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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１８日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 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

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

各団体への公費負担について外１件を、谷内司

議員。

おはようございます。〇２１番（谷内 司議員）

議長のお許しをいただきましたので、この場から

の質問をさせていただきたいと思います。

各団体への公費負担について、３件についてお

伺いいたしたいと思います。まず１点目に、名寄

市納税貯蓄組合についてお伺いいたします。平成

１７年３月末をもって解散されました納税貯蓄組

合が平成１７年４月にボランティア団体により設

立され、５万円の補助金を交付されていますが、

解散された納税貯蓄組合がなぜできたのかお伺い

いたしたいと思います。また、その活動内容もあ

わせてお知らせをお願いしたいと思います。

２点目に、市職員の互助会への補助金の見直し

についてお伺いをいたしたいと思います。職員の

福利厚生は、公務員法にて職員福利厚生会を設置

し、各種事業を行うことは認められておりますけ

れども、今年２月１日の北海道新聞の報道による

と名寄市は全道で３番目であります。１人当たり

の補助金を見ると、１番目がのの市で２万 ９０

１円、補助１５ ７１で公開であります。２番目

がが村で、１万 ２５７円で補助１が５ ４１で 

公開であります。３番目が我が名寄市でありまし

て、１万 ９４６円で補助１３ ４１でて公開で 

あります。このことから、財政難により住民に理

解が得られないことから、１２市町村が廃止をさ

れております。２００７年決算によると、職員１

人当たりの平人人は ３００円であります。名寄

市も全道で３番目ということは高い水準であるこ

とから、また財政難の中で各種補助金の見直しを

お願いしていること、住民理解が得られないと思

うので、見直しは考えられないかをお伺いいたし

ます。また、名寄市はなぜて公開なのかもあわせ

てお知らせください。

３点目に、農民連盟の委託料についてお伺いい

たします。農民連盟は、農民運動、農業所得計算

事務が大きな活動であります。農業所得計算は、

行政が行うべき業務と思うところであります。農

業経費の認定など専門的知識が必要であり、毎年

税制改革により所得税、消費税の計算が複雑であ

ります。過日市に対し委託料の増人を要望したと

ころでありますが、現状維持との答えでありまし

た。各農連では、経費の増人は農家負担の増人を

計画されております。今後の委託料の見直しにつ

いて考えられないかをお伺いいたしたいと思いま

す。

大きな項目の２点目、未収金と不納欠損につい

てお伺いいたします。国も道も財政状況は大変厳

しい時期を迎えておられます。名寄市の財政状況

は、今後交付税のふえる要素もなく、さらに厳し

さを増すものと思われます。１００年に１度と言

われる世界的な不況により市税も落ち込みが予想

される中で、未収金と不納欠損がふえることは住

民負担がふえること、また住民サービスが低下す

ることであると思います。納税者と滞納者との不

公平感もあります。平成１９年度未収金総人は４

億 ６５３万円あります。平成２０年もこれ億上

増加すると思われます。毎年毎年増加するという

ことは大変なことから、未収金、不納欠損金をお

知らせをお願いいたしたいと思います。また、収

納については納税係がそれぞれ納税折衝、滞納処
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分をしていると思いますが、その成果と結果、今

後の考え方をお伺いをいたします。

この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま谷内議員から大きな項目で２つの質

問をいただきました。すべて私のほうからの答弁

となりますので、よろしくお願いをいたします。

１項目め、各団体への公費負担についての

（１）、名寄市納税貯蓄組合の助成金についてお

答えいたします。名寄市納税貯蓄組合は、平成１

７年３月末をもちまして解散をいたしました名寄

市納税貯蓄組合連合会の活動を引き継ぐボランテ

ィア組織として平成１４年４月に設立され、現在

も６１名の会員の方々が独自に会費を出し合いな

がら活動をしております。主な事業は、街頭でチ

ラシ配布による納税意識の啓蒙活動、税を考える

週間行事に対する協賛事業として小学生による書

道展の開催、租税教育推進懇話会において中学生

による税に関する作文募集の要請等、税に対する

親近感と正しい税知識の普及を図るため、税務署、

道税事務所、名寄市と連携して行っており、この

活動に対し名寄市から平成２０年度までは５万円

の補助金を交付しておりました。昨年末に行財政

改革の実施に伴う補助金の見直しで一部削減をさ

せていただきまして、２１年度からは１万円を減

人させていただいて、４万円の補助金を予定して

いるところです。特に小中学生に対する小さいこ

ろから税に対する意識の啓発活動については、御

協力いただいておりまして、この件については今

後もお願いしたいというふうに考えております。

次、（２）番目、市職員の互助会への補助金の

見直しについてお答えいたします。職員の福利厚

生につきましては、地方公務員法第４１条及び第

４２条の規定に基づき、職員福利厚生会を設置し、

各種事業を行っているところであります。合併前

の旧名寄市、旧風連町においても補助を行ってき

たところですが、合併後補助金の人の減人、住宅

建設資金利子補給補助金の廃止等、福利厚生会に

対する補助金の減人を行ってきています。しかし

ながら、１９年度の決算で職員１人当たりの補助

人は１万 ９４６円と全道の自治体の中で３番目

に多い順となっています。行財政改革の中で各種

補助金の見直しを行っているところでもあり、福

利厚生会に対する補助金につきましても事業の見

直しも行い、さらに市民に理解を得られるよう公

費負担の人、１を下げるように進めてまいりたい

と思っております。

なお、全道３番目のランクの関係につきまして

は、それぞれの市町村が市町村共済組合、都市共

済に加盟するなど加盟する共済組合の区分により

まして福祉協会の負担金が名寄市の分は多くカウ

ントされております。これは、ののとか都市共済

に入っているところと市町村共済に入っていると

ころのデータのとり方が異なることによるもので

ありまして、この分だけ名寄市は都市共済加盟団

体よりも ５００円から ０００円程度高い体体 

をされておりますので、この辺についてはお含み

おきいただきたいと思っています。

なお、谷内議員のほうから新聞報道によります

と公表をしていないということの部分であります

が、これは報告を求められた調査の中で、金人、

補助金の人まで広報等でＰＲをしていなかったも

のですから、公表していないという回答をしまし

たが、現実的には２０年１２月号広報で人事行政

の運営状況の中で平成２０年度予算ベースで補助

金人も含めた事業内容を公表しております。なお、

ホームページの公開につきましては、２０年度決

算ベースでことしの５月末でまとまりますので、

まとまり次第２１年６月から７月にかけて公表し

たいと思っております。従来広報紙のスペースが

小さくて、補助金の人まで記載していなかったの

ですが、この関係につきましては調査に対する回

答が不十分でありましたので、２０年１２月号広

報から速やかに広報しまして、ホームページにつ

きましても金人も含めた内容のものにさせていた
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だいておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

（３）番、農民連盟への委託金についてお答え

します。農業者による所得の申告は、農業経費の

認定等専門的な知識を相当必要とすることから、

名寄農民連盟、智恵文農民連盟には平成１７年度

から、風連農民連盟には平成１８年度から農業所

得調査計算事務を１件当たり ５００円、農業所

得億外については１件当たり ０００円で委託を

しております。しかし、近年の生産資材の高騰に

よる農業経営の影響や担い手不足等による農民連

盟盟友数の減少、また毎年の税制改正により所得

税、消費税の計算事務が複雑多岐にわたるなどの

理由により、名寄市農民連盟連絡協議会から名寄

市に対しまして消費税申告書の追加加算を要望さ

れたところですが、行財政改革による使用料、手

数料、補助金の見直し、人員削減等の合理化を推

進している状況の中で、消費税に係る委託料の増

人は困難なため、現状維持で回答したところであ

ります。今後農業に対しましては、事務処理の効

１化を図ることと今までも行っておりましたが、

農業全体にわたる各種の支援策を講じまして、農

家負担の軽減を実施してまいりたいと考えており

ます。

大きな項目の２つ目、未収金と不納欠損につい

てお答えします。（１）番の全会計における未収

金につきましては、平成２０年度における収入未

済人につきましては２月末現在でお答えいたしま

す。現年す税分では、市、道民税普通す収分 ９

１２万 ０００円、前年度１で１ラスの５４万 

０００円、０定資産税では １０８万 ０００円、 

前年１１７６万 ０００円の増、軽自動前税は９

６万 ０００円、前年度１１ラス・６６６ス・６

ロです。国民健ロ保ロ税 １１２万 ０００円、 

前年度１ ０７６万 ０００円の６６６スになっ 

ています。これにつきましては、平成２０年度か

ら７５歳億上の後期高齢者医療保ロ分が広域連合

のほうに移行したことによるものであります。そ

の他主なものとしまして、後期高齢者医療保ロ料

２３３万 ０００円、２２保ロ料普通す収分３６

３万 ０００円、保育料 ８３９万 ０００円、  

住宅料 ２９８万円、下水道住住者負担金３９３

万 ０００円となっており、現年分収入未済人合

計は２億３６０万円で、前年同月１６６６スの５

８４万円であります。

次に、滞納繰り越し分は、市、道民税普通す収

分 ７００万 ０００円、前年同月１ ４１５万  

０００円の増、０定資産税 ０３９万 ０００  

円、前年同月１６６６ス２８８万 ０００円、軽

自動前税１７１万 ０００円、前年同月１１ラス

の３１万 ０００円、国民健ロ保ロ税１億 ４８ 

８万 ０００円、２２保ロ料普通す収分４５０万

０００円、保育料 ４７９万 ０００円、住宅  

使用料 ３９４万 ０００円、下水道住住者負担 

金 ０８０万 ０００円となっており、収入未済 

人は額３億 ８２４万円で、前年同月１１ラスの

０６８万円であります。現年と滞納繰り越し合

計は、前年度１ ４８０万円の増となっており、

最終的な収入未済人合計は平成１９年度収入未済

人合計４億 ６５３万円より増加するものと予想

されますが、５月末までの残された期間収納１向

上に取り組んでまいりたいと考えております。

（２）番、全会計の不納欠損人はの問いにつき

ましては、不納欠損人につきましてはこれから処

理を行いますので、平成１９年度決算人によりお

答えをしたいと思います。一般会計 ７８５万 

０００円、国保会計８０９万 ０００円、下水道

会計８２万 ０００円、２２会計１１２万 ００ 

０円、合計 ７８９万 ０００円となっており、 

市税につきましては ４３０万円ですが、法人６

社の大口滞納者の倒産によるものが８２１を占め

ています。不納欠損の理由としまして、消滅時効

による場合、滞納処分の執行停止を行った滞納者

に対する執行停止期間が３年間継続した場合であ

り、納入義務は消滅します。滞納処分の執行を停

止できるのは、１つ目として滞納処分をすること
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ができる財産がないとき、２つ目には滞納処分を

することによってその生活を著しく窮迫させるお

それがあるとき、その所在及び滞納処分をするこ

とができる財産がともに不明であるときでありま

す。これらの理由により、未収金について滞納者

との納税折衝の中で分析、財産調査を行い、該当

する事案につきましては不納欠損としているとこ

ろであります。

（３）番目の収納に対する考え方につきまして

お答えします。滞納者に対する対応策としまして

は、毎月税務すの納税係内会議を実施し、今後の

方針の確認を行い、個別す収の強化、電話催告、

夜間窓口の開設、分納相談、臨戸等滞納させない

取り組みを行っています。しかし、連絡がなく、

分納相談にも応じない納税意識の低い滞納者につ

いては、期限内に完納された納税者との公平性を

保つために預貯金、給与等の財産調査を行い、差

し押さえによる滞納処分の実施を強化しておりま

す。滞納処分状況につきましては、平成２１年２

月末現在国税月付金３３件で８５万 ７７３円、

道税月付金では３件で２万 ２００円、預貯金差

し押さえ１１４件で２１５万１７４円となってお

ります。また、収納体制につきましては、５名の

納税係がそれぞれ地区を担当し、現年、滞繰ごと

に納税折衝、滞納処分に当たっております。さら

に、昨年開催しました庁内担当すとのす収対策会

議では、各すそれぞれの対応や情報の共有、連携

強化を再確認しているところであり、悪質滞納者

につきましては厳格に滞納処分を実施し、収納１

の向上に努めてまいりたいと考えております。

億上、この場からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

お答え大変ありがと〇２１番（谷内 司議員）

うございます。

そこで、再質問をさせていただきたいのですが、

それで１点目の納税貯蓄組合なのですけれども、

１７年３月末をもって解散して、その翌月、４月

１日にまた納税貯蓄組合ができたということ自体

がちょっと私は理解できないのです。旧風連町の

時代のときにもそれにあわせて各地区に納税貯蓄

組合があったのですけれども、それを廃止してい

ます。そんな中でどうしてそこで３月に廃止した

ものが４月になって設立されたのか、その辺をお

願いいたします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

従前の納税貯蓄組〇総務部長（佐々木雅之君）

合につきましては、納税の促進ということも含め

まして、それぞれす収をしていただいて、納税奨

励金を交付をしておりました。税に１レミアムを

つけることがどうなのかということも含めまして、

一定程度納税貯蓄組合の関係につきましては奨励

金をもらう住け皿として、税金を集める住け皿と

しては口座振替等も含めて一定の役回りを終えた

というふうに考えています。ただ、税務署、道税

事務所、市役所の税務すにつきましては、税の賦

すす収権を持っておりまして、強制力を持ってい

ることから、市民と行政のまちづくりの協働のま

ちづくりという視点からも民間の力による納税意

識の啓発、啓蒙活動について参加していただくこ

とが大切だということも含めて、当時の役員の方

々といろんな御相談をさせていただいて、ボラン

ティア活動として当面小中学生を中心とした納税

意識を子供のころからそういうことを活動してい

こうということでボランティア組織に衣がえした

というふうに聞いておりまして、先ほど言いまし

たように行政だけの納税に対する啓蒙活動の一方

通行ではなくて、民間の方の力もおかりしながら

行うことのほうがベターだという判断をしており

ますので、当分の間申しわけなく思っていますが、

１万円の運営補助金削らせていただきましたけれ

ども、少ない運営補助金の中で今後も啓蒙活動に

対して御協力を賜りたいというふうに考えており

ます。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

そのボランティア活〇２１番（谷内 司議員）

動の中で５万円というの、ちょっと私自身も理解
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できないのですけれども、それについては先ほど

答弁の中にあったのですけれども、小学校の作文

だとか、そういうチラシだとか、そういう配るた

めに使っているということで理解していいのです

か。２月のときに回覧、広報と一緒にこんなよう

な紙が来たのです。私自身も見たのがちょっと初

めてだったのですけれども、これを見ると名寄市

と名寄市納税貯蓄組合が発行されておりまして、

これの中には５月には０定資産税を払いなさいよ、

６月は何です、こういうもの、いろんなものをつ

くっている。こういう紙だとか、そういうものを

含めた経費が５万円に充てられているというふう

な理解でいいのですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

その用紙につきま〇総務部長（佐々木雅之君）

しては、市のほうで対応していると思っています。

活動の関係につきましては、それぞれ街頭啓発の

関係であるとか、総会等の運営に対する補助金と

か、全道の納税貯蓄組合の方々との会合等もあり

ますので、そういうふうな運営関係全般に関する

経費として、特に市のほうでは色分けをしており

ませんので、おおむね市のほうが４割から５割程

度、残りは会費のほうで賄われているというふう

に理解をしています。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

納税というのは大変〇２１番（谷内 司議員）

だと思うのですけれども、なぜこういうことを申

し上げるかというと、旧風連町時代のときに納税

貯蓄組合というのは風連町全戸に、全地域という

のですか、農家ですと部落単位とか、町や町内単

位だったのです。たまたま私の町内の納税貯蓄組

合というのは、町内で基金を持っていまして、ど

うしてもその時期に支払いができない人にはその

お金で貸し付けをして、何月何日に返していただ

くという、そういう契額を交わして、貸し付けを

しながら１００１の納税という形で目指してやっ

ていたのが私どものところの前の納税貯蓄組合の

活動だったのです。でも、そういうところからそ

れに対して完納奨励金だという形でお金をいただ

いたのですけれども、そんなような形の中でやっ

ていたのですけれども、今の中で聞くとボランテ

ィア活動の中で子供たちだとか、そういう作文だ

とかチラシを配るために、それだけで納税貯蓄組

合を立ち上げをしたのだということなのですが、

それは税務すなり税務署がやる仕事であって、そ

ういう組織はなくてもそれはできないのかなと。

そういうものがなければ、そういう子供たちの作

文を応募するとか、そういうことはできないのか。

それは、税務すなり税務署がやれば、できるので

あれば何も慌ててその事業にその団体、せっかく

なくしたものを急遽つくってやるということは、

だってこれを配ったときに私のところに何でこん

なものが、納税貯蓄組合あるのよといういろんな

意見いただきました。本当に私自身も知りません

でしたから、そんなことでそれはどうしてもなけ

れば仕方ないのですけれども、その上との関係が

あるのですが、その辺はどうなのですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄地区と智恵文〇総務部長（佐々木雅之君）

地区の納税者の方々については、納税貯蓄組合の

構成員の方々については組織がなくなった後ボラ

ンティアで個人会員として入っておりますので、

それぞれの地域の考え方があるのでしょうけれど

も、私たちはこういう形で税金をそれぞれ集める

団体から納税意識の啓発をするために、行政だけ

ではなくて市民みずから納税意識を高めていこう

ということに対することにつきましてはぜひ必要

だと思っておりますので、単なるスポーツとか文

化の団体の任意団体という感じではなくて、一定

程度過去長い歴史を持っていました納税貯蓄組合

が１レミアムのつく前納報奨金的なものが、完納

報奨金的なものがなくなっても、特にこれからの

次代を担う若い子供たち、若い世代のほうにそう

いう啓蒙活動を民間の力でやっていただけること

につきましては、私は十分に意味があることだ、

大切なことだと思っておりますので、これは島市
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政の市民と行政の協働のまちづくりということに

対しても決して方向は間違っていないと思ってお

りますので、今後も当分人は少ないですけれども、

この金人でボランティア活動の継続をお願いした

いというふうに考えています。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。納税〇２１番（谷内 司議員）

のために、未収金を減らすためにも一生懸命努力

していただきたいと、そのように思います。

次に、職員の福利厚生についてお伺いしたいと

思います。この中で先ほど答弁ありましたように、

今後見直しをしていくというのですが、その中で

２１年度の予算書を見てもそれはある程度の数字

は出ているのですが、その人なのですけれども、

１万 ９００円なのです。それ大変多いと思うの

です。それで、全道平人でいくと ３００円とい

うのですけれども、その ３００円がう当なのか

何かそれちょっとわかりませんけれども、たまた

ま１番がのの市で大都市であります。その次がが

村。が村というのは、皆さん御存じのように原発

のあれでそれなりに財政豊かなまちなのですが、

その次が名寄市であるということはとても、あれ

が道新で全道版に出たということは、やはり他町

村の人から見れば名寄って楽なのだな、そんな６

メージも言われましたし、友達からもそういうこ

とを言われました。本当に私自身も市長を初め財

政難の中から各種助成金をカットしていかなけれ

ばいけない、職員の給料も何とかお願いしなけれ

ばならぬ、そんなことをやって財源づくりに努力

している中において、職員だけに対してあれだけ

の金人というのは多いので、今後わかりやすく言

ったら２１年度では１人当たり何ぼのお金を福利

厚生に出すのか、その辺お願いいたします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

昨年の決算委員会〇総務部長（佐々木雅之君）

でも私申し上げましたが、互助会に対する助成金

の関係につきましては、先ほど言いましたように

地方公務員法等で民間企業と同様に雇用主として、

事業主として補助金を出すことについては認めら

れております。それで、公費負担が６ロでなけれ

ばならないというふうには考えておりません。

それと、先ほど言いましたように入っている共

済組合が市町村共済組合であるがために、最低で

も ５００円から ０００円は事業主の負担分と 

してかさみます。同人については、職員からもい

ただいています。のの等大都市については、都市

共済に入っていますので、それが都市共済の保ロ

料の中に包含されていますので、その部分はこの

ような統計調査では出てきません。その部分につ

いては、割り引いて考えていただきたいと思って

おります。

それで、今福利厚生会の関係につきましては、

慶弔費関係の部分について少し公費負担を下げる

ということで考えておりまして、その金人につき

ましては ０００円から ０００円程度下げると 

いうことで予算を盛りつけておりますので、今後

の方向につきましては公費負担の関係について留

萌市を初め１２の市町村が廃止をするということ

が新聞報道で出ておりまして、傾向としましては

公費負担をできるだけ少なく下げていくという方

向で多分全道の市町村は動いていくのだろうと思

っております。名寄市もそれは住民の理解を得な

がら、どこまで公費が負担をして福利厚生会事業

を支えるのか、その辺の関係につきましては他市

町村の状況も調査をいたしまして対応したいと思

っています。ただ、１点だけ先ほど説明しました

けれども、名寄市の福利厚生会事業に対するお金

の高い部分の中に、１８年のときから廃止をしま

した住宅利子補給の分の影響が残っておりますの

で、この部分は廃止しても５年間の激変緩和を勘

案しましたので、この辺についても御理解を賜り

たいと思っています。次第次第に下がっていくと

いうことで考えておりますので、それとあわせま

して他市の状況を見ながら、見直せるものについ

ては見直しを進めてまいりたいと考えております。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）
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２１年度の予算の中〇２１番（谷内 司議員）

で福利厚生会に対しての助成金がありますよね。

その査定について、先ほど聞いたのは１人に対し

てどのぐらいの金人になるのですかとお伺いした

のですが。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

４００円という〇総務部長（佐々木雅之君）

ふうに理解をしております。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。本当〇２１番（谷内 司議員）

に財政難の中から、市民にそれだけの減人なりサ

ービス低下、その他を与えているのですから、職

員だけがそういう中でなくて、まして全道でも１

８４カ所ですか、ある中で今回それを廃止したと

いうのは１４市町村ある。そんなことも報道され

ていますので、なくせとは言いませんけれども、

最低限やはりそれに見合ったような中で職員も一

生懸命事業に参加して努力しているのですから、

その辺を含めて今後市民に理解できるような形の

中でそれをお願いしたいと思います。

次に、農民連盟に対しての助成金なのですけれ

ども、これ助成金と言わないのですけれども、委

託料なのですけれども、まず初めに私自身どうし

てもちょっと理解できなかったのは、助成金なら

ば総体事業費の何１助成するというのは、それは

理解できる。ところが、委託料となるとそうでは

ないと思うのですが、それであってこの間農民連

盟の総会があったのですけれども、そのときに島

市長も来ていただきまして、ごあいさつもいただ

きました。その後私用があるということでその場

から退席されたのですけれども、風連の農民連盟

のことしか私ちょっとわかりませんけれども、そ

れを例に挙げますと、今回大変お金が厳しいとい

う形で、執行委員の役員さん方が自分らがもらっ

ている年報酬なのですけれども、１０万円、２０

万円と大変安い報酬なのですが、それを削減して、

カットしてでも穴埋めをしなければならないだろ

うと。そんなことを提案された。でも、それは１

０万円、２０万円でそれをカットするということ

になるとこの後後継者も育たないからだめだとい

う形の中で、総会において農家１件当たり ５０

０円を上げてほしいという提案をしました。それ

提案をされていましたし、また消費税滞納者八十

数人いるのですが、それは３年間保有しなければ

ならぬという形で、それで ０００円をお願いし

たいという形で、自分たちのものは自分たちなも

ので、仕方ないだろうといろいろありましたけれ

ども、そういう中でも了解されて組んだのですけ

れども、それに対して ５００円、これ農業経済

低いのですけれども、大変な時期なのですけれど

も、農業所得の計算簿というのは当然税計算は行

政がしなければならないものを肩がわりをしてや

るのですけれども、それを全部とは言いませんけ

れども、助成金ならわかるのですけれども、委託

料となるとそうではないだろうと。せめて委託料

というと、あらゆる見積もりを出して、それだけ

の金人を出すのが委託料だと思うのですが、その

辺はどうですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

各農民連盟さんの〇総務部長（佐々木雅之君）

執行委員さんが幾らお金いただいているか、私わ

かりません。だけれども、税の委託料の関係を決

めたときには助成金ではなくて業務をお願いをし

て委託させていただくということの積算でしたの

で、当時合併する前から名寄地区におきましては

商工会議所が一般的に税の申告のときにいただい

ている手数料として ５００円、それからまたは

０００円ということでありましたので、 ５０ 

０円は農業所得を計算する方については１件当た

り ５００円、家りの方で農業所得でない方につ

いても同じ家りの方であれば ０００円という形

の金人をはじきました。これは、委託料にしろ補

助金にしろ出すときの一定の基準がありますので、

その基準に基づいて出させていただきました。

それで、問題はそこにどういうお金をかけるか

ということにつきましてはそれぞれ農民連盟さん
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の考え方があるのですが、農業の所得そのものに

つきましては従前市役所、税務署が対応しまして、

ことしの収穫、収入の金人をどのように判定する

かという難しい問題から、かなり収入把握の関係

についても簡素、簡略化がされたというふうに聞

いておりまして、どちらかというと従前の農民連

盟さんと税務署との収入の確定の関係についてい

ろいろ難しい議論があったことから見ると、少し

簡素、簡略化されたのかと。その分と農民連盟さ

んに対する委託につきましては、委託料で出して

いるところと助成金で出しているところと上川管

内でも結構考え方が別れています。それから、金

人も名寄は大体１８０万円ぐらい、予算書を見て

いただいたらわかると思うのですが、１８０万円

ほど予算化をしています。それよりか多い市もあ

ります。少ない市もありますので、それぞれの地

域のお金のかけ方も含めてその人については決ま

っているのかなと思いまして、私たちは商工業者

に対してはすべて自主申告であります。農業の関

係につきましては、先ほど言いましたように税務

署と農民連盟さんがことしの出来高をどういうふ

うに押さえて、どのように収入を各農家に張りつ

けるかという作業は昔ありましたけれども、その

分については簡素化されたということも含めまし

て、ただ消費税の関係につきましては ０００万

円から ０００万円に落ちまして、事務負担はか

なりふえていると思います。ただ、実際問題は本

当に手間暇かかる方につきましては青色申告を利

用して、青色控除の特典も利用されていると思い

ます。意外と農家の方について、中小の方につき

ましては簡易す税方式を選んでいることもありま

して、今回は農民連盟さんには大変申しわけない

と思っておりますが、市もこのような財政状況で

ありましたので、現状のルール、仕組みを維持す

るということで、経費の関係について節減も含め

て御協力をお願いしたいということで、現状維持

の回答をさせていただきましたので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

財政がきついからと。〇２１番（谷内 司議員）

それはある程度わかるのですが、やはり私として

はかかったものに対しては助成金や補助金で出し

ていただきたいというのが私のお願いなのですけ

れども、その中身を見ると大体風連町の農民連盟

の総体の予算が額 ３００万円ぐらいなのです。

そのうちの税金体制、税対を含んで、それを計算

事務をやることで額４５０万円かかるのです。３

分の１億上。その中身というと、その４５０万円

ぐらいかかる中で昨年で見ますと額１１０万円で

すよね、市からいただいているお金が。４分の１

ぐらいある。そして、税対、ことしのやっている

状況を見ていたときに、私もそれ世話になってい

るのですけれども、風連の場合には白色で６０９

件、青色申告のほうで８３件、青色申告会の申告

してもらっていますから、農連のほうからそれに

対して負担金は出しています、青色やっている方

に。それの中でやっていったときに７００件近い

件数があるのです、ことし見てみますと。それで、

それを納税まで、３月５日に税務署のほうに指定

したのですけれども、その税対で組んでいる人員

が１８人いるのです。それに最後の事務処理する

形の中で農連の事務局の女の子と行政からの臨時

職員になるのですか、それ出向で１人来ていただ

いて、そういう体制でやったとして、ことしの場

合を見てみますと額４０日間かかっているのです。

そして、金人想定してわかるのですが、それに対

して税対に来ている人に幾らお金を払っているか

というと、市で雇っている臨時職員の給料よりも

安いです。１日 ０００円です。１日 ０００円 

で朝９時から晩５時まではやっていただいている。

その中でしている中で、本当はもっと行政の委託

料でやるならばせめて最低賃金である六千何百円

ですか、 ０００円ぐらいのお金なのですが、そ

れを払ってやればいいのですけれども、それは出

せないという形で ０００円でせち切って出して

います。そういう形の中でやって、それで１１０
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万円しかもらわない中で、たまたま思ったのです

が、それを処理するために用紙が相当要りますよ

ね、こういう用紙が。何千枚も要ります。その用

紙も行政からもらっているのかと思ったら、その

お金ももらっていない。全部負担ですと。そして、

パソコンも８台だったですか、用意してやってい

ましたけれども、リースで借りるなり、あるいは

農連の中でお金をやりくりしながら買うなりして

やっています。そういうお金も含めてやると、大

変な金人が出てくるのです。それで、税対で４５

０万円の予算だけれども、それできないからとい

う形の中で紙だとか用紙というのは別な予算から

出しているのですが、そこまで頑張ってやってい

ると。そうしたら、そういうところを見ていくと

せめて用紙の分だとか、パソコンの借り上げ料だ

とか、そういうものも含めてそれぐらいは行政か

ら出してやっても、過言ではないのではないかと、

私はそう思うのですが、どうですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

お金のかけ方、事〇総務部長（佐々木雅之君）

務処理の仕方については、それぞれの農民連盟さ

んで差があるのかなと思っています。今谷内議員

から初めてお聞きしまして、そういう状況なのだ

なというふうに理解をしました。それで、市役所

のほうからもコンピューターからせち出したデー

タをお渡しをして、できるだけ効１的な事務処理

については従前からもやっておりまして、最近は

税務署のほうからもパソコンを持ち込んだ形でい

ろいろやっております。そういうことも含めて、

用紙代程度の関係については多分そんなびっくり

するような金人ではないと思います。その辺につ

いては、担当の税務すのほうと協議をしていきた

いなと思っておりますが、基本的な委託料の関係

につきましては商工業者に対してはすべて自主申

告という形をお願いしておりまして、その辺も含

めますと私は今出ている１８０万円というお金は

決して安いお金ではないと。それは、そのような

形でお金がこれだけかかるのだということであれ

ば、一定にその利住にあずかる人方のほうからす

収するという選択をされた風連の農民連盟さんの

判断、今の御時世としては当然必要な方法だった

のかなと。この辺につきましては、具体的な数字

の関係については差し控えますけれども、士別は

名寄よりか多い金人が出ています。富良野さんと

士別さんは、名寄よりも相当少ない金人でやれて

います。それぞれの地域の農民連盟さんのやり方

については、それぞれ知恵を使ってやっていらっ

しゃるかと思いますので、その辺については農業

と商工業者との申告のあり方について、結果的に

はそれぞれの問題については商業も農業も同じだ

というふうに考えておりますので、申告の簡素、

簡略化も含めて一定の動きは進んでおりますので、

御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

別に商業と農業と差〇２１番（谷内 司議員）

別せいとは申しませんけれども、それならお聞き

しますけれども、六百何件、額７００件ぐらいの

人がいるのですが、農連で申告住けたのが。それ

なら、仮に行政だと行政のほうにみんなそれを申

告に行ったときに行政の中で税務すは対応できな

いと思うのです。そんな中で、風連は特に戸数が

多いのですが、そういうことを避けるためにもや

はりそういう農家のものは農家でと農連、農民連

盟がそれをやっていると思うのです。一人一人が

みんな領収証、収入金す税方式になりましたから、

買い物した領収書から何からそっくり持っていき

ますし、農協の組勘等も持っていってそれを整理

しなければならぬ。項目分けなければならぬ。そ

の仕事から始まるのですが、それを全部行政のほ

うへ持っていって、窓口にぽんと持ってこれお願

いしますとやったときにその対応ができるか。多

分できないと思うのです。そのために農連が頑張

ってそれをやっていこうという形とっているので

すから、それはわかるのです、差別というのは。

でも、そうではなくてせめてそれぐらいのかかる

経費の応分のものは出していただきたいというの
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が私のお願いなのですけれども、その辺はそれで

いいのですけれども、先ほど事務処理の効１化を

図るということの中で、それどういう効１化を図

っていくのかなとちょっとわからないのですけれ

ども、たまたまうちの執行委員長ともこの間終わ

ってお話ししたときに、行政が最終的な事務処理

をするときにそこに女の人だったのですけれども、

臨時職員かパートかわかりませんけれども、１人

は派遣していただいて最後の処理をしたと。その

派遣してもらった人が来年度からそれはなくなる

のだと。それは削減されるのだということを聞き

ました。そうすると、どうしてもその人が必要な

のですけれども、人を減らすとできないのですが、

その人件費も今度は農連のほうで負担しなければ

ならなくなるのですよね。それをしていくと、こ

とし ５００円なら ５００円上げていた中でそ 

れを経理するのはいいのですけれども、今言われ

たように農家のことだからあなた方がやるのがう

当だと思いますと。それを言われればそうかもし

れませんけれども、今度そういうふうになったと

きにその人件費までも払わなければならないから、

お金が足りないと。また来年値上げというふうに

はなりませんけれども、その辺ぐらいは見てもら

えるというか、そういうものは考えられませんか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

合併する前の事務〇総務部長（佐々木雅之君）

事業一元化の協議の中で、名寄、智恵文農連につ

きましては事務的なお世話につきましては職員が

若干お手伝いした程度でありまして、臨時の職員

を張りつけての対応についてはやっておりません

でした。風連についてはやっておりました。この

辺を合併時に一遍に整理できなかったということ

も含めて、それと先ほどから何回も言っています

けれども、農民連盟さんと税務署と協議して収入

を確定させるという部分のやり方が若干変わりま

したので、その辺も含めて先ほど言われました臨

時職員の張りつけの関係につきましては３年間の

激変緩和をもちまして２１年度からすべて廃止を

したいというふうに考えています。そういう協議

の中で１８、１９、２０の３年間、それぞれ２名

ないし１名の張りつけをして、期間雇用をして対

応してきましたけれども、これも３年間の激変緩

和を使いながらの部分でありますので、来年から

は廃止するべく予算はつけておりません。よろし

くお願いします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。でも、〇２１番（谷内 司議員）

大変な事務処理をやっていますから、各３農連か

らの要望があればと思いますけれども、それはそ

れなりの対処をしていただくようにお願いしたい

と思います。

次に、未収金、不納欠損についてお伺いしたい

のですけれども、前日私自身読ませていただきま

した市長の執行方針の中にやっぱり基金を頼らな

いで行政運営をしたいということが書いてありま

したけれども、私はそれに賛同したい、その一人

であります。その中でお伺いしたいのですが、基

金を頼らないで行政運営をするために何を一番先

にしなければならないのかなと。そんなことを考

えているときに、私自身未収金の４億円もあるよ

うなものがあるのですが、それを解決するのが一

番早いだろうと。そんな形で今回の質問をさせて

いただいていることなのですが、基金の繰り越し

は３億 ０００万円ぐらいあったのですが、それ

億上に未収金人がある。不納欠損が三千何百万円

だったかな、それぐらいがあるのですが、そんな

ことばかり毎年やっていけばいつまでたっても市

長が言っている基金を頼らない行政運営はできな

いのです。そのために、やはり大変なのです。こ

の未収金というのは、集めるの大変だと思います

けれども、これを解決しなければそれに一歩でも

近づけないだろう、そんな形の中で質問させてい

ただきます。それで、これだけの金人４億円もあ

って、なおかつ今年も増加するだろうということ

が予想されるのですが、先ほど６日の日の定例会

初日に申し上げたのですけれども、専決処分され
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た中で２００万円億上のものを専決処分する。そ

んなことをしているから未収金がとんでもなくふ

えるのではないか。あのときは公営住宅の入居だ

ったのですが、仮に入居料金を入居しているとき、

説明をするときに何と言いますか。３カ月間なら

３カ月間未納したら、出てくださいとか、いろい

ろそうやって説明すると思うのです。それを７年

も８年も延ばして、２００万円億上も超えている

ものを専決処分して払ってもらえると思いますか。

もらえません、これ。保証人に言ったって、本人

に言ったって払えませんから、くれないと思いま

す。それよりももっと早いうちに、もう言ったら

仮に１カ月３万円の家賃を払って、入居料を払っ

ているのだったら、１年間３０万円になりますよ

ね。その時点でもうそれをやったらどうですか。

そうしていくことによって、それが出ていただけ

るなら出ていただいて、新たな者入れていけば２

００万円もならなければ未収金は減るでしょう。

そんな対応はされていない。そんなことが私は不

思議に思うのです。それで、今回ちょっと通告で

言いませんでしたけれども、ただ１００万円億上

の未収金のある方が名寄市全体で何件あるのです

か。教えてください。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

件数の関係につい〇総務部長（佐々木雅之君）

ては、数字がすぐ出ませんので、予算委員会の場

で、もしよろしければそこで、事前に通告なかっ

たものですから、そのときにお答えさせていただ

いてよろしいでしょうか。それでよければそうさ

せていただきます。

それと、特に市営住宅の関係についての具体的

な市が相手方を訴えるということで対応したこと

につきまして、いきなりあれを今回やったわけで

はなくて、今までも内容証明つき郵便を送ったり、

それから担当係長、係が臨戸訪問をしながら、一

定程度督促を、催促をしておりました。基本的に

は、公営住宅に入られる方というのは収入も１較

的少ない方しか入れないものですから、そういう

状況の中でその方々の生活の困窮度を見ながら、

できるだけ分納も含めてお願いをしている状況で

す。中にはその１年間で全部払い切れない方もい

らっしゃいますけれども、市役所はそこから追い

出すのが仕事ではなくて、そこに入っていただい

て生活をしていただいて、その中から家賃をでき

るだけ１年間のものは１年間でおさまるような努

力はしてきたつもりです。そういうふうに生活困

窮度を一定程度判断する中で、１較的優しい対応

をしてきたことによって何年間もたまってしまっ

たということに対しては、担当の建築すのほうで

も実は反省をしておりまして、これではいけない

ということで、場合によっては裁判に訴えるとい

うことも必要だということで今回初めて取り組み

をさせてもらいました。これは、その人を見せし

め的にやるわけではなくて、一定の金人を超えた

ときには嫌なのですけれども、行政が強制的な法

的手段に訴えてでもやらないと集まらないという

のは残念なのですが、そういうことも出てきまし

たので、それは一定の状況を確認させていただい

て、やらなければならないものはやると。ただ、

そのときに金人もそれで本当に生活が苦しい人の

場合と払える力があるにもかかわらず払わないと

か、役所の職員の面接にも応じないという部分に

ついては、払う意思が悪意でないのだということ

の判断をさせてもらって、裁判に訴えるか訴えな

いかということも含めて検討はしたいと思ってい

ます。必ずしも機械的に一律で金人が多いだけで

やるというよりは、その人の対応も見ながら、支

払いの能力も納税担当が総合的な判断をやってお

りますので、その辺を見て、あるときには法的手

段に訴えることも含めて対応したいと思っていま

す。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

そのようにお願いし〇２１番（谷内 司議員）

たいと思います。

そこで次に、先ほど申し上げましたように不公

平感がある。本当に私もそうなのです。これをな
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ぜ申し上げるかといいますと、前日私のところに

お年寄りが２人遊びに来ていただきました。その

人が年金生活で、２人合わせて１０万円ちょっと

のお金だったと。貯金通帳持ってきたのですけれ

ども、見せてくれました。これで家賃も払う。２

２保ロ料は天引きで取られてしまうのだよと。残

ったお金はこれだけだと。私ども病院に２人で通

って月に１万円ぐらいかかりますよとか、いろい

ろ説明してくれました。そして、残った金が２万

０００ぐらいの金だったのです。これでも私は

税金は未納しないで全部払っていますよと言って

いました。そうしたら、２万 ０００円ぐらいだ

ったら１日の生活費が８００円です。それででき

るのですかと尋ねたら、私どもは仕事していない

し、お金もないから、１日２食しか食べていませ

んと。２回なのですと言っていました。それでも

その人たちは未収を起こさないで支払いしていま

す。そのお年寄りの人の言い分では、隣の人なん

か毎日前で出かけているのだよと。それで、私は

払っていないと自慢そうに言っているよと。あん

なのいいのなんて言われました。そういう話を聞

いたら、本当に不公平感という、その差が大きい

なと。そんなことも踏まえて、その年寄りの人た

ち、本当に年寄りの人はまじめに払ってくれてい

ると思うのですが、そういう人たちのためにもそ

れをやはり減らしていく、その辺努力していただ

きたいと、このように思います。

それから、指定金融機関の中で市が北星信用金

庫と道北なよろ農業協同組合の税金の収納ありま

すよね。仮に道北なよろ農協億外の組合員さんが

いるのですが、その人たちは農協経由でお金を払

うとき払えないと思うのですが、口座引き落とし

だとできないのですが、その辺の対応はどのよう

になっているかお知らせください。

谷内議員、もう一度〇副議長（熊谷吉正議員）

具体的にちょっとお願いいたします。

ですから、早く言っ〇２１番（谷内 司議員）

たら道北なよろ農協が指定金融機関になって払っ

ている。組勘引き落としできるのです。道北なよ

ろ農協億外の組合員がいるのです。その人は、そ

この農協の中でエリアが違うから引き落としはで

きませんよね。そこの関係ない農協ですから、名

寄市億外の農協だったら引き落としできません。

そうしたら、引き落としできないというと、前回

申し上げたと。私自身がいろんな情報があったも

のですから、教えたと思うのですが、そういう人

は引き落としできないのです。その人は、現金で

払えばいいのですけれども、現金は持って歩けな

いと。だから、農協経由の中で引き落としさせて

くれと。そのような手続をお願いしたのですけれ

どもと言っていましたけれども、その手続ができ

ているのかできていないのか、それをお聞きした

いと思います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市内には、指定金〇総務部長（佐々木雅之君）

融機関が北星信金さんなので、それと収納代理店

契額ということで結んでいる部分ありますので、

農協からできるかどうかは私今確認してみないと

わからないのですけれども、ちょっと確認させて

いただいて、通常であれば指定金融機関と収納代

理店契額を結んでいるとできるのですけれども、

農協に口座をお持ちになっていて引き去りができ

ないということであれば実態を確認させていただ

いて、予算委員会でまた答弁させていただいてよ

ろしければ、そういうふうにさせていただきます

が。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わからないというの〇２１番（谷内 司議員）

は、ちょっと私もあれなのだけれども、前回１月

だったですか、小室副市長にそのことを、私のほ

うそういう相談があったものですから、来たのは、

その人いわく、私は会ったのですけれども、それ

は農協で引き落とししてくれるのならいいですよ

と。でも、そのお金をわざわざ持って私は行きま

せんと、こうですから。暇ない。だから、そのよ

うにしてほしいのだと。それを言ったのだけれど
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も、それを何もしてくれないで催促のはがきが３

回来たよと。こんなのは私は払いませんよと、そ

ういう話を聞かされたから、小室副市長を通じて、

こういう人がこう言っていますと。だから、それ

なりの話し合いをしてくださいということで情報

として提供したのですが、それに対していただい

てきたともいただいてこないとも私自身のところ

には連絡はなかったのですが、その人本人に言っ

たら、前回市役所の人間が来て、こうだからとい

うことを聞いていたから、あなたの顔もつぶせぬ

から私全人払ったぞと、そういう話だと。でも、

これは入っていたけれども、その人の農協の口座

から引き落としをさせてくれと。それだったら、

組勘引き落としできるよと。でも、それは名寄市

億外の農協ですから、その組勘口座から引き落と

しはできないということでできなくて、今回のそ

んな事件があったのだと。ですから、その人億外

にもまだいるそうですが、そういう人たちのため

には道北なよろ、北星信金億外にでも組合員がそ

こに口座があるならば、そこへ行ってもそこから

の農協からの引き落としでちゃんともらえるよう

な形を手続をとるべきだと、そんなことを思って

お聞きしたのですが、それはそれなりに調べて予

算委員会のときでも御返答をいただければありが

たいと思います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

個別の案件であり〇総務部長（佐々木雅之君）

ましたので、大変申しわけないのですが、具体的

なことをちょっと後で聞かさせていただきまして

お答えさせていただきたいと思っています。基本

的には、指定金融機関があって、収納代理店があ

って、それからゆうちょ銀行も含めてすべて取り

扱いできる形の仕組みになっているというふうに

理解するものですから、今谷内議員おっしゃるよ

うなことについては具体の事例としてちょっと確

認させてもらって答弁させてもらいます。よろし

くお願いします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

その辺はよろしくお〇２１番（谷内 司議員）

願いいたしたいと思います。

最後になろうかと思うのですけれども、職員５

名が納税に対しての仕事をしているということな

のですが、前日報道、テレビだったと思うのです、

見たときに、北海道も道税の未収が２００億円あ

りますよということが報道されていました。その

中でそれをどういうような解決方法かというのを

聞いていたときに、道の職員を１人ずつ各市町村

に出向してそれに努めたいと。全部の市町村に行

くか行かないか、それはわかりませんけれども、

そんなことを報道で聞きました。本当に２００億

円というと、名寄市の１年間の一般財源と同じぐ

らいの金人です。それがあることによって大変だ

から、それぐらいしたいということは報道されて

いましたのですが、それによって名寄市も多分私

の推のでいくとお金を払っていない件数は ２０

０件億上あるだろうと私は推のしています。そう

すると、２カ月に１回ずつの収納が来ますよね。

５名の人がその２カ月間に ２００件億上ある戸

数を回って、それなりの話し合いができているか

なと。ちょっと不可能かなと思うのです。もしそ

れが本当に不可能ならば、それに対してやはりも

う少し人間をふやすなり、何かをしてその対応に

当たったらいいのではないかと思うのですが、そ

の辺はどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

過去道のほうから〇総務部長（佐々木雅之君）

す収１が下がったときに応援いただいたこともあ

りまして、そのときに一番助かったのは道の持っ

ているす収に対する手段というか、ノウハウが一

番大きかったと思っています。職員の関係につき

ましては、今行財政改革の中でスリム化をしてい

ますが、今後３年間の計画の中では納税係につい

ては現状維持で、減員する予定は考えておりませ

んが、谷内議員おっしゃるのは本来的には人も余

り金かけないで税金をいっぱいちゃんとうまく集

めてこいというのが筋だと思いますので、職員の
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スキルアッ１も含めて一生懸命頑張ろうと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

これで終わらせてい〇２１番（谷内 司議員）

ただきたいけれども、本当に島市長の執行方針に

ありました基金を頼らないでこれからのまちづく

りをしていかなければいけない、私もそう思いま

す。それをすることによって子や孫にそのツケを

回すようなことがないように、その基金を頼らず

やる。やっていくために職員一丸となってそれを

目的達成のために努力していただきたいと思いま

す。

億上で終わらせていただきます。

億上で谷内司議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

農業、農村振興施策について外１件を、植松正

一議員。

議長より指名をいただ〇２番（植松正一議員）

きましたので、通告順に従いまして、質問させて

いただきます。

大きな項目の１点目、農業、農村振興施策につ

いて。昨年は、当初から原油先物相場が急騰し、

その影響で石油製品や穀物体格が大幅に上昇し、

資材体格も軒並みに高騰したところでございます。

その戦後最大の農政改革と言われた品目横断的経

営安定対策、制度上批判を住けて水田・畑作経営

所得安定対策と名称を変更しながら、一部にとど

まっている。農家にとっては、所得低下を招く制

度となっており、抜本的な政策転換をしなければ

さらなる農業の衰退が懸念されると思っておりま

す。農家の方々の自助努力も限界に達しており、

今後の基幹産業である農業をしっかりと見詰め、

単独助成も踏まえていかなければならないと思っ

ております。

そこで、１点目、平成２１年度米の数量配分と

産地確立対策について質問いたします。昨年は、

この地域米は大豊作ということで、皆さん方も喜

んでいるわけでございますけれども、米政策につ

いては国で食料自給力、そして自給１の向上から

生産調整の是てについて論議されている中で、２

１年産米の配分の状況と産地確立対策等の内容、

また新しい施策についてお伺いをいたしたいと思

います。

２点目に、農業生産資材等の高騰対策について

でございます。昨年は、冒頭申し上げましたが、

石油製品、肥料、飼料を初め各種生産資材が高騰

し、経営が圧迫され、国、道を初め市､農業団体が

それぞれ対策を設けたが、当市における取り組み

と事業内容、具体的な支援の金人等についてお知

らせを願いたいと思います。

３点目に、名寄産業高校における農業学科の応

募状況及び名寄農業高校の農場等の有効活用につ

いて質問させていただきます。名寄農業高校は、

今年度から産業高校としてスタートいたしました

が、酪農科学科は１間口となりまして、ことしの

応募状況と来年度億降の見通しについて伺いたい

と思います。また、これまで名寄農業高校の有効

活用について要望していると聞いておりますけれ

ども、それらの状況についてもお知らせを願いた

いと思っています。

大きな２点目、名寄市の林業振興施策について。

億前から森林、林業を取り巻く状況は依然として

厳しく、加えて木材体格低迷、林業労働者の高齢

化など長期にわたる山づくりだけに現在意欲が低

下傾向にあるのは確かと認識しております。しか

し、次の世代に森林を引き継いでいくためにも森

林に対するすばらしさを再度認識する必要がある

と思っております。

そこで、１点目、名寄市森林施業計画に基づく

進捗状況について。森林は、二酸化炭素の吸収に

より水源の涵養機能、生態系等の保全が叫ばれて

いる中、道、名寄市の役割が分担で計画を作成し

ておりますけれども、名寄市として計画どおり進

捗しているのか、また市有林の山林面積をお知ら

せ願いたいと思います。

２点目に、公住的機能を発揮する森づくりの考
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え方についてお願い申し上げたいと思います。森

林づくりを通して地球温暖化防止に貢献し、森林

の持つ多様な公住的機能の維持、増進のため、人

工林の間伐、無立木地への植林、所有者に対する

新たな助成対策の考え方はあるのか、お知らせを

願いたいと思います。

３点目、木質バ６オ６スエネルギー利用促進に

ついてであります。２００２年に新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法が一部改正されま

して、再生可能な資源活用、いわゆる熱源対策で、

名寄市として今まで研究、実施に向けての対応、

対策を講じてきた経緯があるのかどうか、お知ら

せ願いたいと思います。

４点目に、緊急雇用対策の対応と対策について

でございます。厳しい雇用条件での中で、林業、

林産業の取り組みについてお知らせを願いたいと

思います。

億上、壇上での質問を終わらさせていただきま

す。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたってお尋ねをいただ

きました。１点目の（１）、（２）及び２点目に

つきましては私のほうから、１点目の（３）につ

きましては教育部長からのお答えとなりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。

初めに、２１年産米の数量配分と産地確立対策

についてお尋ねをいただきました。平成２１年産

米の配分につきましては、北海道において平成１

９年産から導入されました新たな需給調整システ

ムのもと売れる米づくりに向けた産地の努力を体

体する算定方式に基づき配分を住けたところでご

ざいます。北海道への配分が １３１増加したこ

とに伴い、当市への配分はモチ米につきましては

需給環境が大幅に緩和いたしましたことから、過

去２カ年間実施した１０１の自主削減は終了いた

しました。平成２０年度に１べ主食用米面積は２

７０７クタール増の ３４１７クタール、数量で

は ３２９トン増の１万 ８５８トンの配分を住 

けたところでございます。ウルチ米につきまして

は、北海道ガ６ドラ６ンの見直しによりましてワ

ンランクアッ１のツーランクということになりま

した。平成２０年度に１べ主食用面積３７クター

ルの増で４２４７クタール、数量で申し上げます

と５トン増の １１０トンと若干増となったとこ

ろでございます。

産地づくり対策につきましては、既存産地の取

り組みを継続するとともに、自給１、自給力向上

に向けた効果が高まるように見直しを行いまして、

水田等の有効活用による食料自給力向上対策とし

て新たに平成２１年度から２３年度までの対策と

なり、１つ目にはこれまでの産地づくり交付金の

継続事業として産地確立交付金事業、２つ目とし

て新しく自給力、自給１向上の取り組み、例えば

転作拡大及び不作付地に大豆、小麦等の作付をす

る、こういったものに対する支援に水田等有効活

用促進交付金事業を創設いたしました。３つ目に

は、国の第２次補正予算によりますところの平成

２０年産の主食用水稲作付面積に応じ１０アール

当たり ０００円を交付する水田当ル活用推進交

付金事業などが盛り込まれております。これらの

事業を有効活用し、産地づくりや食料自給１の向

上により農業経営の安定に努めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

次に、農業生産資材の高騰に対する考え方につ

いてお尋ねをいただきました。昨年は、世界経済

や人口などの構造的な問題から、燃油、肥料など

農業生産資材体格は過去に例を見ない水準まで高

騰し、軽油やガソリンなどの燃油体格につきまし

ては新興国におきますところの需要の拡大や先物

市場における投機資金の流入、世情不安な中東情

勢を背景といたしまして原油体格が大幅に増加し

たところです。肥料体格につきましても世界的な

穀物増産に伴う肥料需要増大や原料輸入国の輸出

規制等による原油、燃料体格の上昇により大幅に

上昇し、農業経営に大きなせ撃を与えたところで
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ございます。国、道では、平成２１年の営農に向

けた再生産対策といたしまして、平成２０年の補

正予算で対応すべく国費事業の肥料・燃油等体格

高騰対応緊急対策事業、これは高騰分の７割を補

てんするものでございますが、これを実施すると

いうことに決定されました。当市の申請状況でご

ざいますけれども、肥料の申請者は６１４戸、補

助金で申し上げますと２億 ９５４万円、燃油の

申請者につきましては３戸、１７万円を申請した

ところでございます。さらに、本事業に係る北海

道の上乗せ補助につきましては補助金ベースで９

７９万円となっており、これら体格高騰に係りま

す総人の補助金は２億 ９５０万円を申請したと

ころでございます。ですが、燃油体格につきまし

ては事業採択はされましたけれども、燃油体格が

下がっている状況の中で体格動向を踏まえ、当面

見合わせることとしてございます。また、市単独

事業での土壌分析推進事業、これは農業振興セン

ターの土壌分析費用を一定程度補助するものでご

ざいますが、１点当たり５００円を補助するもの

です、につきましては、ＪＡと連携して土壌分析

に基づきます適正な施肥設計により肥料コストの

低減を図るもので、今年度は個数で３８７戸、

５３５点となっております。通常年の４倍ほどの

申請があるというふうに住けとめております。市

の補助金ベースでは、６３万 ７５０円の実のと

なります。本事業は３年間の継続事業とすること

としておりまして、関係機関連携して肥料コスト

の低減に向けた指導に努めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、名寄市の森林整備計画に基づく進捗状況

についてお尋ねをいただきました。森林整備計画

の基本方針は、森林の有する多面的機能を総合的

かつ高度に発揮させるため、機能に応じた森林施

業の実施や保全の確保によりまして、健全な森林

資源の維持、造成を推進するとなっておりまして、

名寄市では平成２０年から平成３０年の１０カ年

においての目標を定めているところでございます。

内容といたしましては、１つには伐採、造林、保

育、その他森林の整備及び保全に関する基本的な

事項、２つ目には立木の伐採に関する事項、３つ

目には造林に関する事項、４つ目には間伐を実施

する標準的な林齢、方法、保育に関する事業など

であります。現在の名寄市の状況は、林業、林産

業の不況から、必ずしも計画どおりに進んでいな

いのが実情でございます。

次に、市有林の林相でございますけれども、人

工林では ４８４７クタール、天然林では８２７

７クタール、無立木地１７０７クタール、合わせ

て ４８１７クタールとなっております。人工林

の樹種別では、大別をいたしますとカラ６ツで１

２８７クタール、トド６ツ、エゾ６ツ合わせまし

て ３０９７クタール、その他が４７７クタール

となっております。

次に、公住的機能を発揮する森林づくりの考え

方についてお尋ねをいただきました。現在国が実

施いたします造林事業に対する補助制度は多種多

様でありますが、代表的な制度について幾つか申

し上げますと、植林、間伐、枝せちなどを実施す

る事業では林齢等制限はありますけれども、基本

的には補助は国が６８１、山林所有者が３２１と

なっており、山林所有者が造林を行う場合には北

海道、名寄市が上積み助成として山林所有者分の

３２１のうち道が１６１、市が１０１助成してお

りまして、実質山林所有者は６１の負担というふ

うに理解をしております。また、間伐事業に対し

ましては、平成１９年度までは道単独事業として

国の補助制度から外れた林齢の間伐に対して助成

がございませんでした。しかし、平成２０年度億

降は道の制度がせち切られたことから、名寄市独

自の間伐助成といたしまして、出材７クタール当

たり１万円、現地で切り捨て、これにつきまして

７クタール当たり ０００円の助成を行っている

ところであります。

次に、バ６オ６スエネルギー利用促進について

お尋ねをいただきました。京都議定書によります
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二酸化炭素排出量の削減目標は、平成２０年から

２４年の間に基準年より６１削減が義務づけられ

ておりまして、その６１のうち ７１を森林整備

で賄う予定ということになってございます。その

ために植林や間伐は予算措置も含めて増大化して

いて、その中で排出されます樹皮、端材なども同

時に増加しております。その処理が求められてい

るところでございます。木は、成長段階で二酸化

炭素を吸収することから、燃やしたときに発生す

る二酸化炭素と相殺されまして、排出量にカウン

トはされません。それらのことから、林業、林産

業で発生する樹皮や端材を利活用したペレットス

トーブ、熱供給ボ６ラーが開発されてまいりまし

た。近隣では、下川町の五味温泉が熱供給施設の

補助としてその一部をバ６オ６スエネルギーとし

て利用しておりますけれども、名寄市における木

質バ６オ６スエネルギーに関しての研究、検討に

までは至っておりません。

なお、上川北部森林組合や北森協同組合から排

出される樹皮等につきましては、全量畜産農家と

提携し、牛舎の敷き料、バーク堆肥の原料として

利用されているところでございます。

次に、緊急雇用対策の対応と対策についてお尋

ねをいただきました。雇用情勢が悪化する中で、

国は平成２０年度第２次補正予算の中で緊急雇用

対策を盛り込みました。国が都道府県に対しまし

て一定人を交付し、都道府県はその交付された金

人を基金といたしまして各市町村が行う緊急雇用

対策に補助する制度でございます。名寄市では、

産業振興すが窓口となりまして北海道に事業申請

を行っているところでありますが、国の制度は緊

急雇用創出事業とふるさと雇用再生特別対策事業

との２つから成り、平成２０年度から２２年度ま

での３カ年となっております。緊急雇用創出事業

は雇用期間が６カ月未満、ふるさと雇用再生特別

対策事業は雇用期間が原則１年億内で、事業費に

占める人件費の割合が８割億上かつ新規雇用の失

業者の割合が４分の３億上、また事業費に占める

人件費の割合が７割億上かつ新規雇用の失業者の

割合が８５１億上となっております。林業関係で

できる仕事は、人力が主体となる枝せちや作業道

の簡易な補修が考えられますけれども、市有林で

は森林組合に維持管理を委託していることなどか

らも今回は見送っております。しかしながら、１

００１の補助ということもありますものですから、

雪解けを待って調査をいたしまして、可能性を探

り、取り組んでいけるものは取り組んでいきたい

というふうに考えているところでございます。

億上、お答え申し上げました。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の１の（３）についてお答えをいたします。

名寄産業高校における農業学科の応募状況及び

名寄農業高校の農場等の有効活用についてお尋ね

がありました。道教委が発表した名寄産業高校の

再出願後の出願状況では、各学科募集人員４０名

に対し酪農科学科は推薦入学者５名、一般出願５

名の計１０名、電子機械科は推薦入学者２名、一

般出願２７名の計２９名、建築システム科は推薦

入学者６ロ、一般出願１０名の計１０、生活文化

科は推薦入学者５名、一般出願２８名の計３３名

となっており、全体では募集人員１６０名に対し

推薦入学者１２名、一般出願７０名の計８２名と

なっております。特に酪農科学科及び建築システ

ム科の出願状況が振るわなかったことについて、

教育委員会としても危機感を持っているところで

ございます。道教委の公立高等学校配置計画によ

る中学校卒業者数の将来推計では、平成２１年度

の上川北学区内中卒者数は５５５名で、平成２０

年と１較して１１５名の減少となっています。平

成２２年では６０４名と前年１４９名の増となり

ますが、今後も減少が続いていくものと推測され

ます。

名寄産業高校は、４学科から成る学科集合型の

専門校であり、酪農科学科は名寄農業高校で整備

されてきた産業教育施設や実習地を産業キャンパ
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スとして活用し、道北地域における農業の担い手

としての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

高校の再編、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民間農業後継

者育成機能をあわせ持つよう知事部局、道教委、

名寄市、学校関係者の４者による農業担い手育成

に向けた１ロジェクトチームを立ち上げていくよ

うこの間要望してまいりました。名寄農業高校の

農場の有効活用については、去る３月５日に上川

農業改良普及センター、道北なよろ農業協同組合、

名寄農業高校同窓会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

催され、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４者による１ロジェクトチームの

設置について引き続き要望してまいります。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今答弁をいただきまし〇２番（植松正一議員）

たので、再質問させていただきたいと思いますけ

れども、順番が前後いたしますけれども、お許し

を願いたいと思います。

まず、森林整備の関係でございまして、これは

道と名寄市が山づくりの上で、これはもう基本的

に必要でありまして、今１０カ年のだと思うので

すけれども、その計画が前期、後期の中でもうま

く進捗していないと。それで、多分変更などは十

二分にやられていると思っておりますけれども、

市有林の総体面積が ４８１７クタールだという

ことで今伺いましたけれども、そこで木の成長に

支障を来している、いわゆる上木、天然林等です。

その天然木の上木の整理の実施の考え方があるの

かどうか、まずちょっとお聞きしたいなと思って

います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市有林を管理する〇経済部長（手間本 剛君）

段階で、過去に天然木がございまして、その木の

成長がすこぶるよろしいというようなことで、そ

れを避けた形の中であいている部分に植林をした

というような、そういった林相の山づくりをして

きた過去の経過がございました。それが伸びてし

まって、下のほうの新たに植林した木に障害が出

てきているなというようなことが現在幾つか見住

けられますので、これらにつきましては次の植え

たその木が育つような環境をつくらなければとい

うふうに思っておりますが、ただ一概にはすぐに

天然林を切ってしまうということではなしに、し

っかりとお互いに共生できるのか、成長できるの

か、そこら辺の部分を森林組合と十分相談しなが

ら、今後取り組んでいかなければならないなと、

そんな思いをしております。今後またそんな進め

方をさせていただきますので、御理解をいただき

たいと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今答弁をいただきまし〇２番（植松正一議員）

た。植林をした部分で、上木があるために被圧さ

れた状況の中でいつまでたっても、トド６ツだと

かアカエゾ、カラ６ツも市の山にはありますけれ

ども、その辺のためにも被圧される関係も含めて、

やはりもう上木は切る時期に来ているのかなと。

ただし、私も森林組合にいた関係もありまして、

やはりその中には名木と言われるセンですとか６

タヤなども本当にいいのがございます。しかしな

がら、シラカバ等などはもうかなりあれは傷む１

が多いわけですから、それと曲がっている部分は、

今現在曲がっているものはいつまでたっても、も

うパル１とする状況で、体値観のないものですか

ら、その辺のやっぱりしっかりと認識してやって

いかなければならないのかなと思っております。

また、やるに当たってこれも年次計画含めてやっ

ていかなければならないのと森林組合がある程度

事業内容を含めて知っているわけですから、その

辺の調査含めて何でもかんでも切れというのでは
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なくて、やっぱり体値観のあるものは残すと。そ

の辺の調査なども真剣にやらなければならないと

思っております。

それで、サンルダムですとか、そういう関係、

今かなり予算もつきまして、水源涵養機能を含め

てやるべきところは、私も確認しているところで

は中名寄の旧線、あそこのところは保安林事業も

含めて植林をしたわけですけれども、保安林も含

めて、なかなか予算措置も含めてないということ

で、それで行政として、特に名寄市さんと調査を

してやってもいいのですよという、ちょっとお聞

きしましたので、やはり水源涵養環境も水取り口

も助成もありますから、あの辺から手がけていっ

たほうがいいのかなと思っていますけれども、そ

の辺の考え方があればお知らせ願いたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

土地カンが余りな〇経済部長（手間本 剛君）

いものですから、失礼なお答えになるかと思いま

すけれども、基本的に風連の中でも水源涵養保安

林多くございます。そんな中では水源を涵養する

という機能、山の機能というのは大事だというふ

うに思っておりますし、望湖台自然公園がその一

つでもございます。そんなことでは、しっかりと

守っていかなければならないですし、ただ単に経

済林という考え方ではなしに、やっぱり生活をし

ていく大事な山なのだというようなことですので、

山の果たす役割、こういったものをしっかりと認

識しなければならないですし、これからの方にも

広く訴えて理解を求めていくことが必要だと思っ

ています。今お話ありましたように、初めて聞か

させてもらいましたけれども、また連携をとりな

がら、しかるべき事業が施業がとれるのかどうか、

話を進めていきたいと思っていますので、またよ

ろしくお願いをいたしたいと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

当然立木を、天然林や〇２番（植松正一議員）

何かの被圧されたものを切るわけですから、その

時点の体格の面だとか、いろいろあると思うので

す。ですから、その辺も勘案しながら、だけれど

も体格が上がっていないからと切らない、整理を

しないというのは、その辺も一回調査すれば体格

などはわかってくるわけですから、そして事業費

もかかるわけですから、事業費と体格を設定して、

委託させたところに返ってくれば当然やるかやら

ないのかということですから、私はぜひこれをも

う早急にやらなければならないなと思っています

から、その辺は森林組合等と委託されたところで

やっぱり慎重にやっていただければいいのかなと

思っております。

次に、この機会ですので、２点目に市有林の立

木の体体人、現在幾らになっているか、ちょっと

お知らせ願いたいと思います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市有林についての〇経済部長（手間本 剛君）

お尋ねですけれども、今市有林の面積は先ほど言

いましたように ４８１７クタールでございます

が、それらの販売の例で申し上げますとやっぱり

７クタール当たり１万円から５万円というふうに

開きが大変ございます。木材につきましては、今

総じて横ばいというような、そんな考え方が主流

でございます。ただ、外材からも多く入ってきて

おりますものですから、そんなことからもどうい

うふうに変化するか、まことに微妙な市況をたど

っているわけでございます。そんなことからする

と、販売事例といたしましては７クタール当たり

１万円から５万円程度というふうに聞いておりま

す。

億上でございます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

何か歯切れが悪いとい〇２番（植松正一議員）

うか、今７クタール１万円とか５万円とかと言っ

ていますけれども、これは樹種によって全然違う

と私は思っております。天然林の体体、また人工

林、トド６ツ、カラ６ツ等々もやっぱり金人含め

てこれはもう一概には言えないわけです、７クタ
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ール何ぼでは。これは、標準値とったり、それか

ら何年から何年まではどれぐらいだとか、そうい

ういろいろな方法もあると私は思うのです。です

けれども、全面積はやって、そして確実なものに

出せということでも、私はそうも考えていません

けれども、やっぱり一定の方向は出さなければな

らないのでないかなと思っております。

そこで、これは市有林は市民との共有財産とい

うこともありまして、これはやっぱり一定程度先

ほど言いましたように出さなければだめだと私は

思っています。それと、これは体体も今まで余り

していないようですけれども、情報公開なども含

めて市民の皆さんから、事業なども一生懸命税金

を使ってやっているわけですから、もし情報公開

を求められたときに拒否することもできるかもし

れませんけれども、ちょっとわかりません、どう

のこうのという話には、私はその辺観点からいっ

てもはっきりとした対応も含めてやはり基本線と

いうのはつくっておかなければならないのかなと

思っておりますけれども、その辺の状況を踏まえ

てどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

毎年決算の調書の〇総務部長（佐々木雅之君）

中で財産に関する調書ということで、市有林の面

積の関係について報告させてもらっています。そ

れと、同じ議会の中で推定蓄積量ということで、

それらについても求められまして、過去出したこ

とあります。これは、単に面積だけでなくて、面

積億外に樹種の関係とか林齢とか、それから無立

木地の関係もありますので、どの程度の財産体値

があるかということを御提言いただいて、そのと

きから立木の推定蓄積量というものを出しており

ますけれども、今議員おっしゃったような体体人

の関係については施業計画の出ているコンピュー

ター化されたものの中ではなかなか出ない状況に

なっておりますので、他市の状況も含めて今これ

だけ厳しい財政状況の中で、ちょっと調べてみま

したら、１９年度の決算で立木売り払いで ２３

４万円程度、学校林の売り払いで３７０万円程度

出ていますので、 ６００万円程度の出重な財源

が１９年度決算で入っておりますので、今のデー

タ処理上では難しいかもしれませんけれども、御

提言ありました方法で、それだけの財産体値をど

の程度と見るかについてはちょっと内部で検討し

てみたいなというふうに思っております。よろし

くお願いしたいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

求められたときにやっ〇２番（植松正一議員）

ぱり基本的根拠がなかったらということで、ぜひ

その辺も早急に対応していただきたいと思います。

続きまして、公住的機能を発揮する森づくりの

関係でございますけれども、民有林振興に関して

は市の単独助成、先ほど出材が１万円、切り捨て

が ０００円ということで、本当に長年、前から

これはいただいておりまして、まだ上積みにはな

っていない経緯でございますけれども、しかしな

がら今森林所有者も含めて枝せち対策、いわゆる

この辺は雪が多いわけですから、ひん曲がりが多

いということで要望をかなり住けるわけですけれ

ども、しかしながら国、林野庁を含めてある程度

の一定の枝せちの関係は面積的には来ているのだ

ろうと思うのですけれども、しかし枝せちやって

製材にしたときに、製品にしたときに枝せちやっ

ているから単体が上がるとかなんとかという、そ

ういうものでもないということなのですけれども、

枝せちもこれは下の力枝等も含めてあれを整理し

なかったら、やっぱり曲がり度合い含めて多いわ

けの、これはもう私も確信しておりますので、そ

の辺の一部の助成でもしていただければいいのか

なと、こう思っておりますので、その辺も考え方

があればちょっとお知らせ願いたいと思います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの質問の中〇経済部長（手間本 剛君）

で、ちょっと私住けとめ方が間違っておりました。

体体人というのは、土地の、山林の体体人、山の

というふうなお尋ねだったですね。私先ほど１万
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円から５万円というのは、山の体格ですから、底

地体格。

（「土地ですか」と呼ぶ者あり）

はい。というふう〇経済部長（手間本 剛君）

なことで、ちょっと住けとめ方が違っておりまし

たので、訂正をさせていただきたいと思っており

ます。申し上げましたように、体体人、立木、木

に対する体体につきましては横ばいかなというふ

うなお話をいただいておりますが、また樹種によ

っても違いますし、それから買い取られる方々の

ねらい、そういったものも違いますから、一概に

は申し上げられませんけれども、いずれにしても

そういった状況で推移しているのかなと。横ばい

だというふうに御理解いただきたいと思っており

ます。

それから、今お話出ましたように市の単独事業

として、先ほど言いましたように間伐で材を出さ

れた方、それからその場に現地にそのまま置いて

切り捨ててきた方というふうなことで助成をさせ

ていただいておりますが、除伐や枝せちにつきま

しては助成はございません。ただ、今森林にかか

わる状況といいますか、これは道のほうでも森林

環境税というような話がここ一、二年前から出て

きておりますし、まだ指示といいましょうか、そ

ういったことが流れてきていませんけれども、そ

んな動きがある。それから、さらには国のほうが

新たな地球環境ということも叫ばれているのでし

ょうか、特定間伐材の推進事業あるいは条件不利

森林公的整備緊急特別対策事業、ちょっと長い言

葉ですけれども、こういった言葉の中で事業を取

り組む動きがあります。こんなことも注視しなが

ら、またそういった除伐、枝せち等につきまして

はそういったものが取り込めるかどうか、それら

についても十分注視しながら、所有者に周知ある

いは連携をとって森林整備に心がけていきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今説明いただきました〇２番（植松正一議員）

けれども、先日１７日に上川支庁で造林会議があ

りまして、そのときに市の担当者、また森林組合

それぞれの方が行っているのですけれども、この

中で当初さっき申し上げましたように前年対１の

１２６１ぐらいの上積みだという、予算の関係で

す。ところが、この間その後森林組合等になった

ら、前年対１大体１２２１ぐらいかなというよう

なことを言っていました。そして、採択基準はと

いいますと今回植林含めて枝せち、それから切り

捨て等々ある程度制限がないようなことも言って

いましたので、その辺も含めてやっぱりこの際で

すから所有者の枝せちを十分にやりたいというこ

とも言っていますので、その辺もやっていただく

ことは所有者は最高いいわけですから、その辺の

ことも考えてやっていただきたいなと思っており

ます。

続きまして、バ６オ６スの関係でございまして、

この関係でちょっと質問させていただきたいと思

います。バ６オ６スの燃料供給の関係でございま

すけれども、私といたしましては余り研究も何も

していないという、何もというか、していないよ

うな状況でございまして、私も先日いわゆる今さ

っき出ました五味温泉のほうに行きました。それ

で、五味温泉の関係ですけれども、ここは行政よ

り一歩下がった状態の中でクラスターの推進部と

いうのを設けているのです。そこで、いろいろと

研究等々をやっている機関で、当然町からも２人

ぐらい出向していると。それとあと、内容などに

はＮＰＯ含めていろいろな各種団体からこういう

要請があれば推進室を立てていますから、そこを

中心にして研究などをするというところらしいの

ですけれども、その武田さんという方に会ってま

いりました。それで、昨年燃料高騰などで公共施

設の中で通年でエネルギー、燃料をたいていると

ころの消費、いわゆるエネルギー消費していると

ころというのは燃料高騰で大変な状況でなかった

かと思うのです。それで、この辺も含めて熱供給
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施設の武田さんに会ってちょっと調べさせていた

だきました。この目的というのは、やはり間伐材

や林地材の残材が多くありまして、木材加工等な

どで出た端材ですとかバークですとか木くず、チ

ッ１なども化石燃料の代替エネルギーとして導入

したのだと。これは、１４年、１５年で研究をし

まして、そしてメーカーなどもお呼びしまして、

そしてこれはいけるぞということで二酸化炭素吸

収、削減のためにも入れるかということで入れた

わけでございます。それで、あとその残りの灰な

ど融雪剤に使っていると。そして、問題は事業費

の関係でございまして、当時でこれ設計から建築

工事、機械設備、電工工事等々で ２０８万 ０ 

００円の事業費でございます。それが国から補助

金で２分の１、半分です。そして、あとは過疎債

でやられていると。ですから、本当にただみたい

なものだというか、それはありますけれども、そ

して経費削減として１９年度で、１８年も大体６

００万円ぐらいでしたか、そして去年が削減とし

て５００万円だと。そして、平成２０年度は年度

内なので、まだ根拠性は出てこないのですけれど

も、当然担当者は燃料上がっているわけですから、

それなら ０００万円ぐらいいくのですかという

ことを言ったら、それまではちょっとあれですけ

れども、やはりかなりの、前年の５００万円億上

はもう大体いっているのだと、後でまた新聞報道

もしますけれどもということでした。ですから、

やっぱり七、八百万円はいっているのではないの

かなと私は思っております。

そういう現状からいきますと、この施設という

のは当初は燃料も半分ぐらい助けていたのだそう

ですけれども、最近は通年、年間通して木質バ６

オ６スを使用していると、こういう実態でござい

ます。そして、若干７０１ぐらいの水分あったっ

ていつも熱処理していますので、問題はないとい

うことですから、名寄市だってかなりの木くず含

めて熱源のもの自体は十分にあるなと私は思って

いますので、その辺も研究していないということ

ですけれども、今後やっぱりこういう施設なども

検査して検証しながら、やはり取り入れていくべ

きだと。そして、今また下川さんのほうでも保育

関係２カ所、そして今回ことしは一の橋にあるの

だと思うのですけれども、あけぼの園でもこの実

のに基づいて、そして調査費をつけているという

ことでございますので、やはりこれは地球環境を

含めて、また皆さんでこういう投げると言ったら

おかしいですけれども、そういう端材ですとか何

かを使って熱源にするわけですから、絶対これは

いいことだと私は思って、それがまだ研究も何も

名寄市はしていないと。ただ、この間風連の朝日

のほうで、ペットボトルだとか、それから農業関

係のビニールハウスの中で、あれは燃料づくりで

すから、それはそれで研究をしていただく。だけ

れども、今回の燃料を一生懸命たけるこのエネル

ギー環境は木質、これはそんなに材料だって高く

ないわけですから、チッ１にしたって立米 ００

０円前後ぐらいだという話も聞いていますから、

多く使うところは研究をしないでなくてやっぱり

前向きにやっていかなければならないと私は思っ

ています。

それと、今見ていると思いますけれども、林野

庁のほうでも今回木材利用化で森林・林業・木材

産業づくり交付金ということで、これも国庫補助

金２分の１です。それで、これ２４年まであるわ

けです。そして、この利用度が多いわけで、１５

０基増加をしたと。そういう環境も含めてのだと

思うのですけれども、これだけ今の木質含めて、

環境含めてのこういう施策ですから、のらないと

いうのもちょっと私は知れないわけですけれども、

メーカーなど、またこういうところ、やっている

ところを呼んでも金はかからないわけですから、

やっぱり調査研究を実施すべきだと、そう思いま

す。その辺のお考えはどうでしょうか。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどちょっとお〇経済部長（手間本 剛君）

話しさせてもらいましたように、森林、林業に対
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する予算が例年から見るとついているということ

でお話をさせていただきました。そんな時期なも

のですから、ぜひとも１つでも２つでもこの地域

の中で取り組めることがあればということでござ

いますが、今お話ありましたように下川は木質バ

６オ、チッ１にしてそれをボ６ラー燃料にしてい

るということでございますが、さらには柳の研究

もされているというようなことでございます。私

どものほうは、ちょっと毛色が違うと言ったらあ

れなのでしょうけれども、通年雇用促進協議会、

こういったものを立ち上げさせていただいて、今

１年半ぐらいたちます。この中で中川から名寄ま

での各自治体の関係者、さらには商工会の関係者

の方々もお集まりいただいて組織しているのです

が、その中ではこの地域はやっぱり資源を生かす

ということでどうだというようなお話で、ペレッ

トというようなお話が話題として出ました。協議

会の中での事業計画の中に織り込みまして、先進

地としては足寄あるいは当別、向こうのほうの石

狩管内、そっち側のほうも先駆的にやっているの

ですけれども、それらにつきましてもこちらはぜ

ひそういった廃材含めて有効利用できないかとい

うようなことでの研究、研さんも今させていただ

いております。そんなこともつながりを持ちなが

ら、また名寄も多くの森林を抱えているわけです

し、隣に下川もあるわけですから、そちらのほう

とも連携をしながら、ぜひ実を結ぶ方向に努力を

していきたいなということで、決して努力をしな

いということではございませんので、機会あれば

情報をきちっとキャッチしながら、取り組めるも

のは取り組んでいきたいなと、こんな思いをして

おりますので、御理解をいただきたいと思ってお

ります。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひ研究とかともう五〇２番（植松正一議員）

味温泉あたり実のあるわけですから、その辺もお

願いしたいなと思っております。

それから、緊急雇用の関係ですけれども、これ

は今のアメリカの大手証券関係の破綻などで木材

関係、特に風連のほうで協同組合で今こん包材を

生産していまして、１２月までは１２名の職員が

残業をして当ル稼働していたと。ところが、２月

ぐらいになってきますと輸出の関係もあるのだろ

うと思うのですけれども、ほとんど注文、住注関

係が入ってこないと。その関係でハローワークの

ほうで助成制度を取り入れながら、今やっている

わけです。そこで、３月の稼働状況をこの間聞い

てみますと、６日、そして１８日は自宅待機、今

そういうような状況でしていると。そして、基本

給含めて、私は基本給のパーセントは知っていま

すけれども、今申し上げませんけれども、パーセ

ントの減にしても養っているというか、そういう

作業員の確保をしているのだと。そういうような

形で厳しい状況だと思っていて、大変だなと。ま

た、このままいくと今のところまだ見通しがない

わけですから、当然最悪のことも考えておかなけ

ればならないのかなと。そして、この会社は森林

組合のトッ１と組合長が両方やっていますから、

かなり不安もあるのでないかなと思っております。

それで、先ほど枝せちなども言っているという

のは、この緊急雇用で去年まではやっていたけれ

ども、ことしは森林組合に別な仕事を、もう何か

切れたみたいだから、今回は道のほうに申請しな

いとかなんとかではなくて、それでも森林組合を

含めて要請があれば、これは１００１の助成とい

うことで先ほど言っていましたので、やっぱりそ

ういうもしできればその辺も含めて申請をしてい

ただいて、そして使っていただきたい、こう思っ

ていますけれども、簡単にちょっとお願いします。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほど２次補正の〇経済部長（手間本 剛君）

緊急雇用の分で、市のほうでは今現在前段申し上

げました緊急雇用創出事業では産業振興すと都市

整備すで２本上げさせていただいて、それからふ

るさと雇用再生特別対策事業につきましては農務

すのほうで１本上げさせていただいて、もう一つ、
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１本予定していたのですけれども、今こういった

冬時期なものですから、なかなか現地にも赴けな

いというようなことがありまして、決して取り組

まないということではございませんで、これ繰り

越し事業でもありますから、ぜひとも雪解けを待

って、先般森林組合の組合長ともお会いしまして、

何とか事業化に向けて双方で力を合わせてつくろ

うというお話をいただいておりますから、私ども

のほうと、それから森林組合のほうと御相談しな

がら、ぜひ事業組み立てできるような方向で取り

進め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。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

後で市長にもちょっと〇２番（植松正一議員）

別な角度でお願いしたい経緯もありますので、次

に移りますけれども、今の学校の関係でございま

すけれども、今回の産業高校ですか、その関係で

は教育長、本当に御尽力いただいて、私も名農出

身ですから、存続をさせていただきまして、お礼

を申し上げたいと思っているわけですけれども、

しかしながらきのうですか、合格発表があったと

思うのですけれども、４学科の学科集合型の専門

学校としてスタートして、募集人員１６０名のと

ころ８２名ということでございましたよね。それ

で、酪農科学科が１０名、建築システムが１０名

の状況で、教育委員会としては危機感を持ってい

ると。よもやこんな状況になるとは私も思ってお

りませんでした。しかしながら、結果は結果でご

ざいますので、この名寄産業高校の出願状況に対

する教育委員会としての今後の考え方、また当然

道教育委員会とも、今後の対策です、その辺もや

はり詰めるところは詰めなければならないのかな

と。その辺を伺いたいのと、それから農場の関係

ですけれども、きのうでしたか、代表質問、中野

議員も申してございました。これから一定の１ロ

ジェクトを立ち上げてやっていくということです

から、これはよろしいのですけれども、今後の考

え方ちょっとお知らせ願いたいと思います。簡単

にお願いします。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま名寄産業高〇教育部長（山内 豊君）

校の出願状況と、それから今後の方向といいます

か、それらについて質問がございました。出願状

況については、今年度上川北学区の卒業者が５５

５名ということで、て常に少ないということであ

ります。来年度につきましては６０４名というこ

とで、４９名ふえるということでありますから、

次年度その辺の部分についてはもう少し状況は変

わってくるのかなというふうに思っております。

それと、今後の産業高校の考え方ということな

のですけれども、これまで名寄光凌高校の特色、

学科の開放といいますか、地域に開放した学校づ

くりやっていますし、名寄農業高校もそういった

ような形での取り組みを行っているということで

あります。名寄産業高校については、総合学科と

いうことで４つの科があるわけですけれども、こ

れらについて今後この学科が特色を生かしたそう

した連携を持っていくといったようなことをやは

り訴えていかないと、初めての学校でありますか

ら、それらの特色を十分出して、子供たちにも魅

力のある学校だということをしていかないとて常

に難しさが残るのかなというふうに思いますので、

今後はそういった部分を子供たちにＰＲをしなが

らということで、関係者ともそうしたことでのつ

ながりといいますか、考えていきたいなというふ

うに思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

しっかりと協議して、〇２番（植松正一議員）

今度の議会のときにも報告できるようにお願いし

ます。

ところで、農業関係の２つ、燃料高騰の含めて

ですけれども、これは国会絡みである程度予算措

置も含めてなりましたけれども、またどう変わる

かもわからない。あるかもしれませんので、今度

また予算委員会などでもお願いをしたいなと思っ

ています。



－180－

平成２１年３月１８日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

それで、市長にちょっとお願い含めて求めたい

ことがあります。市長は、名寄地区林業経営協議

会の下川含めて中川までですか、会長をやられて

いるということで、それで今まで民有林の振興含

めていろんな面で対応、対策をしていただいてい

るのも私も認めているわけでございますけれども、

今回先ほど申し上げましたように水源機能含めて、

今度風連のほうにも水道を含めて供給するという

観点からいきますと、厳しいながらもやはり林業

の施策というのは長いスパンなだけに、対応は多

種があるわけですから、その辺の状況なども、ま

た単独補助も含めて今後名寄市の山づくり含めて

どういう方向に持っていくのか、できたら簡単で

もよろしいですから、お願い申し上げます。

島市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

林業振興にかかわって〇市長（島 多慶志君）

は、上川北部の市町村の中では振興協議会の役員

を持ち回るということでやっておりまして、士別、

名寄、下川と３つの自治体が職員の配置状況も含

めて責任分担をしながらやっているという状況に

ありますが、環境問題がこのように関心が高くな

ってきて、しかもＣＯ の吸収を民に依存するのが２

日本の場合はて常に高いと、こういうことであり

ますから、従来は経済的な側面だけで山づくりと

いうことが述べられてきた部分が多かったわけで

すけれども、環境ということでは国も、あるいは

北海道もそういう方向にありますし、私どもも地

域の環境保全というのは他人任せということでは

なくて、やはり自治体、自治体が民有林の所有者

を含めてしっかりと取り組んでいかねばならぬ問

題だと、こんなふうに思っております。北海道も

新しい環境税と申しましょうか、この提案をしよ

うとしております。ただ、タ６ミングがきちっと

タ６ムリーでないということもあって延びている

のかもしれませんが、私もかつて何年間か北海道

の林業振興審議会の委員もさせていただいて、や

はり山を持っている自治体だけが頑張るというこ

とでは環境ということにはなかなか手が伸びてい

かないと。すべての道民、あるいは国民というふ

うに申し上げたほうがいいのかもしれませんが、

そういう財源捻出ということを起こすことで一層

この森林の保全も含めて力が入ってくるかなと、

こんなふうに思っておりますので、そういう工持

ちでこれからも当たっていきたいと思っておりま

す。

億上で植松正一議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩します。

休憩 午前 ０時０５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。

名寄市の中小企業振興について外１件を、川村

正彦議員。

議長の指名をいただ〇２０番（川村正彦議員）

きましたので、名寄市中小企業の振興について質

問をさせていただきます。

商工会議所と商工会の並存についてであります。

まず、第１点目には、合併により同一行政区内に

経営指導や商工業振興を担う組織として、名寄地

区には商工会議所、風連地区には商工会がありま

す。４０年億上にわたる歴史的な経過のもとに組

織、制度面、運営面、財政面などに大きな相違が

ありまして、市町村合併が行われた地方自治体に

ありましても引き続き存続しているのが地域の実

態であります。平成２０年４月現在で、全国 ９

０５の商工会のうち６３３が商工会議所との並存

ということになっていることからも、両団体が相

互の歴史の中で養われましたノウハウや強みを提

供し合い、補完することで、新名寄市の中小、小

規模零細企業の立場を尊重した協力体制を築いて

いくことが大切であるというふうに考えますが、

行政としての御認識をお願い申し上げます。

２点目には、地域振興を担う商工会についてお

尋ねをいたします。商工会は、商工会法に基づき
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まして、主として小規模企業対策の根幹でありま

す経営指導、経営改善普及事業の担い手といたし

まして経営相談、税務記帳指導、金融指導などを

行うなどさまざまな支援施策の実施主体となって

まいりました。その結果、地域６ベントを初めと

した人と人のつながりを生かした地域コミュニテ

ィーへの活力維持に貢献してきたという歴史的な

役割は、合併後の風連地区のまちづくりの中でま

すます期待されているというふうに考えますが、

あわせて市の見解をお示しいただければというふ

うに思います。

次に、大きな項目の２番目に、名寄市立総合病

院の改革１ランについてお尋ねをいたします。こ

の改革１ランは、総務省から示されましたガ６ド

ラ６ンに沿ったものでありますが、近年の多くの

公立病院における医師、看２師不足による過重労

働や都市部への偏在、さらには平成１２年度億降

ほぼ連続している診療報酬の６６６ス改定などに

より、本来公立病院が担うべき、いわゆる不採算

部門を含めた地域医療の提供に支障を来している

現状がございます。そんな中で名寄市立総合病院

の医療圏における地方センター病院としての期待

も大きなものがございます。このため引き続き第

３次救急医療を頂点とする急性期医療の提供を主

体とするとともに、民間では対応することが困難

な小児救急、リハビリテーション及び難病などの

高度特殊先駆的医療などの不採算部門を担当する

役回りもこの１ランの中でも積極的に取り組んで

いくこととしております。

そこでまず、この改革１ランについて３点につ

いて伺います。１つ目は、地方公営企業法の財務

規定だけではなくて、組織及び身分取り扱いに関

する規定を新たに適用して、いわゆる地方公営企

業法の全部適用についての検討を進めていくとい

うことであります。このことによる期待される効

果と今後のす題についてどのように認識されてい

るのかをまず伺いたいと思います。

２つ目は、新たな医療報酬制度であります診断

群分類包括体体、ＤＰＣ制度というそうでござい

ますが、これの導入を平成２１年度からの移行を

めどに予定をしているということでありますが、

道内自治体病院の導入実の、さらにこの制度の導

入における期待される効果と今後のす題について

どのようにお考えになっているかをお尋ねをした

いと思います。

３つ目には、医業費用の節減の一つとして、医

療職給料表への切りかえについて検討を進めてい

くという方針が示されました。これについても切

りかえによる期待される効果と今後のす題につい

てお答えをいただきたいというふうに思います。

億上、この場からの質問とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたりお尋ねがございま

した。１点目につきましては私のほうから、２点

目につきましては病院事務部長からのお答えとな

りますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、商工会議所と商工会の並存についての

お尋ねをいただきました。商工会議所、商工会の

２つの組織の法律上の目的はほとんど同じでござ

いまして、商工会議所は商工会議所法、商工会は

商工会法に基づき設立されたものでございます。

ともに地域の商工業の振興と住みよい地域づくり

に寄与するため、商工業者によって組織された総

合的な経済団体でございます。法律に基づく事業

といたしましては、商工会議所は１８項目、商工

会は１０項目となっており、異なる事業は原産地

証明の発行や商事取引に関する仲２、あっせん、

調停などの事業は商工会議所のみ規定されている

ものでございます。現行制度では両者の合併が認

められておりません。市町村合併が進む中、商工

会議所と商工会が合併するための法制度の改善要

望の動きがございますが、市といたしましては今

後も法に基づいた対応をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、地域貢献を担う商工会の役割についてお
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尋ねをいただきました。商工会は、法律に基づき

まして町村部に設置された公的団体で、地域の事

業者が業種にかかわりなく会員となってお互いの

事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を

行う団体でございます。地域振興策につきまして

は、名寄地区では各商店街振興組合が事業実施機

関となり、事業や６ベントに取り組んでいただい

ておりますが、風連地区は商工会のみが地域産業

興しなど６ベントの創出づくり全般にわたって担

当していただいております。従来から風連地区に

おきましてて常に重要な役割を担っていただいて

おります。商工会億外の団体などでは対応できな

いことも認識しております。引き続き必要な措置

を講じ、地域振興策の支援をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

億上、お答え申し上げました。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、名寄市立総合病院改革１ランについてお答え

をさせていただきます。

１つ目の地方公営企業法の全部適用についてで

ございますが、事業管理者を設置し、職員の任免、

給与等の身分取り扱い、予算原案の作成などの権

限が市長から移譲され、事業管理者による自立的

で効１的な事業運営を可能とするという経営形態

の見直しの手法でございます。今回のガ６ドラ６

ンが出される億前から、病院の長期計画でも盛り

込まれていた手法であります。全国の自治体病院

の数は、額 ０００でございますが、そのうち全

部適用病院は平成１２年度におきましては１０６

病院でございましたが、平成１９年度では２５７

件と大幅に増加をしてございます。今回の改革１

ランは、赤字、黒字を問わずすべての自治体病院

で作成されますが、この全部適用の手法を選択す

る病院が大幅にふえるものと推測をされておりま

す。ことし１月末時点で公立病院特例債発行予定

団体の公立病院改革１ランの概要が公表されてお

ります。道内では、１５病院が対象となっており、

うち現在４病院は全部適用をしてございます。そ

のほか１１病院につきましては、公営企業法の一

部適用という状況になってございます。その中で

一部適用から公営企業法の全部適用に変更すると

ころにつきましては８病院、それから指定管理者

制度への移行を考えているところが１病院、それ

から地方独立行政法人化、指定管理者制度、ある

いは民間譲渡等を検討しているところは１病院、

それから老人保健施設等など医療機関億外の経営

形態へ移行するという自治体が１個ございます。

そのほかの全部適用している４病院につきまして

も地方独立行政法人化、あるいは指定管理者制度

への移行も含めて検討しているというような状況

になってございます。

全部適用の効果といたしましては、経営責任の

明確化と自立性の拡大による効１的、効果的な運

営体制の確立、職員の意識改革の促進が容易にな

り、職員の意識高揚と職場の活性化が図られると

されております。また、す題といたしましては、

１較的取り組みやすい側面がございますけれども、

経営健全化の面では必ずしも実効が上がっていな

い場合も多く見住けられるところでございます。

いずれにいたしましても、経営の効１化に向けま

して真に実効性のある手法となり得るか、今後検

討を進めてまいりますので、御理解くださるよう

お願いいたします。

２番目の新医療報酬制度のＤＰＣの導入につい

てでございます。道内自治体病院で現在ＤＰＣ対

象病院となっているのは、市立のの病院、市立旭

川病院、市立函館病院の３病院でございます。平

成２１年度から新たにＤＰＣ対象病院となる資格

のある２年目のＤＰＣ準備病院のうち、４月から

ＤＰＣ対象病院となりますのは、釧路、千歳、砂

川、滝川、苫小牧、名寄の６病院でございます。

７月からは留萌の１病院となっておりまして、今

年度見送りするところが岩見沢、深川の２病院と

なっております。ＤＰＣの効果といたしましては、

医療水準の向上や標準化、不必要な入院を減少さ
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せる、患者にとって標準的な治療と体格、病院に

とっては経営管理のツールとなる、行政にとりま

しては医療費分析のデータベースとなることなど

がございます。す題といたしましては、医療施設

係数の問題がございます。当院の場合、医療施設

係数につきましては額１ ７１、厚生労働省によ

り設定されています。４月からＤＰＣの標準的な

診療件数により１ ７１割り増しし、当面は収住

が上がるというふうになってございます。それが

再来年度億降につきましては変更されるという状

況になってございまして、それにかわる係数とい

たしまして機能体体係数というものが論議されて

おりますが、まだ決定には至っていないというよ

うな状況になってございます。

３番目に、医療職給料表への切りかえについて

でございます。道内自治体病院の中では、多くの

自治体が医療職給料表を適用している状況にござ

います。名寄市立病院の医師を除く職員の給与体

系につきましては、自治体職員としての職員間の

人衡及び病院の規模などから、一般行政職と同じ

給料表を適用しているところであります。しかし

ながら、平成４年に現在の病院が開設したことに

伴い、病院の規模が拡大いたしまして職員数も臨

時職員を含め現在額５５０名を数えてございます。

近年におきましては、自治体職員給与に対する透

明性、う当性など多くの指摘がなされていること

から、医療施設としてより適正な人事管理と処遇

及び看２師等の人材確保の観点から、公営企業法

の全部適用とあわせまして医療職給料表への切り

かえを検討するものであります。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇２０番（川村正彦議員）

ただきましたので、質問の順に従って再質問をさ

せていただきたいと思います。

まず、商工会と商工会議所の並存ということで

ございますが、御答弁にもありましたようにそれ

ぞれ根拠法といいますか、よって立つ法が違うの

で、大きな方向としては同じだというふうに考え

ておりますけれども、多少商工会には小地域とい

いますか、主に町村部の実情に合わせた設立趣旨

の経済団体であるというふうに認識をしていると

ころでございます。それで、平成１３年度の商工

会法の改正によりまして、合併後も引き続き商工

会が同一市町村の一部の地域を区域として商工会

が設立できる、設立しているところは存続できる

ということになりました。法的にも一行政町村の

中で商工会というものの位置づけがされていると

ころでございます。商工会と商工会議所というの

は、中小、小規模事業者はもとより行政、さらに

は地域住民の期待にこたえて２つの組織が相互の

お互いの守備位置を補完しながら、その地元の商

工業の発展、地域経済の向上に努めていくことが

記載されているというふうに思うのですが、行政

としてこの両組織に今後それぞれどのような期待

を持たれているのか、これをまずあればお示しを

いただきたいというふうに考えております。

２番目にお尋ねをいたしました商工会について

でございますが、地域貢献に対する商工会への御

答弁では高い体体をいただいたというふうに理解

をさせていただきますが、商工会は法的に設置さ

れている道の商工会連合会と、それから旭川に今

ございますが、道北支所というようなものもござ

いまして、経営指導員を初めとしまして職員の全

道規模の人事交流、給与水準の一元化というよう

なことで、それぞれ配置をされているわけでござ

いまして、その点はちょっと商工会議所は人事交

流というのがないようでございますから、多少違

うわけでございますが、そんな制度の違いはあり

ますが、職員は巡回指導を通じて小規模企業で働

く地域住民の方と直接的なつながりを持ちまして、

さらには生活者の目線と実感を大切にした商工会

女性部という存在がございます。活躍がございま

す。それからさらに、地域の活性化が商業振興の

原点だというふうに認識し、頑張っている商工会

青年部という存在もございます。これから新名寄
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市が協働のまちづくりということを目指すには、

商工会は風連地区の出重な財産であるというふう

にも私は考えているわけでございまして、特に合

併特例区終了後の風連地区における地域発展の民

間活力を束ねる一つの大きな担い手であるのでは

ないかと、そんな位置づけも商工会に期待されて

いるのではないかというふうにも私は考えている

わけでございまして、行政として継続して商工会

が果たしている地域貢献の地域振興についての支

援を引き続きとっていただきたいなというふうに

思いますが、重ねて見解があればお答えをいただ

きたいというふうに思います。まず、その２つで

お願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

前段商工会議所、〇経済部長（手間本 剛君）

それから商工会の今後のありようについて、行政

としてどう住けとめているかというようなことで

ございますが、先ほど答弁の中でもお話をさせて

いただきましたけれども、合併をして、そしてこ

ういった事態に立ち至っている自治体、あるいは

そうでなしに過疎化が進んでいって、商工会その

ものの存在が心配されているところ等々あるわけ

でございまして、実は先般新聞に載ったわけでご

ざいますけれども、３月１７日付の道新でした。

道のほうでは、こういったことを憂慮しまして、

そしてそういったかつての商工会の存続、運営等、

財務も含めてなのでしょうけれども、さらにその

部分に一定の考え方を出し、さらには支援をして

いこうと、こんなような情報が記事として載って

おりました。まさにそのとおりなのでしょう。そ

れから、各自治体の中でもそういった商工会、商

工会議所の今後の存続について危惧する部分があ

りましたものですから、要望もあったことに対す

るお答えだというふうに思っています。これらに

つきましては、今お話ししましたようにどういう

ふうな道の方向性が指し示されるか、まだはっき

りわかりませんけれども、そういう動きに乗った

なと、こんな思いをしておりますから、注視しな

がら、しっかりそれぞれの機関の今まで果たして

きたものの思いも含めて、ぜひいい方向性でお話

し合いができればお話し合いに参加していきたい

なというふうな思いをしているところでございま

す。

それから、商工会、とりわけ風連商工会、そち

らのほうの今までの果たしてきた役割ということ

は少なくない。行政、農協、かつては農協という

言葉、それから商工会、さらには森林組合という

ような主要４団体みたいなことでそれぞれ連携を

しながら６ベント、地域活性化に取り組んでまい

りました。今も現存としてふるさとまつりを初め

とするもろもろの風連の地域祭りを担っていただ

いておりますことに感謝を申し上げるところでご

ざいます。御案内のとおり商工会は、そういう６

ベントのみならず、経営者の経営指導あるいは巡

回指導、ふだんの相談業務等々やっているわけで

ございまして、これからも本当に風連の中で営業

される方々の支えになる機関だなというふうに思

っておりますし、会長さん億下御苦労されている

のだろうと思っております。そんな意味からする

と、これからも果たしていく役割は決して少なく

ないというふうに認識をしておりますから、また

前段申し上げました答えに戻るかもしれませんけ

れども、それらの部分を踏まえてどうあるべきか

という部分についてはこの地域に合った、そうい

った組織になるのでしょうか、そういったものを

意識しながら注意深く相談していけたらなと、こ

んな思いをしておりますので、御理解いただきた

いと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁の中で触れて〇２０番（川村正彦議員）

いただきました道新の報道があったわけでござい

ます。これは、今御紹２いただきましたけれども、

知事の諮問機関として北海道商工業振興審議会と

いうものができて、新年度中にこの財務運営改善

提言などをしていただくということで、この背景

には記事にもありますけれども、２００７年まで
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の１０年間に道内の小規模事業者が２万 ０００

人減ったと。さらに、商工会の会員も１０年間で

１万 ０００人減少したというようなことであり

まして、組織としての体力が劣っているというか、

そがれてきているのではないかというような危機

感の中から、商工会についても部員の減少とか、

あるいは合併もありましたけれども、商工会員数

の減少によりまして事務局体制も今後どうしたら

いいだろうかというような議論も盛んにされてい

まして、とりあえず風連商工会は今下川商工会さ

んと広域的な連携ができないかという具体的な相

談といいますか、検討もされているというところ

でございまして、せっかく御答弁いただきました

ので、このような道の動き、新たな支援策につき

ましても行政としても十分関心を持っていただい

て、新名寄市にとって商工会議所、商工会の役割

も含めましてどのような形がいいのか、行政も一

緒に考えていただければというふうに考えており

まして、このことについて御答弁があれば伺いま

すが。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市と３年前に〇経済部長（手間本 剛君）

合併をするときに、そのときも風連商工会のあり

ようについて議論があったというふうに記憶して

おりますけれども、その折に何とか合併した後は

広域連携ができないかというようなお話がござい

まして、風連の商工会でたしか試行的に下川町さ

んとテストケースで今やっていただいているよう

でございますけれども、お話を伺いますとなかな

かそれもそれぞれの立場があるものですから難し

いなというようなことのお話が漏れ聞こえてくる

わけでございます。直ちにということにはならな

いのでしょうけれども、そういう下川町さんとの

連携も模索していくということも一つの道かもし

れませんが、ただ風連の事情、地域性を考えて、

名寄の商工会議所との部分も意識しながら、進め

ていくことがやっぱりいいのではないかというふ

うな、ただ時期的にいつやるのかということ、そ

れらは今後あろうかと思いますけれども、結局は

一つの商工業の経済団体ですから、それぞれの中

で皆さん方がこぞって活動されるということが一

番いいのかなと、こんな思いをしております。今

後も注視していきたいと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２０番（川村正彦議員）

した。

それでは、市立病院の改革１ランについて続け

て質問させていただきたいと思います。今御答弁

をいただきましたけれども、今回名寄市立病院の

改革１ランというのができたわけでございまして、

私は名寄短大と並んで名寄市のまちづくりの中で

名寄市立病院の存在というのはて常に大きなもの

があるというのは、皆さん市民共通の認識である

かなというふうにも思いますけれども、財政的に

も市の負担がかなり重いのも一方では事実でござ

いますけれども、この市立病院を名寄市民の宝に

するというようなことでみんなの議論を進めてい

ければなというふうに考えておりまして、市立病

院の持つ１次的、２次的な経済波及効果というの

は本当に名寄市のまちづくりの中でも大きなもの

があるというふうに考えておりまして、今回の改

革１ランが将来ともそういうことを踏まえた上川

北部地域の住民にとってもぜひ実効性のある１ラ

ンであってほしいというような願いも込めまして、

具体的に少し何点かについて御質問をさせていた

だきたいというふうに思うわけでございます。こ

の改革１ランが総務省に言われたからつくってみ

たけれども、絵にかいたもちだということになら

ないように危惧する面も含めまして、それからま

た新しい制度も導入されるようでございますから、

それらについて中身についてその中身の御説明も

いただきながら質問をさせていただきたいという

ふうに思います。

まず、第１点につきましては、平成２３年度か

ら地方公営企業法の全部適用ということへの移行

が予定されているということでございます。御答
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弁もいただいたわけでございますが、まず恐縮で

ございますが、この全部適用について今とどのよ

うに変わるのかという点で２点ほどちょっと教え

ていただきたいのと私の認識についてその方向だ

よというようなものがございましたら、お示しを

いただきたいのですが、まず全部適用になります

と病院事業が一般行政組織から独立をすると。そ

れが全部適用ということ、組織に関する規定の中

ではそういうことだと。そうなりますと、病院、

職名は何というのでしょうか。管理者を置いて、

業務執行権を持ち、業務規定制定権を持ち、内部

組織の設置が独自にでき、職員の任免、給与の取

り扱い、資産の取得、管理、処分、契額の締結、

資金の一時借り入れなど組織に関する規定が適用

されるというふうに理解しているのですが、おお

むねこのようなことで、まず組織に関する規定に

つきましてはこのようなことなのか、さらに何か

管理者の権限があればお示しをいただきたいとい

うふうに思います。まず、お願いいたします。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

全部適〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

用につきましては、今議員がおっしゃったことが

ほぼ間違いのないところだと思っております。市

の組織でございますけれども、専任の事業管理者、

事業管理者と申しますのは病院長がなる場合もあ

りますし、またさらに別の方を立てる場合もござ

います。組織の設置や職員の任免、給与等の人事

に関する権限、予算原案の作成等権限が付与され

ることになります。しかし、職員定数、予算年度、

契額制度において地方自治法及び市制度の制額が

ございまして、実質的にはある程度制額がされる

という状況になってございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一つ、今全部適〇２０番（川村正彦議員）

用についての組織に関する規定で、かなりの事業

裁量ができるのだよということでございますが、

もちろん定数だとか予算を編成することはできる

のですが、当然それを議決するのは市長が提案し

て議会だということになるのだと思いますが、あ

わせてもう一つ恐縮でございますが、病院職員の

身分についてお尋ねをしたいと思いますが、現在

は地方公務員というのですか、公務員でございま

すが、これがこの公営企業の全部適用によりまし

て公務員ではなくて民間労働者と同等な扱いにな

るということが働く皆さんにとっても多少大きな

変わりようかなというふうに思うのですが、その

ために人事院勧告制度が適用されない。公務員で

ないですから、適用されないと。したがって、給

与あるいは勤務時間、その他の労働条件というの

は法令や条例にもちろん基づくのでしょうけれど

も、かなりの部分は労使協定を経て管理者が決定

すると。職員の身分についてはそういう仕組みだ

というふうなことでございますが、何か足りない

ところがあれば、この認識でいいのかどうか、ち

ょっとお知らせをいただきたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

には、今言われたことかなという工はしますけれ

ども、ただ独自の給与制度を定めることは可能で

ありますし、職員の業のや病院の経営成のを反映

することが可能ではございます。ただし、自治体

内の他の地方公営企業や人事交流をする市長事務

部局との人衡等が求められるという状況にありま

すので、現実的には病院独自の給与制度を設ける

というのはなかなか難しいことかなと。医療職給

料表ですとか、そういったことについては別です

けれども、そういった部分があるのかなというふ

うに認識をしてございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それで、御答弁の中〇２０番（川村正彦議員）

にもす題というようなことの中で、この全部適用

というのは病院経営的な面では必ずしも実効が上

がっていない事例もあるというような御答弁もい

ただいて、先日の一般質問の市長答弁にも不透明

なところがあるというような御答弁があったかと

いうふうに考えておりますけれども、これは具体
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的に先進事例から見てどういうところがあるのか、

何点かあればその何点かをお示しをいただきたい

と思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私もま〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

だしっかりと勉強しているという状況ではござい

ませんので、今後も当然検討しなければならぬ部

分だと思ってございます。ただ、先進事例で先ほ

どもお話しさせていただきましたように、既に４

病院については全部適用をしているという状況に

あります。でも、さらにほかの例えば指定管理者

制度ですとか、地方独立行政法人化等を検討して

いるということは、地方公営企業の利点をすべて

発揮されていないという部分があるといった部分

が大きな問題になっているのではないかなという

ふうには思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようなことで、〇２０番（川村正彦議員）

一応２３年度ぐらいをめどに検討されるというこ

とでございますので、十分に先進事例にも学んで、

名寄市立病院に一番ふさわしい市民に理解をいた

だけるような検討をお願いしたいというふうに考

えております。

それでは次に、２番目にいわゆるＤＰＣという

診療、医療制度、これは最近できた制度ではござ

いますけれども、徐々に導入をする病院がふえて

いるというふうにもお聞きをいたしますけれども、

このＤＰＣというのは簡単に言うと患者さんが病

工になったときにその年齢だとか意識障害レベル、

あるいは手術、処置のありなしなどを定型化して、

それに合わせて０定払いといいますか、従来の積

み上げの方式ではなくて、出来高払いとは違いま

して０定払い制だというふうにいうようでござい

ますが、これは７日間でしょうか、７日間の適用

ということでございますから、主に救急だとか急

性期医療のときに上手に使えば増収効果もあると

いうような制度だというふうにも理解しておりま

すけれども、この導入による効果、ジェネリック

医薬品の使用ぐらいの話は伺っているのですが、

そのほかにＤＰＣ制度を導入することによる期待

されるメリットというのを具体的にちょっと御説

明をいただければというふうに思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

なのかどうかはちょっとわかりませんけれども、

一般病棟、精神科あるいは結核療養病棟億外の病

棟に入院される方がまず対象になります。それで、

診断群、病名をつけるわけですけれども、そこを

４４０といった分類に値をさせていただきまし

て、その中で標準的な入院日数ですとか金人とい

うものを決めていくわけです。それが延びること

によって当然その部分が包括でなくなってしまう

ものですから、診療報酬上低くなっていくという

状況がございます。そんな中で先ほども述べさせ

ていただきましたけれども、いわゆる無駄、無理

のないような全国的なレベルでの医療が可能にな

ると。そしてさらに、濃厚診療等の過剰な医療の

部分がなくなるといったのが大きな部分かなとい

う工はしております。それが最終的に申しますと、

病院にとっては経営管理のツールとなり得るとい

うことで、今後大きな意味を持つのかなというふ

うには思ってございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

患者にとっての利住〇２０番（川村正彦議員）

というのは、無駄なというのはお医者さんが判断

されるわけですから、どこまで無駄かは別としま

して、往々にして出来高払い制度ですと必ずしも

必要でない検査があったり、投薬があったりとい

うようなことの言われ方も普通はされているわけ

ですが、そういうことへの抑止、それからまた患

者さんに対するしっかりとした説明責任もますま

す必要になってくる制度かなというふうに理解を

させていただいておりますけれども、私はもちろ

ん素人でございますが、私なりにちょっと危惧す

るところは、この制度は最初から急性期の１週間

に大枠でこの中で診療報酬が決まるわけでありま
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すから、決まった診療報酬で治療をして、そして

その結果、短期間で退院されたり、一定のレベル

の治療効果が出た場合には病院として収住になる

というふうに思いますが、これ逆に標準的に例え

ば５日ぐらい入院して終わる病工で８日も９日も

かかったら、かぶるという言い方はおかしいです

が、病院的には損住が生じるということで、おい

しい面も確かにあるのでしょうけれども、これは

逆な面も考えられるというふうに思うのですが、

どうでございましょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

そのと〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

おりでございまして、ＤＰＣによりまして平準化

をするということは、よりレベルが一定になると

いうことであります。当然ドクターの医療ですと

か、６ースの資質にもよるものだと思いますので、

そういうふうになるというふうに確信をしており

ますし、それを逸脱して長期に入院になるような

ことはぜひ避けたいというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院経営的にももち〇２０番（川村正彦議員）

ろんでございますし、患者の皆さんにとっても望

ましいことではないということでございますが、

ただこれは今もう導入から１０年億上いろんな病

院で実のがありまして、ＤＰＣデータというよう

なものも蓄積されているということでございます

から、この病工のこういう年齢のこういう症状の

方には大体これぐらいで治療が終わるのだよとい

うようなデータも随分蓄積されているというふう

にも伺っておりますので、導入に当たっては十分

このようなことも参考にされて、この制度を導入

してやっぱり収支的にもおかげがあったなという

ふうでないと意味がないというふうに考えており

ますが、その中でこの制度を経営的にも生かすに

は、そういうトータルな治療行為の管理部門とい

いますか、そういうものをしっかり置いて、そし

て他病院との情報交換も含めて、病院内部でこの

導入に向けても経営的にも１ラスだよと。患者の

皆さんにとっても１ラスだよというしっかりした

管理部門といいますか、診療内容の分析部門をつ

くっていかないとなかなか成果は上がらないので

はないかというふうに私は思うわけですが、今後

それについて何か特定のセクションを置くとか、

今あるセクションのどの部門でやるというような

ことの見通しがございましたら、お示しをいただ

きたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今月に〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

なりますけれども、その部分につきましては経営

の部門につきましては医事すが担当するというこ

とになると思います。今言われましたような組織

といたしまして、院内にそういった委員会をこの

３月に設けました。人員といたしましては、診療

部あるいは医事部門が主になってございます。さ

らには、診療情報室等も含めまして現在のところ

９名程度で組織をして立ち上げてございます。今

後４月から本格的に導入をするわけですので、そ

の中で今議員言われたようなこともしっかりとや

っていきたいというふうに考えてございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、３つ目の〇２０番（川村正彦議員）

職員給与の医療職給料表への切りかえということ

についてお尋ねをさせていただきたいと思います

が、さきに示された改革１ランでは医業費用の節

額の一つとしてこの医療職給料表に切りかえてい

くのだという１ランの内容でございます。医業費

用というか、医業に関する費用ですから、経費で

す。人件費、経費ですから、節額の一つの給料表

の導入だということでございますが、これはこれ

を導入すれば経費の節減が見込めるというふうに

住け取るわけでございますけれども、これについ

てはその根拠をお示しをいただければと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

必ずし〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

も経費の節減になるということを言っているので

はなくて、逆に人材確保のために医療職給料表の
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導入も考えているというのがもう一点ございます。

それにつきましては、初任給で医療職給料表と行

政職給料表を１べた場合の違いがまず１点ござい

ます。あと、在職年数にもよりまして、給与の上

がる水準が変わってくるといったような状況もご

ざいます。そこら辺を含めてどちらがいいかとい

うことも１較検討しなければならぬという状況に

ありますし、ただ、今人材がなかなか確保できな

いといったようなときにほかの医療機関と１べて

行政職給料表を使っていますと初任給が低いとい

うような状況がございますので、そんな中で人材

確保の対策も含めて考えたいというふうに思って

ございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今必ずしも医業費用〇２０番（川村正彦議員）

ですか、経費の節減につながらないというふうに

はおっしゃいますけれども、改革１ランの中では

医業費用等の節減の中の項目として、そういう側

面もあるという意味ですか、それでは。そういう

ことを期待されてこの１ランをつくられたという

ことであれば、必ずしも節減にならないと言われ

るとどう読めばいいのかちょっと困るというか、

わかりづらいものですから、それではもう一つ関

連して、この医療職給料表というのが一般的に言

うと若い世代のときにはちょっと高目だよと。初

任給を初めです。それから、中年といいますか、

後半になるとその上がり方が少なくなって、あと

は余り上がっていかない給料表だということでご

ざいます。だから、若いうちは少し高目だけれど

も、ずっといくと、生涯年俸なんかでいうとむし

ろ行政職のあれよりは低くならざるを得ないとい

う制度だというふうに思いますが、その確認をし

ていただきたいのが一つと、それから特に看２職

の３でしょうか、２かな。看２師さんの給料表に

つきますと、看２師さんは７割ぐらいの方が役職

を持たないで定年迎えるという方が多いというか、

それだけポストがないということで、給料ですか

ら役職を持たないとそれなりに上がりも望めない

わけでございますから、統計によると７割ちょっ

との方が役職を持たないで定年までいくというこ

とでいえば、看２師さんにとっては年俸的にはか

なりこの給料表というのは、逆に言うと若い人が

集まっても中堅層の定着には６６６スの影響もな

いのかなというふうに思いますが、そんな懸念は

ございませんでしょうか。お答えをいただきたい。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

その部〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

分につきましては、本当に慎重に考えなければな

らぬ部分だと思ってございます。ただ、一般行政

職と違いまして、そういう現業職につきましては

それぞれのポストあるいは職務、職能に応じたよ

うな給与の形態というのが今望まれているという

状況にあるのは確かだと思ってございます。そん

な中で、例えば切りかえをするといったようなと

きになりますと、当然現職の方がいらっしゃるわ

けですから、その間の経過的な措置という部分が

ございます。当然そうなりますと、その部分を含

めて逆に人件費が伸びるというような状況が一時

的にあるというふうには思っておりますし、現実

に若い方でやめられていっているという、離職１

も結構ございますので、その部分を引き上げるた

めにも最初のうちに厚くするという部分も一つの

方法だと。そこら辺を１較検討しながら、全部適

用を含めて今後導入していきたいという考えでご

ざいます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御説明いただきま〇２０番（川村正彦議員）

したように、医療職ですから多少の加算はあるに

しても、両方あると。最終的にどういうふうにす

るのかというのは、労使関係の問題だと思います

ので、制度の説明だけにとどめておきたいという

ふうには思いますけれども、私は一つの提案とし

て、むしろ今の給料表を若い方の部分を少し底上

げ、看２師さんなんかは底上げをして、今の行政

職の給料表のほうがいいのではないかと。今言わ

れましたように、医療職の給料表を使いましても
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現給保障というのがある。いきなり下げるという

ことにはならない。給料を下げるということには、

慣例としてはならないということでございますか

ら、そういう面も含めると長期的には別として短

期的にもそんなに経営改善、経営的な改善効果は

ないのではないかというふうに考えるわけでござ

いますが、その点はいかがでございましょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行の〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

行政職給料表の中で若い人に厚くするということ

は、途中で足踏みをさせるということになるのか

どうかと。頭から上げてしまうと、ずっと上がっ

たままでいくということになると思いますので、

なかなかそこら辺は難しい部分なのかなというふ

うには思っております。いずれにしても、そこら

辺も含めまして検討は続けていきたいと思ってお

ります。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そんなことで総体的〇２０番（川村正彦議員）

なこの改革１ランについての質問をさせていただ

きたいのですけれども、さきに示された新聞報道

の中で、例えばＩＣＵの病床を平成２２年度に専

任医師３人を配置して本格稼働して、年間額１億

０００万円の増収が見込まれるのだよというふ

うな新聞報道もされ、あるいはまた病院の入院稼

働１を平成２０年１０月現在の９ ６１から９ 

０１に引き上げて、年間 ０００万円の増収を見

込めるのだよと。今でもかなり９０１を超すとベ

ッドがあいたらすぐ大変だというふうで、その点

では大変な御努力をされて攻勢続きだというふう

には思いますけれども、例えばこの２つにとって

も本当にこれだけ見込めるのか、改革１ランが絵

にかいたもちでないのかということがちょっと心

配なものですから、資料があればこの積み上げの

根拠を大まかで結構でございますが、これだけの

増収がどうして見込めるのか、あるいは人材確保

ができるのかという点も含めて御説明いただけれ

ばと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今言わ〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

れた部分につきましては、一番大きな部分ではあ

ります。そのほかにも数点ございまして、経費増

の部分につきましてはいろいろございます。ＩＣ

Ｕ病棟の部分でいきますと、当然入院していると

きの入院料が高くなるということでございます。

その中で医業収住と、それにそのほかに経費が当

然かかってくるわけですから、人件費の部分で幾

らかかるといった部分もございます。それを差し

引きをいたしましたときにＩＣＵ部門でいいます

と、入院の収住では１億 ６００万円が見込まれ

ると。これは、入院基本料の３６５日の分を見た

部分でございます。そのほかで申しますと、例え

ば今入院時医学管理加算というのがございますけ

れども、これが年間で申しますとおよそ ０００

万円増収になるというのが、今年度途中からです

けれども、それは取り組んでございます。あるい

は、エックス線写真の当ィルム、今当ィルムに落

としていますけれども、今年度の途中から当ィル

ムに落とさないで当ィルム代をなくすという部分

と経費の節減の部分では、それではそのほかに当

ィルムのかわりに画像で管理をするわけですから、

そういった部分の加算で当然収入が多くなってご

ざいます。入院の部分でいいますと、その部分で

２００万円という金人が出てきております。あ

と、施設基準をとる中で人員配置も当然伴ってく

るわけですけれども、作業療法士ですとか放射線

技師等を導入することによりまして、それぞれ施

設基準が上がります。その中で ５００万円ほど

がふえてくると。こういったもろもろのトータル

で今の１ランが成り立っているということで御理

解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

この改革１ランであ〇２０番（川村正彦議員）

りますと、平成２２年度には黒字に転換できると。

一般会計からこれ億上の負担増は生じない見込み

だということでございます。せっかくつくった１
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ランでございますので、ぜひこの１ランが成功す

るべく努力をされますようにお願いをいたしまし

て、質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

億上で川村正彦議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の行財政運営からについて、大石健二議

員。

議長より御指名をちょ〇５番（大石健二議員）

うだいいたしましたので、これより質問通告に従

い、１件３項目について順次お伺いをします。

最初に、名寄市行財政改革についてお聞きをい

たします。市は、平成１９年２月に新名寄市行財

政改革推進計画を策定、さらには昨年４月に組織

改編を行い、島市長を本部長とする直轄の名寄市

行財政改革推進実施本部を立ち上げられました。

本日は、改革推進本部の３検討部会のうち、組織

・機構検討部会についてお聞きをいたします。名

寄市の行財政運営上の機動力は、やはり市の組織

機構であり、そして職員の皆さんであろうと考え

ます。この組織機構の機能が、あるいはまた職員

の皆さんの職務遂行能力が十分に発揮されないと、

市政の停滞、沈滞を招来しかねません。加えて本

年３月には、市政運営に多大な貢献をされてきた、

いわゆる団塊の世代と称される幹部職員を初めと

する中堅職員額３０名の皆様が退職されるとのこ

とです。こうした幹部職員、中堅職員の退職に伴

う組織機構の統廃合による機構改革の構想につい

て、また後を引き継ぐ後進となる職員の皆さんの

資質向上と人事体体の導入に向けたこれまでの人

材育成推進の取り組みについて、それぞれお知ら

せを願います。

次に、郊外地区に住まう市民の日常生活の環境

改善についてお聞きをいたします。急速に進行す

る少子高齢化社会の中で、名寄市の平成２０年の

人口構造は６５歳億上の高齢者が占める割合、つ

まり高齢化１は２ ９１となっています。ちなみ

に、この高齢化１は１４１までを高齢化社会、１

４１から２１１までを高齢社会、２１１億上を超

高齢社会といいます。前述のとおり名寄市全体で

は４人に１人億上が６５歳億上の高齢者という超

高齢社会に突入しております。一方で、平成１８

年３月の合併によりその市域は東西に２９キロメ

ートル、ー北に３ ５キロメートルで、行政面積

も５３ ２３キロ平方メートルと拡大しました。

急速に振興する少子超高齢社会と巨大な行政面積

は、図らずも郊外地と市街地の間にさまざまな地

域格差のみならず、生活環境格差も広がる結果を

招いています。これといった移動交通手段を持ち

合わせていない、いわゆる交通弱者と呼ばれる交

通難民や買い物難民を救済することに一縷の望み

をつなぐ、平成２１年度市政執行方針の中で触れ

られておられる名寄市地域公共交通総合連携計画

について、その目的、目標についてお知らせを願

います。

最後に、市政推進と今後のす題についてお聞き

をいたします。島市長は、執行方針の巻頭で施策

の推進に当たっては市民と行政との協働のまちづ

くりを基本とし、問題の解決を先送りせず、しっ

かりと将来を見据えて全力で取り組んでまいりま

すと平成２１年度に市政推進に対する並々ならぬ

決意のほどを述べておられます。さらに、この意

欲と決意に満ちた市政執行方針の中で、３点の市

政推進の基本的な考え方を述べておられます。こ

のうち市民と行政との協働では、地域連絡協議会

について触れています。さきの代表質問でも我が

緑風クラブの中野議員が地域連絡協議会の今後に

ついてただしておりました。重複を避けて、私は

かつて地域自治区と呼ばれていた呼称から地域連

絡協議会と呼称を改めたこれまでの取り組みの過

程についてお聞きをいたします。

億上、この場からの質問を終えます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から名寄市の行財政運営についての御質問があり

ましたので、私のほうから答弁いたします。
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最初に、（１）の名寄市行財政改革について、

組織機構見直しの手法と今後のす題についてお答

えいたします。組織機構の見直しにつきましては、

昨年４月、名寄市行財政改革推進実施本部を設置

し、組織・機構検討部会の中で議論を進めてまい

りました。全庁的にかかわるす題でありますので、

方向性を示しながら職場論議も行いました。今回

の見直しは、合併で肥大化した組織のスリム化、

将来を見据え、職員のバランスのとれた年齢構成、

財政の調整を図ることを重点に議論を進めました。

現場職員を確保するという観点から、合併時で肥

大化をした参事、主幹職を削減すること、すの統

廃合を含め大す制、大係制を基本とする、事業の

完了、縮小に伴うスリム化を中心に見直しを図っ

てまいります。また、道内５つの類似団体都市と

１較をして、３０から４０の職員が肥大化してい

る状況がありますので、これの是正、それから地

方交付税や２２保ロ制度のいわゆる国の基準と乖

離している状況の職場についてもスリム化を考慮

して推し進めてまいりたいと考えております。今

後職員が減少する中、職員個人のスキルアッ１が

重要なす題となってまいります。これまで集合研

修、派遣研修、専門研修等行ってきました。さら

に充実した研修を行ってまいりたいと考えていま

す。また、２１年度からは新たに若手職員を中心

に市職員としての心構えから始まって名寄市の条

例、規則、自治基本条例の基礎的なものから各部

における行政す題等１８回の研修を市役所の職員

がみずから講師となって実施をしてまいりたいと

考えております。職員の意識、スキルの向上を図

り、市民ニーズに対応できる職員の養成を図って

まいります。

なお、人事体体につきましては２２年度から、

場合によっては試行的になろうかと思いますが、

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、（２）、郊外地区市民の日常生活改善に

ついて、その手法と今後のす題についてお答えい

たします。平成１８年の合併により、名寄市は広

範な行政面積を有することになり、道北の中核都

市でありながら過疎地としての二面性も持ち合わ

せることになりました。市街地周辺部や農村地区

など、日常生活や経済活動に交通機関を利用しな

ければならない地域では、そのほとんどが自家用

前に頼った生活環境ではありましたが、今後は農

村部の高齢化が上がる一方で自家用前による移動

が困難になり、日常生活に影響が出る住民が多く

なることが予想されます。名寄市では、地域住民

の公共交通機関の確保の観点から、地域住民が利

用しやすい公共交通体系の確立を目指し、効１的

なバスルートの模索や乗り合いタクシー、スクー

ルバス活用など市民ニーズや地域の実情に応じた

公共交通施策の導入を検討してまいります。幸い

名寄市には、２つのバス会社、３つのタクシー会

社、そして地域を縦貫するＪＲ宗谷線と７カ所の

駅を有しており、これらの公共交通機関がしっか

りと地域の実情に即した輸送サービスを実現する

ことが日常生活の利便性確保に大変重要と考えて

おります。名寄市は、これら交通事業者と連携を

図りながら、地域における日常生活の移動手段確

保のため、２１年度と２２年度に路線バス下多寄

線区域で乗り合いタクシーによる実証運行試験を

行い、地域の日常生活の利便性確保に向けて努力

していきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

なお、２２部門につきましては、サービスの変

更に伴いまして２２部分におきましても相乗りタ

クシーを実践しておりますし、風連本町地区にお

ける市街地開発につきましては保健、医療の機能

も中心部に集額する中で、一定の地域の住民の方

々の利便性を確保する面での対策も同時進行でい

っております。

（３）番目、行政報告、市政推進と今後のす題

につきましては、特に地域自治区から地域連絡協

議会への移行についての御質問でございました。

地域自治区の創設に当たっては、地域の皆さんと

町内会の理解と協力が不可欠であり、これまでも
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町内会連合会や地域の町内会と小学校区単位で自

治区創設に向けて協議を行ってきました。また、

まちづくり懇談会では小学校区の皆さんと意見交

換をさせていただきました。これまでの協議や意

見交換を踏まえますと、町内会のこれまでの思い

や行政と自治区の役割分担、スタッ当の配置、財

源の問題等私どもの準備不足もございまして、時

期尚早と判断したところでありますが、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、防災対策など広域的に取り組んだほうがより

効果的な活動や行政への意見提言、行政からは行

政運営に関する相談や協議を行える場など喫緊の

す題もございまして、地域連絡協議会の設置を進

めたところであります。平成２０年７月には、準

備会を立ち上げていただき、協議会設立に向けさ

まざまな議論をいただいたところであります。今

現在７小学校区の区域のうち６小学校区において

地域連絡協議会が設置され、残る１つの中名寄地

区につきましても今月末に設置される予定となっ

ております。今後の取り組みにつきましては、そ

れぞれの協議会でその地域のす題や問題を明らか

にしながら、解決に向けた事業活動を協議検討し

ているところであります。具体的には、安全安心

会議であるとか、高齢者徘回であるとか、防災、

防犯等の議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。市といたしましては、協働のまちづくりを実

現するためには地域連絡協議会の活動に対し支援

をしてまいりたいと考えております。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

いただいた答弁をもとに再質問をしてまいります。

最初に、行財政改革の組織機構見直しについて

お聞きをいたしました。先ほど幹部中堅職員の退

職に伴う組織機構、あるいは縮小、統廃合につい

ての答弁を賜りました。スリム化というお言葉を

使っておられましたが、こうした大量退職に伴う、

そしてまた肥大化した部署の縮小、統廃合という

ことで行われる。今月末あるいは４月１日から実

施されるのだろうと思うのですが、ただ私はこれ

までこの１年間、昨年からことしの３月、今現状

にかけて市の事業、そういったものを拝見をして

いて、どうも既存の組織や機構では対応し切れて

いない事業があって、場合によっては手に余って

しまったなという事業がございました。こうした

事業に対して組織として、機構として取り組むた

めには、かなり思い切った機構改革が必要ではな

いかというふうに考えております。それは例えば

何だというと、平成１８年から今日まで大型店の

出店表明から、あるいは出店調整、今なお入り口

論から脱却できずに、さきの代表質問では方向あ

るいは方針転換を余儀なくされている改正中活法

に基づく中心市街地活性化基本計画策定など、既

に昨年末ぐらいから特定の事業期間でしょうか、

そういった用地取得の問題をめぐってかなり問題

が複雑化してこじれてしまったという経過を含め

て、現状の組織機構ではもう対応し切れていない。

あるいは、これほど複雑高度化する経済の進展や

速度についていけない市の組織。こういった行政

の意識や縦割りの行政組織では追いついていけな

い。あるいは、おくれをとっている。こういう組

織を見直すためにも思い切った機構改革が必要で

はないかというふうに考えています。

正直申し上げると、私今の名寄市には６ーケテ

ィングがないというふうに思っております。６ー

ケティングというのは、皆さんが御存じのような

単なる商業活動の市場調査という意味合いではな

しにもっともっと広い意味があるようです。調べ

てまいりました。６ーケティングの定義というの

は、組織が社会的な環境に適用する仕組みをつく

るというのです。果たして昨年末から用地の取得

をめぐって名寄の商業団体、あるいは名寄市の専

門部署、いろいろ入り乱れて問題が複雑化して方

向転換、方針転換をせざるを得ないということに

なったことに対して、新たな６ーケティング化、

ずばりそのまま言ってしまうとどうかと思います
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が、こういう機構の組織改革を行う考えはないで

しょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員おっしゃる〇総務部長（佐々木雅之君）

ような市街地の開発における部分の専門知識を持

った職員の配置という部分でありますが、私は必

ずしも議員と同じ考え方ではありません。風連地

区におきましては、先行して地域住民の方々との

協議の進行状況もありまして、問題は財源が不十

分だったということも含めまして、合併時に熟度

の高いものから地域の振興も含めて進めていくと

いう新総合計画にのっとりましてやったときに、

やはり相当財源確保の関係であるとか、住民との

折衝も含めて能力を発揮するセクションの職員も

おりまして、その結果、最終的には財源問題も含

めてかなりスムーズにいったほうではないかなと

私は思っています。名寄地区におきましても次長

職を配置をしまして一定程度作業を進めておりま

したが、２つの市街地開発、中心市街地というこ

との市街地をそれぞれ振興させる仕事が同時進行

という形で一部進んでおりまして、一定程度風連

地区の市街地再開発が事業に着手をして具体的に

工事に入っておりますので、新年度に向けまして

は議員御提言の専門知識を持った職員も市役所の

内部におりますので、それらを融合させた組織を

何とか４月に立ち上げて、おくれておりました名

寄の中心市街地の問題についても対応したいと思

っております。

なお、名寄地区の中心市街地の関係につきまし

ては、事務方のほうとしての素案についてはいつ

でも出せる状態になっているよということの話も

私実は聞いておりまして、問題は地元商店街、商

工会議所と国の補助事業を導入するためにより熟

度の高いところまで持っていけるかについては、

単に市だけではなくて事業者側のほうの商工会議

所、商店街とももうちょっと十分な熟度を高める

作業が必要だったかと思っておりますので、人的

配置も含めて経済部にそのような組織をきちっと

４月から立ち上がるような形で検討してまいりた

いと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

その辺の見解が若干違〇５番（大石健二議員）

うので、何とも言いづらいのですが、ただ現状の

組織の中で、一昨年の４月に専任の職員が配置さ

れ、体調を崩されて中途で現状の職員がこの中心

市街地活性化基本計画策定にかかわってきたとい

う経過でございます。ただ、当初からこの改正中

活にかかわる中心市街地の活性化基本計画の策定

に対しては、私のほうでは随分警鐘を鳴らしてい

たように記憶をしているのですが、なおかつ十分

な体制をとっていただけなかったなという私なり

の、それはあなたの恣意的な考えだというふうに

言われればそうかもしれませんが、専門性を持っ

た市民の要求、あるいは市場流通の、あるいは経

済の、そういった十分な予測を立てられる６ーケ

ティングがやっぱりどうにも市には不足をしてい

るなという感じがいたします。

大変恐縮なのですけれども、島市長にお伺いを

したい。理念、ビジョンの目的を的確に、明確に

して、それに基づいた縦割り組織を横ぐしで刺せ

るような市長直轄の組織体制をつくるお考えはな

いのかどうなのか、この辺ちょっとお聞きしてよ

ろしいですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の中心市街地に〇市長（島 多慶志君）

つきましては、平成１１年、１２年にかけて相当

専門的なコンサルも含めて計画を練り上げた経過

があります。しかし、このときには省庁別の国の

縦割りのメニューが多くて、結果的にはトータル

的に熟度を高めた取り込みができなかったと、こ

ういうことであります。国は、そのような反省点

も含めて、新しい中心市街地活性化については内

閣府が窓口になって総合調整をすると、こういう

制度の運用について変化をさせてまいりました。

この内閣府が窓口になって進める事業については、

５年間という期限を切って、しかもこの５年間の
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実施計画については余り先送りを認めないような

熟度の高いものと、こういうことでございまして、

北海道もこの中活の計画の運用を含めて何カ所か

手を挙げておりますけれども、今日的な経済の状

況の中では１ランはつくったけれども、実行に移

すのにて常に苦労していると、こういう情報に私

ども接しております。

名寄市の経過について、大石議員も熱心に研究

していただいておりますけれども、やはり徳田地

区に大型店の進出というのが大きく商業者の皆さ

ん方がこれからの商業ゾーンの再整備について踏

み込む体力、工力というものがそがれたというふ

うに私は実感として住けとめております。その中

にあって、この２年間いろいろな角度で議論をさ

せていただいております。特に昨年の４月億降に

つきましては、それぞれのワークショッ１的なこ

とも含めて事業の御議論をいただきました。しか

し、残念ながらそれらの事業推進の核の部分が何

としてもしっかりと０まらないと。議論は幾らい

ただいても、これは核の部分で提言があるのは商

業者の皆さんからまちなか居住ということが一番

核として０まった部分でございます。しかし、私

ども商店街の中にばらばらに公営住宅をつくると

いうことには相なりませんし、また提言がありま

した高齢者の福祉住宅等についても行政がしっか

りと何年間も支援をしながらまちなか居住の確立

をするというのは、名寄の場合には先行して民間

の業者がいろいろな大学の整備等も含めての６ン

ション等の整備が図られているわけですから、な

かなか整合性を求めることについては難点がある

と。こういうことで現在に至っているわけでござ

います。ですから、職員のスタッ当を０めて、４

月億降また仕切り直しの工持ちで取り組みをいた

しますけれども、幾ら市の職員が１０人集まって

議論しても、その対象となる商業者の皆さんや、

あるいは周辺の権利を持っている皆さん方が理解

を示さないと現実は前に進めない、こういう地域

実態があると、こんなふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

くれぐれも誤解のない〇５番（大石健二議員）

ように申し上げたいのですが、特定の役職者につ

いて能力が云々ということではなしに、ただチー

ム力で、あるいはこうした事業に取り組む際には

１人よりも２人、２人よりも３人、それぞれ専門

性の知識を兼ね備えた方があらゆる観点から取り

組むべきだというふうに申し上げているわけでし

て、決して現在の今担当されている職員の云々に

ついて申し上げているのではないことを申し上げ

ておきたいというふうに考えます。

ただ、申し上げておきたいなと思うのは、今回

中心市街地活性化の計画にかかわって、島市長あ

るいは中尾副市長あたりが陰に陽にかなり直接行

動されていたというのを拝見したり、お聞きをし

たりしております。そういった意味でやはりこう

いった事業、名寄市の将来を占うような事業につ

いては、臨時に常設の部門、部署が無理であれば

億前も申し上げたかなと思うのですが、タスク当

ォースなり、そういったチームをつくるべきだな

というふうに考えております。これはこれ億上、

また機会があればいつかの機会に再質問をさせて

いただきたいと思います。

続いて、次の再質問に移ります。これまで名寄

市の行財政運営の中核として、あるいは中堅とし

て執務をされてきた方々の後任として執務を引き

継ぐ若い職員の皆さんに対する正当な体体、ある

いは人事考すの導入に向けて、実は過ぐる平成１

９年６月の第２回の定例会でも質問をしておりま

すが、その後の進展がやはり見住けられないなと

いうふうに考えて、今回もう一度質問させていた

だくことになりました。名寄市の行財政改革のバ

６ブルともいうべき新名寄市行財政改革推進計画

に登載されている６ンバー１６というのがありま

す。この６ンバー１６は、実施項目が人事体体制

度の検討と表記されています。さらに、項目で分

けられているのですけれども、実施内容を見ます

と職員能力の向上、職員意識の向上、組織の活性
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化を図るため、公平性、透明性、納得性のいく人

事体体制度の構築、導入に取り組むと、こう明記

されています。にもかかわらず、実施計画年次を

見ますと平成１８年から２３年までの５年間もの

間、調査の検討となっています。実施の内容では、

人事体体制度の構築、導入に取り組むと明記され

ていて、その実施計画年次を見ると調査の検討と

なっている。これは、例えが１喩がどうかと思い

ますけれども、行きますよと言って後ろを見たら

はしごを外されているみたいな、そういうような

感じがいたします。申し上げたように構築、導入

に取り組むと表記をされていて、計画年次を見る

と実施に向けた取り組みではなくてあくまでも制

度の導入に向けた調査検討という、どうも前の文

と後の文章の語彙が矛盾しているなという感じが

するのですが、この辺はいかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

人事の体体の関係〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、国が今進めようとしていること

に対しまして情報を収集しまして、実際国につき

ましては給与の配分についても取り込むような状

況を考えておりまして、名寄市としてはその部分

につきましてはいましばらく情報を収集させてい

ただいて、２２年からの施行については２１年に

具体的に作業を進めるつもりで今検討しておりま

す。問題は、多様化する住民ニーズに対応する職

員のスキルアッ１をどうするかということにつき

まして、特に合併をしまして分庁方式をとってい

ることもありまして、若手職員がコンピューター

を多様化した業務遂行能力はすごく持ち得ている

部分と、それから団塊の世代も含めまして経験か

らくる行政執行能力とその辺の融合をどういうふ

うにしていくかということについては、合併して

からずっとその辺については、住民サービスを展

開するための職員の能力、スキルアッ１をどのよ

うにするかについては常に検討してきた、やって

きたつもりはしております。ただ、いかんせんそ

れぞれ職員の持ってきた、培ってきたものという

のは、それぞれのまちで、旧名寄、旧風連で培っ

てきたものであって、実際現場で適用するときに

は相当それなりの違和感というか、融合しづらい

部分もあったのかなと思っておりまして、今回研

修問題も含めてスキルアッ１の問題については庁

内講師を導入した形で取り組ませてもらうという

ことも含めて対応してまいりたいと思っておりま

す。

なお、人事体体の関係につきましては、今まで

個別の資料収集等に終わっていたものを具体的に

動かすようなことを２１年度中から試行も含めて、

遅くても２２年にはスタートできるように取り組

んでまいりたいと思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁をいただきま〇５番（大石健二議員）

したが、なかなか遅々として進まないなと。隗よ

り始めよという言葉があるのですけれども、この

隗より始めよというのは遠大なことをするには手

近なところから始めなさいという言葉だそうです。

まず、手近なところから始める。一般職員をひっ

くるめた人事体体あるいは人事考すが無理であれ

ば、この計画年次の間に試行的にでも何とか部次

長あるいはす長クラスを対象に、どういう体体を

するかちょっと私のほうでも不明ではありますが、

総合計画の担当施策だとか、そういったものに目

標値を設定する。あるいは、その達成度、あるい

はす題解決、次年度に向けた更新事業の施策、目

標設定、こういったものをまずは管理職から人事

考すを導入するというお考えはいかがですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

同じようなことは〇総務部長（佐々木雅之君）

中尾副市長から指示をされておりまして、全部い

きなり施行ではなくて、特に管理職を中心とした

人事体体の関係については早急に取り組むように

ということで、実は私が２０年７月に担当してか

らいろいろ指示されていたのですが、事務事業の

一元化の関係であるとか、行財政改革の中で一番

重たかったのは２１億円に及ぶような収支不足が
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出てきたこともありまして、それを具体的にどう

進めていきながら、大量退職者が出るときのタ６

ミングを逃がしますと後から戻ることのできない

ような悔いを残すことを含めまして、人事体体を

優先するよりはいま一度収支不足が２１億円も出

た中で財政シミュレーションを再度し直しまして、

それと組織のスリム化と連動させる形の中でどう

するかということをまず優先させたものですから、

同じようなことについては２０年７月に私が就任

したときからその話住けておりましたので、その

部分については２１年度中に取り組みできるよう

に担当のほうにも指示をしてまいりたいと思って

います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

既に水面下で着々と取〇５番（大石健二議員）

り組んでいるというお話をお聞きして、少し安心

をいたしました。

ここで市長に再度お伺いをしたいのですが、新

名寄市行財政改革推進計画は平成１８年から２３

年度までの６カ年を取り組み期間としています。

平成２１年度はちょうどこの取り組み期間の折り

返し地点に達しますが、６ラソンに例えると往路

を走破したと。次は、いよいよゴールに向けて復

路という中間点にちょうど差しかかったところで

ございますが、島市長の任期は来春まであと１年

ということながら、計画の完結年度は残り２年と

いうふうになりました。このままいきますと、物

理的に市長は２３年度までの改革推進計画の完遂

を見ないということになるのですが、この辺はい

かがお考えですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

地方自治体における行〇市長（島 多慶志君）

財政改革というのは、平成１８年から始まったわ

けではありませんで、バブル経済がはじけた平成

５年、６年から実は指摘をされてまいりました。

旧名寄市の例で申し上げますと、私は平成６年に

助役になったわけですが、そのときに名寄市の行

財政改革を進めようということで各係長までそれ

ぞれの任務分担を与えて、今やっている仕事につ

いて将来ともにしっかりとやり抜く仕事、あるい

は調整をかけるもの、いろんな今と同じような計

画づくりを続けてやってまいりました。ですから、

平成１８年につくったというのは、合併した後新

市としての行財政の改革というふうに住けとめて

いただければと思います。ずっと延長線上できて

いるということであります。特に合併後の合併効

果を出さねばならないと。このことは、今までも

多くお話に出ておりますけれども、２つの自治体

が合併をして、全く同種の機構を持っていたわけ

ですから、これはどうしても管理職等については

ダブっていると、こういう状況があります。２人

の財政す長を置くわけにはいきません。２人の総

務す長を置くわけにはいかないのです。しかし、

その職員はどこかで処遇をして機能を発揮すると、

こういうことできておりまして、毎年の計画を検

討する中でまずはスリム化と、こういうことで進

めてまいりました。これからの時代は地方分権の

時代ということで、自己決定、自己責任というこ

とであります。そのような形であっても、一方で

は多くの財源を国の制度に依存せねばならぬと、

こういう状況でありますから、おのずと計画の実

行については革命的に進めるということにはなか

なか相ならぬと。やはり毎年着実な推進を図って

いくことで目的を達成させていかねばならない。

私は、今の５年間のスパンというのは、行政計画

ではおおむねそういう状況が続いておりますけれ

ども、しっかり私の任期の間は任期の間における

推進について責任を持って進めていかねばならな

いと、こんなふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

次に、郊外地区の市民の日常生活の環境改善に

ついてお伺いをしてまいります。先ほど長いネー

ミングの交通連携計画について答弁をいただきま

した。計画が形として具現化するまでには、まだ

１年少々、あるいは２年少々時間がかかるという
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ことがよくわかりました。ただ、ー北に広がった

名寄市は、ショッピングセンター、先ほど市長の

ほうからも大型店というお話が出ておりましたが、

こういった大型店の進出に伴って商店街の衰退に

いささか拍前がかかったと。また、隣近所にあっ

た商店が廃業、閉業ということで買い物が困難に

なったと。いわゆる買い物難民という方がふえて

いる。有効な手だて、交通手段、移動手段を持ち

合わせていない買い物難民がふえています。繰り

返しになりますけれども、交通難民は買い物難民

ということにもなろうかと思います。皆さんもよ

くごらんになったことがあるのではないかと思い

ます。市街の歩道で、あるいは信号待ちの交差点

で、買い物袋を路上において一息入れて空を仰い

でいる高齢者の姿をお見かけしたことがあるよう

に思います。１丁の豆腐、これを買うためにタク

シーに乗らなければならないという、ジョークで

も何でもないのです。本当に市街地から離れた郊

外地区に住まうお年寄りの中にはいらっしゃるの

です。

先ほど高齢化１について述べましたけれども、

名寄市全体では４人に１人が６５歳億上の高齢者

と申し上げました。これがさらに郊外地区ともな

ると、一挙に高齢者の占有１が高まります。一例

を挙げますと、名寄から１４キロから２０キロぐ

らい離れた智恵文地区、ここは人口が５９２人、

そこの高齢化１は３ ８１。名寄市街の場合、全

体には４人に１人だった高齢者がこの地区では３

人に１人がもう高齢者になってしまうと。こうい

った交通が、あるいは移動手段を持ち合わせてい

ない高齢者世帯、あるいは独居老人世帯の、買い

物に苦慮する高齢者、独居世帯の食卓は、て常に

保存がきくという食材で食卓を飾っております。

かなり塩分の高い、塩干と呼ばれるお魚です。し

かもなおかつ、惣菜も保存のきくてんぷら食、あ

るいはお漬物、これらも塩分が高いと。私の偏見

でも何でもないだろうと思いますが、塩干のお魚

にしょうゆをかけてしまう。こういった高齢者を

見ていますと、どうも食材に生もの、例えば日配

品という、専門用語でデ６リー食品というのがあ

ります。こういったものがなかなか智恵文地区で

は手に入らないのです。どうしても必要になった

ときには、名寄ではなくて美深で買い物をされる

という、これが実態でした。こうした買い物難民

あるいは交通難民、ひいては健ロも阻害する難民

がふえてきます。こうしたいろいろな障害、阻害

要因を持つ、難民と呼ばれるにはどうかと思いま

すが、高齢者の皆さんを救済するのは、そんなに

１年も２年も待ってほしいということにはならぬ

だろうと。ただ、救いは智恵文地区には月、水、

金と医療バスがあると。先ほど佐々木部長のほう

から民業のバス会社があると。１日８本、１時間

に１本というバスが運行されています。ただ、そ

れでは高齢者では時間の都合がつかないというと

きには、どうしても新鮮な食材が手に入らないと

いうことになってしまいます。

ここで１つ経済部の手間本部長にお聞きしたい

のですが、経済という文字は、経済という二字熟

語は実は経世済民という四字熟語から成っている

のです。世を救って民を助けるというのが経済の

もともとの発祥の言葉だそうです。経済部の部長

として、何とか救いの手を伸べる方法はございま

せんか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

出重な御発言の機〇経済部長（手間本 剛君）

会をいただいたなと思っております。今経済とい

う話はまた後にさせていただきますけれども、１

つ思い出しました。山形県の西川町というところ

がございまして、それは日本海と太平洋との間に

挟まった内陸地、孤立したところということで、

その保健師を担当されておりました方が風連に参

られました。そこは、今お話あったように塩漬け

のもの、漬物含めてそういったものをお年寄りの

方々が食べていて、そしてそこは体を害されて高

血圧になったりして亡くなっていかれるというよ

うなことで、何とか救えないかというようなこと
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で、そんなお話を聞いたなと。そして、そのとき

にたまたま町長をやっていらっしゃった方だった

と思いますけれども、東京の町村会館に何とか新

鮮な、しかもミネラルの多い水を都会の真ん中に

供給できないかというようなことで、事始めとし

て手がけてやった方が当時の町長さんだというお

話がありまして、それから水、ウオーターという

部分、ミネラルウオーターというものに火がつい

たというふうに記憶をしております。

今お話ありました民を救えるということかどう

かわかりませんけれども、私どものほうもかつて

は風連の地域の中で日進地区というところの地域

がございました。今智恵文と置きかえて、同じよ

うな環境だなと思っていましたけれども、そこも

ＪＡ、昔の農協が出張所を出して店をつくってお

られました。そのほかにもお店屋さんもございま

した。しかし、だんだん、だんだん高齢化してい

くし、人口も過疎化していって疲弊していって、

今はもうＪＡもなしと。それから、店屋さんも数

少なくなってきたと。今は、１軒かそこらぐらい

でしょうか。まさに智恵文をそのまま思う思いで

ございます。智恵文につきましてもＪＡが、コー

１がもう引き揚げてないと。あそこの中には、今

２店しかないと。交差点のところに１店があるの

と駅に１店があると。今お話ありましたように生

鮮食料品というたぐいのものは、そう多くは扱っ

ていないのだろうと思っております。問題は、店

をつくるか、交通アクセスをどうとるか、それか

ら日常生活というのには医療というのは欠かせな

いのだろうと思っています。いわゆる病院に出る

ということです。そんなことも兼ね備え合わせた

ときに店屋をつくるということにはなかなかなら

ないなと、日進の例も見ましても。したがいまし

て、私はやっぱりきめ細かな交通アクセスをつく

るなり、あるいは地域の中でやれるとしたら町内

会というのでしょうか、部落というのでしょうか、

そういった方々の中で自主防衛といいましょうか、

本州あたりでも小集落の中にみずからそういった

身の回り品の日用品の品物を品ぞろえして配達し

てもらって、そこで買い求めていくと。新鮮野菜

も含めて、お魚類も買い求めている。そういうよ

うな事例もありますから、したがって私の思いと

しましては、やっぱりしっかりきめ細かな交通ア

クセスをとることと、あわせて自分たちもみずか

らそこの中でどういった防衛策がとれるのかと、

こういったものも地域の中でも考え合わせていか

ないと問題解決にはつながらないのではないかと

いうふうな思いをしております。経済部ではない

のですけれども、何とか皆さん方が心豊かに楽し

く暮らしていただけるような、そんな地域づくり

ができたらなと、こんな思いで私どもも今回担当

させていただいておりますので、また機会あるご

とに職員ともそんな議論をしていきたいというふ

うに思っております。

億上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さすが世を改めて民を〇５番（大石健二議員）

救う経済部だなと思いましたが、ぜひ主導的な立

場をとって地域の中でそういう運動が盛り上がる

ような働きかけ、触媒としての役割を果たしてい

ただければと思います。

たまたま先日市立総合病院の内海部長のほうか

らいただいた資料の中で、市立病院の中で救急搬

送されるという数字を表にしたものをいただきま

した。それによると、平成２０年、２０年度では

ないです。２０年は、救急搬送された方が ４０

８人、このうち６０歳億上の高齢者世代、６０歳

億上１００歳までだったなと思いますが、この方

々で８８８人。 ４０８人のうち８８８人が６０

歳億上の高齢者世代。全体の６３１を占めていた

と。搬送された症例といいますか、それは脳疾患

に伴う脳外科、さらには循環器内科、消化器内科

と。これは、もうまさに食生活にかかわるところ

が大きな要因ではないのかなというふうに考えま

す。先ほど手間本部長のほうからも他市において

そういった有住な手法がとられているというお話
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もございましたが、私もちょっと調べてみました。

豊田市の自動前学校というのがある。豊田市の自

動前学校で、自動前教習に通う生徒の皆さんを送

迎で送り迎えしているときに高齢者が無料で乗せ

られるだとか、あと福島県の大玉村というのでし

ょうか、こちらは役場の職員４０人がボランティ

アで高齢者を病院や買い物、ちょっとした所用の

時間に時間を申し合わせして搬送しているという

ことです。いずれも搬送の手段としては、高齢者

の増加速度には間に合っていないなという感じが

いたしました。手間本部長の経済部の地域のリー

ダーの方の意識啓発、自分たちの生活改善を自分

たちでやろうという、そういう意識改革を呼びか

けていただくということで、少し推移を見守りた

いと思います。

最後に、地域自治区が地域連絡調整会議でした

か、そちらのほうに名称が変わったというのがあ

りましたが、これ実は私うっかりしていまして、

いつの時点で変わったのかがわかりませんでした。

実は、私も同じく平成１９年６月の定例議会で地

域自治区という名称が余りにもお役所的なネーミ

ングで、現状の法定でやる地域自治区と混同され

る懸念がないかということで名称変更を促したと

いう経過があったのですが、その後地域自治区が

地域連絡調整会議でしたか、そういうネーミング

に変わったというターニングポ６ント、分岐点が

私はよくわからなかったのですが、いつから変わ

ったのでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

実は、合併協議の中で〇副市長（中尾裕二君）

風連地区は特例区を設ける、名寄地区には小学校

区ごとぐらいの規模の地域自治区を設けるという

ことで、これはもともとが平成１６年に改正をさ

れた改正自治法の考えで、一定の財源と一定の権

能を付与して自治を高めていただくということで

想定をしておりました。一昨年来町内会の皆さん、

あるいは地域の皆さんとこの組織の立ち上げにつ

いて協議をさせていただきました。結果、やはり

名寄地区には伝統的に町内会があって、しっかり

した自治活動を行っているということで、あくま

でもベースは町内会だろうということの御意見を

強くいただきました。地域自治区という自治法に

定められた組織については時期尚早であると。そ

の前段として、子供の見守りやお年寄りのサポー

トを一定のエリアでしっかりと支えていく組織は

どうしても必要だということで、地域連絡協議会

という組織を町内会の皆さん、あるいは地域の皆

さんと協議をする中で構想を持ちまして、これで

これまでそれぞれ協議を進めさせていただいて、

先ほど総務部長のほうからも答弁させていただい

たように、この３月でほぼ全域について整備がで

きる。今後は、４月億降また自治を高めるそれぞ

れの特色ある活動を展開をしていただいて、それ

についてしっかりと行政としても支援をしていき

たいと、こんなふうに考えています。

億上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の雪対策について外２件を、持田健議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い、順次質問

をさせていただきます。

大項目の１つ目、名寄市の雪対策について、１

点目、歩道のつるつる路面対策についてお伺いい

たします。この冬は、地球温暖化による影響と思

われますが、昨年１１月から下旬にかけて一定量

の降雪があり、名寄市特有の冬道状態となりまし

た。ところが、１２月に入ると最高工温が１ラス

となる日にちが１５日もあり、また１７日には最

高工温 ３度となる暖かい日が続き、日中雪解け

が進み、夜は冷えて凍るため、路面はつるつる状
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態となりました。歩道は水平でなく、路面は前道

側に傾いて歩行者にとっては歩きにくく、また滑

りやすい状況になりました。現に病院近く、ある

いはデパートの周り、交差点付近の歩道で高齢者

や子供の中に滑って転び、大人の人も転倒した場

面を何度か見かけました。転倒した人に不安な歩

き方なので、話しかけてみたら、観光で名寄に初

めて来られて冬道の怖さを悟ったと語られておら

れました。私は、ある病院に患者さんの実態を確

認しようと思い伺ったところ、毎年の統計をとっ

ていないので、わからないが、転倒によるけがで

来院される患者さんが確実にふえているとのこと

でした。名寄市は、前道、交差点の滑りどめ対策

はありますが、歩道等の安全対策として滑りどめ

の砂散布や融解剤散布等の考えはないのかお知ら

せください。

２点目、生活道路交差点の排雪についてお伺い

いたします。１２月、１月と積雪ともに例年より

少なく、排雪ダン１助成も昨シーズンを下回ると

いう報道をされました。積雪が少ないことは、市

民にとって喜んでいるところでございましたが、

１月の下旬から２月になると逆に降雪、積雪も昨

年を上回り、排雪ダン１の助成申請待ちと報道が

変わりました。降雪量が多いと、交差点の場合４

方向から除雪となりますので、堆積される雪の量

は多くなります。シーズン１回のカット排雪、交

差点排雪が終わった後に降雪が多かったため、交

差点付近の堆積が多く、見通しが悪くなり、危ロ

な状態が長く続いておりました。３月に入って２

回目の交差点排雪が行われたと思います。降雪は

自然災害、交差点付近の除雪によって堆積される

雪の量で見通しが悪くなり、危ロな状態をつくる

のは人的災害と思います。財政的に厳しいとは理

解しますが、事故が起きてからでは遅いのです。

交差点の排雪だけでも回数をふやすことはできな

いのか、また生活道路、特に中通りですが、積雪

が多いため道路が狭隘になっており、前の交差に

支障を来しております。１カ所の交差箇所を設け

ることはできないのかお知らせください。

３点目、道路除雪についてお伺いいたします。

今シーズンのように降雪量の多いときの道路除雪

において、交差点付近に、特に角地に近い高齢者

宅の間口に除雪した雪を堆積される量が多いため、

高齢者宅ではシーズン１回は敷地内の排雪も含め

てダン１助成を住けて排雪を行っていますが、こ

としの場合は３回も排雪を依頼した高齢者宅もあ

りました。除雪機械の改良により、間口に雪が入

らないよう工夫された除雪機も開発されておりま

すが、まだ導入までに至っておりません。高齢者

宅についての除雪は、町内会あるいは隣近所で協

力し合うことが必要とは考えておりますが、行政

としてできる対策はないのかお知らせください。

次、大項目の２つ目、住宅用火災警報器設置の

取り組みについてお尋ねいたします。１点目、身

体障害者及び６５歳から６９歳までの虚弱者のみ

の低所得世帯への助成についてお伺いいたします。

名寄市の昨年の火災は１５件発生しており、１９

年と１較してほぼ２倍に増加しております。火災

の内訳を見ますと、建物が１２件、前両２件、そ

の他１件、建物火災１２件の火災種別に見ますと

全焼１件、部分焼５件、ぼや６件でありました。

そのうちの２件は、昨年の１１月と１２月、高齢

者３人が犠牲となる住宅火災、いずれも高齢者の

みの世帯でありました。とうとい命が犠牲になり

ましたことは極めて残念なことであり、心より御

冥福をお祈りいたします。だれかがいち早く火災

を発見し、消火するなり、寝ている人を起こして

逃がしてあげることができれば犠牲者を出さずに

済む、あるいは減らすことができると思うのであ

ります。では、その見張り番はだれか。それは、

住宅用火災警報器であると思うのであります。消

防法の改正で、住宅用火災警報器の設置が義務づ

けられ、新築住宅については問題ありませんが、

既存住宅に対する義務化まで額２年の期間ござい

ますが、できるだけ早く設置して安心を図りたい

ものです。昨年第４回定例会で、高見議員から住
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宅用火災警報器設置の取り組みについて質問がご

ざいました。建設水道部長から公営住宅への設置

することで民間住宅への普及、啓蒙を図り、市民

の安全で安心な暮らしを守るため、平成２１年、

２２年の２カ年で設置を検討してまいりたいと答

弁がございました。先日の新聞報道で７０歳億上

の低所得高齢者額 ４００世帯が対象になり、今

月から住け付けを始められたことに対しては体体

に値すると思うのでありますが、なぜ７０歳億上

だけなのか。身体障害者及び６５歳から６９歳ま

での虚弱者のみの低所得世帯も対象に入れて助成

する考えはないのかお知らせください。

２点目、名寄市全世帯１００１設置に向けての

取り組みについてお伺いいたします。昨年１２月

の住宅火災億降現在まで、名寄市では火災のニュ

ースは耳にいたしません。このことは、大変に喜

ばしいことと思います。火災は、不注意による場

合ばかりでなく、自然発火、雷、また不慮の事故

等からいろいろ考えられますが、いずれにいたし

ましても大切な家りや家財を守る見張り人、住宅

用火災警報器だと考えております。昔から備えあ

れば憂いなしということわざがあります。住宅用

火災警報器を設置したからといって火災がなくな

るわけではございませんが、設置による効果は被

害を３分の１程度までに食いとめることはできる

と思います。１９年度ですが、名寄市の総世帯数

１万 ６１１世帯であり、住宅用火災警報器の普

及１でありますが、平成２０年度の単年度では１

１１と聞いております。義務化までに額２年ご

ざいますが、１００１設置に向けての取り組みに

ついてお知らせください。

次に、大項目の３つ目、小中高生の携帯電話対

策についてお尋ねいたします。１点目、携帯電話

の学校への持ち込みについてお伺いいたします。

最近携帯電話にかかわるトラブルの発生で、全国

的に報道している小中学校への携帯電話の持ち込

み論であります。大阪府教育委員会が調査したと

ころ、中高生の４人に１人が１日３１通ものメー

ルを送信するなど、子供たちに携帯電話依存が広

がっているとの実態がわかり、大阪府知事の橋下

知事は携帯電話への依存度が高いと学習時間が少

なくなるのは当たり前と学力への影響を指摘し、

学校への持ち込み禁止を発表されました。このこ

とがきっかけで全国でも議論が高まり、ついに文

部科学省は教育活動に必要ないとし、小中学校へ

携帯電話の持ち込みを原則禁止する通報を各教育

委員会に出しました。道教委によりますと、原則

禁止を実施している小中学校はともに９割を超え

ている。また、携帯電話の持ち込みなどへの指導

方針を定め明確にしているのは、道内１８０市町

村のうち１８市町村の教育委員会が設けていると

公表しております。名寄市の小中学校での携帯電

話の使用等、学校への持ち込みの現状はどのよう

になっているのかお知らせください。

２点目、自己紹２サ６ト、１ロ当についてお伺

いいたします。子供のいじめ問題に取り組む全国

ウェブカウンセリング協議会に寄せられた２００

８年のネットいじめ相談、前年１ ７倍の額 ７ 

００件、このうち道内は前年１８倍の２５０件、

相談の内訳は学校裏サ６ト関連９５件、自己紹２

サ６ト関連９１件、嫌がらせメール関連３４件の

順に多く、容姿や性格などの悪口が書き込まれる

事例が目立ち、誹謗中傷メールが１日で数百件、

ネットいじめの悪質化に加え、サ６トへの書き込

みにより中高生の死亡事件や集団暴行が頻発した

ことが作用したと見られます。また、先日新聞報

道のあった滝川、千歳の中学１年生の飛びおり事

件も原因がいじめだと思っております。名寄市の

小中学校でこのような事件は絶対に起こしてはな

らない。そこで、児童生徒の自己紹２サ６トの実

態はあるのか、１ロ当への書き込み等の実態はあ

るのか、あるとすればどのように対処されている

のかお知らせください。

３点目、学習時間と携帯電話についてお伺いい

たします。今月の初旬に市教育研究所から小中学

生や保２者らを対象にした家庭学習実態調査の結
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果が公表され、それによりますと小学５年と中学

２年の児童生徒５０７人、その保２者、小中学校

の全教員を対象に実施、１週間の学習日数を見る

と週５日億上は小学校５年生が５３１、中学２年

生になると１５１にとどまり、６ロと回答した小

学５年生１０１に対し、中学２年生は３９１に上

っております。１日の学習時間に対しても３０分

から１時間と答えた小学５年生は７９１、中学２

年生は４３１、宿題が出たときにすると答えた小

学５年生が１３１に対し、中学２年生は５０１の

結果であり、中学生が宿題億外は学習しない傾向

を見せたことに私は将来の名寄に不安を覚えるも

のであります。全国携帯調査において、中学２年

で１日のメール送住信が３０件億上の生徒、午後

１１時までに就寝をする割合は２５１で、３０件

未満の生徒は４２１と携帯をよく使う子供は生活

面への影響が大きいと思われます。やはり携帯電

話への依存度が高くなると学習時間が少なくなる、

あるいは学習ができなくなるのは当然ではないか

と思うのであります。名寄市教育委員会として、

このことに対しどのように指導、対策を考えられ

ておられるのかお知らせください。

億上、この場からの質問とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は福祉事務

所長から、３点目は教育部長からそれぞれお答え

をさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。

最初に、名寄市の雪対策で歩道のつるつる路面

対策についてお答えをさせていただきます。積雪

寒冷地においては、前道はもちろんのこと歩道や

横断歩道においてもつるつる路面になり、歩行が

しづらくなることを雪国特有の問題として抱えて

いるところであります。特に最近は、高齢社会を

迎え、雪の降り始めや雪解けのときには道路面が

出ているときに高齢者が転倒し、大けがにつなが

っているということを数多くお聞きしているとこ

ろであります。対策としては、砂散布や融雪剤散

布が効果的であるというふうに思われていますが、

歩道に機械で散布することや人力による散布は人

工数と時間的なものを考えるとて常に難しいとい

うふうに考えております。現在国道では、横断歩

道を中心に砂箱を設置し、市民にまいていただく

方式をとっていますが、名寄市においても人通り

の多い道路、例えば５丁目、６丁目、３条、２条、

このような道路の歩道でつるつるとなっている箇

所や状況を調査し、砂箱を設置することで砂の散

布や春先の清掃などがどの程度市民の御協力をい

ただけるか、これらも含めて研究をさせていただ

きたいと考えておりますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

次に、生活道路交差点の排雪についてでありま

す。名寄地区におきましては、生活道路について

１シーズン１回のカット排雪を実施しているとこ

ろです。期間は、１月初旬より２月下旬のほぼ２

カ月間かかります。最初の地区あるいは最後にな

る地区及び狭隘な道路につきましては、交差点に

雪が堆積され、見通しが悪くなることから、現在

も交通安全の観点から交差点の排雪を実施してい

る状況にあります。ここ数年は、排雪が１回しか

できないため、交差点排雪に力点を置いています

が、近くに堆積するには歩道や雪解けのおくれな

どの問題があり、やはり郊外の堆積場へ運搬する

しかないというふうに考えております。交差点と

いう狭い中での作業と国や道あるいは近隣市町村

において排雪時が重なるため、ダン１トラックが

不足して作業が遅くなり、大変市民に御迷惑をお

かけしているところでもあります。また、道路が

狭隘になったときには、交差できる箇所の必要性

は理解できますが、排雪した交差点を対象として

控える場合もございますので、どの程度の延長が

ある道路であれば対処的なものが必要であるかな

ど今後調査検討をしてまいりたいと考えておりま

す。
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次に、道路除雪についてであります。名寄市に

おける除雪については、振り分け除雪で実施し、

できるだけ人等に振り分けられるよう除雪作業を

実施しています。門口を一緒に除雪することは、

除雪機械の改良で門口に雪が入らないよう工夫さ

れた機械もだんだん出てきているというふうには

お聞きしておりますが、機械導入を含め、財政的

にも困難というふうに考えております。市の除雪

は、冬の快適な生活空間の確保を目的として、子

供の通学、緊急前両通行などを基本に行っており

ます。門口については、市民の協力がぜひ必要と

考えていますし、高齢者住宅についても隣近所な

どお互いが助け合うようなことも必要ではないか

というふうにも考えております。どこまで自治体

が２入できるかは今後大きなす題と認識していま

すが、当面は高齢者住宅の門口除雪は福祉事務所

を窓口に行っておりますので、ぜひ御利用をいた

だきたいというふうに考えております。

億上、私からのお答えとさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

持田議員から住〇福祉事務所長（小山龍彦君）

宅火災警報器設置の取り組みについて、２点の御

質問がありましたので、お答えいたします。

最初に、身体障害者及び６５歳から６９歳まで

の虚弱者のみの低所得世帯への助成についてお答

えいたします。火災による悲惨な事故を防止する

対策として、国の生活対策臨時交付金を活用して

高齢者を対象に火災警報器設置の費用助成をする

事業を開始しております。この事業の対象となる

世帯等につきましては、市の広報３月号で御案内

をしておりますが、７０歳億上の方で構成される

世帯で市民税がてす税世帯及び人等割のみがす税

されている世帯並びに生活保２世帯としておりま

す。御質問のありました身体障害者及び６５歳か

ら６９歳までの虚弱者のみの低所得世帯対象枠を

拡大とのことでございますが、本市の福祉サービ

スで独居老人等の緊急時の対応策として、火災報

知機能も兼ねた緊急通報システムの整備を実施し

ております。平成２１年２月末現在で２５８世帯

に配備しておりますが、御質問の対象世帯と符合

するかにつきましては個別に精査はできておりま

せんが、大部分の方がこのシステムの利用者にな

っているのではないかと考えています。また、重

度障害者世帯に向けてのサービスでは、身体障害

の状況に適応したさまざまな種類の火災警報器が

あり、機器購入に際して助成制度がありますので、

個別に相談させていただきたいと考えております。

なお、火災警報器の設置助成の申請期間は、平

成２２年３月までとなっておりますので、対象と

なる方はぜひ御利用していただきたいと考えてお

ります。

次、２点目、名寄市全世帯１００１設置に向け

ての取り組みについて申し上げます。消防法の改

正により、共同住宅や併用住宅を含むすべての住

宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけとなり、

新築の住宅では平成１８年６月から設置義務が、

既存住宅では平成２３年６月から設置が義務づけ

られることになります。名寄消防署では、平成１

８年春から町内会を訪問し、住宅用火災警報器の

設置をお願いしておりますが、市内における設置

１は昨年で１ １１と依然低調に推移しておりま

す。消防署としては、法定期限の平成２３年６月

までに１００１の設置を目指し、国の指針に沿い、

名寄地区住宅用火災警報器設置普及計画を本年２

月に策定し、目標年までに段階的に設置１の推進

状況を検証してまいります。また、従来の住宅防

火訪問に加えて積極的に町内会における説明会の

開催を働きかけ、防火婦人クラブ員、少年消防ク

ラブ員による地域での住宅用火災警報器の設置に

向けてＰＲを進めてまいります。広報活動では、

町内会の班回覧の「消ちゃんだより」や市の広報

を通じて周知を図ってまいります。さらに、地域

のＦＭ局、Ａｉｒてっしに協力を依頼し、電波を

通じて毎月第１週に消防署からお知らせのコー６

ーとして救急関連などと一緒に火災警報器設置の

お願いを行っておりますので、御理解をお願いし、
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この場からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、小中高生〇教育部長（山内 豊君）

の携帯電話対策についてお答えをいたします。

初めに、携帯電話の学校への持ち込みについて

であります。小中学生における携帯電話使用につ

いては、全国的な携帯電話によるトラブルの発生

が相次いでおり、これら生徒指導上の問題の解決

に向けて平成２０年度から名寄市生徒指導連絡協

議会を設置し、その対策を検討してきております。

同協議会では、名寄市における小中学生の携帯電

話やパソコンによるネットの使用に関する実態を

把握する必要性から、市内全中学生と小学５、６

年生を対象に携帯、ネットに関するアンケート調

査を実施いたしました。この調査によりますと、

携帯電話は家りとの共用を含め、小学５、６年生

では２割億上が、中学生では半数億上が所持して

いる実態が明らかになりました。特に中学校進学

に際して買い与える家庭が多く、中学生では学年

が上がるにつれて所持１が上昇しており、中学３

年生での所持１は６２１となっております。また、

地域や学校規模によっても違いがあることがわか

りました。平成２１年２月に文部科学省から小中

学校への児童生徒の携帯電話の持ち込みを禁止す

るとの通知が出されております。名寄市内小中学

校におきましては、億前から学習に必要のないも

のは学校へ持ってこないとの指導により、携帯電

話の学校への持ち込みは原則禁止としております。

また、高等学校につきましては、北海道教育委員

会の指導のもとに授業中の使用を禁止し、ネット

上のいじめや犯罪被害から守るための情報モラル

教育の指導を充実させてきております。小中学生

の携帯電話の使用においては、今後とも情報モラ

ル教育の充実とともに、家庭との連携を十分に図

ってまいりたいと考えております。

次に、自己紹２サ６ト、１ロ当についてお答え

をいたします。子供たちが携帯電話のメールや６

ンターネットを利用する機会は、近年急激に増加

してきており、子供たちの生活スタ６ルや人間関

係づくりの面でも大きな影響を与えてきておりま

す。６ンターネット上のて公式サ６ト、いわゆる

学校裏サ６トや１ロ当ィールサ６ト等を利用し、

特定の子供に対する誹謗中傷が行われたり、他人

に成り済まして携帯電話のメールを利用し、特定

の子供に対する誹謗中傷を不特定多数の携帯電話

に送りつけたりするなど、ネット上のいじめとい

う新しい形のいじめ問題が発生しており、このい

じめにより自殺を図った子供たちが出るなど、問

題は深刻化してきております。名寄市内において

は、開設したサ６トへの書き込みによって生徒間

のトラブルとなった事例が過去に数件発生してお

りますが、いずれも教師の指導によりサ６トを閉

鎖するなどの処置により解決しております。名寄

市生徒指導連絡協議会のアンケート調査によれば、

ブログや１ロ当、あるいはネットの掲示板などへ

の参加、書き込みの経験のある中学生は４６１に

上っております。また、携帯電話やパソコンに当

ィルタリングをかけているとしている小中学生の

所持者は２割に満たず、残りはかけていないか、

あるいはわからないとしており、今後いろいろな

トラブルに巻き込まれる可能性も否定できない状

況にあります。各学校においては、空き時間のあ

る教員などにより定期的に学校裏サ６トなどネッ

ト上でのパトロールを行っておりますが、携帯電

話のメールなどには対応ができないなど実態を把

握しにくい状況にもあります。これらのトラブル

を回避するためにも当ィルタリング使用など家庭

における使用のあり方を見直す機会を持つなど、

情報機器の光と影についてより一層の保２者への

啓蒙活動を進めてまいりたいと考えております。

次に、学習時間と携帯電話についてお尋ねがあ

りました。名寄市教育委員会では、早寝早起き朝

ごはん運動への取り組みや読書活動の充実、家庭

学習の励行などについての取り組みを行ってきた

ところであります。これを住けて名寄市教育研究

所では、子供たちの家庭学習の実態について小学
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５年生と中学２年生を対象に調査をいたしました。

この調査によりますと、中学２年生では４割に及

ぶ生徒たちが全く家庭学習をしていないとの調査

結果になっておりますが、この中には塾等での学

習は含まれておりませんので、幾分割り引いて考

える必要もあるかと考えております。さきの名寄

市生徒指導連絡協議会のアンケート調査におきま

して、中学生への携帯電話やパソコンの１日の利

用時間では全体の３分の１億上の生徒が２時間億

上使用していると回答しており、そのうち２１１

は３時間億上に及ぶとしていることから、かなり

の利用実態が浮かび上がってきております。また、

この調査によれば、家庭内での携帯電話や６ンタ

ーネット利用のルールや額束事については、小学

５、６年生で額半数が、中学生では６３１がない、

もしくは自由としており、家庭での何らの規制も

なく、自由に使える状態にあるものと考えられま

す。これらのことから、携帯電話等への依存の傾

向が推測される状況にあり、名寄市教育委員会と

いたしましては名寄市生徒指導連絡協議会を通し

て各学校に親子での携帯電話教室の開催や名寄市

教育研究所が作成した家庭教育資料、５つの提言、

２３の方策などの活用を図り、子供たちの望まし

い生活リズムへの育成や落ちついて学習に取り組

める家庭環境づくりに向けて保２者等への啓蒙を

図ってまいりたいと考えております。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

） それぞれ御答弁をいた〇７番（持田 健議員

だき、ありがとうございました。さらに理解を深

めるために再質問をさせていただきますが、昨日

佐藤勝議員より代表質問で携帯電話についての質

問があり、教育長から御答弁がございましたので、

私から大項目の３つ目、小中高生の携帯電話に対

する再質問を省略し、要望のみとさせていただき

ます。

順番を変えて要望から述べさせていただきます。

１点目、携帯電話の学校への持ち込みについて、

携帯電話は家りとの共用を含めて小学生の５、６

年生で２割が持っているとの先ほどの答弁ござい

ました。中学生では半数億上が所持しているとの

実態が明らかとなる今、また名寄市は持ち込みに

ついては原則禁止とのことであり、指導方針は理

解しますが、それでも持ち込んだ場合には自主的

に登校時に預け、下校時に住け取るといったよう

な、携帯電話というコミュニケーションの道具を

どう使いこなすのか、子供たちだけでなく大人も

一緒に学び、考える機会を持ち、その中で児童生

徒が自発的にルールをつくる環境を整えるよう指

導されることを要望します。

２点目、自己紹２サ６ト、１ロ当についてであ

りますが、名寄市においても開設したサ６トへの

書き込み、そのことにより生徒間にトラブルなど

数件発生した事例があったようですが、教師の指

導によりサ６トを閉鎖する処置で解決しておりま

すので、引き続き指導をお願いするところであり

ます。また、１ロ当やネットの掲示板などへの参

加、書き込みの経験のある中学生が４６１もいる

ということであります。今後いろいろなトラブル

に巻き込まれる可能性も否定できない、そんな状

況の中で教員等によりネット上でのパトロールを

行い、事件、事故を未然に防ぎ、児童生徒、保２

者へ当ィルタリング使用など家庭において健全な

使用を促進する対策を要望します。

３点目、学習時間と携帯電話について、中学生

の携帯電話やパソコンの１日の利用時間が全体の

３分の１は２時間億上、またそのうちの２１１が

３時間億上使用している驚きの実態が明らかとな

りました。家庭内での携帯電話や６ンターネット

利用のルールや額束事についても半数億上がない、

もしくは自由としており、家庭で何の規制もなく

自由に使えるのであれば、携帯電話の依存度が高

くなり、学習時間に影響を及ぼす原因になる思い

がします。児童生徒、保２者、学校の連絡を密に

し、落ちついて学習に取り組める時間をつくれる

対策を要望いたします。
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次に、名寄市雪対策について再質問をいたしま

す。１点目、つるつる路面、氷を張った状態は名

寄の初冬、春先に、いわゆる暖冬時期に起こる現

象であり、道路においては機械散布により対処し

ていますが、歩道においては砂箱等を設置し、市

民にまいていただくボランティア方式で対処と理

解します。毎日ではないので、場所的に人の通行

の多いところだけでも路面を確認し、状況により

滑りどめを散布する要員を雇用して対処する考え

はないのか、高齢者等の転倒が減り、けが人が少

なくなれば医療費等の削減につながり、また雇用

対策にもなるのではないでしょうか。その点をお

伺いいたします。

２点目、３点目に対してでありますが、シーズ

ン１回の排雪予定、近くに堆積する場所がない、

財政的に厳しいとはのしますが、大雪が降った場

合、市民の安全、安心のため、今後のす題として

検討していただきたい。また、高齢者世帯におい

ては年々高齢となり、体力も落ち、除雪は大変な

作業になることが予想されますが、その対策もあ

わせて検討していただきたいと思います。

私は、２０年度の第１回定例会一般質問におい

て、ー地区に雪堆積場の新設について質問させて

いただきました。答弁では、雪堆積場所を新設を

検討すると理解しておりますが、どのように検討

されたのかお知らせください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

４点にわたり〇建設水道部長（野間井照之君）

再質問をいただきましたので、順次お答えをさせ

ていただきたいというふうに思っています。

つるつる路面に砂をまくというお答えをさせて

いただきまして、人を雇ってできないかというこ

とだというふうに思いますけれども、除雪事業そ

のものに現在でもことしの２１年度予算で３億

０００万円ほどの経費をかけるというふうな状況

になっています。基本的には、先ほど答弁させて

いただいたように、私どもは道路空間ないしは歩

道の空間はできる限り子供の通学路も含めて、緊

急前両の通行も含めて除雪をさせていただくと。

あと、門口だとか、今の歩道のつるつる路面では

できるだけボランティアとまでいきませんけれど

も、通りかかったときに砂箱を利用していただく

という、今後市民と協働のまちづくりの一環とい

うふうに考えていただいて、ぜひとも市民の方に

も除雪の一端を担っていただくようなことを市民

サ６ドのほうにも考えていただきたいというふう

に考えて御提言を住けさせていただきました。

次に、大雪が降ったときの場合は交差点の部分

はどうだということでありますけれども、名寄の

場合どの程度までが大雪なのかちょっとわかりま

せんけれども、１日に４０センチ、５０センチ降

った場合、当面は交通安全上からも横に堆雪する

ということは可能だというふうに考えていますか

ら、大雪の降った場合はどの程度までだというの

はちょっと判断しかねますけれども、そういうの

も緊急対応としてはそういうことはあるというふ

うに考えていただきたいというふうに思います。

それと、て常に難しいのですけれども、老人世

帯、老人というか、高齢住宅の対応についてはて

常に難しくて、先ほど大石議員も言っていらした

ようにもう６５歳の方が４人に１人という部分も

ありますから、世帯そのものも市内には数多くあ

ります。門口を全体を市が面倒見ていくというこ

とは、これからも含めて困難な状況にありますの

で、できる限り町内会ないしは隣近所の御協力を

いただきながらでも門口の除雪を行っていただき

たいという部分は私どもの希望というか、今の段

階ではそれしか手だてがな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いうふう

に思います。

それと、もう一点、徳田地区というか、ー地区

に堆雪場ということでありました。私ども徳田地

区に民間所有の土地を何カ所か候補地として話を

進めてまいりました。しかし、面積が足りなかっ

たり、隣接地が畑で冷風被害に遭うということが

予想されましたので、今の段階ではまだ現実に至
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っておりません。それにあわせて、ー地区に雪を

運ぶとなると運搬路については国道４０号線ない

しは東８号道路を使わなければならないというこ

とがありまして、交通量が１較的多くて、ダン１

の稼働１がて常に悪くなるということも含めると、

ー地区に堆雪するということはて常に難しい状況

になるのかなというふうに考えています。しかし、

建設会社で数社が自分の自社ヤードを堆雪スペー

スとして使っている場合もございますから、この

辺も考慮しまして、今後も引き続き検討させてい

ただきたいというふうに考えていますので、御理

解いただきたいというふうに思っています。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。

私大雪と解釈したのは、何日か降り続いて積も

って、交差点にがっぽり堆積されて見えなくなる

と安全上よくないというときに回数をふやしてい

ただけないかということで質問差し上げました。

また、ー地区は住宅街だし、少し離れれば農家と

いうことで、条件的には厳しいとはのしますが、

引き続き検討されることを要望いたします。

次に、住宅用火災警報器の取り組みについてで

ありますが、身体障害者及び７０歳億下の高齢者

には福祉サービス、独居世帯には火災報知機を兼

ねた緊急システム装置が整備されているとのこと

でありますが、助成の対象となる世帯で２２年３

月までに申請がなく、また火災警報装置が設置さ

れていない世帯への対策をどのようにされるのか

お知らせください。

２点目の１００１設置へ向けての取り組みにつ

いてでありますが、２３年６月には設置１１００

１を目指し、さまざまな方法をもってＰＲされて

いるとのことでありますが、市民が理解を示さな

ければ難しい目標とは思います。設置によるメリ

ットも含めたその工にさせる広報活動を要望いた

します。

改めてお伺いいたしますが、住宅用火災警報器

を設置したからといって火災が起こらないわけで

も、またなくなるわけではございません。いかに

被害を少なくするかだと思います。名寄市として

は、住宅用火災警報器の設置後及び作動時の対応

の対策をどのようにとられるよう考えておられる

のかお伺いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

員のほうから２３年３月までに申請されなかった

方についてはどうなるのかという部分と、それか

ら広報活動をするようにという部分と、それから

火災警報器作動時の対応について、３点について

再質問がございました。それで、今回の火災警報

器の設置につきましては、国の生活対策臨時交付

金を活用してという考え方で、通常であればなか

なか難しいのかなという部分を今回の交付金を活

用してやりましょうということになりました。そ

れで、先ほど最初のほうで７０歳という部分もあ

ったかと思うのですけれども、福祉事務所で担当

しております各種福祉サービス等の中での年齢基

準がいろいろあるのですけれども、最近平成２０

年に策定いたしました除排雪サービスの条例改正

の中で目標とする年次を７０歳ということで、今

回７０歳の方ということで独居高齢者世帯を地図

の上で６ッピングで検索したら、額 ４００世帯

があったということで、そういうものも踏まえた

中で ７００世帯程度の申請があるのかというこ

とで、そういう部分で７０歳ということで考えて

おりまして、ただこれを予算化する前段で、では

来年になったらどうするのだという部分が議員の

御質問の部分で同じ議論になりまして、来年１年

も設置するとその次からはもう必置義務になって

くるので、予算の査定の段階では来年部分につい

てもこれから検討しなければならないのかなとい

うような議論になっております。

それから、今現在そういった意味から進めてお

ります火災警報器が昨日まではちょうど５０基だ

ったのです。名寄地区で３３基、風連地区で１７
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基の５０基だったのですけれども、市民すのロビ

ーのほうに定人給付金の申請の窓口が開かれてお

りまして、そこで申請された帰りにこちらのほう

に警報器の申請に寄っていただく方がおられまし

て、議会に入る前には５３基ということでふえて

いるところでございます。

それから、いわゆる１００１設置に向けての広

報活動ということでございますけれども、私ども

の福祉事務所のほうの対応としてはこういった形

でぜひつけていただきたいというふうになるので

すけれども、具体的な活動につきましてはやはり

消防署のほうの住宅を周回するなり、いろんな研

修会等での啓蒙でやっていくしかなかなか設置と

いう行動に結びついていかないのかなというふう

に思っております。

それから、最後になりますけれども、住宅用火

災警報器作動時につきましては、消防署の署長に

確認いたしましたところ、とりあえず警報音に工

がついたら、高齢者や幼児及び障害を持っている

方はすぐ避難して近所の方に知らせてくださいと

いうことで、本当に火事が起きているとき、警報

器が鳴っているということは当然火事が起きてい

るかもしれないのですけれども、誤報かもしれま

せんけれども、とりあえず鳴ったらすぐ外に避難

し、１１９番通報するということで。それで、た

まさかちょっと年齢的にちょうどいいところにい

る方について、発見が早く、火災の状況について

落ちつきを取り戻されて、なおかつ逃げ道が確保

できるというような状況があったときに、そこも

まだ状況なのですけれども、火が天井に燃え移っ

ていなかったら、消火器で消火が可能というよう

な部分は消防署の署長はおっしゃっていましたけ

れども、なかなか難しいのかなというのが感想で

ございます。

億上、答弁といたします。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。市民の安全、安心な生活のために今後ともよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

これで私の質問を終わらせていただきます。

億上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

億上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 佐々木 寿

署名議員 田 中 之 繁


