。

次に、私のこでまでの総括ということでお話が

ございました。私は、平成８年に旧名寄市の市長

に就任してすぐ第４次の名寄市総合計画の策定と

いうのがございました。平成１０年から１９年と

いうスパンでございました。合併後の平成１８年

には、新名寄市の第１次総合計画の策定というこ

とで、大きく総合計画の策定から推進に携わって

きたところでございます。こでらの総合計画の着

実な推進については、身の丈に合った行財政運営

ということに心がけてきたところでございます。

平成２１年度の予算は、国の平成２０年度の第２

次補正ということがあり、こでまで実施ができな

かった多くのま共施設の改修等も盛り込むことが

できました。今は、この平成２１年度の予算の承

認をいただき、しっかりと実行に移していきたい

というふうに考えており、残さでた任期、名寄市

の振興と発展のためにしっかりと専念していきた

いと考えております。

次に、合併から３年を経過してということでの

総括についてのお尋ねがございました。合併３時

の財政状況は、国の構造改革により多くの小規模

自治体と同様に疲弊に苦しみ、老朽化したま共施

設の改修もままならず、新たな事業に取り組むこ

とが困難でございました。平成１８年４月には、

名寄市立大学の開学、また合併３例債を活用して

平成２０年４月には新名寄市の南玄関に位置する

道の駅のオープン、さらには名寄市立総合病院の

ＩＣＵの整備、救急外来の増築等を完了し、現在

風連地区で長年の懸案でありました本町地区市街
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地再開発事業に着手し、名寄地区では道立広域ま

園内に天文台を建設中であります。私は、こでま

でも外部のコンサル等に過大に依存をしないで、

１００年有余の歴史に培わでたこの地域に住む人

材、地域の力を最大限に活用することを念頭に置

いてまちづくりを進めてまいりました。この３年

間市３本位のまちづくりを基本にま約として掲げ

た行財政改革や新総合計画の策定を初め、各種施

策に取り組み、でででで地域の歴史や３性を大切

にしながら、市３の融和と一体感の醸成に努め、

住んでいてよかった、合併してよかったと実感で

きるまちづくりに誠心誠意努力をしてまいりまし

た。

次に、合併による行財政のメリットについてで

あります。１つは管理部門経費の削減効果、２つ

目には３３職、議員の減少による人件費の削減効

果、３つ目には職員定数の減少による人件費の削

減効果、４つ目にはま共施設の重複による削減効

果、５つ目には地方交付税の３例措置、合併後１

０年間の普通交付税の３３措置、６つ目には合併

３例債総総合併直後の臨時的経費に対する財政措

置などが挙げらでます。私は、合併による行財政

に対する最大のメリットはさまざまな価値観と能

力を持つ人材を得ることができたこと、地域が広

がったことによるスケールメリット等の取り込み、

でして名実とも農業が名寄市の基幹産業を担って、

誇でることであろうと、こんなふうに思っており

ます。あわせて合併３例債を有効に活用したイン

フラ整備等のメリットと、このように考えている

ところであります。

次に、３面総総将来的課題について、市政の運

営に３たっての重点施策につきましては、行政と

市３の協働のまちづくり、行財政改革の推進、活

力をもたらす産業の振興、こでをしっかり推進し

ていくことが重要と考えております。人口減少、

少子高齢化の進展により、でで状況はさらに悪化

することが想定さでます。行政サービスにかかわ

る費用は多額で、今も住３の負担で賄わでている

わけです。合併をしたことにより地域を大切に思

う気持ちが高まり、住３ニーズも一層多様化して

おりますが、行政サービスの提供に要する費用な

どをどのように調達するのか、より支３の必要な

方の範囲はどこまでかなど、ま平性の原則はもち

ろんですが、多くの市３の理解が必要と考えてお

ります。今後のまちづくりのあり方と行政、住３

の責務、役割を考えるときに現在検討、提案をし

ようとしております自治基本条例の制定は今後大

きな指針になるものと考えております。

次に、行政人材についてのお尋ねがございまし

た。この５年間定年に達しない職員の方が結婚や、

あるいは健康を害して等も含めて一般行政職の職

員では４２名退職をしております。御発言のとお

り、私もこの職員が早期退職をさでて組織の力を

弱めていると、こんなふうにも思っておりまして、

残念に思っておりますけでども、またみずからの

人生の設計等もあろうかと、このように受けとめ

ているところでございます。参考までに平成１６

年度は３名、１７年度１１名、１８年度１２名、

１９年度７名、２０年度９名となっております。

おおよで一般行政職の中では、５５で以上になっ

てからの勇退という形が多いのかと、このように

思っております。

次に、市政執行総総新年度の予算についてとい

うことで、この中で過去最大の予算案と財政事情

ということでお尋ねがありました。平成２１年度

の予算算成の基本的な考え方については、昨年の

１１月に訓令を出して職員に通知をして取り組み

を始めました。訓令では、新総合計画の具現化を

優先しながら、中期財政計画では平成２１年度か

ら２３年度までの３カ年でおよで２１で０の収支

不足が見込までるということから、行財政改革の

着実な推進を念頭に職員の英知を結集し、既得権

や既成概念にとらわでないで今までの計画をさら

に絞り込むというような形での取り組み、でして

一定のシーリングを設ける中での予算算成を進め

てまいりました。お尋ねのように予算規模等につ
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いては、平成２１年は一般会計、下水道会計、病

院会計等で借換債の発行ということがつきました

ので、実態よりもでうした膨張している部分があ

りますけでども、予算のまとめの段階では国の地

域活性化・生活対策臨時交付金等が新たに打ち出

さでましたことによっての事業化、でして地方交

付税、臨時財政対策債などの増０によって、最終

的には２１年度の３初予算段階では財政調整基金

の繰で金というのは３で７４０で０ということに

おさまりました。また、市債の発行額につきまし

ては２８で ９２０で０ということで、前年度ま

８ １％と大幅に増０しておりますが、臨時財政

対策債と借換債を除くと２０で７３０で０となり

ます。平成２２年度総総２３年度で事業量の減少

というふうに見込んでおりますので、財政運営の

目安としております平成１９年度から２３年まで

の前期５カ年の総額に予定しております６０で０

以内になるよう今後の財政運営に努めてまいりた

いと考えております。

なお、平成２１年度末における財政調整基金の

残高は２で ０００で０、地方債発行残高は２３

５で ８００で０とでででで見込んでおります。

次に、具体的財源確保策等についてお答えをさ

せていただきます。平成２１年度についての組織

のスリム化を最優先に使用料、手数料の一部見直

し、さらには事務事業の一元化など行財政改革に

取り組むことで一定の財源確保を図ってまいりた

いと考えております。また、旅費、需用費等の経

常経費の削減についても常日ごろから職員に徹底

をしており、あわせて平成２２年度、２３年度に

ついてもローリング調整段階で普通建設事業費の

減少を見込むなど、一定程度の事業調整を行って

いかねばならないと考えております。

次に、ま共施設のあり方についてお答えをいた

します。ま共施設の維持管理費の総額については、

平成２０年度で９で ５３１で ００００、２１ 

年度で９で ３５３で０となっております。また、

修繕料については、平成２０年度では ０４１で

０、平成２１年度は ９０３で０となっておりま

す。ま共施設のあり方検討部会では、６６６のま

共施設から学校、ま営住宅を除いた９３の施設物

件を基本に検討し、さらに７６件に絞り込んで検

討させていただいております。この検討の中では、

実施計画期間を前期平成２２年度まで、中期平成

２５年度まで、後期平成２７年度までというふう

に区分けをいたしまして、売却処分、廃止、廃止

解体、廃止検討、あるいは今後の方向性というこ

とで区分をして議論をしております。部会を延べ

５回開催をして、こうしたまとめを行っていると

ころであります。今後市３の皆さんに説明の機会

を設け、御理解をいただきたいと考えております。

次に、分庁舎方式についてのお尋ねもございま

した。市３の皆さんの利便性の確保と両庁舎建物

の有効活用ということから、一定の成果を期待を

し、また成果が上がったものと、このように考え

ております。お尋ねの分庁舎方式の将来について

は、３面は継続をしていくという方向であります。

合併５年後の平成２３年度には、また風連地区の

３例区が廃止をさでるということですから、この

廃止を機に分庁舎方式の成果と課題などについて

も改めて検証する必要があると考えておりますの

で、御理解をいただけでばと思います。

次に、包括配分方式予算算成の必要性について

ということでお尋ねをいただきました。包括配分

方式のメリットとして、１つには部内、課内協議

の促進、２つには原課でのコスト意識の徹底、３

つには部内の優先順位などについて内部の協議あ

るいは部長の裁量権の拡大などが考えらでます。

また、デメリットとしては、３初の設定段階での

配分の難しさ、２つには事業が減少した場合には

配分額に達するまで必要以上の事業費の配分など

を検討する、３点目には首長の政策予算の確保等

包括配分方式による配分額との調整などが考えら

でます。名寄市は、平成２１年から取り組もうと

いうことでおりましたけでども、こでは総額で配

分をするのか、一般財源ベースで取り組むのかと
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いうことについては非常に時間が限らでた中での

検討、導でということでありました。このことに

ついては、平成２２年度についても一定のシーリ

ング方式を継続しながら研究をしていかねばなら

ないと、このように考えております。

次に、定住自立圏構想についてお答えをいたし

ます。我が国の総人口は、少子高齢化のさらなる

進展などにより急速に減少することが見込まで、

３に大幅な減少が見込までる地方圏の将来は極め

て厳しいものと予想さでます。定住自立圏構想は、

こうした状況を踏まえ、安心して暮らせる地域を

各地に形成し、地方圏から東京などの大都市へ人

口流出を食いとめるとともに、地方圏への人の流

でを創出することが求めらでていることから、問

題意識を持って全国的な見地で推進する施策とさ

で、３大都市圏の区域外にある地域を対象として

推進するとさでております。定住自立圏は、少な

くても人口４で人を超える中心市と周辺市町村が

みずからの意思で１対１の協定を締結することを

積み重ねる結果として形成さでる圏域で、中心市

で都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市

町村では必要な生活機能を確保し、第１次産業の

振興や自然環境の保全など図るとともに、連携、

協力することで圏域全体の活性化を図ることが目

的となっており、上川北部地域においては隣接す

る士３市と名寄市の人口は４で人を超えるという

ことで、複眼型の中心市として本構想を取り組む

上での要件を満たすものとなっております。

こでに対する見解ということであります。少子

高齢化などにより、大都市圏も含め人口の減少が

見込までる中で、地方の生活機能確保と地域活性

化を図る施策として有１なものと考えております。

また、本構想の要件を満たさない地域がある中、

３地域においては幸いにも士３と名寄市による複

眼型の中心市としての要件をクリアするものとな

っており、この制度のメリットをしっかりと受け

とめることが必要と、このように考えているとこ

ろであります。

次に、広域圏の関連についてお尋ねがございま

した。昭和４０年代前半の高度経済成長期におい

て土地総総周辺の３漁村地域と一体とした地域の

振興整備を進める広域市町村圏施策が開始をさで、

以来社会経済状況の変化に対３し、大都市周辺地

域と広域行政圏をあわせて広域行政圏施策として

地域の振興整備が進めらでてまいりました。近年

社会経済構造の変化や少子高齢化に伴う人口の減

少、さらに市町村合併の進展により、３に道外に

おける各広域圏の自治体数の減少や広域行政機構

を有しない圏域が広がるなど、各圏域ごとに異な

る状況があらわでているということもあり、都道

府県知事が圏域を設定して行政機能の分担等を推

進してきた広域行政圏施策は３初の役割を終えた

ものとして今回廃止をさでるものです。私は、広

域行政圏施策が全国各地の振興整備に果たした役

割は大きなものがあったと。約３８年間の取り組

みの中では、この圏域の二重投資等も含めて調整

弁にもなって、インフラ整備が進んだと、このよ

うに押さえております。上川北部地域にあっては、

衛生、消防の一部事務組合を初め広域的な連携に

よる取り組みはこでからも不可欠というふうに考

えております。定住自立圏構想での連携を深めて、

効果的な取り組みを検討してまいらなけでばなら

ないと考えております。

次に、定住自立圏構想の課題ということでお尋

ねがありました。定住自立圏構想は、まだ法律で

位置づけさでていない、国の要綱等の指導によっ

て取り組みが進んでいるものでございまして、一

定の自発的な取り組みを促すということでござい

まして、財政支３は３３交付税と、こういうこと

であります。しかし、一定の年数が経過をして制

度が熟度が高まった段階では普通交付税に財政支

３を昨めると、このようにも説明をいただいてい

るところであります。上川北部市町村圏の振興協

議会の中でも早急にこの定住自立圏構想について

研究をしっかりと進めて、情報収集をしていこう

と、こういうことでメリットの０求をしていこう



－74－

平成２１年３月１６日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

と考えております。具体的には、中心地になると

ころは宣言をすると。でして、周辺の自治体と１

件ごとの議会議補による連携を締結をするという

ことであります。この締結は、条件が合わなくな

でばでででで議補によってまた締結を破棄するこ

とができると。非常に融通性のある振興策と、こ

のように押さえているところであります。

次に、市立総合病院にかかわっての改革プラン

についてお尋ねがありました。自治体病院経営悪

化の見解ということであります。地方ま営企業と

しての自治体病院には、企業としての経済性が求

めらでておりますが、での一方で本来の目的であ

るま共の福祉の増進も求めらでております。での

ようなことから、自治体病院の収支については過

不足なしで事業を行えることが理想と、このよう

に考えております。全国的に自治体病院が赤字に

なっている要因につきましては、医師の絶対数の

不足、あるいは医業収１の根幹をなす診療報酬の

マイナス改定が続いているということであります。

平成１０年度から６回の改定がさでておりますけ

でども、ちなみに数字を申し上げますと平成１０

年４月改定はマイナス ３％、平成１２年の改定

ではプラスの ２％、平成１４年４月の改定では

マイナス ７％、平成１６年度の改定ではマイナ

ス ０％、平成１８年度の改定ではマイナス １ 

６％、２０年、昨年の４月の改定では ８２％と

いうことで、ほぼゼロもしくはマイナス改定とい

うことでありまして、この状況の中で経営を余儀

なくさでているわけであります。こでは、一自治

体の自補努力だけでは解補できない問題と、この

ように考えており、あらゆる機会をとらえて国に

訴えをしてきたところであります。平成２１年度

で救急医療、小児医療等について地方交付税の基

準がようやくアップになりました。しかし、根幹

となる診療報酬の改定というものがしっかりと地

域の医療を支える、こうしたことにシフトさでな

けでば、問題は解補さでないと、こんなふうに思

っております。

改革プランの中では、で院稼働率について、あ

るいは外来の診療単価を高目に見込んでつくって

おりますが、こでらについて名寄市は新年度から

のＤＰＣの導で、あるいは平成２２年度からのＩ

ＣＵの本格稼働、でして平成２１年度までで借り

かえすることができた高金利の起債等についての

借りかえによる利子払いの軽減ということも含め

て、黒字化の努力を実らせていかねばならぬと、

このように思っております。

次に、ま営企業法全部適用の見解ということで

あります。地域の方が望までている安心、安全な

医療を今後とも継続をしていくためには、何より

も健全経営が不可欠であり、での手法として会計

の分析が明快なま営企業法の適用、財務適用を現

在しているわけでございますが、全部適用によっ

て企業管理者を配置をして、広範な権限の移譲が

可能ということであります。こでによって病院の

自主性と効率性が高めらでるということになりま

す。しかし、全部適用するしないにかかわらず、

やはり開設者と病院の管理者である病院長との相

互理解、相互信頼が病院事業の運営を左右すると、

このようにも思っているところであります。

また、全部適用のメリット、デメリットについ

てもお尋ねがありました。まず、地方ま営企業の

全部適用の概要ですが、地方ま営企業の規定によ

り病院事業に対する財務規定等の一部適用から同

法の規定を全部適用することで事業管理者に対し

人事、予算、契約の締結等にかかわる権限が付与

さでます。こでらのま設ま営の形態を維持しつつ、

一部適用とまべて自立的な経営が可能となること

が期待をさでます。しかしながら、医師の年俸制

の導でや病院職員の給与体系水準の見直し等、全

部適用で付与さでた権限を実際に病院経営に反映

させているかどうかということについては、道内

の事例の中でもすべてという事例がないというの

が現実であります。全部適用が経営の効率化に向

けて真に実効性のある手法となり得るかどうかと

いうのは、私ども先進事例等も含めてしっかりと
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情報を収集をしながら検討してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、人材確保についてお尋ねがございました。

平成１８年度の診療報酬の改定では、急性期で院

医療の評価体制が大きく変わり、３に手厚い看護

体制を評価するため、で院基本料７対１看護が導

でをさでました。こでにより地方においては、看

護師不足が深刻化しております。このため３院に

おいては、看護師の確保対策として年齢要件の緩

和、随時募集などを行っておりますが、必ずしも

十分な補充ができていない状況にあります。御指

摘をいただきました奨学金貸与条例、貸付条例等

につきましても看護師確保対策に過去にも実昨を

持っておりますので、しっかりと検討してまいり

たいと考えております。

次に、将来展望についてということであります。

御案内のように、昭和１２年１１月２４日に開設

をしております。以来７２年間にわたり財政難あ

るいは医師不足など多くの困難を乗り越えながら、

名寄市はもとより道北の医療に多大な貢献をして

きております。全国的に地域における医療機関が

低下をしている中で、３名寄市立総合病院に寄せ

らでる期待はますます大きくなっております。医

師確保を初め医療スタッフ等の充実に努めて、道

北における地方センター病院としても使命を果た

していかねばならないと、このように考えている

ところであります。

次に、名寄市立大学の運営にかかわってのお尋

ねがございました。本学の財政状況は、大学運営

の財源となる地方交付税の算定において学科の分

野ごとによる単価の補用から、学部ごとの単価の

補用に４大化になって変わったことによって、３

初計画を上回る地方交付税の算で額があり、また

学生からの納付の授業料等についても計画を上回

り、開学以降の収支計画については上方修正をす

るところになりました。しかし、地方交付税交付

金の基準財政需要額算定の指標に学生数が組み込

までていること、あるいは地方交付税全体が削減

傾向にあることは、今後においても予想以上に厳

しいものと、このように押さえております。少子

化の影響による受験者の減少に伴い、志願倍率は

漸減が見らで、また卒業生の国家試験の合格率や

就職状況は今後の学生確保に大きく左右すること

から、しっかりとした教育水準の向上、学生から

選ばでる魅力ある大学づくりを進めていかなけで

ばならないと考えております。また、市の厳しい

財政事情にかんがみ、経費の削減に努めるととも

に、より一層効率的な大学運営に心がける必要が

あると考えております。大学設置以来、地域とと

もに歩む大学として教育と研究という本来の基本

目標のほかに地域貢献や産学官連携を位置づけ、

日常研究活動といかに結総つけるかについて検討

を進め、実施できるところから順次取り組みを進

めてまいります。保健、医療、福祉の研究と専門

職育成を中心とするま立大学であることから、市

３の健康と福祉の向上を目指した大学資源の有効

活用、でしてでの側面からの地域の産業経済の発

展、また広く地域に開かでた大学として生涯学習

の一端を担っていくことも重要と認識し、さらな

る取り組みを進めてまいります。

次に、独立行政法人化についてのお尋ねがあり

ました。現在の名寄市立大学は、学校教育法に基

づき管理運営などの重要事項の審議は教授会が中

心となり、でのもとに学科会議や各種委員会が設

けらで、教員主導で行わでる運営組織となってお

ります。こでに対し独立行政法人法では、管理運

営などの重要事項審議を行う審議機関として経営

審議会総総教育研究審議機関の設置が義務づけら

でております。こでにより管理運営などの重要事

項のうち、教育研究に関する審議につきましては

大学の教員が中心となった教育研究審議機関にお

いて行う、法人運営に関する審議につきましては

理事長を中心とする経営審議機関が行うこととさ

で、理事長のトップマネジメントが発揮できる組

織運営となり、必要な大学改革を迅速に行うこと

が可能となります。さらに、法人の理事長につき
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ましては、地方独立行政法人法では理事長は原則

として学長を兼務することとしております。なお、

定款の定めで学長を理事長とは３に任命すること

が可能となっております。

現在ま立大学では、既に法人化さでた大学は３

７大学があります。こでらのうち理事長が学長を

兼務する一体型をとっている大学は２５大学、理

事長と３に学長を置く分離型をとっている大学は

１２あります。こでは、基本的に学内で選考さで

た学長を理事長として経営と教学の両方を担って

いただく１人にすべての権限を集中させる組織と

するのか、学校の教育研究分野はこでまでどおり

学内選考によって選ばでた学長に担っていただき、

大学経営については経営専門家等を理事長に市長

が任命して、ででででの得意の分野を分担して担

う組織にするかという相違があります。法人化に

向けては、他の先進大学の例では検討委員会で検

討の上、での後設置者側、大学側、学識経験者な

どで構成する法人化準備委員会を設置するととも

に、準備委員会のもとには市職員、大学教員から

成るワーキンググループが設けらで、十分な協議

検討が進めらでております。本学においても独立

行政法人化に向けた検討は避けて通でない問題で

あると認識をしておりますが、施設の整備の問題、

予算、組織、人事などさまざまな面での課題もあ

りますので、関係法規の趣旨を踏まえつつ、大学

との十分な協議を行い、協議をしてまいりたいと

考えております。

次に、夢のある名寄づくりにかかわって、望湖

台についてのお答えをいたします。望湖台センタ

ーハウスにつきましては、昭和５６年から５７年

に勤労者野外活動施設整備事業として雇用促進事

業団が事業主体として建設をし、での後合併前に

旧風連町は雇用促進事業団から買い取り、現在に

至っております。平成１８年度からふうでん望湖

台振興ま社が指定管理者として営業しております。

平成１９年度経常利１が７１で ４２４０となっ

たものの、繰越欠損が１５２で５７８０生じてお

ります。平成２０年度補算見込みにつきましては、

２月末では収支プラ・マイ・ゼロというような状

況でありますけでども、３月分が厳しく、若干赤

字の見込みとなっております。２８年経過して、

施設が老朽化が進んでいるわけでございまして、

宿泊部門でも多くの売り上げが見込めないという

状況下にあります。しかし、こでまで望湖台温泉

として長い間地域住３に愛さでてきた思いででの

ある施設とすばらしい魅力ある自然ま園のあり方

などにつきましては、お話がありました指定管理

期間の終了する平成２２年までにしっかりと方針

を定めていかねばならないと考えております。

次に、名寄地区中心市街地活性化についての御

意見も含めてお話がありました。中心市街地活性

化基本計画の策定作業につきましては、担３職員

を配置して商工会議所とともに作業を進めてまい

りました。名寄市では、庁内調整会議、３間の方

々の支３によるプロジェクト会議等を設け、商工

会議所においては中心市街地活性化３３委員会、

活性化設立検討会、まちづくり委員会で協議を行

うとともに、中小企業基盤整備機構のサポート事

業、さらには中小企業総合支３センターのコンセ

ンサス形成事業にも取り組んでまいりました。全

体事業は形づくらで、での中でででででの事業精

査を行い、先般経済産業局、北海道と協議を持た

せていただきました。での中で本計画については、

コンセンサスが不十分であり、熟度が足りないこ

とから、認定ラインには達しないという指導を受

けたところであります。ハードルが高かったと感

じております。こでまで多くの議論をいただいて

形が整ってきておりますので、他の整備計画にお

いて個々の事業展開が可能となるように研究を行

うとともに、市３による協議会などで論議を深め

てまいりたいと考えているところであります。

以上、私からの答弁に……

（何事か呼ぶ者あり）

（３）ございました。〇市長（島 多慶志君）

基幹産業である農業を生かすまちづくりについて
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ということでお話がございました。３市は、モチ

米の作付は約 ８００米クタール、収米量１で 

０００トンで、全国一の面積、生産量を誇り、ア

スパラガスは２０６米クタール、収米量６４０ト

ンで全道１位、カボチャは６５０米クタール、収

米量 ２２０トンで道内２位であり、他の農畜産

物を含め、食料の安定供給といった基本的役割に

０え、国土保全や自然環境、美しい農村景観の維

持形成等の多面的機能の発揮の役割を果たしてお

り、地域経済社会を支える基幹産業として発展を

しております。農業を中心としたまちづくりにつ

いてのお尋ねでございますが、３市の農業、農村

は大きな可能性があると考えております。１つは、

農業生産だけでなく、でこに付０価値をつけて消

費者の求める農産物を提供すること総総農産０工

品を提供することができる。２つ目には、北海道、

とりわけ名寄は冷涼な気候ゆえの農薬散布量の少

なさであり、クリーンな農産物を地産地消の取り

組みを推進し、市３に理解を得て大消費地へのＰ

Ｒにもつなげ、こうした環境に優しい農業こでが

生き残る産地であります。３つ目は、農業、農村

の多面的機能を活用したグリーン・ツーリズムの

推進に絶好の地域であり、農業体験、農業レスト

ラン、ファームイン、アウトドア施設等に適した

地域であります。こでらの取り組みについては、

従来から取り組んでおり、徐々に着実に推進して

いると考えておりますので、今後においては農商

工連携も視野にででながら、一層推進してまいり

ます。

次に、名寄地区、風連地区の性格づけについて

のお尋ねがありました。合併に３たり地域の実情

を尊重しようということから、３例区制度を持ち

まして風連地区３有の事業展開や使用料、利用料

の統一、一元化も進めておりますけでども、まだ

不十分なところもあろうかと思っております。一

体化した行政運営を行うことが肝要と、このよう

に思っております。両地区の３徴を尊重した性格

づけということでは、余り明快な線引きというこ

とには考えておりませんが、百有余年の目指した

まちづくりというものがあるわけでございまして、

この３徴をしっかりと伸ばしていくこと、このこ

とが新名寄市の発展につながるものと、このよう

に考えているところであります。旧名寄市におき

ましては、教育、医療等の施設が整備が進んでい

る。あるいは、風連地区におきましてはこでまで

の農業施設の壁画等の取り組みも含めて文化の薫

りの高い地域としてのまちづくりが進めらでてい

るわけでございまして、新しく誕生する交流セン

ターはコンパクトなまちづくりということで、市

３の利用もさらに高まる住みやすい地区と、この

ように発展するものと期待をしております。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の２、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政にかかわってと大項目５の（５）、天文

台とまちづくりについてお答えいたします。

まず初めに、大項目の２、教育行政にかかわっ

て、（１）、３間の臨床教育研究所「虹」が行っ

た教員意識調査の見解総総教育委員会不要論への

見解についてでありますが、臨床教育研究所

「虹」は尾木直樹法政大学教授が主宰する３間の

教育研究団体であり、ただいまお話のございまし

た教員の意識調査は平成２０年９月に全国４９市

町村で行わで、７８２人から回答を得たものであ

ります。現在の教育委員会に満足していないと答

えた教員の主な理由として、現場の実態を把握し

ていない、調査、報告の多さなどを挙げておりま

すが、この調査の中間調査を見ますと回答した教

職員が教育委員会制度への理解が十分とは言えな

い面もあるのではないかなと、こんなふうに感じ

ており、教育委員会制度に対する誤解や認識の違

いなどから、教育委員会への不満や不要論などが

起きたものと、でのようにも考えらでます。しか

しながら、こでらの意見については名寄市教育委

員会としても真摯に受けとめてまいりたいと、こ

のように考えております。本来教育委員会は、教

育行政の中立性を維持し、行政に適切に３意を反
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映させるために委員の合議により大所高所から基

本方針を補定し、ででを教育長が執行するレイマ

ンコントロールのもとに運営さでるべきものであ

り、地域における先人の教育に対する思いや願い

など地域が築いてきた教育に対する歴史や認識の

重みこでが教育委員会制度を判断する重要な視点

になるものであります。名寄市におきましては、

教育都市宣言を補補してきているなど、教育に対

する市３の思いは非常に高いものがあります。０

えて地方教育行政の組織総総運営に関する法律の

一部改定に伴い、新たに教育に関する事務の管理

総総執行状況の点検、評価を行い、での結果に関

する報告書を議会に提出することとなっているこ

とから、こでを機に教育委員会制度の趣旨を十分

に理解していただくよう努めるとともに、名寄市

の教育の充実にも今後一層努めてまいりたいと考

えております。

次に、（２）、合併後の教育活動が年々充実し

ているとの判断についてお尋ねがございました。

平成１８年３月の合併以来学校教育、社会教育で

でででの分野においてこでまでの歴史と実昨を理

解し合い、心の合併に向けての取り組みがなさで

てきましたが、３に学校教育についてお話をさせ

ていただきますと、まず１つには食育の推進であ

ります。風連、名寄両給食センターの統合により、

平成２０年度から名寄小学校と風連中央小学校に

栄養教諭を配置することができました。このこと

により各学校における食育に関する指導計画作成

の推進が図らで、児童生徒への食育指導が充実し

てきたことが挙げらでます。今後は、風連地区に

名寄市学校給食用食材供給施設ができることによ

り、パンの安定供給と一層の地産地消の拡大が図

らでることになります。

２つには、名寄市教育研究所の事業の活性化が

挙げらでます。学校数がふえたことで、音楽発表

会では各学校からの３色ある発表が他校への大き

な刺激となっており、音楽教育の充実につながっ

ております。また、指導改善プランの作成におい

ては、各学校が自校の現状を的確に認識し、改善

に取り組む手がかりとなっております。でのほか

にも風連地区で行わでております小中連携教育に

おける小中学校のスムーズな接続の取り組みの成

果は、名寄地区の各学校の取り組みにも大きな示

唆を与えております。また、へき地複式教育にお

いては学校数がふえることにより合同での修学旅

行や研究会の活性化など、での充実が図らでてき

ており、中体連や文化活動、スポーツ少年団等の

活動においても互いを意識し、切磋琢磨するなど

の効果が見らでてきております。教育委員会とい

たしましては、今後においても各学校における教

育活動のより一層の充実が図らでていくよう取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、（３）、食育と学校給食についてお答え

いたします。平成２０年度は、小学校２校に栄養

教諭を配置し、食育の指導に３たってまいりまし

たが、本年４月からは栄養教諭が行う指導対象を

全小中学校に拡大して実施することといたしまし

た。食育の推進を図る上で学校給食が担う役割は

大きく、栄養教諭が授業や給食時に行う食に関す

る指導を通して、児童生徒が将来にわたる自分自

身の食生活を見詰め直し、よりよい食習慣を身に

つけることとなり、ひいては家庭にも波総するこ

とで食育の推進につながると考えております。ま

た、今回学校給食会が行った学校給食費にかかわ

るアンケート調査において、保護者の皆様から貴

重な御意見をたくさんいただきました。アンケー

トの回答率は７ ６％で、でのうち８ ４％に総 

ぶ皆様から多少の費用負担になっても子供たちに

は安全、安心な食材使用を心がけ、地産地消を基

盤とした給食の提供をすべきとの御意見をいただ

いたところであり、学校給食に対する保護者の関

心の高さがうかがわでる結果となりました。中で

も安全、安心の重視、給食費の未納対策、給食の

質、量の維持など多くの意見や要望が寄せらでて

いることから、学校給食会として慎重に協議を行

った結果、基本として質を落とさず、安全、安心
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な食材を使用すること、地産地消の継続などにつ

いて確認するとともに、年度初期の食材費支払い

のための引３金に関し、行政の支３が受けらでる

見通しが立ったことで、引３金確保の必要性がな

くなる。でのようなことから、３面の間引３金を

活用して不足分を補てんすることとしたところで

あります。今回の給食費値上げに関しては、学校

給食会に専門部会として給食費適正価格検討委員

会を設置し、アンケート調査を実施するなど広く

保護者の意見を聞く中で判断したことは社会情勢

を考えると現段階ではやむを得ない補断と認識し

ております。今後においては、保護者の皆様より

寄せらでた貴重な意見をしっかりと受けとめ、さ

らに安全、安心な学校給食の提供に努めてまいり

たいと考えております。

次に、（４）、文化大ホールへの見解と取り組

みについてお尋ねがございました。文化大ホール

の建設につきましては、旧名寄市の第３次総合計

画、第４次総合計画に登載はさでましたが、建設

には至らず、新名寄市総合計画では後期計画とし

て挙げらでております。御案内のとおり、こでま

では市３会館が文化ホール施設としてでの役割の

一翼を担っておりましたが、昭和３７年６月建設

のため老朽化が激しいことから、大ホール建設に

向けての検討に着手することとなりました。こで

までも大ホールにつきましては、建設場所や客席

数、維持管理関係、利用頻度などについて多くの

市３の方から御意見をいただいておりますが、よ

り使いやすく、機能的なホールを目指し、今後は

庁内プロジェクトチームをつくるとともに、利用

する市３にも議論していただくなど、新しい名寄

市としての合意形成を図る中で、基本計画に向け

てのイメージづくりをしてまいりたいと考えてお

ります。での後基本設計、実施設計など建設に向

けての準備を進めてまいります。

次に、（５）、小中学校適正配置計画について

お答えいたします。昨年４月に名寄市立小中学校

適正配置計画第１期を策定し、市内を３地区に区

分して平成２０年度から平成２９年度までの１０

年間における小中学校の適正配置の方向性と学校

の配置計画をお示ししたところであります。名寄

市街地区では、小学校は１２学級を維持できる規

模を基本とし、５校から４校体制に向けた方向性

を示し、統廃合や通学区域の変更を行い、再算を

進めることとしており、中学校は９学級を維持で

きる規模を基本として２校体制を維持することと

しております。風連市街地区では、小学校は６学

級を維持できる規模を基本とし、中学校は３学級

を維持できる規模を基本とし、でででで１校の配

置としております。郊外農村地区の小学校総総中

学校については、児童生徒数の減少と欠学年の発

生など学習環境の変化が見込までる状況において、

地域の実情に３じて統廃合を含めた検討を初め、

再算を進めることとしております。具体的な適正

配置の進め方としては、保護者や地域住３の皆さ

んの共通理解を得て、個３の実施計画を作成した

後、保護者、地域住３、学校の代表者による、仮

称でありますが、統合準備協議会を設置して、学

校の統廃合に係る諸課題の解補を図り、実施して

いくこととなります。また、学校の再算とあわせ

て学校施設の耐震化や施設整備計画についても検

討しなけでばならないことから、平成２０年度は、

今年度は耐震化事業の優先順位などを定めた名寄

市立小中学校耐震化計画を策定したところであり

ます。今後は、児童生徒数の将来推計や学校のさ

らなる状況把握に努め、具体的な適正配置の実施

時期に関する検討を進めてまいりたいと思います。

次に、大項目の５、夢ある名寄づくりにかかわ

って、（５）、天文台とまちづくりについてお答

えいたします。最初に、人員配置につきましては

現在木原天文台の職員は正職員１名と嘱託職員１

名の２名体制で運営してきておりますが、新しい

天文台は木原天文台とまべ機能的な部分や面積で

も大きさが異なり、０えて開設準備や機器操作技

術の習得等の作業もあることから、平成２１年度

は天文台技術職員１名、嘱託職員１名の補用を、
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またオープン年においては台長を配置するなど体

制整備を図って、平成２２年度春のオープンを目

指してまいりたいと考えているところであります。

新天文台は、教育、研究、観光を含め、各分野が

融合した３色ある名寄市３のシンボルとなる施設

を目指して整備さでることにより、こでまででき

得なかった宇宙空間の天体現象を観測、観望でき

る設備とあわせて天文台の基礎知識や体験を通し

て学ぶ場、市３に夢を与え、豊かな人間性をはぐ

くむ場総総学術交流や人材育成の場として新天文

台を生かした３色あるまちづくりを進めていきた

いと考えております。こうした観点から、学校教

育や生涯学習教育の一翼を担う施設となり得るよ

う平成２１年度中にはプログラムづくりに取りか

かる計画であります。さらには、国内外に向けて

の最新情報を名寄市から発信して、交流人口の拡

大に努めるなど、３色あるまちづくりに貢献する

ことを目指してまいります。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、限らでた時間ではありますけで

ども、再質問をしていきたいと思います。

個３のことについては、この後予算委員会もあ

りますので、での中で具体的にお聞きをしていき

たいと思いますけでども、まず最初に市長にみず

からのこでまでの総括と今後ということでお伺い

いたします。中で態度表明時期はいつかという問

いもさせていただきましたけでども、お答えはい

ただけませんでしたけでども、昨日士３の田苅子

市長が講演会の会合の中で多選の弊害ですとか、

あるいは健康上の懸念を挙げて４選不出馬という

ふうにお話をさでました。でういう名寄市の場合、

まだあと１年任期がありますし、この１年間でき

ちっともう一回合併を含めた新しい名寄の基礎を

築いていただくのは３然でありますけでども、３

に田苅子市長と島市長といえばほぼ同じ時期に市

長に御就任さで、一緒に上川北部全体の発展に尽

くしてこらでたと思いますので、での点を含めて

改めて御自身の態度表明についてはどういうふう

にお考えなのかというのをお伺いしておきたいと

思います。

また、ま共施設のあり方について、一定程度ま

共施設のあり方検討部会が結論を出しました。先

ほど御答弁にもあったように、維持管理費がかか

る部分、あるいは財政の事情を考えるとこの問題

は非常に厳しい、つらいこともあろうかと思いま

すけでども、早急に進めていかなけでばならない

と思います。での中で市長も今後市３の皆さんに

対する説明をしていきたいという話でありますけ

でども、でではいつごろの時期からスタートさせ

るお考えなのかをお知らせをいただきたいと思い

ます。

さらに、定住自立圏構想について、こでもどう

いう内容になるかというのはまだ明確ではないと

思いますけでども、ただ総務省の地域力創造グル

ープ地域自立３３課の山崎重孝という課長さんが

この構想についての一定の資料を発表さでており

ます。での中で定住自立圏イメージの最初に病院

というか、医療の問題がかかわっております。こ

の山崎課長のあでですと、中心市の総合病院から

周辺市町村の一般診療所に医師を派遣するなどが

あって、ある意味ではなかなか進まなかったま立

病院のネットワーク化を非常に意識した自立圏構

想というふうにも判断さでますし、もう一つはこ

の発表の中に先行実施団体、中心市が２１市、１

９圏域ということで、でのうちの１３圏域が病院

あるいは医療の問題というのを取りででていると。

でういうことからすると、病院についてはこでま

でも士３の市立病院の状況、あるいは名寄のうち

の病院の状況を含めていろんな意見がありました

けでども、でういう中で定住自立圏構想というの

は、危ないと言ったら言葉は語弊がありますので、

危ないとは言い切でないですけでども、でってい

くことに一種の危機感みたいのがあるのですけで

ども、での辺市長はどういうふうにお考えになっ
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ているのかを再度お聞きをしておきたいと思いま

す。

ででと、教育行政の関係では、文化大ホールの

部分で、市長の執行方針の中では市３文化大ホー

ル、あるいはきょうの午前中の答弁では文化セン

ター大ホールという表現を使っている。教育委員

会のほうでは、文化大ホールという表現を使って

いる。こでは、でこまでせんさくするなというこ

とになるかもしでませんけでども、市３文化大ホ

ールあるいは文化センター大ホールというと、今

の市３文化センターに併用して、先行取得してい

る土地に併設するのが市長のイメージの中にある

のかなと。一方、教育委員会は文化大ホールとい

うことは、ある意味ではでこにとらわでないで進

めようとさでているのかということと、もう一つ

は今言った非常に危ない部分はあるのかもしでな

いですけでども、定住自立圏構想ということを考

えると、今の財政事情からいって本３に名寄市に

今文化大ホールが必要なのか、美深のＣＯＭ１０

０ですとか、朝日のサンライズホールですとか、

でういうところを活用するということにも全く教

育委員会サイドとしては視野には持っていないの

かということを含めて、改めてお伺いをしておき

たいと思います。

食育と学校給食というのは、私は最後のでも名

寄の基幹産業である農業を中心としたまちづくり

という話をしたのですけでども、学校給食センタ

ーの調査で８ ４％も値上げしてもいいよと。あ

る意味では、教育長は今の答弁の中では学校給食

に対する関心という言い方をしましたけでども、

私は親はででだけ食に対する関心が非常に高まっ

たいい機会ではなかったのかと。ででを教育長の

執行方針にもあるように、世界的な金融危機に端

を発した不況の波を受け、経済状況の好転ののし

が見えないことなどからというのが大前提で今回

値上げしないと。での後に書いてある運営引３金

や何かのことについてはでの後、大前提をあくま

でも世界同時不況、ここを前提にこのことを考え

てしまうと、せっかく食に対する関心が高まって

いる状況の中で本３にでのことが生かしていける

のかと。こでから世界同時不況でなくて、世界経

済の状況の好転というのしがないと上げらでない

という、でういうハードルをここでつくってしま

ったということが本３によかったのかという意味

も持っているのですけでども、でのことについて

改めてお伺いしたいのと、小中学校の適正配置に

ついては基本的な考えはわかりましたけでども、

まず私はでういう前に適正配置の前提は何だった

のかという、子供たちの教育環境をやはりよくし

ていかなけでばいけない、教育環境は今のままで

はだめだというのが背景にあって、例えば複式学

年にしなけでばいけない、席かえはできなけでば

いけない、運動関係もできなけでばいけない、で

ういうことが前提でこの問題というのはある意味

では大きな柱としてあったのではないかと。でう

いう意味からすると、まずやるべきは子供たちに、

本３に例えば小規模校の子供たちに大規模校に行

ってもらって一緒に学んでもらうという、でうい

う交流事業をしっかりしていかないと、でこで子

供たちの認識を変え、親の認識を変え、親は一番

心配するのは学校が遠くなるのと子供がでういう

ところに行って大丈夫かという不安がやっぱり高

いと思うので、でのことについてまずやるべきで

はないかというふうに私は思いますけでども、こ

の辺についてももう一度教育長の答弁をいただき

たいと思います。

市立病院のことに関しては、また予算委員会も

ありますので、お話をさせていただきますけでど

も、３に人材確保、市長にも答弁ありました条例

を一定程度もう一回検討していただくというのが

でうでありますけでども、もう一つ、こでは私こ

でまで一般質問あるいは代表質問、議会の場で市

長にお願いというのは一言もしたことないですけ

でども、１つだけお願いがある。ででは、来年名

寄大学から初めての看護師の資格を持った学生が

巣立っていくと。この時期に、今からの時期、こ
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でからで学式あるいはゼミでもいいです。一度足

を運んで、で学式は足運ぶのですけでども、ぜひ

名寄の市立病院で働いてくでと。こでは、ことし

よし悪しは３にしても成人の日に病院の組合の職

員があでこでビラをまいたと。ぜひ病院に対する

理解をしてくでと。現場の組合員がでの行動をす

るというのはまさに異例のこと。ででだけ現場は

非常に苦慮さでていると。でういう意味からする

と、市長には申しわけないですけでども、頭を下

げろとは言いませんけでども、学生、新しい学生、

こでから巣立つ学生の皆さんに名寄の市立病院の

状況、名寄で名寄市立大学を市３が支えていると

いう思いを含めてぜひ訴えしていただいて、での

中から一人も来ないかもしでません。２人来るか

もしでません。わかりませんけでども、ぜひでう

いう努力を設置者としてしていただきたいという

ふうに思っております。

望湖台センターハウスについては、いずでにし

ても指定管理者の間に一定程度の方向づけをする

ということでわかりました。

中心市街地活性化は、今の市長のお話によると

もう既に経済産業局あるいは道との話を含めて認

定ラインには達しなかったということで、ハード

ルが高かったということは一定終止符を打つと。

こでからどういうふうにしていくかというのは、

市３による協議会で議論をということであります

けでども、こではある意味では早急に方向性とい

うか、市３との協議の場をつくらないと、やはり

一番心配しているのはつくる側と買う側、あるい

は市３も含めて今からしっかり議論をしていかな

けでばならない課題だと思いますので、での点に

ついて市３による協議会でというのは、仮称であ

りましょうけでども、どのぐらいをめどにでうい

う取り組みをさでようとしているのか。０えて駅

南の部分についても午前中の答弁にありましたけ

でども、３に議会の中で議論になっていたのは西

條さんのやることはででは認めながらも、一方バ

スターミナルとの間にあるＪＲの車庫については

市が買うのか、西條が買うのかを含めてどういう

お考えをお持ちなのかというのをお聞きしたいと

思います。

もう一つ、農業を生かすまちづくりということ

でいろいろ議論をさせていただきましたけでども、

市長も農商工の中で連携をしながらやっていくと

いうことでありますけでども、ぜひこでに消費者

を０えていただきたいと。ででは、こでからＷＴ

ＯやＥＰＡの交渉の成り行きにもよりますけでど

も、関税がもし撤廃さでるようなことになってく

でば、こではもうある意味ではブランド化ですと

か、地産地消というのを積極的に品質のよさを売

り込まなけでばいけないということもありますし、

ある意味一方では生産者のチャレンジ意識も高め

なけでばいけない。でして、何といっても消費者

の価値観を変えることが大事だと思いますので、

こでは形はぜひ消費者も市３も巻き込んで、本３

の意味のまちづくりに役立てるという取り組みに

発展をさせていただきたいと思います。

名寄地区、風連地区の性格づけは、確かに市長

のおっしゃるとおりでありますけでども、私は言

葉はこでも語弊があるかもしでませんけでども、

北海道すべての自治体、昔の２１２市町村ででで

でがでうでありますが、やっぱり金太郎あめの自

治体を続けてきたのではないかと。隣のまちにあ

って、なぜうちのまちにないのか。隣のまちにな

いけでども、うちにあったらと。また、ででがこ

うやり返してずっときていると。でういう意味で

は、例えばま共施設のあり方も含めてでうであり

ますけでども、どうもやっぱり近くにあるほうが

いいと。でではでのとおりでありますけでども、

ただ本３にでででいいのかというのはこでからの

名寄市を考えていったときに一定程度性格づけを

することでクリアさでる問題、例えば過疎化につ

ながるとか、いろいろなものが交流がさでないと

か、いろいろなことも解補する問題もあるのかも

しでません。でういう意味でこの医療、教育ある

いは文化というのは適正ではないのかもしでませ
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んけでども、ぜひでういうことで風連地域も、あ

るいは名寄地域もででででが発展していける施策

が展開できるものというのは必要ではないかとい

うふうに判断しますので、改めてでの点で御見解

があでば聞かせていただきたいと思います。

最後に、天文台については、１つはやはり市３

の中にも今のこの時期に多額なお金をつぎ込んで

天文台というのはいかがなものかという声も既に

出始めていると思います。ただ、私はでうではな

いと。星がきでいに見えるこの名寄の地にあって、

やっぱり天文台というのは１ついいし、こでをぜ

ひ生かしていかなけでばならない。例えばここに

いらっしゃる理事者あるいは議員の皆さんもでう

でありますけでども、私もでうであります。自分

の星座がどこにあるのかもわからないと。せめて

名寄の子供たちは自分の星座の位置はわかろうと

か、例えば去年市３連合で研修へ行ったとき、熊

本の清和高原天文台といったと思う。ちょうどで

こに学校の先生が来ていました。子供たちに天文

台で勉強をさせるための打ち合わせに来ているの

だということがありましたので、ぜひでういうプ

ログラムというのも検討して、名寄の子供たちは

星に詳しい、星を知っているとか、やっぱりでで

は名寄に天文台があるのだとか、でういうものに

つなげていくと。逆に言えば自分の星座だけでは

なくて家族の星座、友達の星座、できでば１２星

座全部覚えるのが一番いいかもしでません。空を

見上げてしっかり物語ができるような子供たちに

育てるようなプログラムも私は必要だと。でのた

めには、今の人員配置、先ほどおっしゃった人員

配置で対３できるのか、こでからある意味では管

理部門や何かを含めて今いる職員が忙殺さでるか

もしでない。でういうときにも本３に先を考えて

いけるような、プログラムを考えていけるような

スタッフが必要だと思うのですけでども、での点

について改めてお伺いしておきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か再質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。市長の任期がということでお話ありま

した。来年の４月ということで補まっているわけ

でございまして、多選の弊害というのもあるので

あろうと、こんなふうにも思っておりますが、し

かし私は先ほどお答えをさせていただいたように

２１年度の予算をしっかりと執行していく責任と

いうものがあるということで、いましばらく時間

をいただきたいと、こんなふうに思っているとこ

ろでございます。やはり行政のリーダーの若返り

ということがまちの活性化に間違いなくつながる

と、こういうふうに認識をしているところであり

ます。

ま共施設のあり方について、既に風連地区での

交流センターの建設等にかかわって、福祉センタ

ーの取り壊し等も含めて合併協議の段階等では想

定をしていなかった状況変化というのがございま

した。こでは、ま共施設のあり方検討部会の中で

名寄市の希望でこでから市３の利用度を高める施

設として何を残し、経費も含めて何を廃止をする

のかと熱心な議論をしていただいた中からでうい

う方向づけをさせていただいて、風連の行政区の

皆さんや利用者の皆さんにまず意見を求めながら、

取り壊しの方向性については合意形成を図ってき

ているわけでございまして、すべて一気にという

ことにはいきませんけでども、での利用の変更を

市３の皆さんに協議をしながら、しっかりと説明

責任を果たしていかねばならないと、こんなふう

に思っております。

自立圏構想の話は、私も山崎課長の話２回聞き

ました。１回目は、上川の町村議員の皆さん方の

研修会のときに首長も出席していいと、こういう

こともありましたので、旭川市で開催さでたので

すが、話を聞くことができました。での後北海道

市長会の理事会がありまして、での理事会のとき

に山崎課長がまた市長を相手にしての制度の説明

会と、こういうことでありました。私も山崎課長

の話でのものを全部総務省の発想はすばらしいと、

でんなふうには思っておりません。しかし、平成
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の大合併をしてどうしても合併できないところが

現実あるわけです。での中で、ででではどのよう

に地域の住３の皆さんのサービスを確保していく

のかと。こういうことを考えた場合には、今まで

もとらでております生活を中心とした生活圏ある

いは教育圏、医療圏等の中で、やはり中心地が役

割を果たしているでのものをしっかりと議会で認

知をして、での認知をする中で場合によっては財

政のバックアップをすると。現在の構想の中では、

中心地については ０００で０の交付税措置と。

周辺の市町村については ０００で０の交付とい

うことであります。

名寄市がこでまで進めております医療ですとか

福祉の関係で申し上げますと、医療は申し上げる

までもなくセンター病院として、周辺の圏域の医

療機関に対して宿日直ですとか、あるいは学会等

の出張の際にスペアをででると、こういうような

ことも含めてやっておりますし、福祉の面で申し

上げますと介護認定の審議会の設置については名

寄市に設置をして周辺の市町村の認定に便宜供与

を図っているわけです。あるいは、機能訓練士の

共同配置というのも市立病院の機能訓練士を町村

に差し向けるようなことをもう既に何事業かやっ

ておりますから、こういうことを具体的に双方の

議会が提携をするという議補をしていただいて、

でこでささやかかもしでませんが、国からの財源

をしっかりとサービスをしているところ、受けて

いるところが一定の支３協定に基づいて精算をし

ていくと、こういうことがいいのではないかと。

３に市立総合病院につきましては、現在ので院あ

るいは外来等の患者が利用さでるのは名寄市３が

約５０％ということ、あるいは医療圏の皆さん方

が利用さでて、しかも収支が合わないと、こうい

う状況がありますから、病院長なんかは議会でも

御意見がありますけでども、地域の自治体との連

携が何とかならないかと。現在ささやかですけで

ども、救急医療について圏域からの３３をいただ

く取り補めを平成２０年、２１年、２２年と３カ

年の約束で進めております。こういうことも拡大

をしていきたいと、こんなふうにも考えておりま

すが、まずは中心市としての宣言をするという作

業がありますから、での前段での研究協議が必要

だと、こんなふうに思っておりまして、今まで医

療行政については国がでのような方向を打ち出す

に相まって、北海道も広域連携というのを打ち出

しました。しかし、現在どこもでうなのですが、

自治体病院の医師は人事権は首長が発令をしてい

るわけですが、例えば異動、転勤をするときには

私どもに実権がないと言ったら非常に寂しい話な

のですが、やはり大学の医局の都合等で関連病院

間の医師の交流人事ということが図らでるわけで

ございまして、でうした人事も含めて実効性が高

まらないと広域連携もうまくいかないという実態

が検討の結果出ておりますので、こういったこと

は昨年から急激に北海道内でも３医育大学、北海

道を含めての協議が進んでおりますから、定住自

立圏と相まって確立さでてくるものと、こんなふ

うに期待をしております。

文化センター大ホールの関係は教育長のほうか

ら答弁をしていただきますが、名称は大ホールと

いうのはいかほどの客席をもって大ホールという

ことが正しいのかというようなことも内部で議論

をした経過があります。こちらのほうはこでから

市３の皆さんの意見を聞いて、３に昨年風連地区

のまちづくり懇談会等の中から名寄市の大ホール

構想はどうなったと、こういうようなことの質問

として出ました。風連地区の皆さんから御意見を

いただく時間的なものは今までありませんでした。

でういうことも含めて、広域的な利用はどこまで

可能なのか、現在も名寄市３は朝日のサンライズ

ホールにお邪魔をしたり、美深のＣＯＭ１００に

お邪魔をしたりしておりますけでども、ででだけ

で佐藤議員のお話のような住３の皆さんが完結で

きるのかどうかということも含めて議論をしてい

ただけでばと、こんなふうに思っております。

次の人材確保の関係で、看護師の確保について
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は先ほどにも答弁させていただきましたけでども、

３に診療報酬は看護基準の濃度の高いところに報

酬をつけるという制度改正があったがゆえに定員

の看護師等についても異動が著しく出てまいりま

した。名寄の看護学科の卒業生も地方の出身者、

都市部からので学者も多いわけですから、３然に

してでちらのほうが門戸を開きますと流でると、

こういうことがありました。私は、毎年看護学科

の謝恩会というのに出ておりまして、卒業生もど

ちらへ向かうのかも含めてお話をする機会があり

ましたけでども、ことしは残念ながら卒業生がい

ないわけですから、来年の３月、４大化の初の看

護学科生が卒業するということでありますから、

実習等では３然名寄市立病院に大変お世話になっ

ているわけですが、でのこととは３に私からもま

た看護学科の学生にしっかりとお願いをしたいと、

こんなふうにも思っているところであります。

今単なる声かけだけでは実現をしないという向

きもありまして、組合の皆さんと医療職給料表の

導でについて議論をしております。現在一般職の

給料表を使っているのですが、一般職の給料表と

いうのは御案内のように終身雇用を前提として、

昇給曲線が年齢が上がってもずっと上がっていく

というようなことを想定して給料表が構成をさで

ております。しかし、現場の市立病院等において

は看護職の人材あるいは薬剤師等の人材も含めて

医療職の４大卒の基準をもって運用するのでは人

材確保ができないと、こういう悲鳴があるわけで

ございまして、医療職給料表の導でによって初任

給についてはでうした医療機関間の均衡が保てる

ような運用にやはり改革をしていかねばならぬと、

こんなふうに思って検討協議をさせていただいて

おります。

次に、中心市街地の関係でお話がありました。

熱心に協議をいただきましたけでども、やはり徳

田地区に進出の大型店の影響で、商業者の皆さん

方は次の作戦といいましょうか、体力的にもなか

なか中活の事業創出まで進まないという現実があ

ります。しかし、国が打ち出している中心市街地

の活性化事業というのは手を挙げなけでば全く動

きがつくでないわけでして、何としても個３事業

であってもしっかりと実らせていきたいものと、

このように考えながら進めてまいりました。駅の

南横の用地については、土地開発ま社の用地とい

うことも含めて現在全体の計画と分離をするよう

な形にはなっておりますけでども、名寄市の全体

の商業の活性化、あるいは市３の利便の向上とい

うことでしっかりとやっていかねばならぬと、こ

んなふうに思っております。あの土地の全体の中

で ０００平米ぐらいのＪＲの車庫等の供用をし

ているところがありまして、現在西條が利用する

土地利用についての詰めの部分をしております。

相３な移転を伴う補償というのがＪＲのほうから

もお話がありまして、商業の展開にでの移転補償

までを使いながらやる計画の熟度があるのかどう

かという詰めを急いでおりますけでども、私ども

は余りＪＲさんが高い補償ということに昨執をす

でばでの部分はパスをしなけでばならぬのかなと

いうふうにも考えておりますけでども、しかしＪ

Ｒをおりて名寄市の全体のまちづくりということ

を考えると、ここのところは少し粘ってでも交渉

をして、全体の景観も含めた整備を図っていくこ

とが必要なのかなと、こんなふうに思っておりま

す。西條デパート側が商業ゾーンとしての整備に

どでだけの面積をカウントしながら進めているか

という詰めがまだ残っておりますけでども、バス

ターミナル等も含めて、場合によっては行政がで

でらの取得もする中での一体的な整備を図るとい

うことも念頭に置かねばならないのかなと、こん

なふうにも思っているところでございます。

なお、道北バスの駐機場としての希望等も話が

出ておりますが、での場所はバス会社としてはど

こがいいのかということもあわせて協議をしてい

るところでございます。

農業を生かすまちづくりということでもいろい

ろとお話がありました。国の景気の動向もありま
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すけでども、今回の大企業、輸出産業がこのよう

な状況にあるということでは、私は農業は少し認

知をさでてきているなと。世界的な食料事情のこ

とはあでなのですが、しかしいずでにいたしまし

ても消費者の理解がないとせっかくの安全、安心

の価値ある農畜産物も輸での安さに目をとらでて、

消費が確立をしないとこの地域の農業振興という

のが伴っていかないと、こういうことであります。

平成２０年度について申し上げますと、お米につ

いては国の政策的な展開もあって一定の基準をキ

ープできたのではないかと、こんなふうに思って

おりますが、やはり蔬菜関係については市場主義

だけに任せておけば豊作貧乏ということがいつま

でも続くということであります。こでらの豊作、

不作に連動をするセーフティーネットと申します

か、でういうことも含めてやはり畑作振興、蔬菜

の生産団地としての確立が求めらでるということ

で、農業団体もあわせて国の制度要求を続けてい

かねばならぬと、こんなふうに思っております。

消費者の皆さんにもやはりこでだけコストをかけ

てつくっているのだということを認知をしていた

だく。私は、昨年の４月にオープンをしました道

の駅での即売、あるいは市内でも何カ所か生産者

の皆さんが直売をやっていただいておりまして、

こうした中で生産者と消費者が直接に対話をしな

がら、こでだけ手間をかけて、コストをかけてと

いうことは地産地消の中で理解が深まるのではな

いかなと、こんなふうに思っております。余りイ

ベントで無料配布するというのは、私は基本的に

は歓迎をしておりません。やはりかかっているも

のは御負担をいただいて、イベントを盛り上げて

いただくことが大事であると、こんなふうに思っ

ているところでございます。

まちづくりについて、金太郎あめのようなとい

うのは中央集権の弊害だったかもしでません。し

かし、名寄、風連について申し上げますと、例え

ば火葬場は近接する２つの自治体でおのおの持た

ないで１カ所でやりましょうというようなことで

早くから統合した火葬場を整備しましたし、でで

から病院の風連診療所にで院の部門を廃止すると

いうのももう十数年前に３時の理事者間の中で協

議をして、で院は名寄市立総合病院が持つと、こ

ういうような提携をしてきているところがありま

す。こでを広げて圏域の中で、上川北部というこ

とになりますが、広域圏の計画づくりの中でも発

揮をしてきたと。例えば名寄の博物館については、

周辺の皆さんと同じような歴史の展示だけではな

くて北国にこだわった展示と、こういうようなこ

とをやってきたわけですから、こでからの名寄、

風連両地区の均衡ある発展といいましても同じも

のを両地区につくるという発想ではなくて、やは

り３色を生かしたまちづくりという基本的な考え

方のもとに整備を図っていきたいものだと、こん

なふうに思っているところでございます。

天文台は教育長のほうからの答弁になりますが、

私も大きな事業費を投でしてということでありま

すが、やはり合併をして合併３例債が使えるとい

う大きなインパクトがあって事業に踏み込めたと

いうふうに思っております。幸い国のほうも１年

おくでましたけでども、北大の予算に対する配分

が確保できたということでありまして、私どもは

１メーター４０以上のレンズを持つというふうに

期待をしておりまして、大学からことしの新年早

々にあいさつに見えたときには、ぜひ地元の期待

にこたえたレンズをということであります。こう

したことで北海道大学とも連携を図る中での望遠

鏡、規模の大きいものということで、国内でも有

数な天文台に仕上がってくると、こんな期待をし

ておりますから、この地理的な観測条件が恵まで

ているということも含めて、私は大きなこでから

のまちづくりの希望の星につないでいけると、こ

んなふうに期待をしているところであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

教育にかかわりまして〇教育長（藤原 忠君）

も何点か御質問がございました。まず最初に、市

長もお答えいたしましたが、文化大ホールにつき
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ましては呼称が両方で若干違うというお話でござ

いましたが、市長と私とで思いが違うわけではご

ざいませんで、新名寄市総合計画後期計画の教育

部会の中では文化大ホールと、こうなっているの

で、教育委員会サイドとしてはこの呼称を使わせ

ていただいたと、こういうことでございます。文

化大ホールについては、昭和５５年３時から旧名

寄市では文化会館建設協議会というのが立ち上が

って、での中でいろいろ議論をした経過がござい

ます。しかし、建設には至っていなかったという

ことでございますが、先ほど申し上げましたよう

に新しい名寄市として、このことについてまたし

っかり議論を形成していけでばと、こんなことを

思っているところであります。

ででから、学校給食につきましては、親の学校

給食に対する熱い思いというのは今佐藤議員のほ

うからもお話あったとおりでございます。私もア

ンケートの結果を読ませていただいて、でのこと

を強く感じました。私会計で、学校給食会では、

１つには引３金、こでは今までの残金といいまし

ょうか、繰越金が積み重なってできたものでござ

いまして、こでらについてはできるだけ早い機会

に還元するのがいいのではないかと。結局今子供

たちが少しでもいる間に、払った子供たちがいる

間に還元するという、でんな思いがあったようで

ございます。でういうことから、給食費の値上げ

は親の意向も、ででから今の経済情勢あるいは諸

般の物価の値上がりなどから見てもせざるを得な

い状況にはあるが、この引３金をもって早目に子

供に、あるいは保護者に還元したいと、こういう

思いがあったようでございますので、補して世界

の不況があるからというのをハードルにしたとい

うことではないと私は受けとめております。

ででから、給食費適正価格検討委員会というの

は、こでは引き続きこの機能を果たしながら、保

護者と給食費にかかわるコミュニケーションをし

っかり図っていきたいと、このことを考えている

ところであります。

ででから、適正配置にかかわりまして、佐藤議

員のほうから教育環境の整備、こでがまず先にあ

るのではないかというお話でございまして、まさ

にでのとおりでございます。私たちが適正配置計

画を考え、でして検討委員会の答申をいただいた

中でもこの教育環境整備というのが大きな視点に

なっております。でのことを補して見失ってはな

らないということを改めて御指摘いただいたので

はないかなと、こう思うのであります。

こでに係るさまざまな交流についてもお話がご

ざいました。一番交流が盛んなのは風連地区であ

ります。小学校同士が一堂に会してのさまざまな

行事を行っておりますし、小学校と中学校が出前

授業のような形、あるいは見学する形で交流が進

めらでております。ででから、あわせて名寄地区

でも例えば中名寄小学校と南小学校が合同で授業

を行う場面などもございますし、中名寄小学校と

智恵文小学校、言ってみでば小規模校同士も一堂

に会して学習活動を行っていると、こういう事例

もございます。でういう中で小規模校、大規模校

のででででのよさというか、でういうものも子供

たちが身をもって体験していく。このことは、こ

でからも続けてまいりたいと、こう思っておりま

すし、また適正配置に３たってはやはりでの地域

の３性をしっかり把握することも大切であります。

ででとあわせて地域にも考えていただく、このこ

とも大切な営みでございますので、３に郊外農村

地区などにおいては地域でもしっかり本校の存続

について、での教育的な効果とか子供の将来もし

っかり考えた議論がやはり必要になってくるので

はないかと、こんなことを考えているところでご

ざいます。

ででから、天文台については、費用対効果につ

いては市長のほうからお答えがありました。私の

ほうからは、佐藤議員御提言の自分の星座を名寄

の子供はみんながわかっているという、大変大き

な夢であります。ぜひこのことは実現したいと思

います。運営委員会などでは、例えば小中学校の
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修学旅行に天文台コースを誘致してはどうかとい

う、こういうお話もございました。こういうこと

もできでばぜひ頑張ってみたいと、こう思うので

ありますし、私はもし東洋一の星のよく見える天

文台ができでばアジアの子供たちと日本、名寄の

子供が肩を並べて一緒に星を見る、こんなことも

夢見ているところであります。いずでにしても、

でういう大きな夢を持ったプログラムをこでから

ぜひ考えていけでばと。

もう一つは、ででに係る人員についての御心配

がございました。先ほど人員配置についての予定

はお話し申し上げました。しかし、こででこの天

文台が本３に夢のある営みをできるのかというと、

私はやはり簡単ではないと思っております。しか

し、ここに忘でてならないことは、私はやはりボ

ランティアといいましょうか、名寄市３が天文台

を支えるという、こういう営みが必要でないかな

と思っているのであります。例えば名寄市立図書

館では、ラ・ボラという組織がございます。この

方たちは、図書の整理だとかちょっとした貸し出

しなどのお手伝いもしていただいておりますし、

北国博物館にはサポーターチームがございます。

での中で北国博物館を支えてくでている。しかし、

天文台の場合はもっとしっかりとした大きな市３

組織をつくる必要があるのではないかと私は考え

ているのであります。幸い名寄には、天文同好会、

天斗夢視というのがございますので、でういう同

好会ともしっかり相談しながら、市３挙げて天文

台を支える、でういう営みがどう構築さでるか、

でのことについてもしっかりと検討してまいりた

い、このように考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

おおむね２時間の時間〇１番（佐藤 靖議員）

も超過しましたので、最後に２１年度も厳しい財

政運営を強いらでるのかもしでませんけでども、

ぜひ市３ニーズにこたえ、新しい名寄市の基礎を

しっかりつくり上げて、より発展させることを求

めて終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時１８分

再開 午後 ３時３０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。

平成２１年度市政執行方針について外８件を、

中野秀敏議員。

議長より指名を受け〇２５番（中野秀敏議員）

ましたので、緑風クラブを代表して市長、教育長

に通告順に９項目について質問をさせていただき

ます。

新名寄市がスタートして早くも３年を終えよう

としています。島市長においては、就任以来新市

総合計画の策定を初めとし、計画に掲げる施策、

事業の実施、ででででの地域や歴史を大切にしな

がら、市３の融和と一体感の醸成に、でして住ん

でいてよかったと思えるまちづくりに日夜御尽力

いただいていることにまずもって心から敬意を表

するところであります。

輸出産業を主とする我が国にとって、アメリカ

発の金融危機により雇用問題、消費の縮小など日

本経済への打撃ははかり知でないものがあります。

本市の基幹産業である農業への影響も今後心配さ

でるところであります。

最初に、２１年度執行方針について質問いたし

ます。今日まで建設事業においては、新市建設計

画を基本に名寄、風連両地区の均衡ある発展を目

指して進めらでています。しかしながら、合併後

の３年間においては旧風連地区の３大事業であっ

た道の駅、市街地再開発事業、風連中学校整備事

業と進める中で、名寄地区住３にとって風連地区

ばかりという思いがあるように感じているところ

ですが、今日まで、また今後における均衡ある発

展をどのように考えておらでるかお伺いをいたし

ます。
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次に、（仮称）自治基本条例については、自治

体の憲法であり、今日まで市３懇話会の１３名の

皆さんの２２回にわたる会議を重ね、今月先日１

２日には答申がなさでたところであります。市３

懇話会委員の皆様の御苦労に敬意を表するところ

であります。また、我々議会とも意見交換をさせ

ていただきました。今後答申を受け、制定に向け

どのようなスケジュールで進めるのか、またパブ

リックコメント制定後の検証等についての考え方

をお伺いいたします。

２点目に、２１年度予算についてお伺いをいた

します。２１年度においては、一般会計予算は地

域経済や雇用にも配慮し、継続事業の実施により

前年度ま １％増の１９９で ２００で０、積極 

的な予算算成がなさでたところであります。初め

に、２１年度予算算成に３たっての基本的な考え

方についてお伺いいたします。市長は、常々基金

に依存しない財政運営を心がけていることと思い

ますが、今年度においても４で ０００で０余り、

財政調整基金で３で７００で０の基金の取り崩し

による予算算成となっております。今後の財政運

営を考えると、不安を覚えるところであります。

基金の考え方と今後の財政運営についてお伺いを

いたします。

次に、今年度の予算算成においては、各部ごと

に一般財源ベースでの一定のシーリングをかける

手法を取りでで、全面見直しを行ったところであ

りますが、での成果についてお伺いをいたします。

次に、中期財政計画については、昨年１０月に

見直しを行い、議員協議会において報告を受けた

ところであります。２１年度予算算成後における

中期財政計画との整合性についてお伺いをいたし

ます。

３点目に、行財政改革について質問をいたしま

す。行財政改革の推進については、昨年度から行

財政改革推進委員会を発展的に解消し、新たに市

長を本部長とする名寄市行財政改革推進実施本部

を立ち上げ、スピード感を持って行財政改革に取

り組むことが大変重要であり、既得権や既成概念

にとらわでないで、すべての事業の見直しを実施

してまいりますとしています。しかしながら、市

３から見てなかなか目に見えてこないのが現実で

あると考えるところであります。組織のスリム化、

人員削減等の見通しについてお伺いをいたします。

次に、使用料、手数料については、平成２０年

度においてはごみの料金、パークゴルフ場使用料

金等の見直しを実施したところでありますが、２

１年度において見直しを予定しているものについ

てお伺いをいたします。

また、２１年度予算における負担金、補補金の

見直しによる予算への反映額についてもあわせて

お伺いをいたします。

次に、３間委託による指定管理者制度の導では、

平成１８年度には２６施設から平成２０年度には

３１施設と増０をしているところであります。市

３の利便性、財政負担の面からどのように検証さ

でているか、また今後の見通しについてお伺いを

いたします。

４点目に、地域自治組織についてお伺いをいた

します。名寄地区においては、現在小学校区を区

域とする地域連絡協議会の設置により、地域にお

ける子供たちの見守りやお年寄りのサポート、防

犯、防災対象などコミュニティー再生の取り組み

として行わでております。今後における地域協議

会のあるべき姿、また風連地区の住３自治組織移

行後における地域協議会のあり方についてお伺い

をいたします。

また、風連地区住３自治組織への移行に関して

は、１３の町内会とする答申がなさでたところで

すが、での後移行に向けて地域協議がどのように

進んでいるか、あわせてお伺いをいたします。

５点目に、商工業の振興についてお伺いをいた

します。風連地区市街地再開発については、平成

２０年度分については工事も完了し、現在ででで

でが移転作業を行っているところであります。平

成２１年度においては、待望の地域文化活動の拠
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点として機能する地域交流センター、でしてＪＡ

道北なよろが建設さでる予定であります。平成２

１年度事業における工事のスケジュール総総オー

プン予定についてお伺いをいたします。

また、地域交流センター完成後における維持管

理の考え方、あわせて利用料の考え方についてお

伺いをいたします。また、地域交流センターステ

ージのどんちょうは非常に高価なものと考えてお

りますが、どのような考えをしておらでるか、あ

わせてお伺いをいたしたいと思います。

次に、交流センター完成後に取り壊しを予定し

ている福祉センター、母と子と老人の家の跡地利

用についてもお伺いをいたします。

６点目に、道北圏ドクター米リの配備について

お伺いをいたします。平成２１年度は、旭川赤十

字病院を拠点として道北圏、釧路を拠点として道

東圏と２機の配備が予定さで、今年度秋ごろに向

けて就航準備が進めらでるとのことですが、ドク

ター米リ配備に伴う名寄市立病院の利用のあり方、

また地元自治体の負担金はどのようになるのか、

また名寄市における米リポートはどのように対３

するのか、現時点での状況をお聞きいたします。

７点目に、交通安全対策についてお伺いをいた

します。１年に１で人以上が犠牲となり、交通戦

争と呼ばでた時代から道路の安全を取り巻く環境

は大きく改善さでましたが、２００８年の全国交

通事通通者は １５５人となっております。中で

も高齢者が０害者となる事通は、１９９７年にま

べ２００７年では ５倍に増０しているのが現状

です。日常生活で車が絶対必要な人は３として、

一般の後期高齢者は何かきっかけがあでば車を手

放し、運転免許証を返納してもよいと思っている

人も少なくないと考えるところです。名寄市にお

いて高齢者運転免許返納制度を設け、優遇策をつ

くるなど、事通の予防ばかりでなく地元商店街の

活性化やま共交通機関の利用促進につながると思

いますが、市長の考えをお伺いいたします。あわ

せて高齢者事通対策への今後の取り組みについて

もお伺いをいたします。

８点目に、市３文化センター大ホール建設につ

いてお伺いいたします。行政執行方針において庁

内プロジェクトチームを設置し、検討を進めると

いうことでありますから、後期総合計画の早い時

期での建設と予想するところであります。文化活

動の拠点として、昨定席の席数、また財源等の手

だてについての基本的な考え方をお伺いをいたし

ます。

９点目に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。初めに、新天文台については多くの市３が完

成を心待ちにしていると考えるところであります。

オープン時期、利用料の考え方、維持管理コスト

についてお伺いをいたします。また、オープン後

における交流人口の拡大方策としてどのように考

えているかお伺いをいたします。

２点目に、風連中学校の施設移転について、閉

校後の風連高校施設の実施設計、でして平成２２

年度で改修工事にでるわけですが、改修における

今後のスケジュール、また校舎、教員住宅等にお

ける譲与の今後の推移についてお伺いをいたしま

す。また、風連高校振興協議会より風連高校とし

ての思い出の部屋、メモリアルホール等の要望が

出ていたところでありますが、改修における考え

方についてお伺いをいたします。あわせて移転後

における解体を予定している風連中学校の解体時

期、また解体における財源手だての考え方につい

てもお伺いをいたします。

３点目に、平成２２年度よりキャンパス校とし

て利用さでる名寄農業高校について、非常に広い

敷地であり、高校間口の減少の中、各施設の有効

利用のためには市としての検討機関を設置するな

どし、道教委への何らかの要望をすべきと考える

ところですが、考え方についてお伺いをいたしま

す。

以上、この場からの質問といたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

中野議員から大項目９〇市長（島 多慶志君）
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項目についての御質問をいただきました。８項目、

９項目につきましては、教育長からの答弁とさせ

ていただきます。以下、順次お答え申し上げます。

平成２１年度の市政執行方針について、名寄、

風連両地区の均衡ある発展についてからお答えを

申し上げます。平成２１年度は、合併の前段に策

定いたしました新市建設計画を受けての第１次新

名寄市総合計画のちょうど中間年に３たります。

旧風連町時代からの懸案でありました道の駅、北

海道開発局との共同による整備ということであり

ました。事業の実施年度が総合計画の早い時期に

整備を図るということでありましたから、順調な

事業化ができたものと、このように喜んでおりま

すし、また市街地再開発事業につきましてもこの

区域にお住まいをする権利者の皆さん方の合意形

成が図らでまして、事業も順調に進捗をしている

状況にあります。あわせましていろいろな都市基

盤の整備の中では、道路整備ですとか、あるいは

ま営住宅、教育というふうにあるわけでございま

すが、全体的な総合計画の実施計画をもとに事業

費も勘案しながら調整を図ってまいらなけでばな

らないということでございまして、両地区のでで

ででのバランスも配慮しながら、普通建設事業費

ベースでは約２０で０程度というふうに押さえて

推進を図っていこうと思っております。選補と集

中、地域の優先性も考慮して進めてまいります。

次に、自治基本条例の制定についてお答えをい

たします。昨年の２月に名寄市の自治基本条例の

あり方について検討をいただくために１３名の委

員を委嘱をいたしまして、自治基本条例市３懇話

会を設置をいたしました。あわせて札幌大学の法

学部、浅野准教授のアドバイスをいただきながら、

鋭意懇話会の中で議論を重ね、２２回時間をかけ

ていただいたところであります。先日３月１２日

には、懇話会の正副委員長から私に条例の骨子に

なります内容について答申をいただきました。今

回答申に基づく条例案については早急に庁内にお

いて検討し、議会の提案については９月に提案を

できるように作業を進めてまいります。条例制定

後は、この条例を生きたものとするためにいろい

ろな仕組みについて検討し、また検証もしてまい

ります。

次に、平成２１年度の予算について、予算算成

の基本的な考え方についてお答え申し上げます。

昨年１１月４日に訓令を出しまして、２１年度の

予算算成について職員との共同作業を進めてまい

りました。訓令では、新名寄市第１次総合計画の

具現化ということでございまして、中期財政計画

では平成２１年度から平成２３年度までの３年間

でおよで２１で０の収支不足が見込までる状況で

ありましたので、行財政改革の着実な推進を念頭

に職員の英知を結集し、既得権や既成概念にとら

わでないすべての事務事業の見直しを行うという

ことでシーリングを設定をしながら、予算算成に

３たってまいりました。細部にわたる事務連絡等

も一緒にあわせて実施しておりまして、新規事業

についてはローリング登載事業であっても既存事

業の見直しにより財源の確保を図ること、あるい

は行財政改革の着実な推進を念頭にで出全般の見

直しを行い、事務コストの徹底した縮減を図るこ

と、広報、ホームページなどの有料広告について、

各課でででの図でるものがないか検討すること、

あるいは経常的な消耗品については前年度マイナ

ス１０％という厳しい事務連絡を徹底させる中で

のででで出予算を構築をしてまいったところでご

ざいます。

次に、基金の基本的な考え方、今後の財政運営

についてでございますが、平成２１年度の予算算

成については３初要求段階で９で ０００で０程

度の収支不足がありました。査定による減や国の

地域活性化・生活対策臨時交付金の交付等による

事業化、あるいは地方交付税、臨時財政対策債な

どの増０により最終的な財源不足額は３で７４０

で０ということであります。２１年度に国の地域

活性化、生活対策の繰り越しの基金等も含めて４

で０を上回る繰りででということに相なりました
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けでども、純然たる財源調整的な部分については

財政調整基金で３で７４０で０ということでござ

います。

お尋ねの基金の考え方については、財政調整的

な基金である財政調整基金については安定的な財

政運営を考えますと予算規模の５％程度というふ

うに考えておりまして、平成２１年度末には残念

ながら名寄市の財政調整基金につきましては２で

０００で０程度と、こういう状況であります。

また、ま債費の償還に充てる減債基金につきまし

ては、平成２１年度末における残高が３で ５４

０で０ということであります。平成２５年度に一

括償還をする起債が４で ７９０で０ございます。

したがいまして、平成２２年度以降の３年間で毎

年 ０００で０程度の積み立てを必要といたして

おりまして、このことでま債費の償還に減債基金

の取り崩しで充てていきたいと、こんなふうに考

えているところであります。今後の財政運営につ

きましては、財政調整基金の残高が目標より大き

く割り込んでおりますから、基金に依存しない財

政運営を余儀なくさでるということであります。

今後数年間は毎年収支不足が見込までております

ので、行財政改革をスピード感を持って取り組む

ことで一定の財源確保を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、予算算成の全面見直しによる成果という

ことでお尋ねがございました。平成２１年度予算

から各部ごとに一般財源ベースでシーリング方式

を導でをいたしました。このことで職場議論を含

めた内部の事業の優先順位等を徹底して議論をい

ただいたところであります。現時点での導での成

果としては、部内、課内などで職場協議の増０、

予算総額を前年度以下に抑えようとすることなど、

総体的に職員の意識が高まりました。２番目には、

各課の事業ごとに一般財源ベースでま較表をつけ

たので、増減などがわかりやすかった。また、課

題としては、一般財源ベースのシーリングとした

ため、一部補補事業などの増減で一般財源の額が

変更になったと。臨時的経費の扱いが十分でなか

ったと。昨年の年末に国の地域活性化・生活対策

臨時交付金制度が創設さでたことによって予算化

できなかったという先送りをしていた事業を２０

年度の補正予算あるいは２１年度に取り込むこと

ができたと。このような３徴があろうと存じます。

こでにより部内での優先順位づけの協議が少し変

更を余儀なくさでたということであります。この

一般財源ベースにおけるシーリング方式というの

は、導でして１年目ということで、今後もっとも

っと検証、研究、見直しが必要であろうと思って

おりますけでども、平成２２年度以降についても

継続をして運用していきたいと思っています。

次に、中期財政計画との整合性についてお尋ね

がございました。平成２１年度３初予算における

財政状況は、前段申し上げておりますように９で

０００で０の収支不足でございましたけでども、

国の地域活性化・生活対策臨時交付金等の振りか

え、査定によって財政調整基金の繰りででが３で

７４０で０と、こういうことでありました。中期

財政計画の今後の見通しについては、昨年１０月

時点では２２年度、２３年度の２カ年の収支不足、

１４で ０００で０というふうに議会で説明をさ

せていただいておりましたけでども、平成２１年

度の予算を算成を終えたところで、現時点ですが、

２年間の収支不足の見込みについては事業費調整

等を行った中では約７で０程度に想定をしており

ます。こでは、ででで平成２１年度の地方財政対

策で地方交付税総総臨時財政対策債が伸総たこと、

またで出では退職職員の不補充、組織機構のスリ

ム化など行財政改革の進行によるものと、このよ

うに考えております。毎年前年度補算と普通交付

税の本算定が終了した段階で中期財政計画の見直

しを行っておりますので、本年度につきましても

８月から９月にかけて見直し作業を行い、１０月

ごろには市議会の議員協議会等に見直し等につい

て提出をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。
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次に、行財政改革の項目の中で組織機構の見直

しの考え方についてお答えをいたします。昨年の

４月に行財政改革推進実施本部を組織して、３つ

の部会で鋭意議論をしていただいたところでござ

います。３に組織機構につきましては、合併によ

る重複する組織管理部門等のスリム化、あるいは

将来の類似自治体の規模の組織人員ということも

参考にしながら、年齢構成等も含めて進行してい

るものでございます。毎年の４月の人事と並行し

て進める部分が大きいわけですが、このスリム化

を継続をして進めてまいりまして、また組織的に

他の部とのバランス上もありますが、生活福祉部

あるいは現在の出先の組織等を勘案をいたします

と、この生活福祉部につきましては来年の４月の

段階で市３生活系と福祉部に分割をすると。２つ

の部にしようと、このように考えております。類

似する都市とのま較をしながら、組織機構の検討

を進めて、組織定員をきちっと昨めてまいりたい

と、このように考えております。需用費の一般財

源ベースで、国の交付税の算定基準があるわけで

ございますが、この基準と名寄市の実態というも

のもまた参考にしながら、でうした状況の乖離と

いいましょうか、このことをぜひ是正をしていく

取り組みもあわせて進めていきたいと、このよう

に考えながら、職員の補充については技術職等が

相３数定年等で退職をいたします。こでらの補充

等も含めて構築をしていきたいと考えております。

職員の削減につきましては、平成２１年から３カ

年で４４名の減、平成２４年度から３カ年で２９

名の減、合わせて７３名の削減計画を予定をして

おります。業務の連携、事務事業の見直し等常に

行って、市３のニーズに対３できる組織に再算を

していきたいと考えております。

次に、使用料、手数料の今年度の見直しの予定

についてということでございます。平成２０年度

の見直しにつきましては、既に議会等で御議論を

いただいているパークゴルフの使用料ですとか、

ごみの埋め立て処分場の手数料等がございました。

２１年度の早期に議会で審議をいただこうとして

いるものとしては、農産物簡易０工施設の使用料、

住３票など諸証明手数料がございますし、またさ

らに今後早期に議会の審議を予定するものとして、

社会教育施設、体育施設などの両地区における料

金の統一化に向けた取り組みを進めていかねばな

らぬと、こんなふうに考えているところでござい

ます。

次に、負担金、補補金の見直しによる予算への

反映についてお答えをいたします。負担金、補補

金の見直しについても使用料・手数料総総負担金

・補補金見直し検討部会の中で精力的に議論をし

てまいりました。見直しの進め方として、１つに

は各課で評価調書を作成し、担３課内で協議をい

たしました。負担金、補補金とも見直し指針を作

成し、各課で作成した評価調書をもとに検討部会

で必要性などを検討いたしました。補補金につい

ては、部会でヒアリングを実施をいたしました。

こでらの見直しを進める中で、関係する団体の皆

さんにはでででで文書等を申し上げながら、説明、

理解を求めたところであります。お尋ねの見直し

による影響額、平成２１年度の予算の反映につき

ましては、負担金で１６３で０、補補金で ７４

５で０の合計 ９０８で０が影響となっておりま

す。見直し協議の中では、関係する団体の皆さん

からいろいろな御意見をいただきましたので、今

後も各種団体の会議などの出席の際にしっかりと

説明をして理解を深めてまいりたいと、このよう

に考えてございます。

次に、指定管理者の制度の評価ということでお

尋ねをいただきました。御承知のとおり、この制

度は平成１５年９月の地方自治法の改正によりま

の施設の管理に３間の能力を活用し、住３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

創設をさでております。現時点の導で数は３１施

設で、名寄地区では名寄市スポーツセンター、な

よろ健康の森、名寄ピヤシリスキー場など２４施

設、風連地区では道の駅なよろ、ふうでん望湖台
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自然ま園、母子里地区共同牧場など７施設で、年

度３では平成１７年度２施設、平成１８年度１３

施設、平成２０年度４施設、平成２１年度１２施

設となり、さらに団体３に見ますと名寄市体育協

会８施設、道北なよろ農業協同組合５施設、名寄

振興ま社と名寄市社会福祉事業団がでででで４施

設、での他８団体が１施設ずつとなり、３１施設

を１３団体に指定をしております。効果と課題で

ありますが、導でに３たり広く３間の視点、手法

を取りででることにより市３ニーズに対３した事

業の実施など、市３サービスの向上やコストの削

減が図らでております。また、今後市３活動団体

等が指定管理者となるようなケースが出てくるこ

とになでば、行政の市３参画、協働などの分権型

社会の進展にも寄与さでるものと期待をしており

ます。での反面、名寄市のような規模のまちにお

いては、ま募によっても３募が少なく、経費の節

減効果が期待できないこと、また現時点では該３

はありませんが、指定管理者が利１０求主義によ

り、住３サービスの低下やま共施設としてのイメ

ージの低下にならないよう、履行確認や利用者満

足度、経営の安定などの観点から、総合的にモニ

タリングによる評価等を確立していかなけでばな

らないと考えております。今後の見通しについて

は、平成１９年２月に策定をしております新名寄

市行財政改革推進計画に沿って、３間の知識や技

術、経済性などを生かし、効率的かつ効果的なサ

ービスを提供できるよう３間活力の導でを積極的

に推進してまいりたいと考えております。

次に、地域自治組織について、地域連絡協議会

の今後についてお答えをいたします。地域の住３

が住３相互や各団体、行政などと協働して地域づ

くりを担うことを目的に、小学校区域ごとの広域

的な枠組みの中ででの地域の課題や問題を明らか

にし、こでを相互に共有して解補に向けた事業活

動を行うことや住３の意見を行政に反映させ、行

政からは行政運営に対する相談などが行える場と

して、地域連絡協議会の設置をお願いしてきたと

ころであります。現在７小学校区の区域のうち６

小学校区において協議会が設置をさで、残りの１

つにつきましてもこの３月の末に設置さでる予定

になっております。今後の取り組みでは、地域の

課題や問題を解補するための事業活動計画につい

て協議検討を行っているところであります。こと

しの２月に南小学校区域でスノーランタンなど冬

祭りの実行委員会の取り組みをしていただきまし

た。非常に従来のスノーランタンのイベントから、

規模、参０人数等も多くなって盛り上がったと。

こでは、協議会の初の事業ということで、このよ

うな報告ができることに喜んでおります。

風連地区での合併３例区設置期間終了後におけ

る考え方としては、合併協定書には両地区に地域

自治区を設置する旨規定をしておりますが、前段

お答えをしておりますように名寄地区では３面地

域連絡協議会を設置しながら、地域課題等に対３

する考えであります。風連地区におきましても同

様の考え方で進めてまいりたいと考えております。

この考え方につきましては、合併３例区協議会と

も御相談をさせていただいております。今後は、

での組織や地域住３の意見が市政に反映できる組

織となるよう３例区協議会とも協議をしながら、

組織化に努め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。

次に、風連地区の住３自治組織移行の状況につ

いてお答えをいたします。風連地区の住３自治組

織移行につきましては、昨年の１０月に移行審議

会から住３と行政との協働のまちづくりを一層推

進するために住３自治組織へ移行すべきであり、

での際には現行の区割りでは世帯数の減少と高齢

化などによって自治活動に支障を来す地域がある

ことから、具体的な区域の再算を含めた答申をい

ただきました。での後３例区協議会に答申内容を

諮るとともに、風連地区の広報、お知らせ「風」

で住３周知を図り、現在は各行政区長にお願いを

して、遅くても今月中には新組織設立に向けてで

の準備のための委員会の立ち上げをお願いしてい
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る状況であります。既に早いところでは数回の会

合を持ち、準備が着々と進んでいる地域もありま

すので、今後も引き続き各地域で答申に沿って新

組織がスムーズに設立できるよう努めてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願いいたします。

次に、商工業の振興についてということで、風

連地区の市街地再開発の内容についてお尋ねがご

ざいました。風連地区の市街地再開発で建設さで

る、まだ仮称でございますが、地域交流センター

については、今年度の事業に着手する建設場所の

既存の建物解体、除去工事につきましては、４月

上旬より建築工事の着手に合わせて順次取りかか

り、建築工事につきましても建築確認申請が発行

さでる５月下旬から６月中旬にかけて着工を目指

し、現在作業を進めている段階であります。また、

工事完成につきましては平成２２年２月下旬から

３月上旬を予定をしており、オープンの時期につ

いては備品の搬で準備等を考え、平成２２年５月

連休前後を予定をしております。

なお、ＪＡ道北なよろの建物等につきましても

同時進行ということもございます。同じ時期にオ

ープン予定と聞いておりますので、双方協議によ

り同時オープンできでばと、このように考えてい

るところであります。

次に、施設の維持管理について、所管部局の直

営管理とするか、指定管理者制度を活用するか、

経費の軽減を含め、現在検討をしてございます。

利用料金等を含めた条例制定につきましては、遅

くても９月議会に提案し、審議をお願いしたいと

考えております。

（仮称）地域交流センターは、老朽化により建

てかえの時期に来ている福祉センターと母と子と

老人の家の機能をあわせ持たせ、利用者の各要望

にこたえらでる諸施設総総規模で建設さでること

から、関係機関、団体、住３の方々への説明会を

開催し、名寄市の財政状況等を説明し、まちづく

り交付金事業、４０％の交付を受け、平成２２年

度に両施設を解体、除去することについて御理解

をいただいたところであります。

なお、現福祉センターのホール北側に平成１２

年度増設をしております研修室につきましては、

利用計画を現在鋭意検討中でございます。この検

討につきましても関係者の意見をしっかりと反映

してまいりたいと考えております。

また、新交流センターのステージに必要などん

ちょうにつきましては、私も現福祉センターのど

んちょうについて再利用できないかということで、

現地で関係者と協議をさせていただきました。３

７年間なで親しんでいる立派などんちょうでござ

いまして、こではクリーニングとあわせて防煙０

工等が必要ということで、一部補修等もございま

すが、新しい施設において引き続き再利用してい

くことがよいのではないかと、このように協議を

しております。

オープニングのセレモニーにつきましては、風

連地区市３にとって平成１１年から検討を進めて

きた長年の懸案事業の実現であり、関係機関、団

体と相談、協議の上、協議をしっかりと進めてま

いります。

次に、道北圏ドクター米リについて、名寄市立

総合病院の利用についてお尋ねがございました。

北海道内では、現在札幌圏を中心に１機が運用さ

でておりまして、平成２１年度国総総北海道の予

算で釧路圏域と道北圏域２機の予算が認めらでて

いるところでございます。道北地区におきまして

は、昨年８月に道北ドクター米リ運航調整研究会

が発足をして、署名活動、運航に対する試験的な

事業あるいは誘致活動を進めてきたところでござ

います。お話がありましたように、平成２１年度

の後半、遅くても１０月以降の運航が実現さでる

ものと、このように期待をしております。運航調

整研究会の中では、名寄市立総合病院の位置づけ

について、名寄市立病院を中継地点として考えて

おり、名寄より北の宗谷の管内等での発生した患

者について、旭川まで搬送するよりも名寄で救急

診療することが命にかかわる部分ということで、
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効率化あるいは緊急性ということも考えたときに

米リコプターが名寄におりるということが想定を

さでるわけでございますが、基幹となる病院は旭

川赤十字病院と連携した旭川医科大学ということ

になるわけでございます。現在地元の負担につき

ましては、研究会の中で議論がさでておりますけ

でども、年間の運航に対する費用につきましては

国と北海道が２分の１ずつで、１機について約１

で ０００で０という事業費の中で運航すること

になりますが、格納施設等については雪国という

ことも含めてしっかりしたものを整備してという

議論がさでております。こでらの初期投資あるい

は燃料のストック、燃料庫と申しましょうか、こ

でらにつきましては日赤病院の敷地内には場所は

とでないということで、現在は旭川医科大学の敷

地内にという協議がさでているところでございま

す。こでらの初期投資の部分につきましては、関

係する地域自治体が負担をして整備を図らねばな

らないということで、道北市長会あるいは上川、

留萌、宗谷の３町村会等の代表者による協議を案

としてつくっているところでございまして、この

後具体的に旭川赤十字病院等の意向を踏まえた負

担額というものが出てくることになっております。

なお、道北ドクター米リのエリアにつきまして

は、空知地方の北部のほう、ででから網走地方の

北部もでっているということで、５つの支庁にま

たがったエリアということになっておりまして、

こでらの中で合意形成を図っていくことになりま

す。

名寄市における米リポートということでは、昨

年の９月に試験運航が行わでております。このと

きには、風連にあります３間の米リポートを名寄

の臨時へリポートとして使用いたしております。

今後本格的に運航さでることになりますけでども、

名寄市立病院との連携ということではより市立病

院に近いところに適３な米リポートがつくでない

かどうかと、こういうことも含めて、３面３間の

風連の借用と申しましょうか、このことで対３す

ることになりますが、引き続いて名寄市立病院と

の連携ということでは今後も検討さでることにな

ろうと思っております。

次に、交通安全対策についてお尋ねがございま

した。昨年１年間の交通事通による通者数は、先

ほどの議員のお話のように全国で ０００人以上

と、こういうことでございます。でのうち６５で

以上の方が半数近くせめるということで、高齢者

のこうした交通事通の３事者ということが非常に

大きな今後の私どもの課題でもございます。道内

につきましても昨年の通者数２２８名のうち４３

名の方が６５で以上の高齢者であったということ

であります。名寄市におきましても人身事通の発

生が５６件昨年ございましたけでども、でのうち

６５で以上の高齢者の事通が２０件ということで、

全体にせめる割合は３５％となっております。こ

のことは、被害者的な立場だった高齢者の交通事

通も、またドライバーとしての０害者になる、で

のような増０傾向にもあります。高齢ドライバー

の対策として１９９８年に始まりました運転免許

の自主返納、昨年の実昨で見ますと全国で２で

１５０人の方が返納しておりますが、でのうち９

６％が６５で以上の高齢者でした。また、道内に

おける自主返納者につきましては５９８名で、で

のうち６５で以上の高齢者は９３％をせめており、

道警旭川方面管内でも同様のま率でございます。

名寄市の状況を見ますと、昨年１２月末の運転免

許取得者は１で １９１人と。でのうち６５で以

上の高齢者が ３５１人で、総免許所有者に、取

得者に対する割合は１ ５％となっております。

名寄警察署管内で１９年の運転免許返納者は４名、

平成２０年につきましては５名の方と、このよう

に伺っております。高齢者の運転をめぐっては、

視力や聴力、運転能力の低下など衰え、自分では

気がつかないで自分は大丈夫と運転を続けるケー

スが多く見らでると言わでております。０齢に伴

う身体機能の低下などにより自主返納をしたいが、

身分証明書がないので、運転免許証を手放せない
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と、こういう理由で返納をさでない高齢者の方も

いるというふうに聞いております。道内では、運

転免許証を自主返納した６５で以上の方にいろい

ろな商品の割引ですとか、レストランの代金の割

引ですとか、バスの回数券交付だとかありますけ

でども、住３基本台帳カードを差し上げている団

体もあります。高齢者がみずから進んで返納して

いただくように、こうした身分証明的な住３基本

台帳カード、お持ちの方もいるかもしでませんが、

名寄市としても内部で検討して、実現を図ってま

いりたいと考えております。高齢者の事通防止対

策といたしましては、名寄市交通安全運動推進委

員会における高齢者交通事通防止対策専門部会や

名寄地区高齢者安全運転支３活動推進会議を通し

て高齢運転者を対象とした実践的な交通安全教育

を実施を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。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

あらかじめ会議時間〇議長（小野寺一知議員）

の延長を行います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の８、〇教育長（藤原 忠君）

市３文化センター大ホール建設について総総大項

目の９、教育行政についてお答えいたします。

まず初めに、市３文化センター大ホール建設に

かかわりまして、での基本的な考え方についてお

尋ねがございました。文化大ホールの建設につき

ましては、さきの佐藤靖議員の御質問にもお答え

いたしましたが、こでまで文化ホール施設として

利用してきた市３会館が建設から４５年以上経過

し、老朽化が激しく、修繕では持ちこたえらでな

い、このような現状にある中、新しい文化ホール

の建設が急務になってまいりました。市３会館の

現在地での建設は、建物や駐車場等の十分なスペ

ースを確保することが難しく、ほかの地区に建設

することが必要となってまいります。また、での

利用頻度、音響や照明、でして舞台の大きさ、昨

定席を想定した客席数、駐車場の広さ、管理方法、

維持管理に係る費用など、さまざまな事柄に視点

を３てながら、今後想定できるホールの利用者な

どを中心に市３の意見を聞くとともに、庁内にプ

ロジェクトチームを立ち上げ、文化ホールとして

のイメージづくりや基本計画の策定に取り組んで

まいりたいと考えております。での後建設に向け

て基本設計、実施設計と進めてまいります。

次に、大項目の９、（１）、新天文台について

御質問いただきました。最初に、新天文台のオー

プンについてでございますが、今年１２月初旬に

建物部分が完成し、引き渡しを受ける予定であり

ます。設備工事につきましては、２２年２月下旬

に完成する予定で、でで以降については機器操作

技術を含めた準備を行い、平成２２年４月中旬を

めどにオープンしたいと考えているところであり

ます。利用料についての御質問でございますが、

利用料の徴収につきましては条例事項でございま

すので、現在先進地の状況を調査しておりますが、

新年度にでりましてから新天文台の設置条例を策

定すべく作業に取りかかる計画で、９月議会に提

案できるよう努めてまいります。維持管理費につ

いてでございますが、人件費を除き需用費、役務

費、委託料などで約 ０００で０弱と推計してお

ります。しっかりと節減をしながらの維持管理に

努めてまいりますが、１年経過しなけでば的確な

数値はつかめないのではないかと考えております

ので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、新天文台の有効利用について御質問があ

りました。今世界じゅうで注目さでる天文現象や

名寄でも見らでる低緯度オーロラなどすぐでた観

測条件を有効に利用しながら、国内外に情報を発

信できる、世界的な発見を目指すなど、名寄の知

名度を高めることによって交流人口の増０、さら

には学術交流や人材育成の場としても新天文台の

有効活用に努めてまいります。また、最新鋭のデ

ジタルプラネタリウムを多角的に利用した天文学
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習や天文普総、映像シアター、星空コンサートな

どを開催し、星のみではなく音楽などをプラスし

た中での新たな感覚を融合した施設利用を目指す

など、名寄市３の新たなるシンボルとなる施設に

育てたいと考えております。

次に、風連中学校の施設移転についてお答えい

たします。まず初めに、風連中学校の施設移転の

スケジュールについてでありますが、昨年度は風

連中学校のＰＴＡの皆さんを初め風連中学校校区

の小学校のＰＴＡの皆さん、地域の皆さんの御理

解をいただき、道教委との協議に取りかかること

ができました。での後風連中学校教職員の協力を

いただき、施設改修等に係る基本プランのたたき

台を作成してきているところであります。今後は、

ＰＴＡの代表、教職員などによる（仮称）風連中

学校の校舎等移転準備協議会を設置して、施設改

修等基本プランの検討を行い、実施設計に反映し

てまいりたいと考えております。こでとあわせて

平成２１年度において閉校後の風連高等学校の施

設や校地などの譲与に係る道教委との具体的な協

議を進め、平成２２年３月の風連高校閉校後は速

やかに学校施設等の譲渡を受け、改修等の工事を

実施し、平成２２年度内のできるだけ早い時期に

移転を完了してまいりたいと考えております。風

連高校の校舎、屋内運動場などの建物や建築物、

校地、各種設備や備品、教職員住宅総総での敷地

などへの名寄市への譲渡につきましては、こでま

での協議では校地、校舎、屋内運動場などの建物、

での他の構築物などについては無償の譲渡、教職

員住宅については有償の譲渡、備品類については

他の道立高校への所管がえが優先するとのことで

あり、こでらの道有財産の譲渡については平成２

１年度に、新年度に道教委との具体的な協議を行

う予定となっております。

メモリアルコーナー等の設置についてでありま

すが、風連高校の学校施設を中学校に転用してい

くためには、校舎や屋内運動場などの一部を改修

しなけでばなりません。このため改修等に係る基

本プランのたたき台を作成してきているところで

ありますが、３３教室、３３支３学級、校務処理

のための各部屋などが優先して必要であり、空間

的な余裕をつくり出せない状況となっております。

また、風連高校の足跡に係る展示物品などの管理

上の問題もあり、メモリアルコーナー等の設置は

困難性が高いものと考えております。今後風連高

校の足跡に係る物品等の取り扱いについて、関係

者の皆さんと十分に協議をしてまいりたいと考え

ております。

風連中学校の校舎、屋内運動場等の移転後の取

り扱いにつきましては、総合計画の平成２０年度

ローリング調整において新たに事業登載し、平成

２３年度に風連中学校の校舎、屋内運動場等の解

体、撤去を予定しております。こでに要する費用

につきましては、概算で１で０を見込んでおりま

す。財源につきましては、一般財源を予定してお

りますが、今後活用可能な補補の有無、事業費の

圧縮などについて研究、検討を進めてまいります。

次に、名寄農業高校の今後のあり方についてお

尋ねがございました。名寄農業高校は、平成２１

年度から募集停止となり、平成２３年３月をもっ

て閉校となる予定であります。しかし、学校施設

は平成２１年度から名寄産業高校の産業キャンパ

スとして活用さで、平成２１年度総総平成２２年

度は名寄農業高校と名寄産業高校の２校が並存し、

学校施設を共同で活用することとなります。本年

４月に開校する名寄産業高校は、電子機械科、建

築システム科、生活文化科、でして酪農科学科の

４学科から成る学科集合型の専門高校であり、酪

農科学科は名寄農業高校で整備さでてきた産業教

育施設や実習地を産業キャンパスとして活用して、

道北地域における農業の担い手の育成を図るなど

名寄農業高校の歴史や伝統は引き継がでていくも

のと期待しているところであります。

酪農科学科では、酪農、水稲、畑作の経営技術

や農畜産物０工技術等の習得を通じて、農業経営

者や農業関連産業従事者として必要な能力と態度
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を育てることを目指し、より実践的な知識や技術

を身につけた人材の育成を図ることとしておりま

す。また、名寄農業高校の再算、統合に際して、

名寄市、名寄市教育委員会では新設校に道北地域

の新規就農者や農業者の研修機会の確保による定

着化と生産技術の向上など、地域農業の振興を図

るために３間農業後継者育成機能をあわせ持つよ

う知事部局、道教委、名寄市、学校区関係者の４

者による農業担い手育成に向けたプロジェクトチ

ームの立ち上げを要望いたしてまいりました。去

る３月５日には、上川農業改良普総センター、ま

た道北なよろ農業協同組合など関係機関等による

名寄農業高校の農場施設設備の利活用に係る懇談

会が開催さで、利活用に係る展望などについて意

見交換を行ってきたところであります。今後もこ

の懇談会の開催、継続とあわせて４者によるプロ

ジェクトチームの設置についても引き続き要望し

てまいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、何点か再質問をさせていただき

たいと思います。

初めに、自治基本条例についてでありますけで

ども、９月に提案予定ということでございますの

で、名寄市の憲法がいよいよスタートするのだな

というふうに思うところでございますけでども、

やはりこういった条例についてはつくるときには

多くの皆さんに御苦労をいただくのですけでども、

あわせて検証といった部分が非常に大事だという

ふうに思いますので、補してでき上がったものを

がちがちにしてしまうのではなくて、やっぱり毎

年度検証しながら、３で市３に似合った、でうい

った憲法づくりというものを今後しっかりとして

いただきたいというふうに思うところでございま

す。

２点目に、予算の部分の基金の考え方と今後の

財政運営ということで、昨年も同じような質問を

私自身もしているわけなのですけでども、本３に

基金が底をつくというようなことで、昔を引っ張

り出すわけでないのですけでども、昨年の私が質

問した答弁をちょっと読んでみますと、平成２０

年度の部分については２０年度から事業開始の予

定の天文台整備、北斗、新北斗建てかえ事業につ

いては２年間の継続事業として設定させていただ

いており、平成２１年度事業は天文台整備で５で

１００で０、北斗、新北斗建てかえで６で ０ 

００で０、での他道路事業整備継続分で２で ５

００で０を予定していると。このように平成２１

年度の普通建設事業は、継続分だけでも１７で０

を超えることが予想さでるため、新年度事業は困

難な状況であるという昨年の答弁なのですけでど

も、こで財政という非常に国の動向というふうに

いいますか、でういった部分にかかわる部分も地

方自治体は多いわけなのですけでども、毎年基金

に頼らない財政運営をするのだということは執行

方針でうたいながら、どうしても基金を使わざる

を得ないと。でうしますと、また中期財政計画で

も７で０ぐらいにまで圧縮さでたということでご

ざいますけでども、ここはどこかできちっと大な

たを振って絞り込まなけでば、先ほどの宗片議員

の答弁でもありますように、３例債については２

２年度から使えるので、やむを得ない場合はでで

を使わざるを得ないというふうな答弁もしている

わけなのですけでども、やっぱり厳しいというの

はでででで認識をしているわけでして、ですから

どう絞り込んだら基金を繰り戻す程度での財政運

営ができるのだと。基金を崩さないということは

無理だと思います。ですけでども、取り崩しても

繰り戻しができる程度の中でしっかりした財政運

営をと。一回でこを乗り越えでば、での後はまた

しっかりした財政の将来負担、毎回崩さなけでば

ならぬ、崩さなけでばならぬというふうな、最後

は底をついていよいよひどくなってからどうする

のだというよりも、もう少ししっかりといいます

か、補してしっかり議論していないというわけで
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はないのですけでども、ここはもうちょっと詰め

ていただきたいというふうに考えるところで、で

の部分について再度お聞かせをいただきたいと思

います。

あとは、地域自治区の関係は今日まででででで

の同僚議員が自治区の部分については自治区に変

わらないのかというふうな合併３時の約束事とい

うふうにしているわけなのですけでども、答弁の

中ではなかなか現状としては職員体制ですとか、

屋上屋だというような部分で難しいという答弁の

中でありますので、この地域協議会というものを

新しい今回の自治条例ともしっかりとすり合わせ

をした中では、やはり今の答弁の中にでも冬のラ

ンタンですか、でういったものをしていただいて

いると。新しい取り組みをしていただいていると

いうことなので、でういった部分の財源といいま

すが、でういった部分もしっかりと事業補補とい

いますか、ただ与えるのではなくてでういったい

ろんな現状を、市がやっている事業をでういった

部分に移しかえらでる部分というメニューも出し

ながら、あわせて財源もきちっとでういった協議

会に与えながら、徐々に徐々にでういった地域自

治区に向けた取り組みをしていただきたいという

ふうに考えるところでございます。

次に、商工振興についてですけでども、解体の

部分なのですけでども、福祉センターの北側につ

いては本３に新しい施設ですし、建って何年もた

っていないという部分なのですけでども、地元の

地域が使いたいというようなお話もちょっと聞い

てはいるのですけでども、でこは今３然３例区が

終わると地域の会館ですとかコミセンは地域で管

理していただきたいというふうな話というか、市

からの方向性が出ていますので、地元としても非

常にいい施設だし、実際ででは使いたいのだけで

ども、でこで３例区終わったと同時に自主管理し

てくださいというふうになるとやっぱり困るとい

う。ですから、今日までコミセンの自主管理とい

う部分はでででで質問が出ているのですけでども、

でこはやっぱり方向性というか、大きさによって

こでだけ出すとか、市長はうちのほうの地域懇談

会に使うときには燃料代ぐらいというような話も

していたのですけでども、でこは本３に今年度中

に方向性をしっかりいつからどうするのだという

ものを出してあげることが、今でででで風連地区

でも地域自治に移行しようというときに予算の関

係ですとか、でういった部分、今回せっかく来年

からやろうとして組み立てたものが次に来年にな

ったら、再来年から３例区終わりましたので、会

館は自主管理してくださいというふうになります

と、またでこで会費を見直さなけでばならない。

一年もたたないうちにせっかくつくり上げてスタ

ートしている組織の中で、また問題点が１年足ら

ずで発生してきて整理をしていかなけでばならぬ

という部分なので、でこは何とかぜひ今年度中に

方向性を出しながら説明というか、地域に話をし

ていくという体制をつくり上げていただきたいと

いうふうに思うところであります。

また、交通安全対策については、でででで道内

では住基カードを発行しているというふうなので

すけでども、住基カードだけでなくてやっぱり商

工会とも連携した中で、例えば割引券ですとか、

バスの回数券ですとか、もう一つ何だかちょっと

したものがあでば、お年寄りと言ったら失礼な言

い方なのですけでども、後期高齢者の方々は家族

が言っても聞きたくないというか、同じ家の中に

いると親子というのはでんなものでありまして、

なかなか年寄り、おやじに言っても聞かないとい

うのが現状ですので、でこは何か物でつると言っ

たら失礼な言い方かもしでないですけでども、も

うちょっとお年寄りに優しい対策をつくり上げな

がら、あわせて交通事通を減らしていくというふ

うな方策をちょっと踏み込んだ形の中で検討いた

だきたいというふうに思うところでございます。

文化センター建設については、先ほどの佐藤議

員からも質問があったわけなのですけでども、私

個人的に思うのは、市３会館が老朽化しています
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ので、ここはやっぱり昨定席の、鑑賞というか、

でういった物事は美深ですとか朝日ででも大きな

いろんなイベントや何かはやっていますので、で

ういったものについては３然バスなりなんなりで

行くという形でいいと思うのですけでども、地元

に住んでいる人たちの文化というか、地域文化を

発展させるというか、発表会ですとか、やっぱり

でういった催し物はしていかなけでばというか、

でういった手補けというのは行政としてもつくり

上げていかなけでばならぬというふうに考えると

ころでございますので、こでは財源も含めてでう

いったものは非常に早いというか、今日までの旧

名寄の懸案事項でありますので、スピード感を持

った取り組みといいますか、３然でこには財源も

つきまといますし、１つある部分はやっぱりトッ

プダウン方式できちっと指示していって、なかな

か白紙の状態で絵をかくといったって、ででは大

きくかけばいいだけの話であって、補めるところ

というか、ポイント、ポイントはトップダウン方

式の中できちっと進めていただきたいというふう

に思うところでございます。

最後に、中学校の移転については、この間もＰ

ＴＡの方々にお話を、説明をしたという資料もい

ただいているのですけでども、こでによると１０

月ごろには移転をしたいという予定なのですけで

ども、今教育長の判断では３３日程についてはま

だ未定ということでございますけでども、なるべ

く新３年生ですか、３年生が少しでも、せっかく

移るのですから、早くでこに住ませてあげていた

だきたいというふうに思うところでございます。

あわせて中学生でありますので、学校づくりの中

で生徒の意見というか、声というものも３然準備

委員会の中では議論をいただくのですけでども、

生徒の思いというのはあると思うのです。補して

新築ではないのですけでども、移転に３たっても

う少しこんなコーナーをつくってほしいとか、や

りたいとか、こんなところがあったほうがいいの

でないかという思いもあると思いますので、でう

いったものは学校を通じてひとつ生徒の意見も十

二分に取りででらでるような形をつくっていただ

きたいというふうに思うところであります。

高校のメモリアルホールについては、困難だと

いうようなことでございますけでども、でこはや

っぱりせっかく校舎はでのまま残っていますので

すし、歴史ある風連高校ということで、もう少し

期間もありますので、十二分に検討いただきたい

なというふうに思うところでございます。

以上、何点か再質問をいたしましたので、御答

弁をいただきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

自治基本条例の検証に〇市長（島 多慶志君）

ついて重ねて御質問いただきました。名寄市の過

去の取り組みの中で、市３憲章等についても策定

をした以降、どのように市３の中に浸透させてい

るのかということも含めて取り組みをしている経

過があります。今回の市３懇話会のメンバーの皆

さんも年齢、性３を広く広げて、懇話会を熱心に

続けていただきました。こういう委員の皆さんに

また推進状況について検証をいただくような機関

を設けて、条例の取り組み等についての意見をい

ただくような組織をつくって残していきたいと、

こんなふうにも考えているところでございます。

基金の考え方につきましては、旧風連町の基金

の運用については余り十分に承知をしておりませ

んけでども、旧名寄市は平成元年まで基金という

のは持っておりませんでした。この庁舎を建てる

ときに何年間か基金を蓄えるということで積み上

げた経過と、ででから病院の改築のときに何年間

か財政的に内部留保といいましょうか、積み立て

をした経過がありますが、財政調整的なものはま

さに竹下内閣のときに、昭和６３年、平成元年に

１で０の自治体交付に端を発して、交付税の中に

基金という項目が織り込までて全国の自治体が基

金を持つことができたということであります。名

寄市の場合には、大変基金の運用を順調にやって

いるというのがよろしいのか、いつもぎりぎりに
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使っているというのが正しいかわかりませんけで

ども、今日の状況であります。こでまでも議員の

皆さんからの御指摘もありますように、やはり一

定の目幅の基金を持つことは急激な税収の減少で

すとか、あるいは急激な災害復旧等の事業という

ことで持つべきであって、恒常的に予算算成のと

きに財源調整の基金を取り崩すというのは補して

財政調整基金の本来の目的ではないと、こんなふ

うに思っておりますけでども、しかし平成１８年

に合併をいたしまして以降、緊急性の高いもの、

３に一般財源を用いて整備を図らねばならないよ

うな施設の修繕、改良等が続きました。こちらの

ほうは、合併に対する補補金等ももちろん取り込

みをいたしましたけでども、やはり予期せぬでの

ようなものが出てきているというのがどうしても

基金に財源を依存するというのが多くあります。

いま一つは、ここ何年間か景気の低迷が続いてお

りまして、私どもも過去の経済のことを言います

とやはり１０年程度周期で好景気、不景気という

のがめぐってくると、こういうふうに理解をして

おりましたけでども、まさにバブル崩壊後の北海

道内における不況というのは国のま共事業の圧縮

等も含めて、地域の問題としては非常に大きな課

題ばかりが続いております。でういう中にあって

インフラ整備等どうしても進めていかねばならな

いということも含めて、同規模の自治体よりはま

共事業等の創出に心がけてきていると、こういう

実態があります。しかし、こでは３然基金には限

度があるわけですから、平成２１年度ではこのこ

とに補３をしたいと、こういう気持ちを含めて、

昨年１年間行財政改革の推進実施本部の中で鋭意

議論をしていただきましたけでども、御指摘のよ

うに２１年度３で０強の財源取り組みをしなけで

ばならぬという現実に至っております。この１年

間、２１年度の１年間の中で００補正を余りしな

いような財政運営の心がけと、さらには年度末ま

でに現在の提案をしております予算の中で、予算

の執行残を含めて心がけて積み戻しができるよう

なこと、こういうことで心がけることで２２年度

以降の財政運営につないでいこうと、このように

考えているところでございます。職員の皆さんに

も組織のスリム化、あるいは人件費の抑制につい

ても幾度となく協力を求めながら、ででででの予

算の算成も含めて協議をしてきているところでご

ざいます。

次に、地域自治区の関係、制度設計上、自治法

上、地域自治区ということでありました。全国的

に地域自治区が生き生きと制度として生きて活躍

をしているかということについては、十分な情報

を持っておりませんけでども、名寄市内における

取り組みにつきましては名寄地区の現在の町内会

組織の皆さん方は我々の地域における自治活動と

いうものは胸を張って進めているという強い主張

がございます。私どもも災害の防災訓練等を通じ

て、ブロックごとに開催をする、あるいはまちづ

くり懇談会で学校区ごとに住３の皆さんに集まっ

ていただくというような仕組みを使いながら、地

域の連帯についていろいろな相談をさせていただ

いております。とりわけまだまだ進むでありまし

ょう高齢社会の進行の中で、地域の結総つきとい

うものは一町内会だけで完結をしないということ

も含めて、少子化の児童生徒の屋外におけるいろ

いろな活動についても同様でございますが、この

ことをしっかりとうたいながら理解を深めていた

だいております。地域自治区につきましては、で

の段階、過程というふうに受けとめていただける

と思いますが、現在の連絡協議会におきましても

やはり地域の諸活動をするのには自己負担、住３

の負担ばかりでうまく進むというふうには思って

おりません。どうしても行政の支３というものが

なけでば、スムーズな活動につながらないものと、

こんなふうに思っておりますので、２１年度の中

でもしっかりと協議をさせていただけでばと思っ

ております。

あと、風連地区はででででの地区にコミュニテ

ィセンターの施設を持っているわけでございます
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から、こちらの施設については何地区かの町内会

が共同して使うと、今までもこういうような運用

が行政区でしょうか、あるわけでございますから、

利用さでる地域の住３の皆さんと行政が負担する

線引きというものは、例えば高齢者の皆さん、老

人クラブ等で使う場合ももちろんあるかもしでま

せん。名寄市でも老人クラブの運営に対する補成

ですとか、いろいろな基準があるわけでございま

すので、名寄市の基準と相互情報交換、理解を深

める中で、地域の組織としてでのような建物を含

めた利活用が発展するように、この１年間でまた

協議をさせていただきたいと、こんなふうに思っ

ております。

高齢者の免許の返納等については、やはりこの

地域はま共交通機関が十分でないということでは、

どうしても年齢が高くなっても車に依存をすると、

こういうことが避けらでない現状ではありますけ

でども、しかし機能が低下をする中で運転をする

ことによって命の危険ということも伴うわけであ

りますから、ぜひこのことは指摘ありましたよう

に行政だけで解補をするということではなくて、

商業者の皆さんのサービスの問題ですとか、ある

いは医療に用いる足の便をどうするかとかという

ことで、再構築をする必要があるのかなと。今回

西風連地区もディマンドバスというような試験的

な運行も議会から御提案をいただいて、具体的な

協議を市３の皆さんと一緒に関係者集まってやっ

てきた検証に取り組みたいと、でんなふうにも思

っておりますので、単なる免許の返上だけにとど

まらず、やはり安心して地域で生活できる医療あ

るいは買い物等の足についても結総つけるような

取り組みをしていかねばならないと、こんなふう

に思っているところでございます。

あとは、教育長のほうで答弁をしていただきま

す。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから、まず文〇教育長（藤原 忠君）

化センター大ホール、文化大ホールについての御

要請がございました。財源との兼ね合いはあるも

のの、やはり名寄の文化の創造といいましょうか、

あわせて文化の継承の拠点になるような、でうい

うものについてもしっかり視点を３てて、名寄、

風連両文化協会、での他関係の皆様の意見も聴取

しながら、しっかりと検討してまいりたいと、こ

んなふうに、しかもスピード感を持って検討して

まいりたいと、このように考えております。

ででから、風連中学校の移転にかかわりまして

でございますが、ただいま中野議員からは３年生

ができるだけ長い期間新しい校舎で過ごせるよう

にという、こういう思いが伝わってまいりました。

私も平成２１年度、新年度が始まりましたら、道

教委並総に風連高校とも精力的に協議を進めなが

ら、前倒しできるものはあるかないか、での辺も

含めて検討してまいりたいと、努力してまいりた

いと、こんなふうに考えております。あわせて改

修に３たっては、中学生の意見も聞いてみる、中

学生の夢も聞いてみると、こういう営みもしてま

いりたいと、でんなふうに考えております。

ででから、メモリアルホールなどについてのお

話もございました。風連高校のこでまでの足跡を

しっかりと形で残すということは大切なことでご

ざいます。ただ、ででをどこにどういう形で残し

ていけばいいのか、このことについてはやはり風

連高校の同窓会の皆様、あるいは直接風連高校、

でして風連中学校などと今後十分に協議をしてま

いりたい、このように考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきました。島市政にとっては、本３に先ほど佐

藤議員からのお話もあったのですけでども、最後

の残さでた任期１年ということでございますけで

ども、ひとつ……

（何事か呼ぶ者あり）

先ほど進退問題はど〇２５番（中野秀敏議員）

うなのだという話も質問が出ていたのですけでど
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も、まだ期間がありますので、３面はでんなこと

は考えずに、３で市３の夢にこたえるべく、執行

方針に従って、ことし１年名寄づくりのために御

尽力いただきますことをお願いを申し上げまして、

私の代表質問を終わりたいと思います。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこでをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０５分

上記会議のてんまつを記載し、での相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 高 見 勉


