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平成２２年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年１２月１４日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 議案第３１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第５ 議案第３２号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第１号 北海道開発の枠組み

の堅持と北海道局の存続に関する意見

書

意見書案第２号 ヒトＴ細胞白血病ウ

イルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書

意見書案第３号 脳脊髄液減少症の診

断・治療の確立を求める意見書

意見書案第４号 免税軽油制度の存続

を求める意見書

意見書案第５号 米価下落に歯止めを

かける対策を求める意見書

意見書案第６号 領土に関する政府の

対応に関する意見書

意見書案第７号 子ども手当財源の地

方負担に反対する意見書

意見書案第８号 農業に関する国際貿

易交渉への意見書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 議案第３１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第５ 議案第３２号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第１号 北海道開発の枠組み

の堅持と北海道局の存続に関する意見

書

意見書案第２号 ヒトＴ細胞白血病ウ

イルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書

意見書案第３号 脳脊髄液減少症の診

断・治療の確立を求める意見書

意見書案第４号 免税軽油制度の存続

を求める意見書

意見書案第５号 米価下落に歯止めを

かける対策を求める意見書

意見書案第６号 領土に関する政府の

対応に関する意見書

意見書案第７号 子ども手当財源の地

方負担に反対する意見書

意見書案第８号 農業に関する国際貿

易交渉への意見書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて
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１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 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（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君
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経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより本日の〇議長（小野寺一知議員）

会議を開きます。

本日の会議に１４番、渡辺正尚議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は２５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 駒 津 喜 一 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

事務事業評価と予算、決算について外３件を、

佐藤勝議員。

おはようございます。〇１１番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして大きな項目で４点について一般質問を行

います。

初めに、大きな項目の１点目として、事務事業

評価の予算、決算についてお伺いをいたします。

地方自治体を取り巻く状況は大きく環境が変化を

し、厳しさを増す財政状況の中で行財政改革は市

長の執行方針にもあったとおり必須の取り組みで

あります。現在総合計画に基づいた財政に裏打ち

された施策、事業の策定、政策、施策の分析、市

民意識、意向の調査と分析、さらに将来予測や財

政シミュレーションの実施など市民との協働の推

進を基盤に事務事業の着実な進展が図られている

ことは御承知のとおりであります。この行財政改

革の取り組みの中で、今後の財政運営のあり方と

してどれだけの行政サービスを提供したかではな

く、行政サービスの提供によってどのような成果

が得られたかを重視することが求められておりま

す。このことから、早期に行政サービスの成果な

どを評価する仕組みをつくり、それを総合計画、

予算などに反映するとともに市民への説明責任を

も徹底して果たす成果重視、情報共有の行政運営

システムを充実させていくべきであります。行政

に求められている透明性の確保、コスト削減とス

クラップ・アンド・ビルドの徹底、職員個々の意

識改革、ＰＤＣＡ、つまりＰ、プラン、計画、Ｄ

はドゥー、実行、Ｃはチェック、確認、Ａはアク

ション、改善、このいわゆるＰＤＣＡサイクルを

確立すること、既に名寄市でもその取り組みが始

まっているとのことでありますが、初めに名寄版

事務事業評価システムに対する取り組みについて

お知らせを願います。

次に、事務事業評価結果の原課における活用の

実態と市民に対し、どのように公開する予定なの

かについてをお知らせを願います。

また、事務事業評価結果を予算、決算に活用す

る手法についてもお知らせを願います。

次に、大きな項目の２点目、合併特例区につい

てお伺いをいたします。旧風連町が培ってきた地

域の特性を生かしたまちづくりを継承し、合併に

伴う行政の急激な変化を緩和しながら地域自治の

充実を図るため、合併時の平成１８年から２３年

３月までの５年間設置された特例区でありますが、

残すところあと１００日余と終了の期日が迫って

きています。合併後の新たな地域自治への挑戦で

もあった５年間でありますが、特例区の５年間で

何を得て何を学んだのか、その総括についてお知

らせを願います。

次に、特例区事業の継承についてお知らせを願

います。

３点目といたしまして、市政執行方針に合併特

例区終了後の風連地区の振興を図るため、将来を

見据えた区域の課題や方策の検討、区域住民の協

力と連帯の促進、市民と行政との協働などを推進
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する地域連絡協議会の設置に向け取り組むとあり

ますが、特例区終了後の体制についてお尋ねをい

たします。

大きな項目の３点目といたしまして、公民館活

動についてお尋ねをいたします。公民館は戦後生

まれた社会教育施設で、民主主義を身につけ、平

和と文化、教養を学び合い、そのことによって荒

廃した郷土を再建していくための地域住民の活動

拠点として各市町村、地域に誕生したもので、単

に社会教育機関としての機能にとどまらず、郷土

振興のセンターとして総合的な役割を期待しての

ものであります。まさに今はやりの言葉で言うな

らば、究極の地域活性化装置なのであります。昭

和２４年の社会教育法では、公民館は社会教育施

設として位置づけられ、地域における生涯教育の

代表機関であり、情報提供機関、実践拠点である

と規定されております。第２０条では、「公民館

は、市町村その他一定区域内の住民のために、実

際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の

増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与することを目的とする」とあり、

単に貸し館ではなく地域住民の実生活に密着して

さまざまな課題解決を図るための総合的な社会教

育施設であることが規定されています。合併によ

って市内全域のつり合いという観点から、公民館

活動を活発な区域の水準に引き上げるのではなく、

そうではない地区の水準に合わせるという愚かさ

を過っても行ってはならず、社会教育法の忠実な

実践者を目指すべきであります。そこで、初めに

合併後の公民館並びに公民館分館活動の経過と検

証をどのようにして行ってきたかについてお伺い

をいたします。

次に、今後の分館活動とその拠点となっている

各地区のコミセンのあり方について、市の考え方

についてお聞きをいたします。

３点目に、今後の公民館分館活動をどのように

指導、発展させていくのかについて、その考え方

と方向性についてお伺いをいたします。

大きな項目の４点目として、ことし４月２０日

実施の全国学力・学習状況調査についてお尋ねを

いたします。この件につきましては、９月の第３

回定例会において７月３０日に公表された道内の

結果が全国最低レベルで４年連続学力低迷の状況

にあること、図形問題、応用力、記述式問題など

の課題が解決されていないことによる小中学校が

連携した継続指導の必要性が問われていることに

ついてお尋ねをいたしました。さらに、学校や家

庭での生活のあり方などを問う学習状況調査では、

家庭学習の短さとテレビ、ゲームに費やす時間が

長過ぎること、幼児教育と小学校教育の連携のあ

り方を念頭に置いた質問をいたしました。

その後、１２月７日、経済協力開発機構、ＯＥ

ＣＤが昨年実施した国際学習到達度調査、ＰＩＳ

Ａと呼ばれておりますが、その結果が公表されま

した。これは、義務教育を終えた１５歳を対象に

２０００年から３年ごとに行われ、昨年は６５の

国と地域が参加し、知識を実生活でどれだけ生か

せるかをはかる調査であります。日本は、第１回

調査で数学的応用力１位、科学的応用力２位、読

解力８位であったものの、その後低落の一途をた

どり、前回の０６年は読解力が１５位に低迷し、

関係者に衝撃を与えてきたところであります。そ

の後、ゆとり教育路線の見直しや読書活動に取り

組んできた成果が発揮され、今回読解力は８位、

数学、科学はそれぞれ９位、そして５位へと順位

を上げ、今後に大きな期待を抱かせる結果となっ

ております。問題点といたしまして、日常生活に

不自由を来すと言われている低学力層の割合が３

つの分野とも１割を超えるという上位と下位の二

分化が指摘されているところであります。以上の

ような状況下にあって、９月時点ではまだ市内小

中学校の調査結果が出ておらず、１０月中にはそ

れも出そろうということでありましたので、今回

はまずそのことについてお聞きをいたします。

次に、実施４年を経過した全国学力・学習状況
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調査の問題点並びに改善点があればお聞かせを願

います。

３点目といたしまして、現代の子供たちが抱え

る問題、つまり学力の低下、基礎体力の低下、不

登校、いじめ、学級崩壊などの根本的な解決方法

をどのように見出していくか、学校生活のみなら

ず家庭生活、生活習慣、生活改善などの取り組み

についてお伺いをいたします。

最後になりますが、今後の問題解決に向けての

方策があればお聞かせを願います。

以上でここからの質問を終わります。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇副市長（久保和幸君）

佐藤勝議員からは、大きな項目４点にわたって御

質問をいただきました。大項目１につきましては

総務部長から、大項目２につきましては私から、

大項目３及び４については教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目２の合併特例区についてお答えい

たします。初めに、小項目１点目の合併特例区の

総括についてお答えいたします。風連地区に合併

特例区を設置しました目的につきましては、合併

前の地区住民の意見を反映させることと旧風連町

での取り組んでいた独自の事業あるいは名寄、風

連、双方同様な事務事業で内容に相違がある事務

事業のうち、一定期間特例区で行うことが効率的

かつ利便性を図ることができ、新市の一体性の円

滑な確立に資するとの考えで、合併協議に基づい

て特例区を設置したものでございます。

特例区事業の処理状況につきましては、この５

年間に定住対策事業、町民広場手形作成事業、区

域高校振興対策事業など一部事業が完了している

もの、また天塩川パークゴルフ場の管理、町民農

園管理、街路灯、防犯灯管理事業など既に市の事

業へ一本化されたものもあり、残りの事業につき

ましては市町村の合併の特例に関する法律により

合併特例区の設置満了日の翌日をもって市に承継

することになりますことから、引き継がれる市の

関係部署との最終的な協議を行っているところで

ございます。合併特例区の解散によりまして市に

継承される特例区事業のうち、一定期間時間をか

けて調整するものも現時点ではありますので、今

後関係団体、地域と十分に調整してまいる考えで

あります。また、特例区の区域に係る振興策につ

きましては、新名寄市総合計画の策定を初め旧風

連福祉センター等受託後の取り扱い、風連高校の

閉校後の校舎利用、各種使用料の見直しなど特例

区協議会の意見を聞きながら対応してまいりまし

た。また、本年４月の行政区制度から１４町内会

を単位とする住民自治組織制度が実現されました

のも新市の一体性の確立と新名寄市が目指す市民

と行政との協働のまちづくり、これに沿うもので

あったと判断しております。本年度は、法で定め

る特例区設置期間５年間の最終年度であり、残す

ところ約３カ月半となりましたが、規約で定めて

いる特例区の事務事業あるいは区域の振興策にか

かわるものなどにつきましても十分に特例区協議

会の意見を聞くことに心がけており、特例区の総

括についても本協議会で論議を深め、後継組織を

整えて解散後の地域の発展、住民自治の高揚、地

域課題の解消に当たってまいる考えであります。

続きまして、小項目２点目の特例区事業の継承

についてお答えいたします。特例区事業といたし

ましては、合併当初は２２事業ありましたが、既

に事業が完了しているもの、市の事業へ一本化さ

れたものもあり、特例区解散後市に継承される事

業につきましては一般管理事業を含めて次の１４

事業となります。１つとして一般管理事業、自治

組織推進事業、自治活動推進事業につきましては

総務部企画課、市民部地域住民課に、２つとして

広報、ホームページ開設事業のホームページ開設

につきましては総務部情報広報課に、３つとして

地域施設管理事業のコミセン施設につきましては

市民部地域住民課に、サンシャインホールは教育

部生涯学習課に、日進レクリエーションセンター

は経済部産業振興課にそれぞれ継承されます。４
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つとしてふるさと会事業につきましては総務部企

画課に、５つとして都市交流事業につきましては

総務部企画課に、６つとして利雪克雪事業につき

ましては建設水道部管理課に、７つとして河川、

道路愛護事業につきましては建設水道部管理課に

継承、８つとしてＮＰＯまちづくり観光及びイベ

ント活性化事業につきましては経済部産業振興課

に、９つとして放課後対策事業につきましては教

育部女性児童センターに、１０として区域育英基

金事業につきましては教育部学校教育課に、１１

として通学、通園支援事業の遠距離通学支援児童

送迎車両運行につきましては教育部学校教育課に、

遠距離通園、通所支援につきましては健康福祉部

こども未来課にそれぞれ継承されます。１２とし

て、都会っ子交流事業につきましては教育部生涯

学習課に継承されます。

次に、小項目３点目の特例区終了後の体制につ

いてお答えいたします。市町村の合併の特例に関

する法律に基づき合併特例区を設置し、合併特例

区協議会の権限に属せられた合併特例区が処理す

る事務及び地域振興等に関する施策の実施など合

併特例区協議会を中心に事業を進めてきていると

ころでございます。合併協議では、名寄、風連両

地区に地域自治区を設置するとしておりましたが、

名寄地区では地域自治区ではなく、当面小学校区

域ごとの広域的な枠組みの中で７つの地域連絡協

議会を設置しており、風連地区についても広域的

事例として同様の考えで臨むこととしております

が、特例区終了後の風連地区につきましては特例

区期間が終了しても風連地区での問題、課題など

が残ることから、名寄地区の地域連絡協議会を前

進させた市長の諮問に応じて区域の施策について

審議し、その意見を答申するなど意見反映のでき

るこれまでの合併特例区協議会の任務を一部受け

継いだ組織として、仮称ではありますが、風連地

区地域協議会を設置していく考えでございます。

なお、この（仮称）風連地区地域協議会につき

ましては、現在合併特例区協議会の意見を聞いて

いる段階でありまして、今のところ構成は１５名

程度、構成メンバーには１つとして公共的団体の

役員または職員、２つとして風連地区町内会連絡

会から推薦のあった者、３つとして識見を有する

者、４つとして公募による者などを考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目１点目の事務事業評価と予算、決算に

ついて、まず小項目１の事務事業評価に対する取

り組みについてお答えします。

事務事業評価につきましては、旧名寄市の制度

を活用し平成２０年度に１度実施しておりますが、

時間の経過に伴う見直しが必要なことから、本年

度係長職で構成するワーキンググループを設置し、

所要の見直しを経て実施をしているところであり

ます。主な見直しは、評価調書の改定、総合計画

推進市民委員による外部評価の導入のほか、総合

計画の基本事業を対象に施策評価の施行に取り組

んでいます。本年度の成果評価対象は、平成２１

年度事業のうち１２の施策とその施策の推進に向

け取り組んだ２６の事務事業を対象として、担当

部局が自己評価を行う１次評価、１次評価に対す

るワーキンググループの検討、総合計画推進市民

委員による外部評価を終えておりまして、今後副

市長を座長とする事務事業評価検討会議を開催し、

最終評価となる２次評価を行う予定です。また、

事務事業評価の目的ですが、成果重視による効果、

効率的な行政運営の推進、市民への説明責任の充

実、さらには評価事務を通じ職員の意識改革を図

るものであります。

事務事業評価結果の原課における活用と公開に

ついてお答えします。評価結果の原課の活用につ

いてでありますが、評価結果については担当部局

に通知をし、事務事業の改善、ローリング調整、

予算に反映させ活用を図ります。また、評価結果

の公開につきましては市ホームページに掲載し、
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評価結果はもとより評価のもととなった事業の概

要、実績、成果、コスト等についても情報提供し

たいと考えております。

次に、小項目３の評価結果の予算、決算の活用

につきましては、評価は各事務事業の決算を活用

する事後評価を行い、評価結果はローリング調整

を経て予算に反映することとなります。本年度は、

見直し作業に時間を要したため現在も作業中とな

っておりますが、次年度以降につきましては年間

サイクルを確立するとともに、評価対象事業を順

次拡大して事務事業評価の有効活用を図ってまい

りたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３と４についてお答えをさせていただきます。

まず、大項目３、公民館活動についてでござい

ます。公民館活動の分館のあり方の経過というこ

とでございますが、風連公民館として今までの分

館活動のあり方の経過につきまして、平成１９年

６月に設置されました住民自治組織移行審議会に

て、風連地区の行政区制度から町内会制度への移

行審議にあわせまして風連公民館分館のあり方、

さらには分館事業を町内会事業に移行することで

分館としてどのような方法がよいのか協議を進め

てまいりました。このことを踏まえ、平成１９年

度から風連公民館運営審議会、各分館長主事会議

の中で分館のあり方について協議を重ね、平成２

３年度から風連公民館分館を廃止し、分館活動を

町内会活動へ移行していただくことと、その活動

に対しての各分館へ交付いたしております交付金

を、交付額は未定ではありますが、町内会活動費

として交付させていただくことで公民館分館の皆

様ともお話し合いを進めてまいりました。しかし、

特例措置として風連公民館分館への交付金を町内

会に交付することにより名寄智恵文地区の町内会

との整合性もとれなくなるのではないかという点、

また風連地区の培ってきた歴史及び地域特有の課

題や実情を踏まえて、本来の公民館活動として地

域活動の原点に戻ったとき、名寄市全体として地

域が求める教育活動としての講座、教室の学習が

できる場所が必要ではないかと、そういう議論経

過の中から公民館分館としての組織を廃止するの

ではなく継承することが最良の方向との判断をさ

せていただき、それぞれの地域に公民館分館長、

分館主事会議などで御意見を伺ってきたところで

あります。また、地域の活動をこれからも支援さ

せていただくためにも交付金等の手当ては必要と

の観点から交付額、交付方法及び交付期間につき

ましては現在関係課と協議をさせていただいてお

ります。

２点目の風連公民館分館とその拠点となるコミ

ュニティセンターのあり方についてでございます。

風連公民館分館につきましては、現在主に風連

地域の学校校区内に各分館の拠点を設けてござい

ます。しかし、実際の分館活動の事業等を行う場

合には各地域のコミュニティセンターを利用いた

しております。今後分館の所在地につきましては、

活動拠点等を十分に考慮させていただき、地域の

皆様にとってどちらがよいのか、各分館の方々の

意見を伺いながら進めさせていただきたいと存じ

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

３点目の今後の分館活動の方向性についてでご

ざいます。風連公民館分館活動は、今日まで風連

地域に根差した活動の中心となっておりましたが、

各分館の活動の内容を社会教育法による公民館事

業の役割等につきまして見直しをいたしますと、

本来教育活動である公民館活動と地域での町内会

の活動に大きく分けることができます。また、名

寄智恵文地区の公民館分館におきましても分館の

あり方につきまして会議にて御意見を伺っており、

協議が進んでおります。風連公民館分館におきま

してもこれから各分館への交付金が交付されてい

る期限内において分館活動事業等、地域で行う町

内会事業と各分館ごとに御意見を伺いながら時間



－148－

平成２２年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第４号

をかけて協議を重ねていただき、今後の風連公民

館分館として地域の教育力の高揚のためによりよ

い方向性がつけられるよう努力をさせていただき

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

次に、大項目４、全国学力・学習状況調査につ

いてでございます。小項目１点目の市内小中学校

の調査結果についてでございます。平成２２年度

における全国学力・学習状況調査につきましては、

抽出校、希望校の合算によります名寄市全体の結

果が１１月５日に届きましたので、結果の分析や

２１年度の指導改善プランとの比較を行いました。

テストを受けている児童生徒や出題内容が昨年度

と若干異なることから単純な比較はできませんが、

朝学習や放課後学習、宿題など全市的な取り組み、

漢字の書き取り等につきましては成果が上がって

きております。また、漢字の読み書きのほかに中

学校国語Ａでは読み返し、わかりやすい文章にす

るではよい結果となりました。平成１９年度１回

目の調査を受けた小学校６年生の児童が現在中学

３年生となり、今回で２回目の調査となりました

が、図形の面積や体積など小学校での既に学んだ

事項の定着が十分でない生徒も多くいることがわ

かりました。

学習状況調査では、小学校では１日に３時間以

上テレビ、それからビデオを見たりテレビゲーム

をする児童が減少傾向にはあります。中学校にお

いては、宿題をする生徒が ５いほどふえました。

また、読書が好きであるとか国語の勉強が好きで

あり、内容もよくわかるなど学習に対する満足度

や、ほかにはいじめはどんな理由があってもよく

ないとか、地域行事や家の手伝いをするなどが上

昇をしております。しかし、学力状況調査の結果

からは依然として基礎的事項の定着が十分でない

生徒も多くいることがわかりました。また、無回

答は減少しておりますけれども、日常の問題とは

違った出題傾向になれていない戸惑いもあること

が予想されているところでございます。

小項目２点目の調査の問題点であります。今回

４回目となりました全国学力・学習状況調査です

が、文部科学省では中間のまとめとして平成２３

年度以降の全国的な学力調査のあり方についてと

しまして、次年度以降も実施をし、対象教科はこ

れまでの国語、算数、数学に加えて小学校では社

会、理科、中学校では社会、理科、英語を追加す

るなどの見直しを図ることとしております。調査

方法については抽出方法で行う方向となっており

ます。まだ北海道の教育委員会のほうでは今現在

のところ検討中でありますし、名寄市教育委員会

といたしましては児童生徒の全体的な実態を把握

するという上では、本調査は効果があると押さえ

ておりますので、国や道の動向を注視しながら対

応してまいりたいと考えております。

小項目３点目の家庭、学校における生活改善の

取り組みについてでございます。今回の学習状況

調査結果から、小学校のテレビやビデオ等を見る

時間が減少したり、小学校では宿題の時間がふえ

たりするなど家庭との連携が進んでいる結果とは

なりましたが、全国と比べますと依然として家庭

学習の時間が非常に少ない状況にあります。子供

自身は、予習や復習、宿題など家で勉強をしてい

ると答えてはおりますけれども、平日の家庭学習

の時間が２時間以上の割合が３割程度で全国の６

割に比べて半分以下であり、宿題以外に自主的に

学習する時間も非常に少ないことがわかります。

ほとんどの児童生徒は、早寝早起きと規則正しい

生活を送っておりますが、テレビやビデオの視聴、

携帯電話やインターネットなどに費やす時間も多

く改善が必要であると考えます。今後も日々の授

業改善や適切な宿題などを通して学習意欲の向上

を図るとともに、学校だよりや保護者懇談会など

あらゆる機会を通じまして保護者への一層の理解

と協力を求めていくよう学校へ指導してまいりた

いと考えております。

小項目４点目の今後の課題についてであります。

今回の学習状況調査の中学生では、人の役に立つ
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人間になりたいと答えた生徒は全国平均を上回り

ましたが、近所の人に会ったときにはあいさつを

していると答えた生徒は全国を１２いも下回って

しまいました。また、自分にはよいところがある

と答えた生徒も全国平均を１０いほど下回る結果

となりました。このことから、あいさつをしない

のではなく自己を厳しく評価している結果ではな

いかと考えておりますが、名寄市の子供たちは謙

虚さや優しさ、厳しい自然に立ち向かう強さ、物

事に対する興味関心などすばらしいよさを秘めて

もおります。生きる力の育成を目指して子供たち

の自信を深めさせることが今後の大きな課題であ

ると考えます。学校においては、参観日や学校だ

より、学校行事などあらゆる機会を通して家庭と

一緒になって子供たちを認め、励ましていくこと

が必要であり、教育委員会といたしましても学校

と保護者との一層の連携や信頼関係を築きながら

自信を持って教育することができるように適切に

支援をしていきたいと考えております。

最後に、学力向上についてでありますが、教育

委員会といたしましては指導主事の学校訪問を通

じて学習の定着を図る授業改善の指導を行います

とともに、学び直しなど復習や宿題の一層の推進

に取り組むよう指導をしております。また、１１

月８日から北海道教育委員会が主催いたしました

トライアルウイークに全学校が参加をいたし、全

国学力調査に類似した問題でありますチャレンジ

テストに取り組みました。現在昨年度作成した指

導改善プランを参考にしまして、それぞれ自校の

分析とその方策について各学校に情報を求めてお

り、これを集計して今後のさらなる改善策を早急

に構築してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきました。ありがとうございます。順次再質

問をさせていただきます。

初めに、事務事業評価システムについてであり

ますが、平成２０年から取り組んでいるというふ

うな御答弁でありました。今現在１２の施策、２

６事業についての実施であるというふうなことで

ありましたが、この事業について最終的には全事

業に対する事務事業評価システムの導入というこ

とになっていくのではないかと思いますが、いつ

をめどにこの事業の完結と、完全実施となるのか、

そのめどがあればお知らせを願います。

それから、事務事業評価の公開のあり方につい

てもインターネット等で公開をしていくというよ

うなお話でありましたが、さらにすべての方がイ

ンターネットを見るということではありませんの

で、やはり庁舎内の情報公開コーナー等の活用の

中でいつでもだれもが、市民の皆さんがそういっ

たデータを見ることができるというような工夫も

必要だというふうに思いますが、そのことについ

てもどのようにお考えかお伝えを願います。

それから、予算、決算との関係でありますが、

これはやはり総合計画のローリングとも絡み合っ

て非常に今後有効な道具に、ツールになっていく

のではないかなというふうに思うわけですが、今

現在私が思う予算、決算、特に予算のあり方につ

いて、なかなか現場の思いだとか試みが生きてこ

ないというようなじれったいところがあろうかと

いうふうに思います。よく事件は現場で起きてい

るのだというふうな言葉がありますが、幾らいい

取り組みがあっても最終的には財政的な中で実施

できないというようなことがあるわけですが、あ

る程度全体的なシーリングではなくて原課、部と

言ったほうがよろしいかもしれませんが、そうい

ったところにやはり一定権限をおろしていくとい

うようなことができるのかできないのか、このこ

とについてもお答えを願います。

以上３点です。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

事務事業評価の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、今回外部評価ということで総

合計画推進市民委員会の皆さんの御意見もちょう
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だいいたしました。今回は３部会に分かれまして、

それぞれ専門的な知識を有する分野のところで御

意見をいただきました。今回初めての試みの中で

大変よかったなと思ったのは、行政はどうしても

大きなお金をかけて箱物をつくって、そのつくっ

た箱物を有効活用しようとはしているのですけれ

ども、市民の皆さんの目線で見るとソフトの部分

が不十分であったり、そこが一過性でやって、そ

こからさらにステップアップするための施設整備

がないとか、そういうさまざまな御意見もいただ

きましたので、この辺を大切にしながら進めてい

きたいと思っておりまして、全体の事務事業評価

の枠を拡大して全事業ということにつきましては、

その辺との推移を見ながら段階的に拡大してまい

りたいと考えております。

それから、情報公開コーナー等の関係につきま

しては、情報公開につきましてはホームページ上

で多くの皆さん方に見ていただけるようにつくり

ますけれども、市の施設７カ所に設置しておりま

す情報公開コーナーでも冊子としたものにつきま

して公開をしたいと考えております。

それから、評価の関係、それから現場からの提

案関係について、しっかりいいアイデアが予算に

反映されるかどうかの関係につきましては、それ

は私たち財政を担当する者も同じ考えなのですけ

れども、１つは合併を選択したまちであること、

それからもう一点は人口が急増している市町村で

はないこと、それとあわせまして財政力指数が比

較的３割程度ということで低い市であること、こ

の辺を含めまして気持ち的には新しい政策、新し

い住民像を積極的に取り入れていきたいと思って

いるのですが、予算等の制約については先ほど言

いました３つの理由の中でなかなか裁量権を行使

できる予算の目幅というのが非常に少ないと、そ

ういうふうに考えておりまして、それであるにし

てもできるだけ職員の知恵と工夫、今回一部ゼロ

予算ということも含めまして市民の満足度の得ら

れる仕事のありようはどう進めていくべきなのか

について、改めて職員の意識改革についても取り

組んでおりますので、この辺については御理解を

賜りたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。いず〇１１番（佐藤 勝議員）

れにしましても、この事務事業評価制度について

は、やはり全事業に広げていかなければ本来的な

効果が発揮できないというふうなことになろうと

思いますので、今部長の御答弁でありますと段階

的にというようなことでありますが、これはやは

り一定目標をしっかりと持って、いつまでにここ

までやると、そして最終的にはいつまでに最終的

に仕上げていくというような形でしっかりとした

目標を定めて段階的に進んでいくべきだというふ

うに私は思います。

それから、最後の財政の部分でありますが、こ

れについてもやはり限られた予算ということは、

もうこれはだれもがわかっていることであります

ので、ソフト事業等に対する取り組みをさらに積

極的に進めていっていただきたいというふうに考

えております。

続きまして、合併特例区のほうに移ってまいり

ますが、当初イメージしていた特例区の機能とは

５年間を経過してみるとちょっと違っていたかな

というふうな率直な思いは私にはあるわけですが、

これは決して私一人の思いではなくて、特例区に

ついていろんな議論をした皆さんは多少の温度差

はあったにしろ、そのような思いは持っているの

ではないかというようなことで、やはりこれは新

たな自治の仕組みというようなことで、非常にお

ぼろげながらのものではありますが、自分の地域

は自分でしっかりと見詰めて、そしてできるとこ

ろは自分でやっていく。これは、いわゆる協働の

部分でありますが、そういった実験上であったと

いうふうに私は思っていたわけですが、なかなか

そうではなくて本来果たしていかなければならな

いことの事務の処理に追われてしまった５年間で

あったという側面もあったというふうに見ており
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ます。ただ、今後この５年間で培ったノウハウと

いうのは私たちは、名寄市は持っているわけです

から、これは名寄市全体の中で生かしていくこと

ができれば、この５年間は非常に有益であったと

いうふうに思っております。

それで、何点かちょっとリクエストも含めてあ

るのですが、今現在広報紙と一緒に風連地区限定

の「風」という１枚のペーパーが風連地区には発

行されておりますが、この発行については冠婚葬

祭も含めて独自のニュースペーパーになっている

わけですが、これについてはぜひとも特例区にか

かわらず今後とも発行をしていただきたいという

ふうに思うわけですが、これについての考え方を

お聞きをいたします。

それから、今御答弁がありましたが、特例区が

終わった後の後継組織として風連地区地域協議会

というものを設置していくということであります

が、新しい組織でありますので、具体的な何をど

ういうふうにやっていくのだというようなところ

がなかなか私たちには見えてこない部分がありま

すので、これからあと１００日、３カ月を残すの

みとなりましたが、新しい組織でこういった働き

を行っていきます、こういう任務を担っていきま

すというようなことを、これは試行的に先駆的な

事例として取り組んでいくというようなお話もあ

りましたので、これについては全市的に広報を強

めていただきたいというふうに思います。

それから、特例区の後継事業につきましては非

常に今は多岐にわたってのお話だったというふう

に思いますので、このことについても一括して何

はどこ、これはあそこというような形でわかるよ

うな一覧性のある情報を私たち住民のほうに届け

ていただきたいというふうに思いますが、以上い

かがでしょうか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、広報紙の関係、〇副市長（久保和幸君）

お答えさせていただきたいと思います。

お知らせ「風」という名称で月１回発行してい

るこの広報紙なのですけれども、風連地区の住民

等に対する情報周知という観点、さらには地域住

民の連帯を図るということ、さらには地域課題を

共有するという部分では大変重要なものというふ

うにとらえておりまして、この間この広報につい

てもそういう役割を一定担ってきたのではないか

というふうに考えているところでございます。つ

いては、特例区協議会とも目下協議中でございま

して、現行ではその継続について検討していくと

いう前向きな姿勢を持っているということでお考

えいただければというふうに思っていますので、

よろしくお願いします。

それから、もう一つは、この地域協議会につい

てのそれぞれ多岐にわたるさまざまな任務という

ことになるのではないかということで、できるだ

け今後この地域協議会が任務として果たしていか

なければならない役割については、今後とも特例

区協議会と調整をさせていただいて、その点につ

いては皆さんに周知を図っていきたいと思ってい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

「風」については、ぜひこういう地域限定版のニ

ュースペーパーというのは非常にいろんな地域で

これからすべてがインターネットではなくて、や

はりペーパーで、紙によってそういった意思の伝

達を広めていくということは非常に逆にこれから

の時代必要かなというふうに思います。ですから、

今は風連地区限定ではありますが、これはほかの

地区でもぜひ進めていく、そのことによって地域

活動あるいは地域の連帯が強まってくるというよ

うな働きが期待できるものですから、ぜひ全市的

に広めていってはいかがかなというようなことも

希望として申し上げておきます。

それから、地域協議会につきましては、まだま

だこれから一生懸命私たち、それから市も一緒に

なって目をつけ、鼻をつけというような作業をや
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っていかなければいけない組織だというふうに思

います。ですから、組織のあり方、それからどう

いう形が地域の自治を強めていく形になるのか。

これは一緒に学習をしながら、歩きながら身なり

を整えていくというようなことになろうかという

ふうに思いますので、これからも積極的な情報の

交換が必要だというふうに考えております。

公民館活動についてお伺いをいたします。今回

長々と公民館の歴史も申し上げたわけですが、私

自身改めて今回の質問をさせていただいたことに

よって公民館がいかに今現在に至るまで重要であ

るかということを再認識させていただきました。

地域活性化装置であるというふうな言い方もしま

したが、まさにそのとおりだというふうに思いま

す。ですから、今後公民館活動を町内会と車の両

輪として位置づける方向で、強めることはあって

も弱めることは決してあってはいけないというふ

うに強く私は思いますが、いかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域におきます公民〇教育部長（鈴木邦輝君）

館活動というのは、戦後の社会教育分野において

いわゆる人々の学習意欲、それから地域のいろい

ろな課題をみずからが解決する原動力、エネルギ

ーとして作用をしてきたと言われてございます。

先ほど議員が御指摘したとおり、まさに究極の

地域の活性化装置であります。大きな学説の中で

は、都会部においては公民館の役割は終わったと

いう学者もおりますけれども、このように地域活

動が盛んで地域的なまとまりの中で学校であると

か町内会であるとか、地域のお年寄りから子供ま

でが地域活動を行っていく拠点はやはり公民館し

かないかと考えております。その意味で、少子化

であるとか高齢化の中で地域の活動がなかなか元

気がなくなってきているという現状もありますけ

れども、その中でも一生懸命やっていただく方に

は何らかの応援をできるような形、その場がまさ

に公民館と思いますので、今後も名寄市としては

公民館活動、特に分館活動について温かく見守っ

ていく所存ですので、御理解をいただきたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今教育部長のおっし〇１１番（佐藤 勝議員）

ゃった思いを私たち地域ともどもしっかりと共有

しながら、公民館活動をさらに今後強めていかな

ければならないというふうに考えております。

それから、コミセンのあり方については今地域

でいろいろ協議中でありますので、私はこのこと

について多くは語るつもりはありませんが、ただ

先ほどの質問の中にも書かせていただきましたが、

やはり公民館というのは社があると。社があって

の活動であるというような位置づけがまずなされ

ております。今現在事務局は、ほとんどのところ

が小学校に置かれているのが実態ではないかとい

うふうに思いますが、御答弁のあったとおり実際

の活動はコミセンであるというところが、これは

１００いでありますので、これはやはり当然そう

であれば行政が応分の負担をしていくべきだとい

うことを、しっかりとまずそこを共通認識をして

このコミセンの料金問題等にも進んでいかなけれ

ばならないというふうに考えます。

最後になりますが、全国学力・学習状況調査に

ついてお伺いをいたします。このことについては、

私もくどくどと余りわからないながら発言をさせ

ていただいていますが、もうそれぞれ学校側、家

庭側、課題が何であるかということはもうわかっ

ているわけですよね。特別なことをやるのではな

くて当たり前のことというよりもかつて、昔と言

ったらよろしいかと思いますが、昔どこでもやっ

ていた早く寝る、それからだから夜更かしはしな

い。昔はテレビもありませんでした。そうするこ

とによって強靱なしっかりとした体ができ上がる

し、十分な睡眠をとることによってさわやかな朝

を迎えることができるということでありますので、

まずそこのところをしっかりと認識をしていかな

ければならない。ですから、問題は学校にあるの

ではなくて家庭にあるのだということを共通認識
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として持っていかなければならないというふうに

思います。

きょうの読売新聞の中に出ておりましたが、今

回北教組の委員長と、それから道の教育長が異例

の会談をしたということが出ておりますが、これ

はやはりこれだけ北海道が最下位に低迷している。

これは、学力の比較では学力テストというのは学

力の全国比較では決してないわけですが、ただし

北海道が最下位に低迷しているということは、だ

れしもがこれは大きな危機であり、非常事態宣言

をしてもいいのではないかというような状況だと

いうふうに思います。ですから、北教組委員長と、

それから道の教育長がひざを交えて話し合ったと

いうことだというふうに思いますが、やはりその

中でも二分化してきているというような問題が共

通認識として出されております。これは、時代的

な背景もありますので、一地域で一朝一夕に解決

できるものではないというふうに思いますが、も

う一点、基礎学力が身についていないというよう

なこともお二人のこの会談の中では共通認識とし

て語り合われているわけですが、今後指導改善プ

ランも名寄市にはあるわけですが、家庭との連携

も含めて今の危機的な状況についてどのように対

応していくかについてお答えを願います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まずもって、先ほど部〇教育長（藤原 忠君）

長が答弁いたしました全国学力・学習状況調査の

中の（３）、生活改善の取り組みについてであり

ますが、中学校における家庭学習時間２時間と答

えましたが、１時間以上ということで御訂正願い

たい。１時間以上、名寄は３割、全国は６割だと

いうことで、ここで御訂正させていただきます。

今のお話のとおり、小学校は全国で最下位と、

平均点で。これは大変危機的な状況であると。名

寄市は、幸いにも標準を保つように努力は続けさ

せてきているわけでありますが、やはりこれにつ

いてもしっかりと取り組んでいかなければならぬ。

特に家庭学習につきましては平成１６年、旧名寄

市時代から私は教育行政執行方針の中で家庭学習

の重視ということを大きく取り上げてまいりまし

た。しかし、一歩一歩であります。４年間の中で

明らかに家庭における生活は改善されてきており

ます。しかし、なかなかパーフェクトまでいかな

いのが現実でございますので、学校教育とあわせ

て家庭における子供たちの生活のあり方をさらに

メスを入れながらしっかりと取り組んでまいりた

いと、このように考えております。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

平成２３年度予算編成に当たって外２件を、黒

井徹議員。

議長より御指名をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきましたので、通告に従い質問をさせていた

だきます。

まず、平成２３年度予算編成に当たってお伺い

をいたします。私の質問は、それぞれ今までにも

多くの方が質問をしてダブっておりますけれども、

予定どおりさせていただくことをお許しいただき

たいというふうに思います。

国の補正予算は、臨時国会でようやく決定をい

たしました。その要因には、どなたか神風と表現

したようでございますけれども、北朝鮮の突然の

砲撃で危機感を持って急激に可決をしたというよ

うな状況だというふうに思います。私もその砲撃

事件はテレビで見て知りましたけれども、平和な

日本もいつ何どき紛争に巻き込まれるか油断はで

きないということを実感した瞬間でもありました。

国は、補正予算集中審議というよりも内閣の失言、

失態に対する揚げ足取りで実質政策に関する議論

は少なかったような気がいたします。全く最近の

国の政府には失望するばかりです。我々地方自治

体はそんな余裕はなく、いかに市民の要望にこた

えるか、またいかにコストを抑えて効果のある事

業を展開するかを真剣に考え議論し、財政健全化

に向けて市長等特別職あるいは職員は給与の削減

等をし、もちろん我々議員も定数削減、手当等の
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自主削減を実施し、将来に負の財産を残さないよ

うに努力をしております。しかし、地方経済は厳

しさを増す一方で一向に明るさが見えてきません。

そういう状況で加藤市長は初めての本格的な予算

編成をすることになりますが、道内一若くて元気

のよい市長と評判の市長は選挙で約束をいたしま

したことを予算にどう反映するのか、多くの市民

が関心を持っていると思います。そこで、３点に

ついてお伺いをいたします。

新市長の基本方針は。予算編成に向けて基本的

にどのような指示をしたのか。その方針を予算の

中でどうあらわしていくのかを伺います。

２番目として、市内経済対策における建設業、

商工業界の振興対策について。今までの質問にも

ありましたように建設業界は人員の削減、ダンプ

等の車両の減車等を行い、ぎりぎり頑張っている

ことと思います。また、商工業界も大型店に負け

ないようにそれぞれの努力をしているというふう

に認識をしております。そういう業界に対してど

のような政策を示していくのか伺います。

３番目に、新規事業とその展望について。総合

計画前期実施計画のローリングが示されました。

新規事業として１６事業、２３年度事業費として

１５１ ６００１円が予定されていますが、その

展望をお伺いをいたします。

次の項目、合併特例区終了後の名寄行政につい

て伺います。名寄市も合併をして５年目を終えよ

うとしています。合併によって住民の声が市政に

届きにくくなるのではないか、こうした不安を解

消することと、また旧風連町で取り組んでいた独

自の事務事業あるいは事業の内容に違いがあって

一体化に一定の時間を要する事項は特例区である

程度の道筋をつけるということが段階的に処理で

きるという考えのもと、合併協議に基づいて特例

区を設置いたしました。お互いに１００年以上の

歴史を持つ両地区が一つにまとまるのは一定の時

間がかかるのは当然だというふうに思います。こ

の５年間で名寄は市民の理解と島前市長の努力に

よって意外と順調に一体感の持てる名寄市になっ

ていると私は評価をしております。しかし、それ

でもまだまだ問題があるというふうに思いますの

で、今までの評価と課題等について、２点につい

てお伺いをいたします。

まず、合併後風連、名寄両地区にどのような事

業、制度の変化があったのか。また、それを市民

あるいは行政がどのように評価、総括しているの

かを伺います。

さらに、特例区の現状と今後の課題についても

お伺いをしたいというふうに思います。

最後に、３つ目になりますけれども、基幹産業、

農業の展望についてお伺いをいたします。現在日

本の政治は混沌としております。国内においても

景気回復に先が見えてこない、外交も主権国家と

しての方向性が打ち出せないでいます。内閣支持

率も下がる一方で、国民の不安は増すばかりです。

特に最近では、国際貿易においてＴＰＰに参加

を突如表明し、今日大きな反対阻止運動が全国各

地で起きております。基幹産業を農業とする名寄

市においても先般反対の決議を議会といたしまし

てもさせていただきました。さらに意見書も国、

関係機関に示す運びとなっております。当然市と

しても断固反対の意思を表明をしております。こ

の１２月２０日には旭川で上川の大きな集会を行

う予定であります。オール北海道の動きとなって

いるというふうに思います。

先ほど道議会でももしＴＰＰに参加した場合、

道内の影響額を示しました。それによりますと、

道内の自給率が２１１いから６４いへ大幅に低下

をし、主要農畜産品７品の自給率は酪農が３４２

いから８０い、米が１６３いから１６いへ、牛肉

が５５いから３いへそれぞれ低下し、小麦、ビー

ト、でん粉、豚肉に至ってはゼロいになると予想

されています。総生産額においては年間 １８０

１円、関連産業を合わせると２億 ２５４１円に

なり、国内の自給率は４０いから１３い程度まで

低下すると試算されております。古い表現になり
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ますけれども、日本の食料基地として北海道は致

命的打撃を受けることは間違いない事実でありま

す。

そこで、名寄市における農業の世帯数、生産額、

税収等の数値的現状はどのようになっているのか

を改めてお伺いをしたいと思います。あわせて、

農業、農村の多面的機能はどのようにとらえてい

るのかを伺います。

最後に、農業の振興策についてですけれども、

ことしも高温、湿害で甚大な影響を受けました。

支援対策につきましては既に伺いましたが、年々

経営に対する圧迫は度を増すばかりです。それに

加えて高齢化率は上がってきております。今後は

経済的と肉体的の限界が一気に爆発する可能性が

あります。農業の先を見詰めた政策はどのように

考えているのかお伺いをしたいというふうに思い

ます。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

黒井徹議員からは、大〇副市長（久保和幸君）

きな項目３点にわたって御質問をいただきました。

大項目１につきましては総務部長から、大項目２

につきましては私から、大項目３につきましては

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

まず、大項目２の合併特例区終了後の名寄市行

政についてお答えいたします。佐藤勝議員の答弁

と重複するところが多くあろうかと思いますが、

お許しをいただきたいと思います。

初めに、小項目１点目の合併後の両地区の変化

とその評価についてお答えいたします。議員御承

知のとおり、平成１７年２月２８日に合併に関す

る調印がなされ、平成１８年３月２７日に新名寄

市が誕生し、５年が経過しようとしております。

この間ソフト面では、両市町が早期に一体感が持

てるようにと合併前から両地区でのイベントへの

相互の参加などを通じて人と人とのつながりを大

切にし、あるいは一つになって取り組みがなされ

てきております。例を挙げれば、風連地区の白樺

まつり、風連ふるさとまつり、風舞あんどんなど

の参加、名寄地区では産業まつり、地産地消フェ

アなど風連地区からの交通手段の確保も含めて参

加しやすい体制で行ってきておりますし、名寄地

区、風連地区で行われていたふれあい広場が本年

から名寄地区と一本化され開催されるなど、福祉

部門のイベントでの交流も前進していると思いま

す。また、今年度名寄商工会議所青年部が杉並交

流事業を計画し、阿佐ケ谷ジャズストリートのイ

ベントに合わせて名寄市物産展を独自で開催、杉

並区商店街連合会青年部との交流を行うなど都市

交流を通して新たな民間も含めた幅広い交流も広

がっており、ソフト面でも確実な変化があらわれ

てきていると考えております。

合併協定書では、名寄地区には地域自治区を設

置し、風連地区には合併の日から５年間合併特例

区を設置、この特例区設置期間満了後は地域自治

区を設置するというふうにしておりましたが、名

寄地区では地域自治区ではなく当面小学校区域ご

との広域的な枠組みの中で平成２０年度に７つの

地域連絡協議会を設立し、地域課題に対応してお

ります。風連地区につきましても合併特例区の設

置期間満了による解散後におきましては、名寄地

区と同様の考えで臨むこととしておりますが、現

在の合併特例区協議会の性格の一部継承を含めて

名寄地区の地域連絡協議会を前進させた市長の諮

問に応じて意見を答申するなど、意見反映のでき

る独自性のある協議機関として仮称ではあります

が、風連地区地域協議会を設置することで特例区

協議会で協議検討中でございます。

合併特例区協議会は、合併前の風連地区の特性、

慣習を継承し、名寄地区との一体性の円滑な確立

に向けてソフトランディングを図ることを目的に

この５年間地域特有の施策としての特例区事業を

処理してきておりますが、旧名寄、旧風連、お互

いに歴史ある文化、慣習があることから、特例区
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期間の５年間では一元化できない事業が多くあり

ます。身近なところでは、特例区事業ではありま

せんけれども、市の制度で保育料、ごみ処理手数

料の統一など一元化が図られている事業もござい

ます。また、ハード面では新名寄市の総合計画に

盛り込まれました風連地区の道の駅、本町地区市

街地再開発など、また名寄地区では天文台、市立

病院の救急外来、ＩＣＵ、病床増改築、駅横再開

発などの特例措置を講じた事業が実施されており

ます。先ほど述べましたようにお互いに歴史ある

市、町が合併して５年が経過しようとしておりま

すが、一体化が図られるには今後時間を要するも

のと考えており、今後さらなるソフト面での人的

考慮を含めて一体化が図られるよう努めてまいり

たいと思います。

次に、小項目２点目の特例区の現状と課題につ

いてお答えいたします。本年度は、法で定める特

例区設置期間５年間の最終年度であり、この間規

約で定めた事業あるいは特例区の振興策にかかわ

るものにつきまして、特例区協議会等の意見を聞

きながら対応し、法の目的に沿って特例区の運営

がなされてきているものと考えております。現状

といたしましては、先ほど佐藤勝議員の答弁で述

べさせていただきましたが、事業の処理につきま

しては定住対策事業、町民広場手形作成事業、区

域高校振興対策事業など事業が完了しているもの、

天塩川パークゴルフ場の管理などなど市の事業へ

既に一本化されたものもあり、残りの事業につき

ましては特例区の解散後、市に継承されることと

なりますことから、引き継がれる市の関係部署と

の最終的な詰めを行っているところでございます。

継承事業の１４事業と市への承継部署につきま

しては、先ほどの佐藤議員の質問でお答えしてお

りますので、省略させていただきます。特例区解

散後、承継される事業の中には利雪克雪事業の補

助金の問題とその存続、名寄、風連両ＮＰＯの一

本化の問題、地域施設管理事業のコミセンの地域

移管の問題など課題を残しての事業もあり、特に

コミセンの７施設の地域での維持管理につきまし

ては関係地域との十分な協議が調わない中での引

き継ぎとなります。このことにつきましては、継

承部署であります市民部の地域住民課で向こう１

年かけて関係町内会と十分に協議をさせていただ

き、指定管理による維持管理を受けていただける

ような方針を定めていきたいと考えておりますの

で、御理解を願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目１点目の平成２３年度予算編成に当た

ってお答えします。

小項目１の新市長の基本的な指針についてお答

えします。加藤市長が本年４月、多くの市民の皆

さんの支援をいただき就任して以来、およそ８カ

月が経過いたしました。この間、６月の第２回定

例会に平成２２年度の肉づけ予算を提案し、市民

生活の利便向上に努めてきました。予算編成に当

たっての基本的な考え方は選挙の際、市民の皆さ

んに申し上げた６つの約束の具現化を最優先に考

えました。１点目は、基幹産業である農業の振興

であります。具体的には、強い産業づくりを進め

るため農畜産物加工施設の建設、玄米バラ集出荷

施設建設助成事業などを予定しており、農業の体

質強化を図ってまいります。２点目は、名寄市の

財産を生かしたまちづくりであります。名寄市に

は、大学、病院、天文台、スキー場、健康の森、

道立サンピラーパーク、道の駅など先人が築き上

げた多くの財産がありますので、これらを生かし

て総合的な観光振興や地域振興を図ってまいりま

す。３点目は、ソフト面での民間会社名寄市的発

想での行政運営であります。予算編成の時期でも

ある１１月を職員提案の推進月間とし、職員の知

恵と工夫で市民サービスの充実を図るゼロ予算事

業や事務事業の改善などを図るため職員の意識改

革、資質向上などに努めてまいります。これらの

基本的な考え方に沿って予算編成の訓令を出させ
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ていただきました。

訓令の中では、１つとして平成２１年度の決算、

健全化の判断指標は好転したが、今後も行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公債管理に努めていく必要があること、２つと

して合併特例区が解散することから新たな新市一

体のまちづくりを進めていくこと、３つとして名

寄市の財産を生かして総合的な観光振興、地域振

興を進めていくこと、４つとして行財政改革は市

民にとって何が必要かを改めて職場で議論し、既

得権や既成概念にとらわれないですべての事業を

見直すことなどを通知しまして、職員の英知を結

集し予算編成作業に当たるよう指示をしたところ

であります。

次に、小項目２の予算編成における建設業、商

工業などの振興対策について申し上げます。毎年

建設業協会、ＪＡ道北なよろ、名寄商工会議所な

どから新年度予算編成に対する要望があり、こと

しも１０月から１２月にかけて要望を受けました。

建設業協会からは建設事業費の確保など３項目、

ＪＡ道北なよろからは農畜産物の減収に伴う対応

など４項目、名寄商工会議所からは地域振興策な

ど３項目１４事業の要望をそれぞれ受けました。

具体的な事業の盛りつけにつきましては今後査定

の中で判断いたしますが、地域の厳しい経済状況

や雇用の安定を考えると可能な限り事業量の確保

は必要と考えております。

次に、小項目３の現時点で想定している新規事

業などについて申し上げます。先ほども申し上げ

ましたが、事業の具体的な盛りつけについては査

定の中で判断しますので、あくまでも現時点で想

定しているものを申し上げます。新規の主な事業

につきましては、ハードでは農畜産物加工施設建

設事業、玄米バラ集出荷施設建設助成事業、介護

基盤緊急整備等特別対策事業、市立病院精神科基

本設計、（仮称）市民ホール建設事業などを、ソ

フト事業では財務会計システム更新事業、子宮頸

がん等ワクチン接種助成事業、コミュニティーバ

ス試験運行事業などを想定しておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大項目３点〇経済部長（茂木保均君）

目の基幹産業、農業の展望について、初めに基幹

産業の数値的位置づけについてお答えをいたしま

す。

名寄市の農業の概要につきましては、初めに農

家戸数でありますが、農林業センサスで見ますと

平成２年に ３６２戸、平成１２年に９８６戸、

平成２２年、今年度でありますが、７５４戸と農

業従事者の高齢化が進む中で減少しており、平成

２年と２２年の２０年間の比較で４５いの減少と

なってございます。耕地面積につきましては、平

成１０年で田 ３００成クタール、成 ３１０成 

クタール、計１１６１０成クタール、平成２０年

度で田が ２４０成クタール、成 ２２０成クタ 

ール、計１１５００成クタールと多少の減少はあ

るものの大きく変わってはおりません。農家戸数

が減少する中では、担い手農家に集積されてきて

おります。しかし、近年条件の悪い農地につきま

しては流動化が進まない問題も発生してきている

のが現状でございます。転作につきましては、平

成１０年で転作率が４５い、平成２０年で４８い、

平成２２年では５０いの転作率で推移してきてお

り、需給調整に協力しながら産地として売れる米

づくりと野菜等の産地確立を目指して推進してお

ります。農業生産額につきましては、平成１０年

度では１０５１ ０００１円あったものが平成２

０年度では９４１ ０００１円とこの１０年で大

きく減少をし、米を初めとする農畜産物価格は価

格政策の見直しや輸入農畜産物との競合により低

迷し、農業所得の確保も難しくなっており、本年

度から農産物の価格所得補償制度が始まったとこ

ろでもあります。

このような状況の中では農業担い手の確保も厳

しく、本来現在の農家戸数を維持するために必要
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な新規就農者数、約２５名が必要なのですが、こ

の２５名の３分の１前後しか就農していないのが

現状でございます。平成２０年に９名、平成２１

年に６名、平成２２年では５名という厳しい状況

にございます。ＴＰＰ、環太平洋パートナーシッ

プ協定が締結されると米につきましては生産量の

９割が削減ということになります。小麦につきま

しては、外国産は価格面で圧倒的に優位で生産は

壊滅状態になると言われております。てん菜、で

ん原用バレイショにつきましても外国産が価格面

で優位なため壊滅、酪農につきましては飲用以外

は優位性がないため大幅減少、ちなみに飲用、こ

の辺の地域においては飲用が３０い、加工用が７

０いということでございます。豚、肉牛は価格差

が非常に大きく生産が激減となると試算されてお

りまして、当市の農業もこれら重要品目の割合が

圧倒的に高く、農業はもとより地域経済が壊滅的

な影響を受けると考えているところでございます。

次に、農業、農村の多面的機能の評価について

お答えをいたします。農業の関連産業の影響につ

きましては、北海道においては農業が食品加工業

や観光産業と密接して結びつき、地域の基幹産業

となっており、重要品目である米、小麦、砂糖、

牛肉、乳製品等について関税措置がなければ地域

経済に大きな影響を及ぼすものと考えております。

北海道の試算では、北海道全体の関連産業で ２

００１円、地域経済で ８００１円の影響、雇用

に１７１ ０００人の影響があると言われており

ます。上川管内では、関連産業で２２６１円、地

域経済で５４７１円、雇用に１１ ０００人の影

響があるとの試算が出ております。当市において

の試算はしてございませんけれども、食品加工、

食肉処理場、農業機械や資材関係、流通サービス

等、大きな影響があると考えているところでござ

います。

次に、農業、農村が持つ多面的機能につきまし

ては、農地が持つ保水力を活用した田んぼダムな

どによる災害防止の取り組みなどが行われており、

また用水路には保水の浄化機能やニホンザリガニ

などの希少生物の保存などの機能があり、施設を

適切に保存することによりこれらの機能の効果は

高まると考えられます。また、水路や道路等に花

木を植栽するなど農用地に景観作物を作付するこ

とによって農村景観の美化につながっており、こ

れらの機能をまとめて農村を訪問することによる

健康回復的機能等も都市の住民の間では１つの動

きとなっております。一方、文化の面では開拓以

来地域で伝承してきた農村文化などが挙げられ、

農業が衰退することになると農業に関連したこれ

らの産業の衰退を招くこととなるほか、多面的機

能の面では保水力の低下による災害の発生や景観

の悪化、文化の面ではこれまで伝承してきた歴史

的な農村文化が衰退していくことが懸念されると

ころであります。北海道農業・農村の多面的機能

の評価につきましては、国土保全機能、アメニテ

ィー機能、教育、文化機能など北海道全体で１億

５８１１円の評価額の試算が出てございます。

次に、農業振興策についてお答えをいたします。

当市の基幹産業である農業の振興につきましては、

国の施策によるものが大方を占めておりまして、

農業農村整備事業や農業近代化施設整備事業及び

戸別所得補償制度等を有効活用することによって

名寄市農業、農村の振興発展に結びつけていると

ころでございます。平成１２年度から開始された

中山間地域等直接支払制度交付金及び平成１９年

度から開始された農地・水・環境保全向上対策に

おきましては、今後も新たな対策等が継続される

ことになっておりまして、本年度の名寄市への交

付額は総額で２１ ０００１円程度が見込まれて

おり、この制度につきましては集落において地域

の実情に合った事業展開を図っていくことが可能

な制度であり、小規模な土地改良事業、有害鳥獣

被害対策、廃プラ適正処理対策、農地及び農業施

設の維持管理等に有効に活用されているところで

あります。名寄市単独の事業につきましては、従

来に比較すると若干縮小している実態もございま



－159－

平成２２年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第４号

すけれども、当市の基幹産業は農業であるという

観点から名寄市の総合計画並びに農業・農村振興

計画の着実な推進に努め、振興を図っているとこ

ろでございます。

御質問の担い手の育成確保は、緊急かつ重要な

課題と考えておりまして、営農意欲が豊かで経営

感覚にすぐれた担い手の育成、確保を図るため、

農業青年チャレンジ事業を初め地域農業担い手育

成事業、農村青年活動支援事業、農業後継者就農

奨励補助金、新規就農者等の支援事業などとあわ

せて農業振興資金の活用を図り、継続した取り組

みを進めているところでございまして、平成２３

年度には名寄市農業・農村振興計画の後期実施計

画の策定を予定をしております。その中で時代に

即した施策等について改めて御意見をいただく機

会を設けていきたいと考えているところでござい

ます。

以上、私からの答弁といたします。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１８番（黒井 徹議員）

だきました。大変ありがとうございます。

まず、順番に再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。新年度予算につきましては、

それぞれの方から質問ありましたので、ダブるの

でないかなというふうに思っているのですけれど

も、冒頭申し上げましたように加藤市長において

は初めての本格的な予算編成ということで、それ

ぞれ４項目ほど指示があったりというふうにあり

ます。そんなに名寄市の予算を市長がかわったか

らといってごろっと変えるようなことはできない

というふうに思っているのですけれども、やっぱ

り精神というか、そういうものがきちっと市民に

伝わらなければならぬなというふうに私は思うの

です。

それで、その伝わるという意味では、いろんな

質問をしても多分総務部長がお答えになるのかな

と思いますけれども、ぜひとも市長にはこれはお

れが答えるということで積極的に手を挙げていた

だきたいなと。御指名なくても手を挙げていただ

きたいなというふうに思うわけですけれども、よ

ろしくお願いを申し上げたいというふうに思いま

す。財政が厳しいから、名寄市が持っている財産

を生かしながら多面的に活気を取り戻していくの

だと。いわゆるゼロ予算的な発想があるのではな

いかなというふうに思うわけですけれども、それ

は私も大賛成できるのですけれども、そのシステ

ムをどうやってつくっていくかというその具体的

なことを言葉としていただきたいなというふうに

私は思っています。新規事業なんかもあるわけで

すけれども、大型な新規事業もあるわけですけれ

ども、それを示していただかないと我々も議論が

できないし、市民もいい悪いの評価もできないと。

ただなし崩し的に予算が執行されているだけかな

というふうに思います。そういう意味での将来展

望というのを市長にはぜひとも市民に、私たちで

なくて市民に示していただきたいなというふうに

思いますので、この点の考え方をお願いいたしま

す。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 来年度の予算編成に当た〇市長（加藤剛士君

っての基本的な方針の再確認ということでありま

すけれども、佐藤靖議員のときにも同じような質

問があったと思います。

１０月の部次長会議の中でもローリングに当た

っての……１１月でしたか。まちづくり懇談会で

も冒頭に常々申し上げていたことが３点ありまし

た。１点目は、地域の財産がたくさんありますと。

それをしっかりと生かしていくことで、名寄をこ

れから大いに売っていく必要があるのではないか

と。観光も含めてということであります。２つ目

には、名寄市の大きな財産である大学あるいは病

院、これらをさらに連携も深めて医療、保健、福

祉をしっかりと基盤をつくっていく。地域福祉計

画という質問も何回も出てきていますけれども、

来年度それを策定していくということもありまし

て、そこをしっかりとやっていくと。３つ目には、



－160－

平成２２年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第４号

これらをやっていくためにはやはりふだんの庁内

の組織の改革が必要だろうというふうに思ってい

まして、数十１の人件費がある中でこれが１０い

活性化するだけでも大きなインパクトがあるとい

うふうに思っています。

例えば観光分野１つにしても産業振興課がある

程度今は主体になっているのでしょうけれども、

天文台は教育であったり、情報発信するのは総務

部広報であると。あるいは国内交流は総務部の地

域振興係だとか、農政に関しては農務課だとか、

庁内を見ても観光を売っていくというだけでもこ

れだけの部署が散らばっていると。これをしっか

りと１つの目標に向かってコーディネートをして

いくということが大切だろうというふうに思いま

す。そうした横の連携あるいは産業振興自体をし

っかりと強くしていくための組織の改革も４月に

向けてぜひともこれは行っていきたいというふう

に考えています。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

大分踏み込んで発言〇１８番（黒井 徹議員）

をいただきました。いわゆる観光、そういう有機

的に結びつけて観光というか、そういったものを

交流人口を含めてやるということで、今の言葉を

私なりに解釈すると総合的なそういうセクション

を設置をして研究をしていくというふうに聞こえ

るのですが、そういう判断でよろしいのでしょう

か。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 具体的なことはこれから〇市長（加藤剛士君

ということですけれども、今後庁議等で私の思い

をお話をさせていただいて、どのような組織を進

めていくのかということを検討してまいりたいと

いうふうに思います。当面は、４月に天文台がオ

ープンをしていると。６月に映画が撮影されて、

８月にそれに向けてひまわり成、そんなようなこ

とがぼつぼつ出てくる中で、こうしたのをどうや

って発信をしていくのか。横の連携も含めて、あ

るいは民間の人たちともどうやって連携をとって

みんなで１つの目標に向かっていくのか。そのた

めの組織づくりは、どうあるべきかということを

これからしっかりと検討してまいりたいというふ

うに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

我々以前ちょっと勉〇１８番（黒井 徹議員）

強したというか見てきた中では、そういう観光あ

るいはその自治体を全国に売り出す、知名度を上

げるのにはお役所的な発想ではなかなかできない

ということもあって、能力がないということでな

くて、その考える基盤が違うというようなことで、

市長が言っている民間的な発想ということにつな

がっていくわけですけれども、例えばそういう来

年は天文台あるいは映画ですとか、そういった中

でそういうものを結びつけていくという中では専

門職の配置をする、いわゆる民間、役所でない発

想を持って、若干職員とのあつれきはあると思う

のですけれども、そういう考え方について部長は

どういうふうに思いますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の市長の新年度〇総務部長（佐々木雅之君）

に向けまして総合的な観光振興と地域振興という

観点で、組織の中で行革を進めている最中ですけ

れども、今回の職員採用の関係につきましては２

名程度当初計画よりも、地域の雇用対策もあった

のですけれども、市長の政策を実行するための組

織の拡充も必要だという判断をしておりまして、

数字的には一般事務職を２名程度当初予定よりも

ふやしておりますので、この辺は今後市長のほう

からさらなる指示をいただきまして、どの分野の

ところに職員を増することによって市長の考えて

いる政策が実行できるか。この辺については、１

月の市長査定の終わるまでにきちっとしたものを

つくっていきたいというふうに考えております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

という担当部長の答〇１８番（黒井 徹議員）

弁ですけれども、市長は常々選挙のときから行政

の執行についてはプロがいるので、そう心配はし
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ていないというような話も私は聞いています。た

だ、やっぱり市長は職員ではありませんし、職員

のトップではないということで、いわゆる政治家

というのもあれですけれども、市民の代表という

ふうに考えていただきたいなと思います。そうい

うことで今部長から答弁ありましたように、はっ

きり言って予算の関係もあると思うのですけれど

も、そういう考え方もありというふうに、私が今

言った専門職とか町外からそういう人事を入れる

ということについて、そういうこともありという

ふうに考えるかどうか、お伺いをしたいというふ

うに思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 当然そうした考え方もあ〇市長（加藤剛士君

るのかなというふうに思いますけれども、この４

月の人事に関してそうした専門職ということを配

置するということは考えてはおりません。とりあ

えず今ある庁内の優秀なそれこそ人的財産と、あ

るいは民間の皆さんの優秀なマンパワーを融合す

れば、必ずや目標は達成できるのかなというふう

に思っていますので、御理解いただきたいと思い

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

今のところはないと〇１８番（黒井 徹議員）

いうことですけれども、２名増員をして対応をし

ていくということですけれども、なかなか一気に

はいかないと思うのですけれども、市民がなるほ

どなという形で進めていただきたいなというふう

に思います。

それから、福祉関係でもそうなのですけれども、

介護保険が上がるという話も先般ありましたけれ

ども、いわゆる協働の社会づくりの中で、私は余

り詳しくはないという言い方はおかしいのですけ

れども、それぞれ地域によるボランティア、地域

連絡協議会もあるわけですけれども、そのボラン

ティアをどう活用するかという総合的な発想とい

いますか、そういうものが今後必要になってくる

のでないかなというふうに私は思うのです。介護

の問題や何かも地域で支えるという意味では、施

設に頼っていると介護保険がどんどん上がってい

くばかりで、かといって家庭、家族だけでは見切

れない。でも、地域のそういうボランティアの組

織によって支えていくというような社会がいずれ

来るのではないかとどこかで聞いたような気がす

るのですけれども、そういう考え方についてどう

判断されるかお伺いをしたいというふうに思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域ボランティア〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係につきましては、健康福祉部が社会福祉協

議会ともさまざまな地域連携を図りながら作業を

進めているというふうに考えています。その一方

で、不幸にして今回名寄地区、風連地区を合わせ

まして多くの箇所で水害災害もありまして、その

中でなかなか十分な動きができなかった地域連絡

協議会の中でも改めて隣近所のおつき合いも含め

て防災時における要援護者の把握事業も含めて、

役所からの仕掛けではなくて、地域みずから役所

の言っていることは当然だったのだねと、おれた

ちがもう少し動かなければいけないよねと、そう

いう自発的な部分が出てきましたので、そこら辺

行政のほうで情報提供と。地域の皆さん方の横の

つながりでそういうボランティア活動につながる

ようなものも含めて醸成をしていきたいなという

ふうに考えています。庁内でもお互い連携をしな

がら、防災の観点からと地域福祉の観点からとミ

ックスをして作業を進めてまいりたいと思ってい

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今総務部長から〇健康福祉部長（三谷正治君）

ボランティアの一般的なお話をさせていただきま

した。健康福祉部のほうといたしましては、さき

の答弁でもお話しいたしました地域福祉計画を本

年と来年度に向けて計画を策定するという中で、

今議員からお話がありました地域のボランティア

も含めて今福祉のほうでは５つの計画書がござい
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ますので、それぞれの各セクとの計画書の連携を

図りながら地域、特に先ほど総務部長が言った要

介護を含めた、防災も含めた形の中のやはり住民

のボランティアを積極的に取り入れて、今特に高

齢者に向けての徘回の部分ですとか虐待の部分で

すとか、そういう部分の把握はやはり地域でなけ

れば取り組めないということでありますので、そ

の部分につきましては地域福祉計画、２３年度で

策定いたしますが、その中に社会福祉協議会と連

携を図りながら取り組んでいきたいと考えており

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

今までは、すべての〇１８番（黒井 徹議員）

サービスは行政がやるのだというような市民意識

というのがあったと思うのですけれども、協働の

社会づくりの中ではそういうものをきちっとボラ

ンティアを含めて醸成していかなければならぬと

いうふうに私は思いますので、そこら辺はもう少

しアピールをしていってもらえば、いわゆる地域

自治区といいますか、協働の社会というのは自然

とできてくるのではないかなというふうに思いま

す。いわゆる社会的に言う弱者を支えるという、

そういう優しい気持ちが地域をつくる、お互いに

助け合うということがやっぱり協働の社会になっ

てくるのではないかと。押しつけの協働というこ

とでなくて、やっぱりみずから出てくる協働とい

うのが大事でないかなというふうに私は思います

ので、よろしくお願いをしたいと思います。

余り時間もないので、移らせていただきますけ

れども、先ほど各種団体からのいろんな要望事項

があると。建設業界からは議長あてに要望書が届

いていますので、我々議員もそれを見させていた

だいて、あと商工業あるいは農業というのは見て

はいないわけですけれども、非常に経済というか、

それぞれの業界が逼迫している中で問題提起があ

って、いわゆる予算を例年並みに建設費を確保し

てくれですとか、雇用対策にかかわる事業を起こ

してくれですとかというふうに、これを見て今言

っているわけですけれども、１つ私が聞いている

のは、いわゆる市の事業発注に関して入札で、我

々は地元で一生懸命地域貢献をしているのに、わ

ずか１年ぐらいの事務所が設置された他市の業者

に仕事を持っていかれるのは非常に耐えがたいと

いうような、本当にちょっと低い話かもしれませ

んけれども、そういう入札制度の中で地域に貢献

しているいろいろ業界に対するその評価というの

は全くないものかどうか。ちょっとそのことにつ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の地元業者〇建設水道部長（野間井照之君）

に対する評価という件でありますけれども、私ど

もも入札等審議委員会の中ではこの件に関しても

何回か論議をさせていただきました。基本的には

私どもの市の中にも要綱がございますので、一定

程度その新しく参入した業者も基準を満たしてい

るという意味では公平、公正な入札を執行すると

いう立場から参入を認めたということでありまし

て、決して地元業者に対するそういう偏見を持っ

た見方ではございません。ただ、業者のほうも経

済全体が疲弊している中にあって厳しいという状

況は私ども勘案しますので、それも含めて今後入

札制度のあり方も検討が必要だというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思って

います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

災害なんかでも十何〇１８番（黒井 徹議員）

社がいわゆるポンプアップをしてくれたとか、そ

の後の復旧工事についても業者が一生懸命やって

くれるとかという、それからこれから除雪、排雪

があるわけですけれども、それは営業として、仕

事としてやるわけですけれども、やっぱりそうい

うものに影響のないように市内の業界は育ててい

かなければならぬと。特にえこひいきとかそうい

うことではなくて、やっぱりそういう意識が根底

にあることが大事だなというふうに思いますので、

そこら辺も制度上許されるものであればきちっと
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守るような、そういう政策、制度を確立してほし

いというふうに要望をしておきたいというふうに

思います。まだまだ言いたいことはあるわけです

けれども、次の議題に入らせていただきたいと思

います。

それでは、２番目の合併特例区で、これも先ほ

ど佐藤議員からもありましたので、私からはくど

くどというふうにはしたくないというふうに思い

ます。いわゆる合併特例区、いろんな制度の違い

があってソフトランディングしようということで

５年間が終わろうとしています。名寄市において

も風連町においてもそれぞれやっぱり自分たちの

思いというのがあるというのは、これは自覚をし

なければならぬというふうに思っていますので。

ただ１つ、まだまだ課題は先ほど伺いましたけ

れども、やっぱりコミュニティセンター、なかな

か地域住民との話し合いがまとまらぬというよう

なことがありました。当然でないかなというふう

に私は思います。やっぱり今まで行政で設置をし

て使っていたものを急にあなたたちで管理をして

費用は全部持てというのは、これはちょっと酷な

のかなというふうに思います。そこを拠点として

公民分館があったりということであれば、やっぱ

りそこは一定程度の、いつまでという期限は別と

して、それは地域のコミュニティーを崩さないよ

うにしていってもらいたいなというふうに私は思

いますので、余りごり押しでなくて、ここはやっ

ぱり大きなことではいろんな議論、異論があると

思うのですけれども、一番はやっぱり地域のコミ

ュニティーで、さっきもボランティア制度、助け

合いではないですけれども、そこがしっかりする

とまち全体もしっかりするというふうに私は思っ

ていますので、ここら辺のコミセンについての見

通しといいますか、住民の意向を聞きながら多少

なりとも時間をかけて十分にその反映できる方針

に持っていけるのかどうか、ここら辺を改めてお

伺いをしたいというふうに思います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のとおり、〇副市長（久保和幸君）

設置背景を含めてですけれども、いろいろな意見

も賜りまして今後の対応をしていきたいというふ

うに考えております。特に先ほども分館活動で教

育部長がお答えしたとおり、このコミュニティセ

ンターが分館活動の拠点になっていたり、あるい

はコミュニティー活動の拠点になっているという

ことも踏まえまして、今後町内会としてのコミセ

ンの必要性を初め負担金や施設の修繕も加えて総

合的な観点から１年かけて関係町内会と十分に調

整していきたいと思いますし、また現段階でも特

例区協議会等いろいろ相談をしておりますし、特

例区の解散後においては先ほどお答えいたしまし

た特例区協議会の後継組織として考えております

風連地区地域協議会とも十分に調整をしながら、

まずは地域の意見に耳を傾けて対応に当たってい

きたいというふうに思っておりますので、その点

については十分に配慮していきたいというふうに

思っていますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

また、地域の意見、たくさんあったわけですけ

れども、もっと早くに説明してほしいという声も

あったのでありますけれども、目下私どものほう

で急いでおりましたのは、地域のほうとの調整の

中では行政区制度から住民自治組織、町内会制度

への移行後にということもあったものですから、

そういう面では時間をかけて十分に話し合うこと

ができなかったという反省も踏まえて今後対応さ

せていただきたいと思います。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

対話をきちっとして〇１８番（黒井 徹議員）

やっていただきたいなと思います。

そこで、名寄とはちょっと違うわけですけれど

も、後継組織として風連地区連絡協議会に継承さ

れるということで、この協議会の役割、権限とい

うか、それはどういうふうにイメージとして描い

たらいいのか、ちょっとお聞かせを願いたいと思
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います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

特例区協議会の基本的〇副市長（久保和幸君）

なスタンスというのは、合併後の一体化を図ると

いうのと、それともう一つは地域特有の活動を担

保しようではないかという２つの目的があったの

ではないかというふうに思っています。合併後そ

ういう形で進めてきたのですけれども、特例区の

設置期間というのは５年で終了するということで

すから、問題は６年目からの地域特有のそういう

これまでの歴史、文化を尊重した住民活動をどう

進めていくかという、このところが一番住んでい

る人たちにとって関心の高いところかなというふ

うに承っておりまして、そういう面では従来の特

例区協議会の性格を一部継承するということにし

ておりまして、またこれまで旧風連町時代でまち

づくりに大きくかかわってきた団体、経済団体と

か公共団体あるのですが、そういう団体の方々、

そしてまた町内会連絡会に変わりましたが、旧行

政区制度の一部継承をした町内会というのは市民

の声が一番集まる場だというふうに思っています

ので、その町内会の方々にもその構成メンバーに

なっていただきたいと。それとまた、公募による

対応をしていきたいということで、風連地区全体

の意見を聞けるようなそういう協議会、また名寄

市の今後の後期計画も含めて地域にかかわる課題

等についても審議してもらうという、そういう考

え方を持っているということでございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとコメントし〇１８番（黒井 徹議員）

たいのですけれども、時間がなくなってしまいま

した。

最後に、農業関係につきましては、いろいろと

加工施設やら玄バラ施設で新規事業で盛り込んで

いただいていますので。ただ、高齢化社会に向け

ての対策というのが１つやっぱり問題が残るなと

いうふうに思います。そこら辺をこれからしっか

りやっていただきたいなというふうに思いますの

で、この点について最後の答弁をいただきたいと

いうふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農家の高齢化の問題〇経済部長（茂木保均君）

につきましては、これは名寄というよりは日本全

国的にそういう問題を抱えているということであ

ります。この部分については、今国のほうでも企

業を含めた新規参入という部分で対応をしている

部分もございますけれども、基本はやはり農業経

営というのは個々の部分かなという部分もござい

ます。新規就農者対策なんかを名寄市としてはで

きるだけ力を入れていきたいと思っております。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２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。

国民健康保険の都道府県単位化となる広域化に

ついて外１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

まず、１点目に国民健康保険の都道府県単位化

になる広域化についてお伺いをいたします。広域

化に対する市の考えについて、まず１点目お伺い

をしたいと思います。民主党政権が後期高齢者医

療制度を廃止して２０１３年度から創設するとし

ている新制度の具体的な姿が明らかになってきま

した。厚生労働省は１２月８日、後期高齢者医療

制度にかわる新制度を議論している高齢者医療制

度改革会議に最終案を示し、年明けにも２０１１

年の通常国会へ関連法案提出を進めようとしてい

ます。新制度の第１段階では、７５歳以上の高齢

者のうちサラリーマンや扶養家族は健保組合や協

会けんぽなどの被用者保険に約２００１人、残り

の大多数は国民健康保険に約 ２００１人、８６
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いの方々が入ることとしています。７５歳以上の

国保は都道府県が財政運営して現役世代と別勘定

にし、７５歳以上の医療給付費の約１割を７５歳

以上の保険料で負担します。また、７０歳から７

４歳の患者負担を２０１３年度に７０歳に到達し

た人から順次医療費の１割から２割に引き上げま

す。第２段階で７５歳未満の市町村国保の財政運

営も都道府県単位化、広域化します。時期は２０

１８年度と法案に目標を明記し、全国一律に移行

する方針を掲げています。今までとは決定的に違

う部分です。これに対して全国知事会は、国の財

政責任が明確にされていないとして難色を示して

いるところです。新制度案に賛成しているのは京

都、大阪の２人となっているところです。共同通

信と北海道新聞社などが協力して実施した首長ア

ンケート、９月から１１月の上旬にかけて行った

アンケートで道内では７７いの１３８人の首長さ

んが賛成派となっていますが、名寄市の考えにつ

いてお伺いをいたしたいと思います。

２つ目に、市民への対応、説明はどのようにさ

れようとしているのか伺いたいと思います。３年

前の後期高齢者医療制度が導入されるときも制度

の中身がよくわからない、わかりづらいなどの声

が多くありました。今回の新制度についても一見

もとの制度に戻ったような錯覚をしますが、７５

歳以上の大多数を都道府県単位の国民健康保険に

入れ、あくまで現役世代と差別するものであり、

７０から７４歳の患者負担の２倍化や７５歳以上

の保険料軽減措置の段階的な縮小があります。そ

して、新制度の第２段階と位置づけられている現

役世代の市町村国保の都道府県単位化です。どう

してこんなにわかりづらいものにするのだろう、

もっとわかりやすい制度にできないのか、こんな

声が寄せられています。市民への対応、説明につ

いてどのようにされようとしているのかお考えを

お知らせいただきたいと思います。

３つ目に、国民健康保険のあり方についてお伺

いをいたします。憲法２５条は、国民の生存権を

保障し、国に対してすべての国民がひとしく健康

のうちに過ごすことができるよう医療を含む社会

保障制度の確立に努める義務を課しています。国

民皆保険制度の根幹をなす国民健康保険制度も国

民健康保険法第１条で社会保障及び国民保健の向

上に寄与するものとされ、第４条で国の運営責任

を明確にしているところです。国民の命と健康を

守るのは国の責務であり、国づくりは社会保障、

社会福祉のあり方が問われるところであります。

名寄市の国保税の住民負担は、さきの定例会の

質問でも明らかになりましたように年間所得の１

割を超えている状況にあります。国保税を払えて

も病院代が心配で病院に行けない、生活が大変だ

などの声が多く聞かれているところです。まして

や保険税が払えずに保険証が手元になく、病院に

かかれないなどということがあってはなりません。

そこで、短期証の取り扱いについてお伺いをい

たします。窓口により分納などの支払い方法など

の相談を受けながら手渡ししていると聞いていま

すが、窓口でとめ置きのままになっている方たち

への対応はどのようになっているのでしょうか。

また、その中に子供は含まれているのかどうかお

知らせください。さらに、滞納者への差し押さえ

の実態についてもお知らせをいただきたいと思い

ます。北海道新聞の１１月２７日付に旭川市の国

保の記事がありました。高い国保料や病院窓口の

負担が重く検査、受診を控える傾向が続いている

といいます。病気の発見のおくれ、病状の重篤化

につながるおそれがあります。このことに対する

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

大きな２つ目、市民のための市立図書館につい

てお伺いをいたします。１つ目に、図書館の利用

状況についてお伺いします。私も図書館は、よく

利用させていただいているところです。最近利用

者が多くなっているように見受けられます。各利

用状況についてお知らせをいただきたいと思いま

す。利用カードの発行数や１日平均利用状況、ま

た夜間開館の利用状況ややまゆり号の利用状況に
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ついてお知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、職員体制についてお伺いをいたしま

す。図書館司書は、専門性が要求される職種であ

ります。有資格者の雇用状況等、また職員体制に

ついてお聞きをしたいと思います。

３番目に、指定管理者制度導入に関する名寄市

のお考えをお聞きいたします。指定管理者制度導

入に関しましては、文部科学省が２００５年１月

の全国生涯学習・社会教育主管部課長会議におい

て社会教育施設における指定管理者制度の適用に

ついてとの資料を配付し、社会教育施設について

は指定管理者制度を適用し、株式会社など民間事

業者にも館長業務を含め全面的に管理を行わせる

ことができることを明らかにいたしました。しか

し、２００８年の国会審議では指定管理者制度は

図書館になじまないとの大臣答弁があり、指定管

理者制度の導入には弊害があるとの認識のもと、

適切な管理に伴う体制の構築を目指すことを求め

た図書館など社会教育施設への指定管理者制度導

入による弊害を認めた附帯決議が両院の委員会で

全会一致で採択されたところです。附帯決議には、

社会教育施設は社会教育主事、司書、学芸員など

の有資格者を自治体みずからが雇用して直営で行

うべきだとすることをあわせて指摘しています。

そうした中で２００９年５月に行われました日本

図書館協会調査では、２００８年までにこの指定

管理者制度を導入した市区町村、２００９年に導

入予定の市区町村、合わせて全国１２３市区町村

となっております。一方、４７１の市区町村では

導入しないとの表明がされているわけですが、名

寄市はこの導入しないという市区町村に含まれて

いませんでした。名寄市のお考えをお聞きしたい

と思います。

４つ目に、市民に喜ばれる市立図書館のために

今後の取り組みについてお伺いをしたいと思いま

す。行政報告で紹介されていました文学講座や小

学生による一日司書体験、季節ごとの特集、また

男女共同参画の資料コーナーなど取り組みが進め

られていますが、今後も市民に喜ばれる市立図書

館のための取り組み等をお知らせをいただきたい

と思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄議〇市民部長（吉原保則君）

員から大きな項目で２項目にわたり御質問をいた

だきました。１項目めは私から、２項目めは教育

部長からの答弁とさせていただきます。

それでは、国民健康保険の都道府県単位化とな

る広域化について、まず小項目１、広域化に対す

る市の考え方についてのお尋ねでございます。厚

生労働省が設置いたしました高齢者医療制度改革

会議が後期高齢者医療制度が廃止された後の新た

な高齢者の医療制度改革案を１２月８日に取りま

とめたところでございます。最終的には、今月２

０日の最終報告取りまとめを待たなければなりま

せんが、平成２５年度から始まる新しい高齢者医

療制度の内容につきましては、ただいま議員のお

話にありましたように７５歳以上の方が対象で、

その８割、 ２００１人が国民健康保険に、２割

の２００１人の方が健康保険などの被用者保険に

加入するというものでございます。このうち国保

部分につきましては、都道府県単位での運営とな

る予定でございます。いわゆる国保の広域化第１

段階では、７５歳以上の方が加入する国保が都道

府県単位となり、第２段階では全年齢を対象に都

道府県単位での運営に移行することとなりますが、

移行時期は新制度経過から５年後の平成３０年度

とされているところでございます。

また、北海道における国保の広域化への対応に

ついてでございますが、ことし５月の国民健康保

険法の改正によりまして各都道府県では国民健康

保険広域化等支援方針の策定に取り組んでいると

ころでございますが、北海道におきましても７月

の市町村アンケート以降９月、１１月、２回のブ

ロック別説明会を全道６会場で開催し、年内に方
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針を決定する運びとなっているところでございま

す。国保事業運営の広域化、また国保財政の安定

化を推進するための市町村に対する北海道の支援

方針が盛り込まれることとなっております。広域

化に対する私どもの考えといたしましては、国保

制度の構造的な特性にかんがみ、財政基盤の安定

強化を図るために大きな受け皿、都道府県単位が

望ましいと考えているところでございます。

次に、小項目２、市民への対応、説明について

のお尋ねでございます。名寄市といたしましては、

まず平成２３年年明け早々となる法案の提出と平

成２３年の春とされる法案成立までの推移を見守

ってまいりたいと考えております。また、法案成

立後２年間とされる施行準備期間がとりわけ重要

であり、期間中示される政令、省令の精査、コン

ピューターシステムの改修、さらには北海道と名

寄市との役割分担などの実施体制の検討、準備、

広報などによる市民周知など迅速に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと考えております。

次に、小項目３、国民健康保険のあり方につい

てお尋ねがございました。国民健康保険制度は、

我が国の社会保障制度の中にあって国民皆保険を

担う健康へのセーフティーネットであります。病

気やけがなど１一に備えてお互いが支え合う制度

となっているところでございます。医療費の支払

いのためには、加入者の支払う国民健康保険税を

初め国、道、市からの負担金や補助金などの財源

が必要となっているところでございます。一方で

は、低所得の方が多い、医療費のかかる高齢の方

が多いなど構造的に財源が厳しい中で国保加入者

の約半数以上が所得に応じた７割、５割、２割の

軽減措置を行っているところでございます。所得

が下がったことによります無保険、受診抑制、さ

らには保険税の滞納に伴う短期証の交付だとか差

し押さえ、さらには保険証の窓口とめ置き、留置

などの課題につきましてもきめ細やかな相談など

で応じてまいりたいとも考えております。

お尋ねのありました短期証の現在の状況、１２

月９日現在でございますけれども、１２３世帯で

ございます。そのうち高校生以下の世帯につきま

しては９世帯となっているところでございます。

また、国保税の差し押さえの関係につきましては

平成２１年度で１１９件となっております。いず

れにいたしましても、市民が安心、信頼できる国

民健康保険制度の安定的な運営のために努めてま

いりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

います。

私からは以上とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目の２、市民のための市立図書館についてお答え

をさせていただきたいと思います。

まず、小項目１、利用状況についてでございま

す。市立名寄図書館は風連分館を設置しておりま

すことから、本館、分館の各施設の利用状況につ

いて御説明申し上げます。本館における平成２１

年度の図書の貸し出しや閲覧に訪れた入館者数は

４１ ９０８人で、前年度は３１ ８９４人であ 

ります。１日平均にしますと１４６名の利用とな

っております。また、毎週水曜日と木曜日には午

後５時から８時までの時間帯で夜間開館を行って

おります。そこでの入館者数は ５５６人で、１

日平均にしますと２６人の利用となってございま

す。利用者カードの発行数につきましては、平成

１８年１２月に現在の図書貸し出し制度に移行し

てから本年３月までで ０７５枚となっておりま

す。また、風連分館におきます昨年度の入館者数

は ９０２名で、昨年は ２６０名であります。 

１日平均にしますと２８名となっておりまして、

利用者カードの発行につきましては６４４枚とな

っております。入館者の総計でいいますと、前年

度の２０年度の４１ １５４人から２１年度は４

１ ８１０人ですので、合計では万増となってお

ります。移動図書館のやまゆり号についてでござ

いますが、名寄地区と風連地区で１９カ所のステ
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ーションと遠隔地の小中学校や保育所、幼稚園な

どを定期的に巡回をしており、昨年度の個人の利

用が ７６０名、団体では８団体の利用となって

ございます。

２番目の職員体制についてであります。新名寄

市の行政改革推進計画に基づきまして、本年４月

からは館長に嘱託職員を、奉仕係の１名減に対し

まして司書資格を有する嘱託職員２名を配置をし

ております。このことにより、本年度の本館の職

員数は全体で１４名です。うち正職員が４名、嘱

託職員が夜間の開館対応職員を含めまして９名、

臨時職員が１名となっております。また、分館の

ほうの職員数は３名で、うち嘱託の職員が２名、

臨時職員が１名で、総勢全体では１７名の体制で

図書館業務に当たっております。また、司書の資

格を有する者ですが、正職員につきましては４名

のうち２名、嘱託職員につきましては１１名のう

ち３名の合わせて５名が有資格の職員となってお

ります。さらに、計画では平成２３年度は奉仕係

の正職員１名の減で２名体制となること、そこに

司書資格を有する嘱託職員を１名配置する計画と

なっております。報酬につきましてですが、司書

資格を有する嘱託職員につきましては第２種非常

勤職員として任用いたしておりまして月額報酬１

６１ ６００円です。資格を有しない職員につき

ましては月額報酬１４１１００円となっておりま

す。

次に、小項目の３、指定管理者制度に関する考

え方であります。市立名寄図書館の指定管理者制

度の導入につきましては、新名寄市の行政改革推

進計画の実施に当たって、ほかの社会教育施設も

含めまして協議を重ねてまいりました。社会教育

施設の１つであります公共図書館の役割について

は、住民の知る権利を保障し、安定した継続性の

あるサービスの提供と利用者や社会状況に即応し

たサービスの改善、また図書館の自由を守って自

主性、独立性を確保することが重要であります。

そのためには職員の知識と経験、資料の収集等が

必要であるとされております。これらの条件を満

たしながら地方の博物館に求められている市民の

読書意欲へのきめ細かなサービスを維持するため

には、現在導入されている他市町村の指定管理者

制度の状況とか、その主体となる受け皿などもあ

わせまして、対費用効果の面からも公共図書館と

しては現行の体制が望ましいと判断をしていると

ころであります。

４点目、市民に喜ばれる市立図書館の今後の取

り組みについてでございます。市立名寄図書館の

今後の取り組みですが、図書館では現在特に子供

の読書活動にかかわる事業の推進に努めておりま

す。今定例会初日の行政報告にもありましたよう

に、現在市内の小中学校の図書室に出向いていき

まして導入されました学校図書システムに学校図

書の登録作業を進めております。この作業が終了

しますと、市内の小中学校全体で図書の管理及び

貸し出し、返却処理ができることとなり、また他

の学校との図書の検索等が可能となるところです。

このことから、次のステップアップとしては学校

間での図書の相互利用、貸借ができるようにお手

伝いをしていきたいと考えております。また、図

書館から司書が学校に赴いて子供たちにその本の

本当のおもしろさを伝えることとか、聞き手にそ

の本を読んでみたいという気持ちを起こさせる、

そういうようなことを目的としたブックトークと

いうのも準備を進めているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問と要望をさせていただき

たいと思います。

まず最初に、国保の都道府県単位となる広域化

についてお伺いをしていきたいというふうに思い

ます。ただいまの御答弁の中では、国保財政の安

定強化のために都道府県化はふさわしいというふ

うなお答えがあったかというふうに思っています

が、今国が示している中身というと広域化に向け
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て市町村ごとにばらばらの保険料、保険税を均等

化するために１つ、保険料収納率のアップ、２つ、

医療費適正化、これは医療費の削減を目的とした

医療費適正化、３つに市町村の税金投入解消によ

る保険料のアップ、これらを推進すると、国がそ

のための助言、支援を行うこととしているわけで

す。そして、現在都道府県が策定、実施している

医療費適正化、この削減計画については新制度で

も同様の仕組みを設けてさらに推進すると明記さ

れています。こうした中で、先ほど答弁の中にも

ありましたように北海道国民健康保険広域化等支

援方針の素案、この中ではやはり医療費の削減、

これを目指すこと、医療費適正化と保険料、保険

税の収納率の向上対策に力を入れると、このこと

が強く書かれてあります。この中では滞納整理機

構、今もあるのですが、滞納整理機構の設立推進、

これも挙げています。また、保険者規模別の保険

料、保険税、収納率、この収納率の目標もきちっ

と数字として設定されているわけです。

私は本来、広域化と言われる中身について、住

んでいる地域によって格差があったり、また職業、

例えば会社員であったり、自営業者であったり、

そういった職業のいかんによって負担に格差があ

ることは望ましくないというふうに考えています。

これには国が財源、財政を一括管理をしていく、

運営は住民に身近な自治体が行う、こういった広

域化保険が望ましい姿であると考えているところ

であります。しかし、国が目指しているこの広域

化、なかなか広域化というと、ちょっととらえに

くい部分もあるかと思うのですが、都道府県単位

化をしていく。これは、国からの財源を少なくし

て皆保険制度に対する国の責任を放棄すると言わ

ざるを得ないというふうに思いますし、都道府県

単位に押しつけるものであって、今以上に加入者

である住民、国民に負担を押しつけるというもの

であると私は思っています。

広域化という名前の中で、例えば３年前にスタ

ートした後期高齢者医療制度広域連合議会があり

ます。全道で３２人の議員で年間２回の議会があ

るわけですが、この中で各市長、また町長、各市

の議員、町村議員と。８人ずつで３２人なのです

が、そういった中でなかなか一堂に会して議会が

開かれることがない。この中には共産党の２名の

議員がいるのですが、共産党の議員が質問する以

外ほとんど質問なしで終わっている。これでは、

本当にこの広い北海道の中で北海道民の皆さんの

声がこの中に届くのかというような不安もあるわ

けです。また、この上川管内でいえば大雪広域連

合があります。この中でも住民の声が届きづらい

という話も聞いています。こうした広域化を進め

ることに私は非常に危惧を抱いているところです。

この北海道が示した広域化支援方針の素案の中

でも北海道は他都府県と比べて市町村間の格差の

程度が大きい、問題解決にも時間を要するもので

あると、また中長期的な視野で広域化、安定化の

推進を考えていく必要があるのだと、このように

言っているわけです。長くなるので、ちょっと御

紹介したいのですけれども、１人当たりの保険料、

医療分、一番高いところで利医町、１０１ ７１

２円、一番安いところで平取町、２１７００円、

こんなに差があるのです。

それで、国保財政の中でも、前回の定例会で私

も名寄市の２１ ０００１円を使って保険税下げ

てくださいというお願いをしたところでしたけれ

ども、この国保財政でも基金の保有額ゼロという

市町村から幌加内町のように２０年度決算で１人

当たり３９１ ９４１円というところもあるわけ

です。また、名寄市は法定外繰り入れを行ってい

ませんけれども、全道では法定外の繰り入れを行

っている市町村も多くあって、住民負担を抑える

努力をされているわけです。こういう差が出てき

た中身でいえば、１９８４年の国が国庫負担を５

０いから約半分に減らしてきた。これが住民や地

方自治体に大きな負担を押しつけてきた結果だと

いうふうに思っています。

先ほど紹介した旭川の記事の中で、名寄大学の
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青木学長が国保加入者の多くは低収入で、そのた

め滞納率が悪くなり、さらに高額化するという悪

循環になっている。ここまで高額になると国民皆

保険制度の崩壊であり、医療、健康格差だと指摘

されているわけです。このままこの都道府県単位

の広域化を進めると、さらに格差が広がっていく

という危惧を抱いているところですけれども、こ

の件についてどのようにお考えかお聞かせをいた

だきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

広域化の関係で再質〇市民部長（吉原保則君）

問がございました。先ほどもお話しいたしました

けれども、１つは高齢化が進む中で医療費が年々

増加する現状、さらには国保も保険制度である以

上その受け皿を大きくして財政の安定化を図らな

ければならないと考えているところでございます。

しかしながら、市町村国保の負担増に十分に配慮

する、あるいは保険料が急に増加したり不公平な

ものにならないことが大前提でございますし、国

保財政の負担増等、市民に混乱を招かないための

我々自治体の意見を十分に尊重することをあわせ

て、こういった先ほど来言っています国保の構造

的な課題を解決するためには国庫負担の大幅な導

入が必要でありますし、それを求めてまいりたい

と考えているところでございます。そういった大

前提のもとで広域化という形で考えているという

ことでひとつ御理解をいただきたいなと思ってい

ます。

また、北海道後期高齢者医療広域連合議会の関

係についてもお尋ねがございました。その関係、

その議会の議事なり議会の運営についてのコメン

トについてはする立場にないことをひとつ御理解

をいただきたいと思っています。

また、あわせて大雪広域連合のお話もございま

した。大雪広域連合、御案内のとおり平成１６年

４月に東川、東神楽、美瑛の３町により構成され

る中で国保なり介護保険あるいは後期高齢者事業

を運営するということで設置されたものでござい

ますけれども、それぞれ事務の区分を広域連合の

事務局が行う部分と構成町の役場が行う事務と役

割分担を行っているところと聞いております。例

えば国保でいきますと、特定健診の計画の策定だ

とか契約あるいは受診券の発行などは広域連合の

事務局で行いますけれども、受診券の再発行だと

か保健指導などについては市町村の窓口で行うと。

あるいは、国保料の料率の決定等については広域

連合の事務局で行いますけれども、苦情なり相談

については広域連合事務局と構成町村の役場の窓

口の双方で対応していると伺っているところでご

ざいますし、ここの広域連合の理念の前面の中に

は住民福祉の増進と被保険者のサービスは低下さ

せないということを掲げているようでございます。

また、広域連合のメリットといたしましては、

１つは保険財政の安定化を図る、２つには保険料

水準の平準化ということでございますし、３つに

はこれが大きいかと思いますけれども、義務経費

の削減と職員配置の適正化ということが挙げられ

ていますし、また課題といたしましては財政調整

なり給付準備基金等の確保、それから２つ目には

健康づくり対策と事業運営の安定化、３つ目には

自主財源である保険料の収納率の向上対策という

ことが挙げられているようでございます。

滞納の関係も少し……滞納関係はよろしいです

か。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今滞納の関係、最初の〇５番（川村幸栄議員）

ところでお話しさせていただいていて滞納の関係

がまだ出てこないので、今お聞きをしようという

ふうに思っていたところだったわけですけれども、

今その広域化の問題について住民に混乱を与えな

いと、そんなようなお話がされたかなというふう

に思うのですけれども、実際先ほども紹介したよ

うに制度がややこしくてよくわからないと。もう

混乱になっているのではないかと私は思うのです。

例えば後期高齢者医療制度が入ったときもよく

わからなかったけれども、ふたをあけてみてこれ
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はどういうことなのだと、負担ばかりふえるとい

うようなことで要するに全国的な混乱が起きて、

いろいろな対策が練られて軽減策が盛り込まれた

わけです。その軽減策も今回この都道府県単位化

によってどんどん削られていくというようなこと

も出されているわけで、これがはっきり見えてく

れば市民、住民の皆さん方に混乱はもう当然起こ

ってくると。負担が重くて困っているのだという

ばかりではなくて、何が何だかわからないうちに

というような、それで国民健康保険ですから、命

にかかわる問題の中で混乱が起きてくるというこ

とはあってはならないというふうに思っています。

今お話がありましたように、財政の安定化と収

納率を上げていくということが再度説明の中でも

出されたわけです。ここのところを今の広域化、

また道の支援策の中でも強調されているというこ

とで、ますます住民に負担が押しつけられて命の

格差も広がってくるというとこら辺に非常に危惧

をしているところです。改めてこの部分について

お聞きをしたいと、御答弁をお願いしたいという

ふうに思います。

今お話がありました滞納者の差し押さえの件で

あります。その前に、窓口でのとめ置きの件につ

いて、先ほど御答弁がちょっとなかったかなとい

うふうに思っているのですが、この部分について

どのように対応されているのか詳しくお知らせを

いただきたいと思いますし、子供のとめ置きはな

かったのかどうか、この部分で御答弁をお願いし

たいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま広域化の関〇市民部長（吉原保則君）

係、再質問、再々質問というか、いただきました

けれども、いずれにしても広域化を進めるに当た

っては市町村の財政なり被保険者にしわ寄せが来

ないように国庫負担の大幅な導入を引き続き求め

ていく中で広域化を進めていただきたいなという

ふうに考えているところでございますので、そこ

はひとつ御理解をいただきたいなと思っています

し、滞納処分の関係のお尋ねもございましたけれ

ども、１つは滞納処分につきましては善良な納税

者との公平性の問題、さらには今言いましたよう

に国保財政の安定的な運営のために滞納処分、滞

納整理は必要だと考えています。そういった中で、

相談等にも応じない悪質と思われる滞納者に対し

て差し押さえ等の執行をしているところでござい

ます。先ほどお答えいたしました２１年度の１１

９件のうち多くは……多くといいますか、そのう

ち約８０件につきましては国税なり道税の還付金

が８０件近く残っていますので、このことは当市

におきます賦課なり収納の担当がそれぞれ連携し

た成果であると考えております。

もう一つは、短期証の関係で改めてお尋ねがご

ざいました。先ほど１２月９日現在１２３件、う

ち子供のいる世帯が９件ということでございまし

た。これにつきましても保険証の交付は本人交付

が原則でございますけれども、内容を申しますと

１２３件のうち４４世帯がどちらかというと納付

の意欲がないというふうに私どもが判断している

世帯でございます。そのほか市役所内の中で他の

課との連携をとらなければならない世帯が何世帯

かございますし、あるいは多重債務の整理が必要

な世帯が３件ほどございます。また、中には居所

不明により職権消除が可能な世帯が２件、それか

ら住所変更なり居所の確認が必要な世帯が３件と

か、そういったような内訳になっていることでご

ざいますけれども、ちょうどきょうから国保のほ

うでも夜間窓口を開設いたします。この期間中、

４日間なのですけれども、職員の訪問や窓口等で

も交付なりを、自宅訪問なり窓口等でのこういっ

た短期証の交付などを行っていきたいと思ってい

ます。いずれにしても、先ほど申しました納税意

欲がないと思われる４４世帯への対応が重要な課

題でないかと考えているところでございます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今短期証のところで１〇５番（川村幸栄議員）
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２３世帯というふうに私はお聞きしたと思ったの

ですが、この１２３世帯の分がとめ置きになって

いるのでしょうか。確認をさせていただきたい。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の未更新とい〇市民部長（吉原保則君）

うことでとめ置きになっている世帯でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

その中で子供がいる世〇５番（川村幸栄議員）

帯もあるというようなことになっているわけです

ね。第３回定例会のところでも私質問をさせてい

ただいた中で、国が資格証発行の世帯であっても

高校生までは短期証交付措置をすることというふ

うに指示をしているのですが、私はこれ子供のと

ころにこの保険証が短期証であっても届いていな

いというふうになるわけで、これは逆行している

ことではないかというふうに思うのですけれども、

この辺について御見解をお願いします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申しました〇市民部長（吉原保則君）

けれども、今の段階で子供のいる世帯が９世帯と

いうことでございまして、これにつきましては先

ほどいろいろ内訳等もお話しいたしましたけれど

も、基本的には本人に交付するのが原則でござい

ますけれども、窓口にも見えないし、なかなか連

絡をとっても会えない部分があるということで、

その部分について先ほど申しましたようにきょう

から４日間の夜間の中で自宅訪問をする中で交付

等に努めてまいりたいと考えていますので、ぜひ

御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

きょうから夜間窓口対〇５番（川村幸栄議員）

応し、訪問などでというお話でした。では、発行

されてきょうまで保険証がここにとめ置きのまま

になっていて、子供たちが例えば、この季節です。

風邪を引いた、おなかを壊した、病院に行けない

という状況も生まれるのではないのでしょうか、

保険証がなければ。全額払わなければなりません

から。そういうやり方を私はここ３年半、何回か

国保について質問させていただく中で、名寄市は

資格証は発行していないのだということで、短期

証ではあってもということでした。それがすべて

皆さんのところに、行方がわからない方たち、連

絡がとれないという方たちも確かにいらっしゃる

かとは思うのですけれども、皆さんのところに届

いているというふうに思って理解をしてきたとこ

ろでした。

今回、実は北海道社会保障推進協議会の中で全

道の市町村でアンケートをとった中で、この窓口

とめ置き状況で、このときは１０月末で子供の対

象が２４人というふうな数を見て私は非常に驚き

ました。この子たちは、どうやっているのかとい

う不安の中で今回取り上げをさせていただいたわ

けですけれども、ほかの市町村のすべてが郵送を

して届けているわけではないのですけれども、や

はり窓口へ来て分納等々の相談をしながらお渡し

しているというとこら辺で皆さんに届いているも

のと私は理解をしていたのですが、そうなってい

ない。郵送で届けている市町村もある中で、この

部分についてどのようにお考えになっているので

しょうか。もう一度改めて御見解をお聞かせくだ

さい。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の関係につき〇市民部長（吉原保則君）

ましては、今後の納税相談等も含める中で本人と

面談の上、交付するというのが大前提となってお

りまして、したがいまして接触のとれなかった部

分については交付されていないのが現況でござい

ますけれども、いずれにいたしましても何回も申

し上げておりますけれども、そういったお子さん

の部分も含めてきょうからの夜間訪問等の中で確

実に届くような対応を進めてまいりたいと思いま

すので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか理解はしがた〇５番（川村幸栄議員）

いものがあります。加藤市長にお聞きさせていた

だきたいと思います。この子供たちに保険証が届
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いていない。病院にかかれない。名寄ではないの

ですけれども、保健室に熱があって来たけれども、

御家族に連絡しようかと言うと、お父さん、お母

さんには連絡しないでくださいと。家の事情がわ

かっているから、連絡しないでほしいと。横にな

っていればよくなるからといった子供のそんなこ

とを聞いたことがあるのですが、こんなことをこ

の名寄の子供たちにさせたくないと私は思うので

すが、市長はどのようにお考えでしょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 今部長からもお話ありま〇市長（加藤剛士君

したけれども、面談しての引き渡しということが

前提だということでありますので、その部分でそ

うした事態があることは非常にゆゆしき事態だと

いうふうに思っていますから、早急に対応するよ

うに指示もしたいし、努めてまいりたいというふ

うに思っています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

早急に手だてを講じて〇５番（川村幸栄議員）

いただきたいと切にお願いを申し上げるところで

す。

滞納者の差し押さえの件につきましても、本当

に悪質な滞納というとこら辺ではこういった差し

押さえも必要だというふうに私は思います。しか

し、多くが低収入という中で滞納が発生している

のではないかというふうに考えています。保険税

の減額、また保険税の減免または分納などによる

対応、これの相談をしっかりと進めていっていた

だきたいというふうに思っています。周知も含め

て相談をきょうから行うということですので、ぜ

ひ丁寧な対応をしていただきたいというふうに思

っているところです。

例えば全日本民主医療機関連合会というところ

でことし３月、２００９年の国民健康保険などに

よる死亡事例の調査報告を発表しています。民医

連の病院や診療所がかかわった人だけで４７名の

方が亡くなっているのですが、保険証がない、短

期証や資格証がないという方もあるのですが、１

０名が正規の保険証がありながら経済的な理由で

受診を控えて、病状が悪化して手おくれになった

といった報告がされています。ですから、保険税

の引き下げはもちろんなのですけれども、一部負

担金の減免制度、また保険税の減免制度の周知、

相談窓口、減免の書類なども皆さん方の目に見え

るところに置いていただく、こういったことも必

要ではないかというふうに思っているわけですが、

この部分についてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問を再度〇市民部長（吉原保則君）

いただきましたけれども、滞納処分の関係につき

ましてはそういった差し押さえが機械的にならな

いように十分配慮をしてまいりたいと考えていま

す。

それから、受診抑制の関係なんかについてもお

話がございました。なかなか保険者としての受診

抑制の部分、チェックするような状況にございま

せんけれども、市立病院の医療支援相談室との連

携なども含めてそういった重症化にならないよう

な啓発などに取り組んでいきたいと考えています

し、関係書類等についてもわかりやすいところに

設置するなり、そういった形で命と健康を守る立

場で対応してまいりたいと思いますので、ぜひ御

理解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）

ぜひそうしていただき〇５番（川村幸栄議員）

たいというふうに思います。命を守る国民健康保

険にしていただきたいというふうに思います。

時間がありませんので、図書館の件につき再度

お伺いをしたいというふうに思っています。指定

管理者制度の導入に関して、このアンケート調査

で名前が載っていなかったことにちょっと私も心

配をしていたのですけれども、現行のままで進め

ていくというようなお話でしたので、安心をして

いるところであります。やっぱり市民に喜ばれる

図書館にしていただくことが必要だなというふう
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に思っています。図書館というのは、言うまでも

なく収益を生む公共のサービスではありませんし、

また個人情報の保護だとか、また先ほど部長のほ

うからもあったように多様化する住民の皆さんの

要求にこたえるための公立の図書館であると。ほ

かの道の図書館であったり国会図書館等との連携

も進めていく中で、やはり公立の図書館で進めて

いただくことが必要だというふうに思っていると

ころです。

先ほど職員の方々のお話お聞かせいただきまし

た。図書館司書の方も嘱託の中で本当に一生懸命

頑張っていただいているなというふうに思ってい

ます。利用者が気持ちよく利用できるように日々

努力をしていただいているわけですが、聞くとこ

ろによると図書館司書というのは一人前になるに

は１０年はかかるというふうに私は聞いているの

ですけれども、こうした職員の皆さん方への研修

の機会等も提供することが望まれるかなというふ

うに思っているのですが、この点についていかが

でしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま質問をいた〇教育部長（鈴木邦輝君）

だきました図書館の職員の研修についてでござい

ます。市立図書館では、まず館内での研修会につ

きましては５月３１日と６月３０日のいわゆる月

末休館日に２回ほど本館と分館の奉仕係に勤務す

る全職員を対象にして内部研修を実施をしており

ます。研修項目については図書館の仕事と、それ

から最近問題となっております著作権の扱いにつ

いて、また図書の本の装備の仕方について、また

配架業務についてなどであります。また、出張等

の機会を利用しまして全道図書館新任職員研修会

では嘱託の職員が２名、北海道図書館大会と資料

補修セミナーというものには嘱託職員それぞれ１

名ずつ、全道図書館研究大会と上川管内の図書館

協議会の研修会に正職員がそれぞれ１名出席をし

て研さんを積んでおります。いずれにしましても、

図書館というのはただ単に本を貸し出す施設では

ありませんので、そこに従事する職員が高い資質

とこれからも研さんを重ねて市民のための魅力あ

る書架を構成するための研さんを積んでいきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

建物が非常に老朽化し〇５番（川村幸栄議員）

ている中で、中には暗い、ちょっと見づらい、狭

いという声も確かにあるのですけれども、そうい

った物的な本当に制約のある中で非常に工夫をし

ていただいているなというふうに私は思っていま

す。例えば先ほども言いました男女共同参画の資

料のコーナー、これは私も本当に利用させていた

だいています。また、季節ごと、テーマごとにい

ろいろな特集がされていたり、また課題図書のコ

ーナーがあったり、ふだん自分の視野の中で見つ

けることのできないそういう図書だとか資料だと

かを目にすることができるという意味では、本当

に司書の皆さん方の研さんというか、前向きな取

り組みが本当にうれしく感じているところであり

ます。引き続きまたそういった市民が本当に利用

しやすい、喜ばれる図書館のためにこれからも鋭

意努力していただくことをお願いしまして、私の

質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時０１分

再開をいたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条

例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。
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議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、今定例会におきま

して当委員会に付託されました議案第１１号 名

寄市仲町集会所条例の一部改正につきまして、委

員会における審査の経過並びに結果を御報告申し

上げます。

委員会は、佐々木総務部長を初め担当職員の出

席を願い１２月９日に開催し、本条例の改正内容

などについて詳細に説明を受けた後、慎重に審査

を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように合併特例区の期間満了による解散

に伴い、市町村の合併に関する法律第５条の３４

第１項に基づき名寄市が合併特例区に属する一切

の権利義務を継承することから、当施設の管理な

どを特例区事業から市長等の権限に属する事務に

移行するため改正をしようというものであります。

新設となる料金体系につきましては、風連地区

内の同種公共施設を参照に設定したことなどの説

明を受け、条例の改正内容について説明を受けた

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

１日平均及び夏季、冬季の利用人数はどの程度に

なっているのかに対しては、旧風連時代の建築目

的が勤労者会館であり、連合に有料貸し出しとし

ていたため原則として一般への貸し出しはしてい

なかった。しかし、住民要望により連合の了解が

得られれば貸し出しており、これが年間１０件ほ

どで、利用料金については一般から取れないこと

になっており、連合の厚意で貸していた。同集会

所はジンギスカン利用も可能であり、施設の安全

対策上、新年度以降は管理人を配置して対応する

と答弁がありました。

また、勤労者会館的要素から一般に貸し出す会

館となるが、ＰＲ手法は。減免措置に対する考え

は。第３条の利用の制限とはなどの質問に対して

は、風連地区で発行している広報紙「風」などを

利用して広く市民に周知する。減免措置について

は、名寄市風連地区施設使用料徴収条例に基づき

対応したい。利用の制限で想定されるのは、暴力

団やその構成員を初めマルチ商法、悪徳商法など

が考えられるが、申請時にしっかりとチェックす

るなどと答弁がありました。しかし、減免措置に

ついて名寄市風連地区施設使用料徴収条例では、

非課税世帯や少年団活動、高校生以下の活動につ

いて１０割減免としているが、上程された一部改

正条例では上記条例が記載されているのみで、条

例主義上一般市民に十分理解されないことも考え

られることから委員間の議論となり、２３年度中

に実施される各種料金統一議論の中で条例間の整

合性を含め市民理解が図られる対応を求めたとこ

ろです。

この後、佐々木総務部長ら関係職員に同席をい

ただき、議会基本条例第５章第１１条、自由討議

による合意形成の第２項に基づき委員間による審

査を行いましたが、発言はありませんでした。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た議案第１１号 名寄市仲町集会所条例の一部改

正につきましては、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり可

決されました。

日程第４ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

１号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更
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についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３１号 名寄市過〇市長（加藤剛士君）

疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本計画につきましては、本年第３回定例会にお

いて議決をいただきましたが、本件は国の財政支

援策の有効活用を図るため本計画の変更を行おう

とするものであり、北海道との協議が調いました

ので、同法第６条第７項で準用する同条第１項の

規定に基づき議会の議決を求めるものであります。

なお、変更の概要につきましては、総務部長か

ら説明をさせますので、よろしく御審議ください

ますようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

私のほうから補足〇総務部長（佐々木雅之君）

説明をさせていただきます。議員の皆様には、お

手元のほうに見開きの資料を用意してございます

ので、それに沿って説明させていただきます。

まず、今回の名寄市過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてでありますが、本年４月１日に

施行されました過疎地域自立促進特別措置法の一

部改正によりまして拡充されました過疎債のソフ

ト事業での活用を図るために、既計画登載ソフト

事業の区分等の変更と過疎地域の自立に必要なソ

フト事業を新たに追加するものであります。

次に、変更の概要について申し上げます。資料

をごらんください。産業の振興では、計画の表中

から（５）番、企業誘致、（７）番、商業のうち

中心市街地活性化事業及び特別融資利子・保証料

補給事業、（１０）、その他のうち新規就農者等

に関する助成事業及び農業後継者育成奨学金就農

助成をそれぞれ削除し、新たに（９）、過疎地域

自立促進特別事業を設け、企業立地促進助成事業、

中小企業振興事業、農業担い手育成確保対策事業、

農業支援システム定着促進事業を追加。交通通信

体系の整備、情報化及び地域間交流の促進では計

画の表中から（８）、道路整備機械等のうち排雪

ダンプ助成事業を削除し、新たに（１０）番、過

疎地域自立促進特別事業を設け、除排雪支援事業

を追加。高齢者の保健及び福祉の向上及び増進で

は、計画の表中から（８）番、その他のうち除雪

サービス事業を削除し、新たに（７）番、過疎地

域自立支援特別事業を設け、除雪サービス事業を

追加。集落の整備では計画の表を新たに設け、８、

集落の整備、（２）、過疎地域自立促進特別事業

として自治活動支援事業を追加するものでありま

す。これにより変更後の総事業費では１１ １２

８１円増の３４４１ ５５８１ ０００円となっ 

ております。

以上、説明させていただきました。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

２号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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議案第３２号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、国の補正予算成立に伴い、子供

の命と健康を守るため小児肺炎球菌ワクチン、子

宮頸がんワクチン等の接種助成を図ろうとするも

ので、歳入歳出それぞれに９８３１ ０００円を

追加して予算総額を２００１ ０５９１ ０００ 

円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして、感染症対策事業費９８３１

０００円の追加は、子供の細菌性髄０炎及び子

宮頸がんを予防するため小児肺炎球菌ワクチン、

ヒブワクチン及び子宮頸がんワクチンの予防接種

料を助成しようとするものであります。

次に、歳入については、事業費の２分の１を道

支出金で充当し、残りを地方交付税で調整しよう

とするものであります。

なお、事業費の内訳については別紙議案第３２

号関係資料、子宮頸がん等ワクチン接種事業の実

施についてをごらんください。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点お伺いをしたいと〇５番（川村幸栄議員）

いうふうに思います。今回のこのワクチンの接種、

本当に歓迎しているところです。子宮頸がんワク

チンの対象のところで、中学１年から高校１年生

の女子というふうになっているのですが、高校１

年に該当する年齢の女子を含むというふうでよろ

しいかどうか確認をしたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員お話しの〇健康福祉部長（三谷正治君）

とおり高校１年生、ただ来年の４月になりますと

高校２年生ということでございますので、現在の

高校１年生は１月から３月までに第１回目、子宮

頸がんワクチンにつきましては３回接種でござい

ますので、この１月から３月の間に１回または２

回、３回目はできません。１回接種したら１カ月

後に２回目、後ほど６カ月以降に３回目というこ

とでございますので、高校１年生については３月

までに受けていただくということで、該当につき

ましては高校１年生は該当するということであり

ます。ただ、該当の部分については、来年になる

と該当しなくなりますので、３月までにしていた

だくように担当のほうで重点的に周知をしてまい

りたいと考えております。

（何事か呼ぶ者あり）

大変失礼いたし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ました。高校に行っていない年齢も、高校１年と

いう年齢でありまして、たまたま学年で表示させ

ていただいているということで、年齢ということ

で御理解いただければと思います。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も何点かお聞きし〇１５番（高橋伸典議員）

たいと思います。この部分で言うことが市民の周

知にもなりますし、本年加藤市長になりまして、

前島市長には私たちの女性局が ３００名のこの

子宮頸がん予防ワクチンの助成をしてほしいとい

うことで２週間で集めましたのを島市長に受けて

いただきまして、これは次期市長にも受け継いで

いくということで受け継がれたものというふうに

思っております。その点、女性の命と健康、また

女性の人権を守るための加藤市長の英断のある決

断、本当にありがとうございました。

その中で、今川村幸栄議員からも言いましたけ

れども、１月からスタートされるということでお

聞きしました。そして、この接種はどこの病院を

まず使われるのか。一般も含めて、風連は診療所

になりますけれども、診療所体制でもやっていけ

るのかどうかもちょっとお聞きしたいというふう

に思います。

あと、個人単位でこれは進めるものなのか、学

校単位で進めるものなのか。きっとこの助成の接
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種を受けるには、平日でないと厳しいというふう

に思っておりますので、学校を休んで生徒が受け

に行く部分も出てくるというような可能性もあり

ますので、その辺の対応をどうするのか教えてい

ただきたいということをまずお聞きしたいという

ふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

医療機関につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、方法といたしましてはインフルエンザ

と同じように名寄市、自治体と病院の契約行為に

なります。ですから、各病院と現在、市内の市立

病院を含めて個人病院も含めて今各医療機関と調

整中でございます。多くの市民が利用しやすいよ

うな形で市内の病院に対応していただけるように

進めさせていただきたいと考えております。

個人単位か学校単位ということでございますけ

れども、現在は２２年度と２３年度ということで

急遽このような形になってございますので、現時

点で考えているのは年内に個人単位ということで、

各該当者には個人通知をさせていただきまして、

各個人がそれぞれ各病院に行って接種していただ

くというような形で考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことでは、〇１５番（高橋伸典議員）

平日は生徒は一応学校を休んで自分の時間がとれ

るときに行ってほしいという対応になるという考

えでよろしいのかどうか、ちょっと教えていただ

きたいというふうに思います。

今中学校１年生から高校１年生までの対応とい

うことで言われておりましたけれども、再来年度、

今度は小学生が６年生から中学生に上がるときは

各中学１年の学年ごとの接種の助成になるのかも

教えていただきたいというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

現時点では、国〇健康福祉部長（三谷正治君）

の事業といたしまして２分の１、自治体２分の１

の事業につきましては２２年度と２３年、この２

年間のみということで現在私どもは周知をいただ

いている部分でございまして、２４年度以降につ

いては現在内部で検討をさせていただいています。

ただ、今回２２年と２３年度だけでこのゼロ歳か

ら４歳、それから中学１年から高校１年までのこ

のエリアだけの部分だけをやって、その後はやら

ないということになりますと非常に穴があいてし

まうということであります。ただ、厚生労働省、

国のほうでは、部会の中ではこの部分につきまし

ては通常の接種の中でということの部会の報告も、

何か今の時点ではそういうお話も聞いてございま

すので、国の動向を見ながら２４年度の部分は考

えていきたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。本当に今２０代の女性のこの子宮頸がんとい

うのは、乳がんよりも発症率が高いというふうに

言われています。この予防接種において、本当に

これからの女性の方々がしっかりと予防できる。

この子宮頸がんのワクチンをすることで子宮頸が

んがなくなるということをお聞きしておりますし、

それともう一つ、その周知、この子宮頸がんの周

知と、もう一つは保健関係で言われるのはこのワ

クチンとともに性行為をしたらこういう子宮頸が

んになりやすいだとか、このワクチンをすること

によって治るだとかという学校ごとの周知が今な

されていないという部分が言われております。そ

の部分をぜひ学校ごと周知等を進めていただくよ

うお願い申し上げ、私の質問を終わります。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

かねてから市民要望〇１９番（熊谷吉正議員）

の高い３ワクチンについて、国の動きと合わせて

実施をしていきたいということで補正が出ている

のですが、二、三ちょっと市民の方から、あるい

は最近読んだ雑誌の引用になるのですが、少し実

施に当たってお聞きをしたいことがございますの

で、お願いをしたいと思います。

たまたま厚労省の医系技官、木村盛世さんとい

う方が雑誌「ＷｉＬＬ」の１１月号で十数ページ
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にわたってこの子宮頸がんの関係について若干問

題提起をしている雑誌を見て、私も改めてよくわ

かっていなかったのだなということについて理解

を深めて、この間も保健センターの佐藤所長にも

いろいろ専門的な立場でも勉強をさせていただい

たのですが、その後たまたま市民の皆さんから、

新聞にも報道されたものですから、いよいよ大き

く助成をして年明けからスタートするのですねと

いう喜びの声とあわせて、実際にいわゆるこのワ

クチンが、肺炎球菌とヒブワクチンについてはそ

の発生を速やかに抑える大きな効果が出るという

ことで当然問題もないし、この子宮頸がんのワク

チンについても私も今まではもちろん早くやって

ほしいという思いもあったのですが、わからぬこ

とが多々あって、この雑誌を見る限りでは中学生、

高校生あたりから早くにワクチンをして、１０年

とも言われる、あるいは５年とも言われるさまざ

まなその効果については年数がまだ、２００６年

にできたワクチンなものですから、実際に統計は

出ていないということで、その罹患率あるいは死

亡率、子宮頸がんになった場合の。そういうデー

タだけは厚労省から数字が出ていまして、性交渉

によって６割の方がウイルスにかかる。しかし、

そのうちの９割は自然になくなっていく。残りの

１割の人の １ぐらいががんになるというような

ことが専門家の立場で読んでいて、実際にこれは

赤ちゃんとか大人といったような親が判断する年

代、あるいは大人の場合はそれぞれ判断をしてし

っかりお医者さんやいろんな知識を持たなければ

ならぬのですけれども、ちょうど年齢的に今高橋

議員も言っていましたけれども、中学生あるいは

高校生にかかわる年齢なものですから、学校で実

際に正しい情報伝達をする。先生が独自に判断す

るよりもやっぱり厚労省や北海道の指導を受けな

がらということになるのでしょうけれども、どの

ように実際に周知がされていくのかということで、

若干問い合わせを受けて、実際に私もわかるわけ

がないものですから、勉強させてくださいという

ことになっているのですが、実際に実施するに当

たってどのような対応をされていかれるのかとい

うことについてお聞きをまずしたいと思います。

それと、子宮がんの検診、今国保などで無料パ

スを出しながら実施をして、なかなか多くの人が

やっているというよりも、受診率が少しずつ上が

りながらもたくさんの方が、ほとんどの方がやっ

ているという状況でもなくて、そのがん検診との

かかわりも非常に重要な、ワクチンだけではなく

て。そういう部分なんかもあって、正しい情報と

いうか、そういうものがどのようにして伝達をさ

れて、それぞれ皆様個人でお医者さんに行ってお

願いしますということになってくるのかというの

が少し、お互いに理解を深める意味合いで御答弁

をお願いしたいなというふうに考えておりますの

で、ぜひお願いをしたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員から１つ〇健康福祉部長（三谷正治君）

目は周知方法ということで、私のほうも国がこの

ような形で進めさせていただくということで担当

のほうといろいろ勉強させていただきました。議

員も、それから皆さんも御案内のとおり、この子

宮の部分につきましては基本的にはいろいろな１

００種類、特にその中では十五、六種類、今回の

このワクチンにつきましては１６型、１８型のこ

の２種類の部分が有効ということで、日本ではそ

れ以外に２種類ほど五十何型だとかということで

はお聞きしております。しかしながら、現在の日

本のデータ的には、私たちのほうで聞いている部

分については、日本としてのデータは非常に少な

いということで、世界的な外国のデータをもとに

今そういう数字が出ているのが実情であります。

先ほど議員のお話があったように、一部の部分

ということでございますけれども、残念ながら日

本の中でも毎年数多くの女性の方がこのがんで亡

くなっているというのが現実でございますので、

この部分につきましては特に先ほど議員のお話が

ありました子供たち、中学生、高校生のこの部分



－180－

平成２２年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第４号

を子宮頸がんのワクチンだから打ってくださいよ

というだけのお話ではなかなか御理解をいただけ

ないというのが現実だと思います。私たちのほう

につきましては中学校、それから高校、これは中

学校につきましては教育委員会を通じて校長会、

教頭会、それから高校につきましては校長を初め

担当の先生方にそれぞれ文書等を出してお願いを

するとともに、個人につきましては先ほどお話し

しましたように周知は個人あてに文書で出させて

いただきたいと思っていますし、その中に周知と

ともに、このワクチンについてはこういう効果が

ある、このワクチンを打ったからといって１００

いもうかからないということではございませんし、

議員お話のように今の時代では６年または１０年

というようなお話もございますので、このワクチ

ンとともに検診も含めて併用した形で対応してい

ただきたいという、そういう内容もあわせたチラ

シ等も作成をしてその中に入れて市民の方には周

知を図っていきたいと考えております。

それから、特に中学生につきましては、今保健

体育で性教育の中でいろんなお話をしていただい

ていると思いますけれども、ただこのがんについ

ては中学生から、中学３年、高校１年については

非常に難しい年齢でもございますので、学校には

……ただ来年１月から実施をさせていただきます

ので、即という形にはなりませんけれども、市立

病院の担当の先生等々、それから北部医師会等々

を通じましてそれぞれ講演会ですとか講習会です

とか、そういうものを図りながら市民に周知を図

っていきたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

いい意味でお医者さ〇１９番（熊谷吉正議員）

ん中心、あるいは厚労省の情報やら北海道の情報

などを含めて情報をどんどん出していただくと、

専門的な立場で。それはぜひ継続的にやっていた

だきたいのですが、この資料のその他の中に、ワ

クチンも一般的な注射も薬も１００いはないわけ

で、必ず副作用というのがあるのですが、このそ

の他のところに被害救済に１全を期するために助

成対象事業には民間保険への加入を要件とすると

いうふうになっていまして、その辺の一部そうい

う心配もないわけではないのですということだと

思うのですが、ちょっとここは御説明をお願いを

したいと思います。

それで、該当の子供たちへの周知、それは保健

の先生とか市の立場とかということで送る場合に

は、当然実施方法についてはいつからやりますの

で、ぜひ御利用くださいということでは一般的な

情報、出ている情報を資料も含めて送られると思

うのですが、なかなか年代が年代だけに日本の文

化からすると非常にフランクにこういう話が話題

として出しにくいということもあって、いわゆる

正しい情報をしっかり頭に入れながら病院で受け

ていただくと。あるいは、もっと言えば子宮がん

検診、本当に熱心に保健センターでもやっていた

だいているのですが、これも雑誌によるとがんに

なる段階前にちゃんと検診さえしていれば怖くな

いのだよというようなことで、ワクチンに頼るこ

ともそれは１００いではないけれども、がん検診

としっかり併用の受検体制をとらない限りは、そ

れはなかなか完全なものになっていかないという

ことで、それはもう言われるとおりなのですが、

この辺とのかみ合わせで改めて市の政策として少

し、もしかしたら２２年、２３年で道をつけて独

自で今度拡大をしていかなければならぬというこ

とになるかもしれないですね、今の可能性として

は。そういう意味合いからすると、専門的ないろ

んな情報についてもかなり市の責任もまた問われ

ることになるわけでありまして、よりそういう周

知、宣伝のあり方について改めてお聞きをしたい

なというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの周知の〇健康福祉部長（三谷正治君）

中で、個人に郵便で周知をさせていただくという

お話もさせていただきました。特に中学１年から
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３年、高校１年につきましては基本的には親、母

親の意識の問題によって、母親が意識をつければ、

あなたいいのでないですかというような形もなき

にしもあらずという感じをしております。私のほ

うでは、やはりお母さんにこの子宮頸がんの位置

づけをしっかり理解をしていただくために先ほど

のチラシの中にお母さん、父兄のための知識もそ

の中に取り入れさせていただいて御理解をいただ

いて、その御理解の上でお子さんにそれをお話を

していただくということでそれを進めさせていた

だきたいと思います。

あわせて、保険の会社の関係でございますけれ

ども、現在保険で予防接種等を行っている部分で

は、すべて民間の会社の保険に入らせていただい

ておりますので、今回の部分についてもその保険

で該当するということで確認をさせていただいて

いるところであります。

それと、あわせて先ほどからお話ししてありま

すようにワクチンだけを１回打てばそれで済むと

いうことではありません。やはり検診が基本だと

考えておりますので、その検診とあわせてワクチ

ンを接種していただくことによって、毎年または

何年かに１度というような検診の道筋をこの２２、

２３年で開いていきながら２４年度に向けてどの

ような形でやるのが一番最適かということを検討

してまいりたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど少しお伺いし〇１９番（熊谷吉正議員）

た雑誌の厚労省のお医者さんの例で、昨年は新型

インフルエンザで大変国内じゅう大騒ぎになって、

余剰な薬も残したような形になっておりましたけ

れども、しっかり冷静にワクチンを受けるにして

もがん検診をしっかりやるにしても、そのワクチ

ンを受けたらがんにならないのだというふうにし

て誤解を受ける方が結構問い合わせの中であると。

だから、私もあなたもという大騒ぎをするのでは

なくて、比較ですけれども、子供たちの大変深刻

な病気であります細菌性の髄０炎にかかると、こ

れにかかると後遺症を残す例がやや１割から２割

と、死亡率が二、三いと極めて高い。そして、Ｂ

型肝炎の場合でも１００１人以上の感染者がいる

というふうに言われておりますけれども、それよ

りは落ちるけれども、死亡率、肝がんになる可能

性もやっぱり ４いぐらいあると。それよりも実

症例やまだ期間が少ないものですから、子宮頸が

んについてはそれよりも低いと、確率的に。ただ、

これから大量なそのデータ、打った人、打たない

人のデータをたくさん集めて症例を分析をしてい

かない限りはっきりしたことは言えないけれども

ということで、より冷静な対応が求められると。

あるいは、お医者さんとはいえ役人ですから、費

用対効果の問題も含めて若干問題提起もされてお

りました。ぜひ各個人の皆さんに送るときには、

情報をしっかり送っていただきながら、もう既に

問い合わせも受けたりなんかもして心配をしてい

ただいているようですが、私も先般子宮頸がんの

方が出産直前のテレビも見まして本当に深刻だな

という感じは思っておりましたけれども、ぜひ情

報については正しい情報を出していただく中で対

応、実施を深めていただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員に今お話を〇健康福祉部長（三谷正治君）

いただきましたように周知の部分につきましては、

今回の部分については法律に基づくものではござ

いませんので、任意ということでございますので、

メリット、デメリットを含めまして、個々の考え

方に強制をするということではございませんので、

ただやはり先ほどからお話しいただいているよう

にそれぞれの個人が判断、お母さんたちが判断が

できる、そういう資料をつくって御案内のときに

同封をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）
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たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の

存続に関する意見書、意見書案第２号 ヒトＴ細

胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書、意見書案第３号 脳脊髄液減少

症の診断・治療の確立を求める意見書、意見書案

第４号 免税軽油制度の存続を求める意見書、意

見書案第５号 米価下落に歯止めをかける対策を

求める意見書、意見書案第６号 領土に関する政

府の対応に関する意見書、意見書案第７号 子ど

も手当財源の地方負担に反対する意見書、意見書

案第８号 農業に関する国際貿易交渉への意見書、

以上８件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承を願います。

日程第８ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２２年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時３９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一
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署名議員 田 中 好 望


