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平成２４年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２４年１１月３０日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市国民健康保険税条例の一部

改正について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第４ 平成２４年第３回定例会付託議案第４

号 なよろ市立天文台条例の一部改正

について（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 行政報告

日程第６ 議案第１号 名寄市指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の制定について

日程第７ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第10 議案第５号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第11 議案第６号 指定管理者の指定につい

て（道の駅なよろ）

日程第12 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（ふうれん地域交流センター）

日程第13 議案第８号 指定管理者の指定につい

て（名寄市立食肉センター）

日程第14 議案第９号 市道路線の廃止について

議案第１０号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１１号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第１２号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第17 議案第１３号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１４号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１５号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第20 議案第１６号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１７号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第22 報告第１号 専決処分した事件の報告

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 会期の決定

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市国民健康保険税条例の一部

改正について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第４ 平成２４年第３回定例会付託議案第４

号 なよろ市立天文台条例の一部改正

について（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 行政報告

日程第６ 議案第１号 名寄市指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の制定について
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日程第７ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第10 議案第５号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第11 議案第６号 指定管理者の指定につい

て（道の駅なよろ）

日程第12 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（ふうれん地域交流センター）

日程第13 議案第８号 指定管理者の指定につい

て（名寄市立食肉センター）

日程第14 議案第９号 市道路線の廃止について

議案第１０号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１１号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第１２号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第17 議案第１３号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１４号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１５号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第20 議案第１６号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１７号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第22 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２４〇議長（黒井 徹議員）

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１９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 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 上 松 直 美 議員

１１番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月２１日ま

での２２日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

２１日までの２２日間と決定いたしました。

ここで、市長より発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

おはようございます。議〇市長（加藤剛士君）

長から発言の許可をいただきましたので、改めて

報告とおわびを申し上げます。

市の職員が平成２４年１０月２７日、盗撮で逮

捕されるという事件が発生いたしました。この間

市民の皆様、市議会に大変な御心配と御迷惑をお

かけし、心から深くおわびを申し上げます。

この事件に係る職員の処分につきましては、検

察の処分及び判明した事実関係をもって名寄市職

員賞罰審査委員会を開催をし、協議結果の報告を

受けて、私の判断として停職６カ月の処分を決定

をし、本日付をもって懲戒辞令の交付を行いまし

た。職員の処分につきましては、この間多くの市

民の皆様からの投書や電話等により厳罰に処すべ

きとの御意見もいただきました。賞罰審査委員会

では、こうした声も受けまして、またこれまでの

同種犯罪における各自治体の処罰例並びに法的対

応事例も参考に協議を進めてまいったところです。

また、法曹関係者の客観的な見解も必要との判断

から、２名の弁護士に対し事件内容を照会の上、

見解を求めてまいりました。２名の弁護士の共通

した見解といたしましては、懲戒処分も全くの自

由裁量ではなくて、社会通念上著しく妥当を欠き、

裁量権の範囲を逸脱すると認められるときは処分

が違法、無効となりますと。裁量権の逸脱の有無

の判断に当たっては、さまざまな要素が総合的に

考慮され、本件では被害者との間で示談が成立し

ているということ、また反省、悔悟の念が十分に

認められること、初犯であることなどから、懲戒

免職処分は重きに過ぎると判断をされる方向に働

く実情であるということであります。また、他の

類似案件での処分との均衡や本市における過去の

類似案件に対する処分内容との均衡も考慮した場

合、免職処分とすることは妥当ではなくて、停職

処分を限度とすることが妥当であると考えますと

いうことでございました。こうした見解も受けま

して、名寄市職員の分限及び懲戒に関する条例に

基づく停職処分としては最も重い６カ月としまし

た。

また、今年度に入ってから職員の不祥事が多発

いたしました。市といたしましては、これまでも

職員に対しまして倫理の確立、服務規律の確保に

ついて注意を喚起をしておりますが、市民の行政

に対する信頼を損なう結果となりまして、まこと

に遺憾でございます。今後再びこのような事件を

起こすことがないよう職員に自覚を求め、訓示を

行いました。しかしながら、これまでの事案を考

慮し、私を含めた理事者の監督責任を明確にする

必要があると判断しているところであります。こ
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の後、私の監督責任につきましては別途議案で審

議させていただくことになりますが、私自身を給

料月額の１０分の１を２カ月、副市長２名の給料

月額を１０分の１を１カ月それぞれ減額をする提

案をさせていただくことにいたしました。

今後におきましては、市民の信頼回復に努め、

職務に精励することをお誓いを申し上げ、改めて

議員各位並びに市民各位に深くおわびを申し上げ

る次第でございます。

日程第３ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第３回定例会付託議案第３号 名寄市国民健康保

険税条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名いただきましたので、平成２４年第３

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第３号 名寄市国民健康保険税条例の一部改

正につきまして、委員会における審査経過並びに

結果について御報告申し上げます。

委員会は、１０月１５日、１０月３１日、１１

月１３日の３回にわたり、土屋市民部長を初め担

当職員の出席を願い、本条例の内容について詳細

な説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第３号は、提案の理由の説明に

ありましたように、国民健康保険事業の安定的な

運営を図るために後期高齢者支援金分と介護納付

金分における拠出超過を解消することが主な目的

でありますが、低所得者層への負担増を抑えるた

め応益部分となる均等割、平等割の改正幅を圧縮

したほか、課税限度額の改正が続いたことから、

持ち家の年金所得者に配慮して基礎賦課分の資産

割を調整し、改正するものです。

第１回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、平等割と均等割の部分がふえている

ことで家族の人数が多いほど負担がふえること、

さらに医療費分の所得割が１減になっている経

緯について質疑があり、人数がふえるとその分負

担もふえることになりますが、所得が低いところ

では軽減制度を設けていることから、平等割と均

等割の部分をふやすことで特に低所得者層への実

質的な負担を圧縮したとの答弁がありました。

基金の目安をどのように考えているのかの質疑

には、決まりはないが、厚生労働省の目安として

は給付費の３％、名寄市では１億円強が適正とい

うことになるが、実際の運営では一月分のストッ

クが理想で、約２億円と考えているとの答弁があ

りました。

一般会計からの繰り入れに対する基本認識につ

いての質疑には、平成２４年度では２億９００

万円の繰り入れで保険税の軽減分、支援分に係る

４分の１を繰り入れしている。そのほか法定分と

して職員の人件費が主なもので、ルールに基づい

て今後も維持をして繰り出しをしていきたいとの

答弁がありました。

２回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、医療費を抑えることが保険税の抑制に

もつながることから、名寄市の医療費分析、医療

費抑制、疾病予防に対する取り組みはの質疑には、

医療費の適正化の取り組みは安定化計画を知事の

指定した内容に基づき実施をしている。主な事業

は、国保担当臨時保健師の雇用と医療費分析に係

る嘱託職員を雇用し、２３年度より保健師による

窓口での保健相談や訪問受診など予防と早期発見

を目的とした特定健診の受診率向上にも力を入れ

ている。保健事業の促進として運動教室の実施、

各種健診への助成、道から指導されている後発薬

品促進でのジェネリックのお願いカードの配布や

差額通知の送付、レセプト点検を委託から直営に

戻し、２名雇用し、２４年度から体制強化を図っ

ている。今後も分析を進め、ターゲットを絞り予

防に努めていくとの答弁がありました。

今後の国の財政支援や広域化についての認識は

の質疑には、運営協議会の中でも今後の国の支援
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制度の見直しについて説明をしてきた。負担増を

最低限にすべきとの議論もあり、今後の制度改正

を想定して今回の提案に結びついた。平成２７年

度から予定される制度では、一体改革に伴う財源

支援は軽減対象者の拡大として約４００万円、

保険者支援の拡大分として約４００万円、合わ

せて９００万円ほどの増額になる見込みで、現

行軽減を受けることのできる世帯割合についても

５３５％から５９１％に拡大されると想定し

ている。広域化については、新たな高齢者医療制

度の今後の見通しが立っていない。小さな規模で

は立ち行かなくなっている自治体も出ている中、

保険制度といえば加入者が多いほど安定運営が期

待できるため、都道府県単位での運営で財政負担

を地方に転嫁しない形で実現してほしいとの答弁

がありました。

第３回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、法定外の繰り入れに対しての認識と

増額の考えについての質疑には、国からの交付金

を算定する際、０を基本とした係数を掛けて計

算をされるため、０をいかにして割らないよう

にするか、対策に力を入れている。全道都市の集

計では、繰入金全体の７％が法定外の繰り入れ

になっている。厳密なガイドラインはないが、法

定外の繰入金が多くなると算定時に国からの交付

金に影響があるために満額交付を受けられるよう

に努力をしているとの答弁がありました。

質疑終結後、議員間での討議を行い、各委員か

ら出されました主な意見では、全国的にも市内に

おいても平均所得が減ってきている中、これ以上

の値上げは厳しいと受けとめている。健康維持の

対策強化、均等割０００円の値上げ分を繰り入

れて負担を減らすべき。総体の医療費を抑えてい

く取り組みは今以上に必要であり、そのことによ

り保険税にも反映できることになるが、すぐに解

消できるものではなく、現状を解決するには加入

者から負担をいただかなければならない。財源が

無尽蔵にあればよいが、そうではなく、また市民

全員が国保に加入しているわけではなく、平等性

を考えると改正は妥当と考える。今までの議論経

過の中で制度全体についての問題は説明員側も委

員も含め共通の認識を持っていて、早く国レベル

の制度の改善を望んでいる。答申された所得階層

別負担のバランスなど尊重できるか、改善に向け

た努力は今後とも必要だ。行政側もそうだが、常

任委員会でも外に出て市民に現状の説明責任を果

たし、市民合意を得ることも重要だなどの討議が

行われました。

以上の議論の結果、付託議案第３号 名寄市国

民健康保険税条例の一部改正につきまして採決の

結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。

以上、付託されました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、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

平成２４年第３回定例会付託議案第３号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第３

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第３回定例会付託議案第４号 なよろ市立天文台

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及び結果
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の報告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、平成２４年第３

回定例会にて付託されました議案第４号 なよろ

市立天文台条例の一部改正について、当総務文教

常任委員会の審査の経過と結果について御報告を

申し上げます。

委員会の審査は、１０月４日と１１月２６日の

２回にわたり開催し、鈴木教育部長を初め担当部

局職員の出席を求め、説明を受けた後、慎重に審

査をいたしました。

付託されました議案は、天文台の開設以来多く

の来館者に御利用いただいた中から、来館者の意

見、要望を集約した結果、当初通常料金と名寄市

民特別料金を設定したことにより、入館時に名寄

市に在住しているかどうかの確認作業を必要とす

ることから、来館者の不満を生じている現状と入

館者は観測室、プラネタリウム等の利用がなくて

も入館するだけで入館料金が発生していた状況が

あることから、これらを改善するために天文台の

料金を名寄市内、市外にかかわらず一本化し、条

例の中の市民を市民等に、入館料を観覧料とし、

入館者と観覧者を区別することで天文台の入館全

般についても改善し、さらに高校生以下について

は全国的に理科離れが進む中、学校授業等に活用

できるように教育的見地から配慮して、市外の生

徒でも入館を無料とし、利用者の要望に応えるた

めに本条例の一部を改正したいとの説明を受けま

した。

また、今回の料金改定に伴う収入の減少につい

ては、平成２３年度の入館実績から試算すると５

０万０００円となり、減収の対策として無料と

なる部分での入館者増による利用拡大を図ってい

くことで対応していきたいとの説明がありました。

委員からの主な質疑として、利用の拡大を図る

ための具体的な対策案について質問があり、定住

自立圏の協定や構想をもとに多くの利用者増を図

っていくには利便性が第一と考えているので、今

回の料金改定案はその有効策と考えているとの答

弁がありました。

次に、７０歳以上の確認について、自主申告な

のか、本人確認の証明書提示なのか、また満年齢

での区切りなのか質問があり、７０歳の規定は規

則の別表１で明記され、基本的には満年齢として、

年齢確認については年齢確認できる証明書の提示

を基本としているとの答弁がありました。

次に、高校生以下の区分について、北国博物館

の入館料は高校生以上有料と定めている点の相違

について質問があり、木原天文台の創設者である

故木原秀雄氏が名寄高校の教諭であったことと教

育的見地から高校生に天文学を学んでほしいとい

う強い思いがあり、これらを配慮した中での対応

として無料としたとの答弁がありました。

次に、財政的な影響を考えると入館料の減収は

大きいが、財政と運営面での影響による再考の余

地はないか、また入館者、観覧者の区別の方法に

ついての質問には、入館料の減収が全体の２７％

と財政面の影響は大きいが、利用の拡大と利便性

の向上を目指し最善の取り組みと考えている。入

館者の区別については、ブラックライトの利用も

運営委員会の中で検討されたが、入館チケットを

再度提示するという手間を考慮して、名寄市のマ

スコットキャラクターをデザインしたワッペンを

作成して入館者に張っていただき、区別をするこ

とで最終判断としているとの答弁がありました。

次に、天文台利用改善策として館内での飲食の

改善についての質問があり、これについては館内

の観覧機器に影響がないように１階の空きスペー

スを指定の休憩場所として設置して対応していき

たいとの答弁がありました。

次に、追加資料として他の都市における入館料

の実態調査の資料並びに周辺整備、道路整備と天

文台誘導表示の状況についての資料及び来館者の

苦情や意見等の３点の資料を求め、それぞれ説明

を受けました。他の都市の入館料については、道
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内と道外の天文台の類似施設を参考にした一覧表

から見ると今回の入館料改正後の料金は平均的な

料金であり、これより入館料が高い施設について

は観覧施設の大きさ、機材の充実度から比較でき

ない部分もあるので、妥当な入館料とも言えると。

天文台の駐車場整備については、今年度で整備が

終わっている。誘導標識については、健康の森か

らの標識がわかりにくいという苦情と夜間、冬期

間積雪による見づらい面もあり、今後改善を図っ

ていきたいと考えている。利用者の意見、要望に

ついては、今回の改正にかかわる多くの意見をい

ただいているとの説明を受けました。

委員から入館料、観覧料の区別は他市に比較し

て妥当かについて質問があり、今までの特別料金

により市内、市外の区別をしている都市はほぼな

い状況であったが、今回の改正により他の都市と

同じような料金設定となるとの答弁がありました。

また、改正後の運営に関する質問が多く出され、

理事者側からは今回の改正により天文台運営を改

善し、定住自立圏構想によるより多くの利用拡大

を図り、天文台運営の充実化を図っていくことを

答弁されました。

以上の審査を含め各委員の意見を集約したとこ

ろ、第３回定例会に当委員会に付託されました議

案第４号 なよろ市立天文台条例の一部改正につ

いて、全員一致で可決するべきものと決定しまし

たので、審査の経過と結果を御報告いたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２４分

再開 午前１０時２４分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第５ これより行政報告を行います。

加藤市長。

本日、平成２４年第４回〇市長（加藤剛士君）

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、名寄手話の会に文化奨励賞を授与いたし

ました。

「科学部門（聴覚障害者文化振興）」で受賞さ

れた名寄手話の会は、ろうあ者の言葉である手話

の普及と「いつでもどこでも手話通訳を受けられ

る社会」を目指し、社会福祉協議会の手話講座を

きっかけとして昭和５５年に設立されました。発

足以来これまで手話奉仕員養成講座、聴覚障害者

協力員派遣事業など、市の委託事業のほか、ふれ

あい広場や社会福祉協議会が主催する各種講座に

ボランティアとして手話通訳者を派遣するなど、

数多くの活動を行っており、３２年の長きに亘り

本市の福祉に多大な貢献をされています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、教育

文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に寄与

された２７個人の皆様に功労表彰を、多額の寄附

によりお力添えをいただいた９個人、１８団体に

善行表彰を、芸術文化、スポーツなどの分野で輝

かしい活躍をされた１個人、１団体にそれぞれ特

別栄誉賞、栄誉賞をお贈りいたしました。

特別栄誉賞は女子柔道の北京オリンピック日本

代表で、２０１１年世界選手権５７キロ級で優勝

された佐藤愛子さんに、栄誉賞は平成２３年度、

２４年度と全国連覇を果たした名寄ピヤシリ銃剣
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道スポーツ少年団に、それぞれお贈りいたしまし

た。

また、本年はこれら表彰条例に基づく表彰とは

別に、市民に元気と活力を与え、本市を広く全国

に知らしめた名寄出身のお二人に「名寄市長特別

賞」を授与いたしました。

お一人は、１０月１日に名寄出身者として初の

プロ棋士になられた石田直裕さん、もう一人はプ

ロポーカー選手で、６月にアメリカのラスベガス

で開催された第４３回ポーカー世界選手権で日本

人として初めて優勝された木原直哉さんです。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝をお祈り申し上げます。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

町内会連合会との連携のもと、全１０会場で「ま

ちづくり懇談会」を開催し、延べ２２２人が参加

されました。

会場での貴重な御意見、さらには先に実施した

町内会アンケートの結果などを踏まえ、市政への

反映に努めてまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

総合行政システム機器の更新を行うとともに、

住民情報等重要データ及びサーバー機器の管理形

態をクラウドに移行しました。

また、１０月１日に名寄市公式フェイスブック

を公開しました。ホームページと併せて本市の観

光情報や地域情報など、多岐にわたる情報の積極

的な発信に努めてまいります。

次に、ＴＶｈ名寄中継局について申し上げます。

テレビ北海道は、本年１１月２２日に北海道総

合通信局から地上デジタルテレビジョン放送局の

予備免許の付与を受け、１１月２９日から試験電

波を発射しており、１２月中には本放送への移行

が予定されています。

これにより、本市をはじめ、士別市、下川町、

美深町の４市町でＴＶｈの視聴が可能となり、地

域住民の念願が実現することとなります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

ふるさと会交流事業については、東京なよろ会

の総会が１０月２０日、東京都内のホテルにおい

て会員約９０人が出席して開催され、スキーツア

ーやゴルフツアーなどの事業計画が承認されたほ

か、交流会では、再来年に控えた東京なよろ会設

立３０周年事業の話題にも及びました。

東京都杉並区との交流事業については、９月３

０日に杉並区交流自治体スクラム会議が開催され、

東日本大震災の教訓として災害時の相互援助協定

を締結している１０自治体が、基礎自治体の連携

・協力による「水平的支援」を宣言する「杉並区

交流自治体スクラム会議宣言」を採択し、災害時

に互いに支えあう強い絆が構築されました。

このたび杉並区は、区制施行８０周年を迎えら

れ、９月３０日の記念レセプションは台風のため

中止となりましたが、翌１０月１日に杉並区公会

堂で開催された記念式典において、他の交流自治

体とともに区制８０周年をお祝いしてきました。

１０月１３日から１４日には、杉並区８０周年

まつりが杉並区桃井原っぱ公園で開催され、第７

４６煮込みジンギス艦隊による煮込みジンギスカ

ン約７００食と本市の旬な野菜を杉並区職員の協

力をいただき販売し、全量を完売しました。

また、「阿佐谷ジャズストリート２０１２」で

は、１０月２７日に、本市から「元晴ｗｉｔｈ加

藤ＭＡＡ」が特別出演し、交流自治体セッション

として杉並区の交流都市である青梅市在住のバイ

オリニストＲｅｉｎａ Ｋｉｔａｄａさんとのジ

ョイント演奏など、音楽を通じた交流とＰＲが図

られました。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、高校生２人を７月２６日から９月２１日ま

で派遣し、ホームステイをしながら、リンゼイ市

民との交流を深めてきました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、名寄・

ドーリンスク友好委員会を中心に、市民公募によ
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る８人と名寄市立大学吹奏楽サークルの学生５人

が、９月６日から１２日の日程で訪問し、ドーリ

ンスク市創立１２８周年記念式典に参加したほか、

大学生による音楽発表や現地の関係者との交流な

どにより、ドーリンスク市民との友好を深めてき

たところです。

交流居住の推進については、７月２６日に、移

住対策庁内検討会議を設置して、全庁的に協議を

重ね、企業立地支援や新規就農支援の情報も含む

ＰＲ資料を作成し杉並区８０周年まつりで配布し

たほか、移住体験「ちょっと暮らし」の受入れ施

設や、市としてできる取組について検討しました。

また、首都圏プロモーション活動の一環として、

１１月１０日に東京都秋葉原において開催された

「２０１２北海道暮らしフェア」に参加し、本市

のブースに訪れた１５人の方に、移住環境などに

ついて説明し、相談に応じてきました。

今後も引き続き、交流居住の推進に向けた取組

を進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」については、杉並区８

０周年まつりにおいて、天塩川地域のＰＲや特産

品の販売を行ったほか、杉並区をターゲットとし

た移住モニターツアーの告知及び募集を行いまし

た。

今後、移住モニターツアーのほか、天塩川の魅

力を再発見するセミナーやフェイスブックの開設

などに取り組み、「北海道遺産」である天塩川と

その周辺市町村の魅力を発信してまいります。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

第２５回を迎えた「なよろ健康まつり」は、９

月２２日に「みんなで広げよう健康の輪」をテー

マに、名寄市立大学など各団体と協働して総合福

祉センターを会場に開催しました。

動脈硬化検査、体内健康測定、骨密度測定、足

指力測定などに約４００人の市民が集まり、健康

チェックを通じて生活習慣の見直しや健康への意

識啓発を図ってきました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における患

者取扱い状況は、入院患者数が延べ５万１９５人

で前年比４６３人の減少となり、外来の取扱い患

者数でも、延べ１０万４４５人と前年比４６

１人の減少となっています。

医業収支の状況は、医業収益が３３億１５７

万７千円となり、前年同期に比べ１０２パーセ

ント、金額で２億６３３万６千円の増となりま

した。

主な内訳では、入院収益で１億３３４万１千

円の増、外来収益で３７８万４千円の増となり

ました。

また、医業費用は３６億４８０万７千円と、

前年同期に比べ１０６パーセント、金額で１億

３６１万円の増となりました。主な内訳では、

給与費は前年比の１０１パーセント、金額で

９１３万３千円の増、薬品費・診療材料費などの

材料費は、前年比１０２パーセント、金額で

９５６万１千円の増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、差し引き２億

３２３万円の損失となり、医業外収支、特別収

支を含めた全体の収支では、６８５万２千円の

損失となりました。

次に、開院７５周年・新築２０周年記念事業に

ついて申し上げます。

本年は、市立総合病院の前身である名寄町立社

会病院が昭和１２年に開院して７５年、現在の病

院を平成４年に新築して２０年の節目の年である

ことから記念事業を実施しました。

１１月１５日に、議会・行政関係者など御出席

のもと祝賀会を開催し、記念誌を刊行しました。

また１１月２２日には、佐古院長による記念講演

会を開催し、多くの市民の皆様が参加されました。

今後も、市民はもとより、圏域住民の皆様の命

と暮らしを守るため、地方・地域センター病院と

しての使命を果たしてまいります。
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次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で延べ１万４８７人、前年比

３２６人の増加となりましたが、外来では延べ

４７０人、前年比８３人の減少となりました。

収支面では、事業収益が３億１５７万円とな

り、前年比８７７万円の増収となっています。

事業費用は２億３８７万円で、前年比３１４

万円の減収となり、差し引き７７０万円の医業

収益が計上されたところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２４年度「長寿を祝う会」を、９月１５日

に市民文化センターで開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた１

０７歳の最高齢者をはじめ白寿、米寿を迎えられ

た１９９人の方々をお招きして、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

また、７５歳以上を対象に町内会など７８団体

が開催した「敬老会」では、９７８人の方々が

祝福されました。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に

伴い、平成２７年３月３１日までに義務付けられ

た障がい者個々のサービス利用計画策定にあたり、

指定特定相談支援事業者として社会福祉法人道北

センター福祉会と社会福祉法人名寄みどりの郷の

２事業所を指定するとともに、指定一般相談支援

事業の委託契約を締結しました。

これにより、障がい者の自立に向けた効率的な

サービスの提供が図れることが期待されます。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在の災害出動状況については、火災

件数が８件で前年比１件の増となりましたが、死

傷者の発生はありません。

救急出動件数は、８８３件で前年比４８件の減

となっています。

本年度実施事業については、風連地区の消火栓

更新が１１基完了しています。

また、現在、風連消防団第２分団車と第３分団

車の更新を実施しており、１２月上旬の納車を予

定しています。

防火対策については、１０月１５日から３１日

まで「秋の全道火災予防運動」を展開しました。

一般家庭の防火訪問、防火対象物や危険物施設の

立入検査の実施、住宅用火災警報器の展示や防火

ポスターの配布など、火災予防のＰＲや防火対策

の啓発などを実施しました。

次に、消費生活安全について申し上げます。

消費者、特に高齢者に対する悪質、巧妙な手口

の増加に伴いトラブルが発生していますが、関係

機関に情報を発信し、一層の情報共有を図ること

で、トラブルの未然防止に努めています。

１１月２７日に、ふうれん地域交流センターで

「食の安全と放射能について」をテーマに、放射

能と放射線の基礎知識に関する講演会を開催し、

知識と理解を深めてきました。

また、本日、市民会館において「知っておきた

い身の回りの消費者トラブル」をテーマに、民生

委員、児童委員を対象とした講演を予定していま

すが、今後とも、消費者への正しい知識の啓発に

努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸及びプレキャストコンクリート造平屋建て１棟

４戸の全面改善工事が１１月上旬で完成しました。

北斗団地は、昨年着工した鉄筋コンクリート造２

階建て１棟１０戸の建設工事が１０月末で完成し、

本年度発注分の鉄筋コンクリート造２階建て１棟

１０戸の建設工事は、１０月に着手し、１１月末

現在の進捗率は約９パーセントとなっています。

さらに、新北斗団地４棟１６戸の解体工事につ

いては、住み替え住宅などへの転居終了後、年内

の発注を予定しています。

改善事業では、昨年度から２カ年計画で実施し
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ていた瑞生団地の水洗化及び生活雑排水整備工事

が、９月末で完成しました。

また、ノースタウンなよろ団地改修工事に伴う

実施設計については、１２月の完了を予定してい

ます。

次に、公園整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく大学公園、

浅江島公園の施設整備工事については、大型木製

遊具の撤去、遊具の更新をそれぞれ完了していま

す。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事については、西町南５丁目通ほか４路線、延長

１９０メートルが完了し、現在は道道旭名寄線

ほか１路線、延長４７０メートルの整備を進めて

います。

老朽管更新工事については、北７丁目通ほか１

２路線、延長６４９メートルが完了し、現在は

１６線道路、延長３７６メートルの整備を進めて

います。

また、計量法に基づく水道量水器取替工事につ

いては、対象量水器６８８台の取り替えを概ね

完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した設備の改修工事については、施工中

の名寄下水終末処理場の送風機整備ほか更新工事

が、３月上旬の完成に向け順調に進捗しています。

豊栄川３号幹線雨水管渠整備工事、延長１１３

メートルは１２月中旬の完成を予定しています。

個別排水処理施設整備事業については、１６基

の合併浄化槽が供用開始され、現在、４基の整備

を進めています。

次に、道路整備について申し上げます。

郊外幹線道路の整備については、１９線道路改

良舗装工事が１１月中旬に本年度工事が完了し、

これにより事業計画全区間の延長５４０メート

ルが完成となりました。

また、市街地生活道路の整備については、南１

１丁目東通、南１０丁目西仲通、東１条通、西４

条仲通の４路線、合せて５６０メートルの改良舗

装工事が完了しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

高齢化に対応し、交通弱者の足の確保と街中の

賑わいづくりを目的として、本年７月から「なよ

ろコミュニティバス」の実証運行を実施しており、

この間、バス利用者からの御意見、アンケートの

結果や乗降データなどを分析し、利用しやすいバ

ス路線・ダイヤの確立に向けて検討を進めている

ところです。

今後は冬期間の運行状況を把握し、地域住民の

足として利便性を考慮したバス交通体系を目指し

て取り組んでまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

主要農作物の農作業及び生育状況については、

春先の干ばつの影響が心配されましたが、７月初

旬の降雨と８月の高温により、当初の遅れを取り

戻したところです。

水稲については、収穫作業の終了が１０月５日

となり、平年に比べてもち米で３日、うるち米で

２日遅くなりました。

１０月１５日現在で公表された農林水産省の作

況指数は、全国で１０２、北海道で１０７、上川

では１０６となりました。本市の１１月１５日現

在の出荷状況については、もち米２３万２５９俵、

うるち米１万２３３俵、合計２４万４９２俵

となり概ね９７パーセントの出荷率で、一等米比

率は９９パーセントとなり、品質・収量ともに平

年を上回る状況です。

畑作については、春先の定植の遅れと干ばつの

影響を受けたものの、その後天候に恵まれ、作物

によって差のある年となりました。作況について

は馬鈴しょが「平年並」、小麦は「不良」、てん

さい、豆類は「やや不良」となり、野菜では、か

ぼちゃ、スイートコーンは「やや良」、玉ねぎは

「平年並」となっています。

次に、米政策について申し上げます。

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－13－

本年度の米の生産数量目標は、もち米が対前年

比１５パーセント減の１万１４６トン、うる

ち米は１３パーセント増の５５９トン、合計

で１２パーセント減の１万７０５トンの配分

となっています。また、加工用米を含めた水稲作

付面積は対前年比２パーセント増の３７７ヘ

クタール、水稲作付耕作者は３戸減の３９６戸と

なりました。

戸別所得補償制度については、米戸別所得補償

事業で、対象農家３９２戸、対象水田６６２ヘ

クタールで、交付額は３億９３２万円となって

います。転作部分では対象面積８１４ヘクター

ル、対象農家６６８戸で、交付金については、麦

・大豆・飼料作物など国の戦略作物を対象とする

水田活用の所得補償事業が５億６９８万円、野

菜類など地域特性を活かした作物を対象とする産

地資金が４億７５９万円となっています。これ

に加算措置として、耕畜連携加算が２件５ヘクタ

ールで７２万円、緑肥輪作加算が１６件２７ヘク

タールで２７５万円をそれぞれ見込み、交付金合

計では１４億７３６万円を予定しています。

なお、現在、年内の支払いに向けて交付事務を

進めているところです。

また、北海道が設定する畑地産地資金は、てん

菜、でん粉原料用ばれいしょを対象に、砂糖・で

ん粉工場に出荷された数量と作付面積に応じて交

付される制度であり１３２戸１９７ヘクタールの

交付対象を見込み、年明けの交付を予定していま

す。

畑作物戸別所得補償交付金については、既に営

農継続払い２億５６２万円が交付されており、

今後は、数量払い３億９００万円の交付を見込

んでいます。同様に昨年度から制度移行された環

境保全型農業直接支援対策については３件、１１

ヘクタールで９１万円の交付を見込んでいます。

農地利用集積円滑化団体を通じて農地を賃貸し

た場合に、国から補助が受けられる規模拡大加算

については、これまで４件、４４ヘクタールの申

請があり、８８１万円の交付となりました。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水保全管理支払交付金」について申し上げま

す。

集落における農業者や関係者の協定により、耕

作放棄地の発生防止と農道・水路を保全する活動

が行われており、総額２億８５０万円の事業が

推進されています。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度のエゾシカ駆除については、９月３０日

まで実施して３９１頭を駆除し、残滓処理につい

ては昨年度仮置きしていた残滓も含めて、現在焼

却処分を実施しているところです。

次に、ヒグマの出没などについて申し上げます。

８月１０日から９月末まで、智恵文地区及び風

連旭・東風連地区において、スイートコーンを狙

うヒグマが人家付近などにも出没しました。

猟友会にパトロールを依頼し、箱罠を７箇所に

設置するとともに、関係機関・団体と連携した夜

間パトロールを実施するなど、安全対策や被害防

止に努めてきました。さらに、捕獲による対策を

強化するため、箱罠３台を新たに購入しています。

また、智東地区及び東風連地区の事例では、電

気柵がヒグマによる農業被害の防止に効果があっ

たことから、電気柵の普及にも努めてまいります。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野では、５月

２５日から１０月２２日までの１５１日間に延べ

３万８７３頭を、母子里地区共同牧場では、６

月４日から１０月２６日までの１４５日間に延べ

１万２４３頭を、市内酪農家２０戸から受精対

象牛を主体に受け入れ、適正な飼養管理による高

い受胎率と個体の資質向上を図ってきました。

次に、林業振興について申し上げます。

林業専用道弥生Ｄ線については、延長１９８

メートルが１２月完了予定となっており、市有林

の間伐作業に活用してまいります。

名寄市森林整備計画については、本年度が森林
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法による見直しの年度となっており、上川北部地

域森林計画との整合を図り、３月末の変更に向け

て手続きを進めてまいります。

次に、商工業について申し上げます。

日本政策金融公庫旭川支店による７月から９月

の道北地方の中小企業動向調査では、ＤＩ値で見

る業況については、前期比で１９パーセント改

善しています。業種別では、小売り、卸売りの改

善幅が大きいことが要因ですが、来期の業況は、

外国人旅行者の減少や公共投資減少の影響を懸念

し、悪化するとされています。

融資関係では、１０月末現在、経営資金、設備

資金ともに増加傾向で推移しており、経営資金に

ついては、融資件数で８７件、融資残高は５億

４０１万５千円となっており、前年比では件数で

６件、金額で２２パーセントの増となっていま

す。また、設備資金については、融資件数で８件、

融資額は９００万円となっており、前年比では

件数で５件、金額で８パーセントの増となって

います。

年末融資に備え商工会議所、中小企業相談所、

金融機関とも協議を行い、融資枠の確保など対応

してまいります。

中小企業振興条例による各種中小企業者助成制

度については、これまで随時見直しを行ってきた

ところですが、経済情勢の変化に応じて、商工会

議所や商工会、商店街振興組合並びに中小企業振

興審議会とも相談しながら、利用しやすい制度を

検討してまいります。

次に、（仮称）複合交通センター関係について

申し上げます。

（仮称）複合交通センター整備事業については、

平成２５年４月の供用開始に向け工事が進められ、

進捗率は１０月末現在で７０パーセントとなって

おり、施設内外が全貌を現してきました。

観光インフォメーション機能の充実やイベント

スペース等の利活用、中心市街地への賑わい創出

については、施設のオープンに向け、引き続き、

入居予定団体はじめ関係者と協議を進め、具体的

な取組や活動計画などについて検討しています。

都市再生整備計画で進める関連事業のうち、商

店街ファサード整備事業については、本年度施工

の「名よせ通り商店街」が１１月に工事を完了し

ており、次年度以降の整備について、「名店街」、

「大通り会」と引き続き協議を進めてまいります。

また、３―６地区市街地再開発事業については、

計画期間内での事業完結が見込めない状況を踏ま

え、商工会議所とも協議の結果、本計画から除外

することとし、今後、改めて関係機関と連携しな

がら検討してまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

道北圏では、開催３年目となる「北の恵み食べ

マルシェ２０１２」が９月１５日から１７日の３

日間、旭川平和通買物公園を中心に開催され、本

市からは物産振興協会及び名寄商工会議所が中心

となり出店しました。連日、多くの来場者で賑わ

い、用意した物産も好評を得たところです。

札幌圏では、１０月２７日に新札幌サンピアザ

において開催された「名寄物産展」で、もちつき

の実演会や地元特産品の販売、観光ＰＲを行いま

した。

首都圏では、１０月２６日と２７日の２日間、

杉並区役所前において北海道名寄市物産展を開催

し、生産者が主体となり、旬のじゃがいもやかぼ

ちゃ、加工品のトマトジュースの販売、ＰＲを行

い盛況のうちに終了したところです。

今後も、民間交流による特産品の売り込みに力

を注いでまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末の月間有

効求人倍率は６９倍で、前年同月比０７ポイ

ントの上昇となり、１２カ月連続して前年同月を

上回っています。

新規高等学校卒業予定者の求職、求人、就職の

状況については、就職希望者は１５９人で、前年

比３６人、２３ポイントの増、うち管内就職希

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－15－

望者は１００人で、前年比３１人、４９ポイン

トの増、管内求人数は１０６人で、前年同月比２

７人、３２ポイントの増となっています。

就職内定者数は３８人で、前年比で１５人、６

２ポイントの増、就職率も前年比２ポイント

増の２９パーセントとなっています。

本年の特徴として、就職希望者数及び管内就職

希望者数がともに前年を上回っていることから、

今後も、関係機関・団体と連携して求人要請、求

人開拓などに取り組んでまいります。

昨年に続き、介護・福祉分野における人材確保

の取組として、名寄公共職業安定所、上川北部地

域人材開発センターなどと共催して「介護就職デ

イ」を設けたほか、新たに、市内の関係事業所と

情報交換を行い、今後の人材確保につなげる取組

として「名寄市介護・福祉人材確保推進懇談会」

を開催しました。

また、１１月１日には、旭川市、富良野市、士

別市、名寄市の通年雇用促進協議会合同による

「旭川圏建設業ビジネスマッチングイベント」が

開催され、名寄地区からは５社が参加して本州企

業と交流を深め、雇用環境などを知る有意義な機

会となりました。

次に、観光振興について申し上げます。

道立サンピラーパークに設置されていた映画

「星守る犬」のロケセットは、夏の有効な観光資

源として、臨時観光案内所を設置するなど、特例

として２シーズンにわたり仮設建築物許可の延長

措置をし、各地から訪れる観光客の受入を行って

きました。

仮設建築物であるロケセットの存続には、建築

確認申請許可を取得するため、補強工事及び電気

・上下水道の工事が必要であり、これに多額の費

用を要することから、名寄市観光交流振興協議会

など関係機関と協議し、取り壊しは止むを得ない

との結論に至ったことから、１０月に撤去を行い

ました。

この間の取組を検証し、成果や課題を明確にす

るとともに、様々な視点から可能性を検討し、今

後のひまわり観光の方針などについて、名寄市観

光交流振興協議会をはじめ関係機関と協議を進め

てまいります。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が２７万３

９４人で、前年度比１万４７９人の増となり、

高速道路無料化実験終了の影響が一部に残るもの

の、週末の観光客の入り込みを中心に増加傾向と

なったところです。

今後も地元特産品などの販売により、多くのお

客様に立ち寄っていただけるよう努力してまいり

ます。

ふうれん望湖台自然公園については、キャンプ

場やコテージ、風扇館など公園施設の利用促進に

取り組み、５月から１０月末までの開園期間中、

６５４人が利用されました。

また、センターハウス閉鎖に伴い、４月１１日

から運行している代替施設へのバス運行について

は、１０月末現在で７６回運行、延べ４８４人が

利用されています。

名寄ピヤシリスキー場については、本格的なス

キーシーズンを迎えるにあたり、１２月８日のオ

ープンに向けリフト整備など準備が進められてお

り、１２月３日には安全祈願祭が行われ、シーズ

ン中における安全と無事故を祈願する予定です。

次に、御当地Ｂ級グルメ「煮込みジンギスカ

ン」ＰＲ事業について申し上げます。

これまで、市民有志と名寄市観光交流振興協議

会ブランド部会で取り組まれてきましたが、官民

一体となった体制を確立するため、７月２７日に

「第７４６煮込みジンギス艦隊」を設立し、積極

的なＰＲに取り組んできました。９月８日に稚内

市で開催された「日本青年会議所北海道地区大

会」をはじめ、１５日から１７日に旭川市で開催

された「北の恵み食べマルシェ２０１２」、１０

月１３日に福岡県北九州市で開催された「日本青

年会議所全国会員大会」、さらには１０月７日か

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－16－

ら東京中野区で開催された「中野にぎわいフェス

タ」にそれぞれ出店し、いずれもイベント途中に

完売になるなど好評で、注目を集めています。

次に、緑の分権改革調査事業について申し上げ

ます。

「もち米」及び「ひまわり」を活用した新商品

開発や関連企業との連携による交流人口の拡大、

「なよろ」の知名度向上を図ることを目的に、全

国的な市場状況も含めて、新たな観光資源として

の「視点」を加えることなどの調査研究を実施す

る「緑の分権改革調査事業」が、９月に総務省か

ら事業採択を受けました。

現在は、市内外の関係者で組織された「名寄市

寒冷地型食クラスター事業交流推進委員会」を設

置し、専門的な見地からの意見も聴取し、様々な

可能性について検討しています。

次に、観光キャラクターについて申し上げます。

名寄産業まつりで初披露した「なよろう」の着

ぐるみは、９月以降の毎週末、市内の様々なイベ

ントで利用され、定着が進んでいます。

また、民間企業の協力により「なよろう」を活

用した商品も開発されており、経済活動の活性化

が図られるよう、引き続き市民周知とＰＲ活動を

行ってまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

１０月１日に、名寄小学校において、学校力向

上に関する総合実践事業の一環として教育講演会

が開催されました。講演会には、市内の小、中学

校から約６０人の教職員が参加し、研修を深めま

した。

１０月１６日には、名寄小学校と名寄中学校を

会場に、名寄市教育研究所主催の教育研究大会が

開催されました。各会場校では、授業が公開され、

市内の小、中学校の教員が、授業力の向上を図る

ため、活発に研究協議を行いました。

このほか、各学校では、指導主事を要請して校

内研究授業や公開研究会を行うなど、教員の指導

力や資質の向上に努めています。

また、本年６月に立ち上げた名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会では、子どもたちの学力向上を

目指し、学習指導の工夫改善に関する研究グルー

プが北海道教育委員会作成のチャレンジテストの

活用の工夫、校内研修の充実に関する研究グルー

プが校内研修推進の手引の作成、教育資源などの

活用に関する研究グループが各学校で市立天文台

を有効に活用するための事例集の作成など、それ

ぞれ研究内容の具体化に向けて取組を進めていま

す。

名寄市街地区における小学校の適正配置につい

ては、新校舎の基本設計をプロポーザル方式によ

り行うこととし、建設に向けた準備を進めていま

す。また、旧風連中学校解体緑地工事については、

当初予定していた社会資本整備総合交付金から過

疎対策事業債に充当財源を変更し、実施してまい

ります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

大学図書館整備の基本構想・基本計画の策定に

ついては、８月から５回にわたり検討委員会を開

催し、策定作業を進めています。１１月６日には、

市内の保健・医療・福祉に係る有識者及び幼児教

育の振興や市立図書館の運営に係わる方々と大学

図書館の整備について意見交換会を行いました。

いただいた多くの御意見を計画の策定に反映して

まいります。

道北地域研究所は「地域資源を利用したまちづ

くり」を統一テーマとした市民公開講座の第２回

目「女子大生の視点で作る地域名物」を１０月１

０日に、第３回目「高齢者と映画づくり」を１０

月３１日にそれぞれ開催し、合わせて７４人の方

々が参加されました。また、１１月１０日に「子

育て支援のネットワークづくり」をテーマに開催

した地域シンポジウム２０１２には、５８人が参

加され、乳幼児期の子を持つ親の現状を語り合い、

親として成長を支えあうネットワークづくりにつ

いて考える機会となりました。

今後も、名寄市立大学の専門性と特色を生かし
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た地域貢献活動の取組に努めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校における食の指導は、栄養教諭が学校給食

を生きた教材として給食の時間を利用して行って

いるほか、子どもたちが食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身につけることができるよう、

指導の充実に取り組んでいます。

また、給食だより「いただきたいむ」を通じ、

食育の重要性を子どもたちはもちろん保護者に対

しても伝える取組を行っています。

１１月には６種類のパンが選べる「大好きパ

ン」を実施し、行事食の充実を図っています。

今後とも、衛生管理や栄養バランスに配慮した

子どもたちに喜ばれる給食の提供と、生産者の顔

が見える地場産品の活用をとおして、安全で安心

な学校給食の提供に努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

名寄市公民館では、公民館講座として１０月２

２日に自治基本条例研究の第一人者で知られる北

海学園大学教授の神原勝氏を招いて「自治基本条

例と市民のかかわり」をテーマとした講演会、１

０月２６日には北海道医師会会長の長瀬清氏を招

いて「地域の医療を考える」をテーマとした講演

会を開催しました。「地域の医療を考える」講演

会には、名寄市立大学看護学科２年生が授業の一

環として聴講したこともあり、１２０人以上の市

民が北海道の医療や医師の現状などについて学び

ました。

１０月２８日に市民文化祭と連動させた第５回

「生涯学習フェスティバル」を市民文化センター

で開催しました。切り絵、絵手紙、ニュースポー

ツなどの体験コーナーやワークショップブースに

多くの市民が訪れました。また「出会いの広場」

では、中高生、大学生の「はがきイラストこんぺ

２０１２」の表彰式やダンス、コンサートのほか、

札幌を拠点に活動しているヨミガタリを楽しむ会

による「きりがたりシアター」が開催されました。

風連公民館講座では、１０月２７日に美深町仁

宇布から講師を招いて「シラカバ樹皮を使った工

芸品作り」を開催し、１７人の受講者が身近な材

料から温かみのある作品を作り上げました。

放課後子ども教室については、１０月１０日に

運営委員会を開催し、前期の活動状況などについ

て意見交換を行いました。主な成果として、授業

前半の自学自習の場面では、子どもたちが自分の

課題にしっかりと取り組んでいることや、授業後

半の書道教室、絵画教室などのテーマ学習の場面

では、子どもたちが個性を発揮して取り組んでい

ることなどが挙げられました。

今後も、子どもたちの学ぶ意欲や学び方を一層

育てるよう、活動を工夫してまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

本年度の古典文学講座は、「没後百年『北海道

ゆかりの歌人石川啄木』」をテーマに全６回開催

し、石川啄木の道内での生活について理解を深め

ました。

風連分館では、１０月１８日に地域子育て支援

センター「こぐま」を会場に「秋のおはなし会」

を開催し、多くの親子が参加しました。

１１月３日文化の日には、本館、分館で「特別

開館」と「雑誌のリサイクル」を行いました。ま

た、本館では「図書館まつり」として、希望者を

対象に愛読書をフィルムでフルコートするサービ

スや乳幼児と小学生低学年を対象とした「お楽し

み会」を行い、子どもから大人まで多くの方々が

参加されました。

次に、市立天文台について申し上げます。

市立天文台の活用については、名寄市教育改善

プロジェクト委員会と連携を密にして、理科教育

などにおける有効活用の取組を進めています。

「小学生による小惑星発見プロジェクト」は、

昨年に引き続き１０月から小学校５・６年生８人

が、小惑星発見の夢が叶えられるよう取り組んで

います。

１０月１３日から行われた杉並区制施行８０周

年記念事業において、杉並区から要請を受け派遣
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した移動式天文台車ボラリスⅡによる夜間観望会

や小学校理科授業の太陽観望会では、延べ５３

１人の区民の皆様が観望に訪れ、同行したマスコ

ットキャラクター「なよろう」とともに名寄市を

ＰＲしてきました。

今後も、移動式天文台車ボラリスⅡを含めた市

立天文台の更なる活用・普及を図りながら、交流

人口の拡大に向けた取組を進めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

５５回目となる市民文化祭は、１１月２日から

４日まで市民文化センターを会場に開催されまし

た。展示発表は、２９の団体や個人から短歌、俳

句や絵画、書道、写真のほか児童生徒作品など

１６９点が出展され、延べ５００人の市民が観

覧されました。また、４日に市民会館で行われた

芸能発表は、名寄太鼓保存会によるオープニング

で始まり舞踊、箏、詩吟、ピアノ、バレエなどに

２４団体、２４１人が出演し、７００人を超える

市民が訪れ、賑わいました。

風連文化祭は、１１月２日と３日に開催され、

８００人を超える来場者が、２３の団体や個人か

ら出展された６８５点の作品と１５団体１４５人

による芸能発表を楽しみました。

（仮称）市民ホールについては、基本設計報告

書を基に実施設計委託業務に着手しており、来年

２月末までに詳細設計を完成する予定です。また、

開館後の業務を一部委託する委託候補事業者を選

定しました。

今後も、ハード面に併せ、ソフト面においても、

文化芸術の拠点として、さらには市民コミュニテ

ィの醸成、賑わいづくりの場となる施設を目指し

てまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月１９日から２８日まで、企画展「戦争体

験を語り継ぐパネル展」を開催しました。戦争体

験者が高齢化する中、次世代に語り継ぐため、聞

き取りしたＤＶＤをパネル化し、関連の収蔵資料

とともに展示を行い、４９６人が観覧されました。

ＳＬ排雪列車キマロキ編成の野外展示には、道

内外から多くの鉄道ファンが訪れましたが、車両

を冬期間の降雪や凍害から守るため、１０月２４

日に冬囲いを実施しました。

また、９月６日には、市指定有形文化財の日本

基督教団「名寄教会堂」の説明看板を更新しまし

た。

今後も、文化財の保護整備や啓発に努めてまい

ります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

本年度も１０月８日体育の日に「スポーツフェ

スティバル」を開催しました。市内体育施設を無

料開放したほか、スポーツセンター及び風連Ｂ＆

Ｇ海洋センターでは、体力測定などを実施しまし

た。

また、名寄・風連両地区の屋内外では様々な催

しが行われ、全体で４００人の市民がスポーツ

を楽しみました。

スポーツ推進審議会とスポーツ推進委員の会で

は専門部会を構成して、平成１２年度以来となる

「市民のスポーツ意識調査」を５００人の市民

を対象に実施しました。調査に御協力いただいた

市民の皆様に感謝申し上げますとともに、調査結

果については、現在策定中の第２次社会教育中期

計画に反映してまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

夏に開催された「へっちゃランド」と「名寄市

・杉並区子ども交流」の思い出写真展を、９月２

５日から１１月１９日まで文化センターなど３会

場で開催し、子どもたちの活動を多くの市民に紹

介しました。

１１月１１日には、スポーツセンターを会場に、

子ども会育成連合会と共催事業の第６回子ども会

スポーツ大会「フットサル」競技を開催し、１６

組１３３人の子どもたちがスポーツを通じ交流を

深めました。

９月２８日には、平成２４度名寄市青少年表彰
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式を行い、活動に顕著な功績のある個人１人を表

彰しました。

また、小・中学校及び高等学校を対象に名寄市

青少年健全育成標語を募集し、１１月２９日に最

優秀作品を表彰しました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

１０月９日から１２日まで市内全小中学校を訪

問し、上半期におけるハートダイヤルや適応指導

教室、月２回の夜間相談の状況を説明しました。

また、児童生徒の悩みや不登校に対する早期対

応などについて連携を図ることを確認し、併せて

ハートダイヤルのＰＲ用「安心カード」を全児童

生徒へ配布しました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（黒井 徹議員）

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２３分

再開 午前１１時３５分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第６ 議案第１号 名寄市指定地域密着型

サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業に関する基準等を定める条例の制定について

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１号 名寄市指定〇市長（加藤剛士君）

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業に関する基準等を定める条例の制

定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り介護保険法の一部が改正され、これまで介護保

険法及び厚生労働省令で定められていた当該サー

ビスの事業に関する基準等が地方自治体の条例に

委任されたことに伴い、本条例で国の基準省令を

特定し、これを引用する旨を規定するものとして

制定をしようとするものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

本件は、市民福祉常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第７ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

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２号 名寄市手数〇市長（加藤剛士君）

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

地球環境保護に資するため、平成２４年９月に

都市の低炭素化の促進に関する法律が公布をされ

ましたが、本件はこの法律の目的である都市の低

炭素化の促進や都市の健全な発展のために創設を

された低炭素建築物認定制度における市の審査、

認定事務に係る応分の受益者負担分として、低炭

素建築物新築等計画認定申請手数料を名寄市手数

料徴収条例に追加をしようと当該条例の一部を改

正をしようとするものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

本件は、経済建設常任委員会に付託をいたしま

す。
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日程第８ 議案第３号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市立学校設置条例の一部改正についてを議

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３号 名寄市立学〇市長（加藤剛士君）

校設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２４年度をもって風連日進小中学

校が閉校することについて地域との調整が整いま

したので、本条例の一部を改正をしようとするも

のであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３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（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市下水道条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市下水〇市長（加藤剛士君）

道条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り下水道法の一部が改正をされ、これまで政令で

定められていた公共下水道の構造の技術上の基準、

終末処理場の維持管理に関する基準に関する事項

が地方自治体で定める条例に委任されたことに伴

い、名寄市下水道条例の一部を改正をしようとす

るものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４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（黒井 徹議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

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５号 名寄市水道〇市長（加藤剛士君）

事業給水条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
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る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り水道法の一部が改正され、水道の布設工事監督

者の配置、資格基準及び水道技術管理者の資格基

準に関する事項が地方自治体で定める条例に委任

されたことに伴い、名寄市水道事業給水条例の一

部を改正をしようとするものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５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（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 指定管理者の指定について（道の駅なよろ）

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６号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第２条に規定をする公募に

よる施設である道の駅なよろについて、名寄市公

の施設に係る指定管理者候補者選定委員会の報告

を踏まえ、指定管理者の候補者の選定を行いまし

たので、指定管理者の指定をいたしたく、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を求めるものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

この議案については、〇２番（奥村英俊議員）

市長のほうからありましたように名寄市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基

づいて指定をしていきたいということだというふ

うに思いますけれども、この条例を施行するに当

たってのガイドラインがあるのかどうかというこ

と、それから今回応募が１団体ということであり

ますので、そういった１団体の場合についての事

前に決めていること、１団体の場合はどういうふ

うに取り扱いをするのかということがあるのかど

うかについてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

もう一点、この施行規則の中の第９条でこれら

の内容を公表するということになっています。そ

ういう観点から、まず選定の審議の中で市長に意

見を述べるもの、審議の内容について市長に意見

を述べるというふうになっていますので、その内

容についてお知らせをいただきたいのと総合評価

点の内訳について教えていただきたいというふう

に思います。また、参考に前回の評価点について

もお伺いしたいというふうに思います。

それから、もう一点、評価に当たっての評価基

準がどういう形になっているのか、またそのよう

なボーダーラインというのがあるのかないのか、

それについてもお知らせをいただきたいというふ

うに思います。

最後に、そういった状況の中で今回指定をして

いくというふうに審査会の中でそういう形になっ

ていった理由についてお伺いをしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の指定管理に係〇総務部長（扇谷茂幸君）

る内容について数点質問をいただきましたので、
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若干お答えとしては重複する部分もあるかと思い

ますけれども、お答えをしたいと思います。

指定管理に係る、いわゆるガイドラインの考え

方でありますけれども、それぞれ条例の中で一定

の考え方示されておりますけれども、公の施設に

係る指定管理者の選定委員会というのがありまし

て、この中で申し送り事項としまして、選定に当

たりましては委員１人の持ち点２００点としてお

りまして、これを今回１０人の委員さんで選定を

したということで合計０００点の持ち点の中で

選定を行ったという経過がございます。それで、

１つ申し送り事項としまして、これがガイドライ

ンという言い方になるかどうかということであり

ますけれども、選定に当たりまして委員１人の持

ち点が２００点ということでありますから、これ

の５割を下回った委員さんが１人でもおれば決定

を保留をしまして、疑問点について再度ヒアリン

グをして可否を決定するというような一連の流れ

になっております。これにつきましては、おおむ

ね選定に当たってのガイドラインというふうに考

えておりまして、この部分につきましても５割を

切るというところが一つのボーダーになるという

ふうに考えております。

それから、内容の公表につきましては、一定程

度ホームページ等でも結果については公表してい

るというところでありますし、あわせてそれぞれ

年度に収支決算含めての報告をいただいておりま

すので、その分につきましては都度議会にも報告

をさせていただいているというところであります。

総合評価点の点数の内訳ということであります

けれども、この間公表させていただいております

のはそれぞれ採点に当たりましての総合評価点と

いう形で、合計点のみおおむね公表させていただ

いているということであります。ちなみに、今回

道の駅なよろにつきましては０００点の評価点

のうち４６５点を評価点としております。今ち

ょっと手元に前回の評価点がございませんので、

後ほどお示しをしたいと思っております。

結果につきまして市長に意見を述べるというと

ころでありますけれども、結果につきましては選

定委員会の報告後、決裁にて、市長まで決裁を上

げて一定程度承認をいただくという一連の流れの

中で御意見をいただく部分についてはいただくと

いうことの手続をとっております。

以上です。

（何事か呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。答弁漏〇総務部長（扇谷茂幸君）

れがございました。１団体における場合につきま

しても基本的には従前と同じ考え方の中で選定を

行っているというところであります。本来であれ

ば公募を行いましたら、できれば複数の団体の応

募が望ましいとは思っておりますけれども、さま

ざまな事情を含めて、特に募集に係る要項の中で

名寄市に本支店もしくは事業所を有する団体とい

うことで要項を定めておりますので、そうした部

分で適切な業者ということで１社にならざるを得

ないというような、公募としては１社のみという

ことも当然あるというふうに考えておりまして、

そこのところは従前のさまざまな内容を含めて、

今申し上げましたボーダーラインの考え方も含め

て厳正に対応させていただいているというところ

であります。

（何事か呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

選定の理由というこ〇総務部長（扇谷茂幸君）

とでありますけれども、道の駅なよろにつきまし

ては既に平成２０年から指定管理ということにな

っておりまして、特にもち米の里という、いわゆ

るこれまでの愛称と言われておりますけれども、

そういったことに象徴される地域ブランドのイメ

ージづくりに力を発揮してきたということがあり

ます。行政報告でも述べさせていただいておりま

すとおり、観光客含めて相当数の入り込みの実績

があるということで、今回につきましてもこれま

での実績含めて、いわゆる指定管理の指定に十分
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値をするという、そんな判断をもって決定をして

きたという経緯がございます。この辺につきまし

ては当然私どもも市長も含めての共通の認識とい

うことで御理解をいただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今総務部長からありま〇２番（奥村英俊議員）

したように、選定の理由についてはこれは市民の

皆さん、また道内、道外から来ていただいた利用

の皆さんよく理解できる事業の中身をしていただ

いていますし、理解できるところでありますが、

この指定管理制度の運用に当たっては今聞くとこ

ろによるとガイドライン的なものは総合評価点数

の５割切るか切らないかが申し送りという形ぐら

い、細かくあるのかもしれませんけれども、それ

はお話しいただけていないから、わからないので

すけれども、そういうものしかないのかなと。こ

の制度自体しっかり運営していくに当たっては、

もっと公平性や透明性、それから評価に当たって

の申請の排除とか、そういうものを明確に示すも

のがないと、特にこうやって１社しか来ていない

場合について何が基準でそこになったのかという

のが市民の皆さんにとって、当然今までの実績も

含めて考えたときに問題ないと皆さんが思ってく

れる部分あると思いますけれども、そこはやっぱ

りしっかり説明ができるようになっていないとち

ょっとだめなのではないかと思います。

評価の言われたボーダーについても５割が本当

に妥当かどうかというのは、ちょっと皆さんがど

ういうふうに思うかわかりませんけれども、私の

考えの中でいうと通常合格点ということであれば

７０点、８０点、中間の７５点ぐらいというのが

妥当ではないかなというふうに思います。５０点

でオーケーというのは、ちょっと課題や問題があ

るということも含めてというふうに思わざるを得

ない部分がありますので、そういったところにつ

いてこの制度を運用するに当たって今後そういう

ふうにガイドラインをきちっとつくっていくとい

うお考えがあるかどうかお伺いしたいというふう

に思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理の考え方に〇総務部長（扇谷茂幸君）

も一部通じる部分であろうかと思いますけれども、

これまで指定管理の導入に当たっては、いわゆる

行財政改革という視点で民間でやれる事業につい

てはしっかり民間活力も含めてお願いをしていく

という基本的なスタンスがありまして、行政では

なかなか持ち得ない技術力でありますとか、経済

性含めてその辺は民間の力をしっかりかりていく

という基本的な考えがありますので、その中で指

定管理の制度をこれまでも導入をし、運用してき

たという経過がございます。１社しか来ない場合

のいわゆる透明性の確保の部分でありますけれど

も、若干答弁漏れもありましたけれども、評価に

当たりましてはさまざまな視点でヒアリングを行

っておりまして、施設管理遂行のための例えば経

営方針の部分でありますとか、それからサービス

向上への考え方でありますとか、今後施設管理に

当たって市民ニーズをどういうふうに捉えてどう

事業展開していくのかと。具体的なさまざまな中

身につきまして、おおむね項目としては大項目で

１２点ほどにわたる内容につきましてヒアリング

を行っておりますので、この辺をそれぞれ委員さ

ん厳格に採点をされているというふうに考えてお

ります。今後その中身につきましても、いわゆる

どういった内容の評価をしているのかというとこ

ろにつきましてもできるだけ機会を捉えて、これ

はしっかり市民の皆さんにも報告をさせていただ

きたいというふうに考えております。

ボーダーの考え方につきましても５割というこ

とでありますけれども、こうした評価点を設定す

るに当たりましてはおおむねやはり５０％という

のが基準になるかなというふうに思っております

ので、その辺はあくまでも評価項目の内容に係る

部分と照らし合わせまして、しっかり運用させて

いただきたいというふうに考えております。

ちなみに、前回の評価点でありますけれども、
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前回２社から応募がありまして、このときは委員

さん８人で、２００点の持ち点は変わりませんか

ら、これ６００点満点ということでありまして、

最終的に株式会社もち米の里ふうれん特産館にこ

の場合も決定しておりますけれども、このときの

総合評価点につきましては６００点中０７３

点という評価をしております。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今お考え示していただ〇２番（奥村英俊議員）

きましたけれども、とりわけ１社の場合について

の透明性ということでいえば、そういう評価点の

公表、先ほどこれから考えていくということだっ

たというふうに思いますけれども、そういったと

ころをしっかり市民の皆さんにもお知らせをした

中で、そういう意味では行革の視点でということ

だけではなくて、あそこの施設はとりわけ地方の

方も含めて利用していただくものですから、その

人たちがしっかり利用できる、利用しやすいもの、

そういった視点も含めて最終的には市民の皆さん

の税金をつぎ込んで管理運営していただくという

ことになっていきますので、そういった理解がき

ちっと得られるようにしていくべきだというふう

に思いますけれども、公表と、それからボーダー

についても５割が全てということではないかとい

うふうに思いますので、それについての見解があ

れば最後にお話しいただければというふうに思い

ます。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理の選定につ〇副市長（佐々木雅之君）

きましては、行政の職員だけではなくて民間委員

さんも３人を入れて、先ほど扇谷総務部長言いま

したように相当多岐にわたる項目で、大変よい、

よい、普通、悪い、非常に悪いと５段階方式を使

って、この間平成１８年度の制度導入以降進めて

きました。この間議会のほうには、決算委員会に

おける収支状況等に含めても御説明をさせていた

だいておりますし、毎年毎年の予算要求の関係も

含めて年度協定という形で委託料の問題について

も十分チェックをさせていただいていますし、今

回の指定管理の選定に当たりましても担当課にお

いての仕様書の設定とその仕様書に基づく個々の

提案について事細かにチェックをしておりますの

で、その資料の関係について業者さんからの提案

内容についても公表するというか、見せることも

可能だというふうに考えておりますので、今奥村

議員言われたように点数が何点が妥当かどうかに

ついては、７割という奥村議員の意見については

御意見として伺いたいと思いますけれども、全体

５割を超えたときにそれも評価として５割を超え

るということで一定の評価という形だと考えてお

りますので、この辺については基本的に変えるつ

もりはないというふうに考えています。

なお、大都市部におけるこの指定管理者の競争

状況というか、それがたくさんで手が挙がって競

争性を担保できるというのは大都市に行けば行く

ほどそういう状況があるというふうに考えており

まして、地方都市においては指定管理する方の部

分がなかなか手が挙がるのが少ない状況にもなっ

ています。門戸を広げると地元の理解が十分ない

中で金銭的な面だけで出てくるという業者がいま

すので、この辺は仕様書に対する具体的な取り組

みについて情報の守秘義務の関係であるとか、市

民の利便性を考えたさまざまな提案課題をこちら

から出しまして、それら含めて全体の総合評価と

いうことで５割を超えればよしと、こういう状況

できましたので、今後他市の状況等も調べをさせ

ていただいて、その辺のガイドラインが著しく名

寄市が劣っているのかどうか、ちょっとこの辺の

検証もさせていただきながら、より適正な市民の

ためになる指定管理制度はどうあるべきかという

ことも含めて検討してまいりたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－25－

します。

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第６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（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

暫時休憩をいたします。

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議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第１２ 議案第７号 指定管理者の指定に

ついて（ふうれん地域交流センター）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７号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第２条に規定をする公募に

よる施設であるふうれん地域交流センターについ

て、名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定

委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の選

定を行いましたので、指定管理者の指定をいたし

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

先ほどの議案第６号で〇２番（奥村英俊議員）

もちょっと話をしましたけれども、今回の新規の

部分でありますけれども、今回も応募が１団体と

いうことで、総合評価点数も０００点中２９

９点ということだったと思います。この選定委員

会での意見、やりとりと、それからこれが適して

いるということで判断した理由についてお伺いし

たいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回地域交流センタ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ーを指定管理するに当たりまして公募いたしまし

て、今御指摘のとおり１件のみということで、評

価点数につきましても０００点中２９９点と

いうことで、これまでの実績を持った指定管理の

点数配分からしますと若干低いとの、そんな御指

摘もあるのかというふうにも思っております。今

回指定管理に係る議論の大きな一つのポイントと

しましては、やはりこれまで直営でやってきた部

分との比較ということが大きなポイントになって

おりまして、それでこれまで公民館を運営をして

おりました市が直営管理をしてきたということで、

それとの比較で今後どういった指定管理としての

役割に期待が持てるのかというところの話が随分

なされております。代表的な考え方でいきますと、

やはりこれまで市として、市の直営部分ででき得

なかった新たな役割なり、そういったものを民間

の指定管理にぜひ期待をする、お願いをするとい

うところがポイントになっております。市でこう

いった施設管理をして、ある意味にぎわいづくり

というところでいきますとなかなか踏み込みにく

いというところがありまして、特に貸し館業務が

大きなウエートを占める施設ということもありま

して、にぎわいづくりということでいきますと飲

食を伴う部分での活用の方法とか、そういったも

のが今後やはり期待ができるというところがあり

ます。これまでの社会教育関係の役割を持った施

設管理をしてきたというところが主になっており

ましたので、なかなか飲食を伴う部分についての
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踏み込みというのはでき得なかったと。そういっ

た意味では、社会教育に係るこれまでの年間の利

用実績の中の割合でいきますと、おおむね３割程

度しか実は社会教育としては利用実績がなかった

と。３割という数字を考えますと、これから飲食

を伴う新たなにぎわいづくりなり地域活性の部分

で商工会が担う部分につきましてはかなり伸び代

を含めてあるのだろうという判断がありまして、

全体としては実績がない中でもやはり今後地域の

にぎわい、新たな人が集うような企画も含めて期

待ができるというところがありまして、総合的な

判断としては指定管理にお願いできるという判断

に至っているというところであります。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

期待をしながらという〇２番（奥村英俊議員）

ことについては当然の話でありますし、指定管理

に出すときの仕様書というか、それに一定の要求

水準というか、そういうのを持って仕様書を示し

ていると思うのです。それに対してどういった、

今こういうふうに飲食も含めたあれが期待できる

というふうにありましたけれども、具体的にどう

いうことを企画されて、その点についてどういう

評価をしたのかについてもちょっとお知らせいた

だきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回のヒアリングの〇総務部長（扇谷茂幸君）

中では、具体的な事業の展開についてまでの踏み

込みはありませんでしたけれども、一つの例とし

ましては、風連町には商工会にも当然加入をして

おりますけれども、おおむねこういった飲食を伴

う部分についての準備でありますとか、後片づけ

まで含めたさまざまな対応できるような、そんな

ハッピー企画という会社があるということであり

ます。主に地域交流センターで開催をされており

ますいろんな会合等につきましては、おおむねこ

のハッピー企画が担っているということで、具体

的には年間相当の売り上げを得ているということ

であります。そういったものを１つ核にしながら、

本来は地域交流センターではなかなか開催をされ

ないようなさまざまな地域のイベントもやはり町

中に持ってこられると。地域交流センターに持っ

てこられるといった具体的なそんな企画もしてい

きたいというような御提言もありましたので、私

ども今回そういったものを含めて勘案をしたとい

うことでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の説明ですと、具体〇２番（奥村英俊議員）

的な提案がなくてというふうな言い方をしながら、

今そういったイベントみたいのをしていくという

提案もあったというふうなお話だったと思うので

すけれども、ちょっとつじつまが合わないという

のが１つ。

それから、具体的なそういったものを示せない、

あるいはこちらから要求しているものについて応

えているか、応えていないかについて、例えば６

割ちょっとの点数で、本当に確かに期待をすると

ころあると思いますけれども、そういった評価の

中で適というふうにしていることについて、先ほ

ど私の考えですけれども、やはり合格点というと

ころからいくと少し足りない部分があるのではな

いかというふうに思うのですけれども、そういっ

た議論については選定委員会の中でなかったのか

どうか、もう一度お伺いをしたいと思います。

それから、最初に言った最終的な選定の理由に

ついて、これが適とした理由について、明確なお

答えがちょっとなかったかと思いますので、それ

についてもお願いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと私の説明が〇総務部長（扇谷茂幸君）

不十分というところもありましたけれども、基本

的には選定に当たりましては、やはり先ほど言い

ました具体的な項目それぞれありますけれども、

例えば管理業務に係る体制ですとか、それから職

員の配置ですとか、それから今後経費の節減含め

てどういった対応ができるのかと。かなり具体的

な部分の説明も受けておりますので、そういった
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ものを総合的に判断をしているというところであ

ります。いずれにしましても、これまで地域交流

センターの扱いにつきましては地域のにぎわいづ

くり含めてさまざまな、もっとより一層の活用を

というような期待もありますので、全体的な今後

の活用の手法として、やはり商工会が担う役割は

あるだろうというような総合的な判断であります。

そして、商工会がこれまで担ってきました地域活

動ですとか、それから社会福祉の増進であります

とか、当然本来業務としての商工業の発展等、そ

ういった基本的ないわゆる役割が今後も地域交流

センター含めてまちづくりの役割の中にしっかり

根づいて、そういう任を担っていただけるという

ような、あくまでも総合的な判断がありましたの

で、今回応募も１社ということでありましたけれ

ども、勘案をさせていただいて、決定をしてきた

ということであります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

佐藤靖議員。

それでは、何点か確認〇９番（佐藤 靖議員）

を含めてさせていただきたいと思うのですけれど

も、今扇谷総務部長と奥村議員のやりとりの中で

にぎわいづくりが争点ということになっているよ

うな話ありましたけれども、地域交流センター条

例の設置の意義からいうと、市民の教育文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するとともに、集会な

どの用に供するため、ふうれん地域センターを設

置すると。にぎわいという言葉は一つも入ってい

ないのですけれども、本来の設置目的と今言って

いることとは差異があるのではないかと思います

けれども、その辺はどういう整理をされたのかと

いうのをお聞きしたいのと、さきの決算委員会で

もあそこには今公民館、生涯学習が入っているの

ですけれども、その行き場がまだ決定をしていな

い。どういう対応をするかも準備室で残すのだ、

風連庁舎の３階へ行くのだという話は想定ではあ

りますけれども、その決定がどうされているのか

というのをお聞きしたいのと、さらには風連商工

会については人件費ということで０００万円以

上市としては支出をしていると。今度は、指定管

理でこれから議案に出てきますけれども、５年間

のもので清掃を含めてお金を出していくというと、

人件費とそういう管理業務の人件費の整理という

のはどういうふうにされていこうとしているのか

をお聞きしておきたいと思います。

さらに、ここは市の条例では厚生という部分に

入っておりますけれども、議会の所管としては総

務文教常任委員会ということで、文化教育施設と

いう認識があると思うのですけれども、そういう

公の文化施設に商工会が管理が入った場合に商工

会という看板を立てるということについて一定の

整理が必要があるのかないのか、できるのかでき

ないのか。複合交通センターみたいに複合施設だ

とある意味では可能かもしれませんけれども、そ

ういう教育施設、公施設ということの中に商工会

という経済団体が看板を立てるということには整

理が必要かどうかというお話を聞かせていただき

たいと思います。

そして最後に、選定委員会と担当課及び団体と

のヒアリング要旨というのが書いてあるのですけ

れども、この中で応募団体については本施設の指

定管理業務は商工会という中で、商工会の事業の

２本柱の一つである地域振興事業に重なり合うも

のである。本施設の設置目的は、先ほど言ったと

おりでありますけれども、次に風連商工会にとっ

て極めて意味深いものであり、本施設の利用増が

当地商店などへの来店機会の増につながるなど当

地区の活性化に直接つながるものと捉えていると。

この中で風連商工会にとって極めて意味深いもの

でありというのは、本来からいえばあそこを建て

たというのは先ほど申し上げたとおり、条例では

厚生ですけれども、教育関係の一つの施設という

ことで公民館が入っている。ところが、そこを移

すのがここではもう既に商工会が主体的になって

いる。例えば教育施設として、市の文化施設とし
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てあそこを振興させるために、奥村議員もおっし

ゃっていましたけれども、あそこを指定管理する

ほうがそれを高めるのだと。例えばコストを削減

するのだ、利用率が伸びるのだという見地ではな

くて、この場では風連商工会にとって極めて意義

深いことで、もう風連商工会が主体的になってや

ることがいいのだというふうに、ちょっと設置目

的とここで言っている要旨が主客転倒しているの

ではないかと思いますけれども、その辺の見解を

求めておきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

何点かにわたりまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

て御質問いただきましたので、お答えをしたいと

思います。

まず、地域交流センターの基本的な役割、本来

の目的というところでありますけれども、私にぎ

わいづくりも含めてのお話をちょっとさせていた

だきましたけれども、本来地域交流センターは１

つは公民館として、もう一つは貸し館業務を含め

ての、そんな両方の施設ということであります。

これまで直営で管理をしてきておりましたので、

おおむね社会教育の施設というような認識も確か

にありますけれども、一方ではやはり貸し館機能

を含めて町中のにぎわいづくりに一定程度の役割

を果たしてきたという、これは間違いのない事実

であります。施設の設置目的は、ある意味住民の

福祉に供するところというような例えがあります

から、そこのところは町中のにぎわいもおおむね

その中身に包含されると。地域は、活性化をして

にぎやかにならないとなかなかやっぱりそれは市

民福祉にもつながっていかないという、そんな思

いも私のほうではありましたので、言葉としては

ちょっと舌足らずな部分もあるかと思いますけれ

ども、そういった意味でぜひ御理解をしていただ

きたいというふうに思います。

それから、これまで風連の生涯学習が入ってお

りましたので、今回指定管理をするに当たって基

本的には行政機関はそこから出ていくということ

になります。したがいまして、業務としては風連

庁舎のほうで行うということを決めております。

それで、しかしながら公民館機能はそのまま残り

ますので、そこのところは当然瑞生大学を含めて

開催における準備行為が必要になるということで

ありますから、これまでの事務室につきましては

準備室というような形で、職員の常駐はありませ

んけれども、必要なときには必ず職員がそこに行

って、やはり準備行為をするということはありま

すので、基本的にはそんな考えでおります。

それから、人件費のお話もちょっとありました

けれども、今回指定管理をするに当たって、１つ

費用対効果という考え方でいきますと、先ほども

申し上げましたけれども、これまでの生涯学習で

はなかなかやっぱり踏み込みができなかった新た

なにぎわいづくりなり、新たな地域交流センター

の活用の手法なりというところで、商工会の役割

が出てくるというところで今以上の利用があるだ

ろうと。期待されるというところが１つ費用対効

果として出てきます。それで、指定管理に当たっ

ての指定管理料の考え方の中でも、これまでの考

え方からして民間活用を行う場合についてはやは

り私どもの費用負担につきましてもできるだけ縮

減をしたいという思いもありますので、そこのと

ころは維持管理に係る部分につきましては当然直

営でありましても指定管理でありましても係る経

費は一緒と。あとは、おおむね管理に係る人件費

をどのように見るかというところになろうかと思

いますので、ここのところは最低限の見積もりの

中で今後協議をさせていただきたいというのあり

ますし、これまで生涯学習が担ってきた施設管理

が一定程度緩和をされるということもありますの

で、今後の生涯学習の適正な人員配置につきまし

ても改めて検討させていただきながら、総じて人

件費含めた行財政効果はあるのだろうというよう

な判断をしております。

それから、商工会が地域交流センターに入ると

いうことのお話がありました。これまで指定管理
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に係る施設につきましては、基本的に指定管理に

特化した形で指定管理者が入るということがあり

ます。今回１社、公募ということで、商工会がそ

の任を担うということでありますから、これは仮

に施設に入りましても従前の商工会の業務はやは

り出てくると。指定管理に係る部分、それから本

来の商工会業務に係る部分、こうした業務の違い

はこれは出てくるというふうに判断をしておりま

す。しかしながら、商工会本体の考え方にちょっ

と戻りますけれども、商工会自体は公共的団体と

しての扱いはこれまでも商工会議所同様に御認識

をされているというふうに思いますし、社会福祉

の増進含めてここのところは本来の地域交流セン

ターの設置目的にも合致をしていくということで、

商工会が入ること自体がいわゆる目的外の施設使

用になるかどうかというところについてはそうは

ならないと。目的内であるというふうに考えてお

ります。

それで、実際に入って一定程度どういった看板

を掲げていくかということでありますけれども、

いずれにしましても地域交流センターの中で指定

管理としての事務室の活用は当然あると。その中

に商工会が入っていくと。今（株）ふうれんが入

っておりますけれども、商工会が入るということ

で、そこのところについてはおおむね指定管理に

係る、当然事務所が用意をされているということ

でありますから、そこに入るということで、問題

は指定管理の部分と商工会本来の業務の区分けを

どうするかというところの整理は御指摘のとおり

あるのだろうと思います。それで、そこのところ

はこれまで（株）ふうれんが入って一定程度実費

徴収等に係る費用の負担はしていただいておりま

すので、おおむね当面はその考え方を踏襲をしな

がら、指定管理に係る年度協定の中でぜひ協議を

させていただきたいというふうに思っております。

以上です。

（「要旨は」と呼ぶ者あり）

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。答弁漏〇総務部長（扇谷茂幸君）

れがございました。指定管理の指定について、要

旨の中で風連商工会にとって極めて意義深いもの

であるという、そんな記述があるということで、

これはどういう意味だということであります。こ

このところの問い方、ちょっとさまざまあるのか

と思いますけれども、これまで説明してきました

とおり今回指定管理者の選定に当たりまして、や

はり新たに風連商工会に担っていただく部分の役

割というのは大変大きなものがあるという意味の

意義深いものということであります。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

苦しいですね。非常に〇９番（佐藤 靖議員）

苦しいというか、例えば設置目的も条例の一部を

改正をしてやるというのはわかるのです。設置目

的のその部分だけ過大解釈をしてにぎわいに振る

というのは、あの条例を決めたのは当時の総務文

教常任委員会で審査をさせていただいて、そうい

う社会教育施設という意味合いを含めてあの条例

を認めて可決をして施行していると。それがこの

段になると設置目的よりも解釈を少し拡大をして

そちらへ振るというのは、私はそれは本来かなと

いう感じはするのです。あそこの研修施設を当初

建てたときの目的を含めて、どういうふうに生か

していくために商工会が担うほうがいいのだとい

う解釈をしているというのなら別ですけれども、

それではなくてにぎわいをつくるというのはちょ

っとどうかというふうに思いますし、例えば公共

施設の中に商工会という看板についてもやっぱり

これも苦しいと。では、株式会社ふうれんが年間

払っていた６０万円をベースに家賃を取るのかと。

施設の中で、では業務が商工会業務が何割で、セ

ンターの管理義務が何割でという、そういう比率

を出すのか。そういうこともきちっと決めておか

なければいけないと私は思うのです。それは、名

寄の駅横、複合交通センターの、商工会議所が入

る経済センターのときもその議論はしましたし、

そのときにも入居基準を早くつくるべきだと。前
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回の定例会でもその質問はさせていただいて、そ

れはこういうことがあるときに市民の皆さんが疑

念なく、例えば商工会議所が経済センターに入る

のは市長の担任事務、風連商工会が研修センター

に入るのは指定管理、それを市民の方々がどうや

って理解をするかといったら、にぎわいのために

という一言だけではやはり私はクリアできないの

ではないかと思いますけれども、これは部長より

も副市長あるいは市長からの御答弁をいただきた

いと思いますし、もう一つは風連商工会が入った

場合、今の規則からいうと使用料の減免というの

は市及び教育委員会が主体となっているものにつ

いては１０割と。そのほかについては、社会教育

関係団体あるいは学校教育関係団体及び社会福祉

関係団体が利用する場合は５割と。要するに経済

団体は、利用しても、何の会議室を使っても満度

にお金をいただくと。指定管理であっても、そう

いう解釈でよろしいのか、そういう理論を立てて

よろしいのか、その辺の御返事もいただきたいと

思いますし、全国公立文化施設協会というのがこ

ういう公立の文化施設の指定管理導入する場合に

ついては、地域におけるミッションを検討する必

要があると。このミッションというのは使命と役

割だと。それは、文化施設としての使命と役割を

どういうふうに果たすのだと。利用がふえる、に

ぎわいができる、商店がにぎわうということは、

私は本来のミッションではないというふうに判断

しますけれども、その検討はされてきたのか。ど

ういう判断が出されたのかお聞きしたいのと、教

育委員会の公民館あるいは生涯学習があの施設に

準備室を置いて、なおかつほかに移って何かがあ

るときにあそこに寄るというやり方が、風連地区

はこの公民館を中心に、地域もそうでありますけ

れども、公民館活動が活発だというのを自負して

いた地域でありますので、それをさらに高めるた

めに、これは市とは別機関でありますから、教育

委員会は。教育長として、これは現状どういうふ

うに受けとめていらっしゃって、今後どういうふ

うに風連地区の社会教育あるいは公民館活動を高

めようとされているのか御答弁をいただきたいと

思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員から御質問〇副市長（佐々木雅之君）

がありました。１つは、看板をかけるかどうかと

いうことなのですけれども、今回の入居というか、

今回商工会があそこに入ることにつきましては指

定管理者ということで入ってきます。市からの委

託業務を受けている事業所、それから指定管理を

受ける事業所等につきましては、業務遂行に必要

な事務所面積というか、スペースについては市の

ほうで従前からも提供してきました。そこに公の

施設の業務に利用に支障ない範囲の中で入居をし

て、本来の商工会業務をやると。商工会業務の関

係につきましては、先ほども扇谷部長言いました

ように公共の福祉の増進につなぐということも含

めて、それは定款の中にうたわれておりますので、

市のほうの行政との連携も含めて、そこは支障は

ないのかなというふうに考えています。

それと、料金の関係につきまして、実費徴収金

の関係につきましては今回の指定管理が議決終わ

った後に実費徴収金につきまして協議をして、そ

の実費徴収金の額については年度協定する指定管

理料の中から差し引いて指定管理料を算定しまし

ょうということで事前に打ち合わせはしています。

まずは議決をいただいてからの話になりますので、

それについては御理解を賜りたいと思っています。

それから、商工会が行政の公の施設、それから

庁舎等に入っていることにつきましては、実は名

寄、今回のが初めてではなくて、道内各市町村で

そういう実績もあります。うちでいいますと、社

会福祉協議会が福祉センターの中にも入っていま

す。風連庁舎にも入っています。これは、１つは

民間の業者の方々がそこで商売をするために入っ

ているのではなくて、公共的団体として行政と一

定の役割を連携をしながら業務をすることが住民

のための公共の福祉につながるという観点から、
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市長が判断をして入居していただいて、それに対

して議会、市民の皆さん方からおかしいという議

論になりますと、そこは市長が考え方を改めるこ

とによってそこの場所でないところでやってもら

うということになるのかもしれませんけれども、

過去この種の問題については特に議会でも御議論

がなかったように考えています。

それから、先ほど扇谷部長が生涯学習施設とし

てにぎわいづくりの観点も中心に説明をさせてい

ただきましたけれども、小さな地域における人口

規模の小さいエリアの生涯学習施設というのは、

生涯学習施設のみに特化した形の利用が本当に望

ましいのか。そこは、そういう地域であればこそ、

地域の商工振興やらにぎわいづくりやら、さまざ

まな分野のところで使っていただくことも決して

目的に反しないのではないかなと。なおかつ、風

連の商工会から提案された中に自主事業、実行委

員会を設置をして行いたいと。ここにつきまして

は、商工会、それから文化協会、公民館、町内会

などの皆さん方にも一緒に協議をさせてもらって、

しっかり地域の生涯学習施設としての機能も拡充

をしていきたいと、こういう提案がありましたの

で、単ににぎわいづくりだけではなくて文化的な

事業、それから生涯学習機能としてもそういう団

体と連携、協議をしながら進めていきたいという

ことでありますので、これについても決して施設

の目的から反しないのではないかなというふうに

考えております。

なお、最後になりますけれども、風連商工会に

とって極めて意義深くということについては、こ

れ商工会のほうが言っている話なので、私たちが

どこまでこの説明ができるかちょっとわかりませ

んけれども、これは先ほど言いましたように小さ

な規模の地区の中で本施設の利用者増が当該商店

街等への来店の機会が増加することにつながって、

地域の皆さん方と一緒に活性化に結びつくという

ことの、そういう形のところでのことも含めて、

恐らく極めて意義深いことだというふうに言った

のではないかと思っています。これから単に公共

施設の関係につきましては、１つの目的だけでな

くて、総合的にその地域のために何が必要なのか、

何が有効なのかも考えていると。今回のものにつ

きましては、主たる目的は生涯学習施設というこ

とで、その機能を維持していきながら、さらに地

域の皆さん方と関係する団体と協議する組織も立

ち上げをして、これからにぎわいづくりもあわせ

て行っていきたいということでありますので、こ

れは行政が考えています住民の公共の福祉の関係

についても適合するものだと考えておりますので、

それら含めて今回はよしとした判断をさせていた

だきました。

なお、減免の関係につきましては、教育部のほ

うから、恐らく決まっている規則等に基づいて行

いますので、そのとおり行うということでいいか

と思いますけれども、もし食い違っていれば教育

部長のほうから説明をさせますので、お願いしま

す。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの指摘でござい〇教育長（小野浩一君）

ますけれども、私も指定管理者制度の導入に当た

り公民館活動に支障がないかというような視点で

これまでもこの件に当たって考えてまいりました。

私なりに考えているところでございますけれども、

１点目としてこれまでの３年間の直営の実績を踏

まえて、いろいろ考えているのですが、例えば昨

年度の利用状況から考えますと、公民館活動とし

ての年間の利用状況が先ほど総務部長からもお話

ありましたが、およそ３割であるということでご

ざいます。それと、２つ目なのですが、２つ目は

風連地域の公民館活動の現状を見てみますと、地

域密接型の分館活動が大変充実しているというぐ

あいにして捉えております。したがいまして、今

後は利用団体の自主的な活動が期待できるのでは

ないかと。この２点から、今後特別大きな支障が

なく、公民館活動の充実に向けて対応できるので

はないかと考えておりますし、ただ１つは人員配
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置の件でございますので、今後人員配置につきま

しては十分な配慮をしていきたいと。それは、公

民館活動の原理原則に住民主体の原則はもちろん

ですが、職員による学習支援体制の充実というこ

ともしっかりうたわれておりますので、人員配置

に十分留意して対応していきたいなと、そんなふ

うに考えております。御理解いただきたいと思い

ます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

御答弁は得られません〇９番（佐藤 靖議員）

でしたけれども、教育部長はうんと言っていまし

たので、使用料についてはこれでいくと。心配す

るのは、例えば社会福祉関係団体登録みたいのを

されて、施設内で利用されることではなく、そこ

有利性を強調するのではなくて、基本に基づいて

徴収するということでいいということでよろしい

ですね。

ただ、私は指定管理が全て悪いとは言わないの

です。ただ、行財政改革のそれは視点はわかるの

です。今やはりコスト軽減をしなければいけない。

一方では、施設の利用度を高めなければいけない

ということはわかるのです。ただ、指定管理を前

提とすると、今教育長の御答弁にもありました。

利用率が３割ぐらいです。なぜそれを５割にさせ

る努力をさせないのかと。それは、お尻をたたい

てでももっとやれと。あなた方、これ限界だねと。

では、指定管理に移して利用度を上げようか。あ

そこの施設を有効的に使おうかという取り組みが

されたのかと。やはりそれが指定管理ありきの方

向で進んでいるのではないのかと。そうすると、

バックデータをとるために１年あるいは２年ある

いは３年、その期間だけ直営でやってバックデー

タがとれたので、さあ、指定管理しましょうと。

そういうことでは、市民の本来の福祉向上につな

がったり、施設の有効活用につながっていくので

すかと。場合によっては、指定管理を１年延ばし

てでも、２年延ばしてでも直営でやって、最後の

最後一生懸命やってみてこれ以上は無理だという

ところが見えたときに指定管理という話が出てく

るのなら、私もそれはわかるのです。指定管理が

ありきでやるから、この部分どうだ、あの部分ど

うだと言われると、これから協議、あるいはこれ

からそこは人員配置も含めてやる。それは、いつ

も言うけれども、後手に回るだろうし、本末転倒

になるのではないかと。ここでやっぱり指定管理

のあり方というのは、行財政改革の方針はわかり

ますけれども、理事者側も一回立ちどまってしっ

かり考えてみて、市民の皆さんが納得できるよう

な指定管理、あるいはほかの方式もそうでありま

すけれども、そういう手法を出していかないと、

それこそ市長の担任事務だ、市長のあれがあった

のだと。いろんな変な話が出てくると、それこそ

行政にとっても不幸でありますし、市民の変なう

わさ話になるのもしゃくでありますので、本来そ

こをしっかり整備をするためにもこういう指定管

理のあり方を改めて立ちどまって考えるべきだと

私は思いますけれども、これは別に商工会がこれ

から一生懸命やってくれることに対しては何も言

いませんけれども、今の時点では先がやっぱり見

えないと。私は指定管理ありきではなかったのか

という認識を持っておりますので、今後の指定管

理のあり方も含めて御答弁あれば最後にお受けし

たいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市におきまして〇副市長（佐々木雅之君）

は、平成１８年から国の小泉内閣の民間活力を含

めた推進する方策として指定管理者制度が設定さ

れまして、１８年から導入しています。これにつ

いては、一般的に市職員側のほうが何年に１遍か

の人事異動も含めてかわっていくこともありまし

て、単に待ちの姿勢の貸し館業務、施設を利用し

てもらうために待ちの姿勢ではなくて、民間業者

ならではの専門的な知識、それから新しい仕掛け

づくりも含めて、そこに期待するということで指

定管理制度が始まってきました。その片一方では、

人件費コストを下げられるということの大きなメ
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リットもありました。最近は、そこら辺のメリッ

トについては最賃がだんだん、だんだん上がって

くることと、市みずからも嘱託職員、臨時職員を

多用する形で人件費コスト下げてきましたので、

コスト削減という面については大分そのすき間は

なくなってきています。ただ、本来の施設目的に

従って市民の利便性を向上させる、利用率を向上

させるという面では、まだまだ民間の力をかりる

ことに優位性があると思っています。今回の施設

についても、あの施設だけを指定管理をするとい

うのでなくて、できるだけ民間活力を利用できる

公の施設については指定管理をして利用促進、利

便性を図るという大きなスタンスは変わっていま

せん。ただ、国が当初想定していた競争性が働い

て、より利用率の向上、利便性の向上が図れられ

るような仕掛けが現実的に小さな市においてはそ

れが十分かどうかということについての検証も必

要だと思っておりますので、今議員がおっしゃる

とおりこの１８年から導入された指定管理制度の

今後のありようについては、今後しっかりさまざ

まな角度から検討してまいりたいと思っています。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第７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。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

議案第７号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 指定管理者の指定について（名寄市立食肉セ

ンター）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８号 指定管理者〇市長（加藤剛士君）

の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第５条第１項第１号に規定

をする公募によらない施設である名寄市立食肉セ

ンターについて、名寄市公の施設に係る指定管理

者候補者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者

の候補者の選定を行いましたので、指定管理者の

指定をいたしたく、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第８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（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。
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日程第１４ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 市道路線の廃止について、議案第１０号 市

道路線の認定について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 市道路線の〇市長（加藤剛士君）

廃止及び議案第１０号 市道路線の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第９号 市道路線の廃止について申

し上げます。整理番号３０２５、路線名、徳田３

番通は、終点側で道路造成が行われ、路線の終点

及び延長を変更することから、一旦廃止をしよう

とするものであります。

次に、議案第１０号 市道路線の認定について

申し上げます。議案第９号により廃止をする整理

番号３０２５、路線名、徳田３番通は、平成２４

年１０月の都市計画法第２９条に基づく開発行為

により路線の終点側に新たな道路造成がなされ、

都市計画法第４０条第２項により帰属を受けたた

め、終点の変更により１５３８メートルの延長

となることから、認定をし直そうとするものであ

ります。

次に、整理番号３０３２、路線名、徳田４番通

は、開発行為により造成をされた団地内道路であ

り、道路法第４０条第２項により土地の帰属を受

けた道路であるため、総延長６５メートルとして

新たに市道認定をしようとするものであります。

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、議案第９号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第９号外１件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第９号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

３号）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１１号 平成２４〇市長（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、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正をしよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれ２億

２５８万０００円を追加をして、予算総額を

２０２億８９１万０００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。２款

総務費におきまして備荒資金組合超過納付負担金

０００万円の追加は、今後見込まれる地方交付

税の合併算定がえの終了など、将来の安定的な財

政運営に備え、負担金の超過納付を行おうとする

ものであります。

同じく２款総務費におきまして公共施設整備基

金積立金１億３００万円の追加は、将来の公共

施設整備に備え基金に積み立てるものであります。

３款民生費におきまして介護基盤緊急整備等特

別対策事業交付金３７１万０００円の追加は、

去る１１月１０日、名寄市風連町緑町にオープン

をいたしました小規模多機能型居宅介護事業所、

平成２４年１１月３０日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号



－35－

山笑の里の開設事業に対し交付をしようとするも

ので、同額を道支出金で見込んでおります。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費９４

３万円の追加は、不活化ポリオワクチン予防接種

及び四種混合予防接種の導入に伴い、関連する経

費追加をしようとするものであります。

８款土木費におきまして普通河川改修工事１５

０万円の追加は、大沼川の河岸崩壊を改修をし、

来春の融雪時に増加をする水量等に備えようとす

るものであります。

１０款教育費におきまして佐藤愛子さん特別栄

誉賞受賞祝賀会実行委員会補助金４０万円の追加

は、去る１１月３日に名寄市特別栄誉賞を受賞さ

れました元女子柔道オリンピック代表の佐藤愛子

さんの受賞祝賀会における関連経費に対し、当該

実行委員会への支出をしようとするものでありま

す。平成２２年度に佐藤愛子選手の名寄後援会か

ら寄附金として３６万８６５円をいただき、教

育振興基金へ積み立てておりますので、これを財

源として繰り入れをしております。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、財政調整基金繰

入金で収支を調整をいたしました。

１１款地方交付税におきまして普通交付税１億

３６２万０００円の追加は、本年度算定され

ました普通交付税において、平成２４年第３回定

例会で計上いたしました分の残額を追加をしよう

とするものであります。平成２４年度の普通交付

税算定額は、８１億１１８万０００円となっ

ております。

次に、第２表、継続費補正では、北斗・新北斗

公営住宅建設事業を変更しようとするものであり

ます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか１６件を

追加をしようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、昭和通道路改

良舗装事業ほか１件を変更しようとするものであ

ります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部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。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明をさせていただきま

す。議案第１１号の１２ページから１３ページを

お開きください。２款総務費、４項３目衆議院議

員選挙執行経費１００万円の追加は、去る１１

月１６日に解散されました衆議院の選挙経費を追

加しようとするもので、同額を道支出金で見込ん

でおります。

１６ページから１７ページをお開きください。

３款民生費、１項９目総合福祉センター費で総合

福祉センター維持管理事業費３２０万０００円

の追加は、浴槽、給湯設備の修繕及びホールの音

響施設の更新を実施しようとするものであります。

１８ページから１９ページをお開きください。

６款農林業費、２項１目林業振興費で有害鳥獣・

ヒグマ等対策事業費２９万０００円の追加は、

この秋に多発をしましたヒグマ対策に要した経費

でありまして、駆除などに出動した方々への報酬

も含め整理し、補正しようとするものであります。

２０ページから２１ページをお開きください。

７款商工費、１項３目スキー場費でピヤシリスキ

ー場管理運営事業費で備品購入費３１２万００

０円の追加は、併設をしております温泉施設の業

務用冷蔵庫及びホテル管理システムの老朽化が著

しく、これらの設備の更新を行おうとするもので

あります。

２４ページから２５ページをお開きください。

１０款教育費、２項１目学校管理費で小学校維持

管理事業費の名寄南小学校校舎・屋内運動場基本
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設計委託料３００万円の減額は、当初年度末ま

で予定をしておりました工期が年度を越えること

となったため、同額を債務負担行為として設定し、

契約行為を平成２４年度に実施した上で平成２５

年度の事業完成とともに支払いを行おうとするも

のであります。平成２５年度において同額を委託

料として予算化することとなっております。

次に、歳入について説明させていただきます。

１０ページから１１ページをお開きください。１

８款寄附金で教育費寄附金４万０００円の追加

は、国際ソロプチミスト名寄様より５万円の寄附

をいただいたものを予算化するものであります。

１９款繰入金で財政調整基金繰入金１３９万円

の減額は、収支の調整を行おうとするものであり

ます。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議いただきますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１１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（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）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１２号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別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、保険事業勘定におきまして療養

給付費を中心に補正をしようとするものであり、

歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、予算総

額を３３億３７５万０００円に、直診勘定に

おきまして歳入歳出それぞれ１８１万０００円

を追加をし、総額を１億６８９万円にしようと

するものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。２款保険給付費では、退職被保険者の保険給

付費の伸びにより３００万円を追加しようとす

るものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。９款繰越金では、前年度繰越金のうち３０

０万円を追加をしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で８９万０００円を、

２款医業費では外来患者の増により医療用衛生材

料費等で９２万０００円を追加をしようとする

ものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では８０万０００円を、５款諸収

入では１０１万０００円をそれぞれ追加をしよ

うとするものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。
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議案第１２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（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）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１３号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別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、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ６７３万０００円を追加をし、

予算総額を２３億３０３万０００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。２款

保険給付費では、給付費の増額により６６６万

０００円を追加をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款保険料

では３３９万０００円を減額をし、保険給付

費の増額により４款国庫支出金では５９４万

０００円を、６款道支出金では１７７万００

０円をそれぞれ追加をしようとするものでありま

す。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１３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（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）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１４号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別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、下水道施設の維持修繕費用の追

加が主な内容であり、歳入歳出それぞれ４７０万

円を追加し、予算総額を１２億２０２万００

０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。１款

下水道事業費では、下水道施設である公共桝の破

損等を修繕する費用及び公共桝の閉塞の解除を行

うための費用として４７０万円を追加をしようと

するものであります。

次に、歳入では、４款繰入金で４７０万円を追

加をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）
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これより採決を行います。

議案第１４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（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）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１５号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ９９万００

０円を追加をし、予算総額を３億０３２万０

００円にしようとするものであります。

補正の内容について歳出から申し上げます。２

款後期高齢者医療広域連合納付金では、広域連合

負担金の確定に伴い、事務費負担分を１４４万

０００円減額をし、保険料等負担分のうち保険基

盤安定負担金分として２４４万０００円を追加

をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、広域連合事務費負担金の減額により１４４

万０００円を減額をし、保険基盤安定繰入金に

２４４万０００円を追加をしようとするもので

あります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５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（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）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１６号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業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、主に配水管及び給水管の修繕費

の追加と配水管網整備の事業費追加に伴い補正を

しようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、材料売却収益で２９万００

０円を、申請工事手数料で４１万０００円をそ

れぞれ追加をし、総額を６億２７１万０００

円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、配水管、給水管及び舗装等の

修繕費の増額を主なものとして７０６万円を追加

をし、総額を６億３４８万０００円にしよう

とするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入ではその他資本的収入

で１０万円を追加をし、総額を３億００６万

０００円に、また４款資本的支出では２０６万

０００円を追加をし、総額を５億８２８万０

００円にしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６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（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条

例の制定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１７号 特別職の〇市長（加藤剛士君）

職員の給与の支給特例に関する条例の制定につい

て、提案の理由を申し上げます。

さきの報告で申し上げましたとおり、市の職員

が盗撮により逮捕されるという事件が発生をし、

停職６カ月の処分をいたしました。また、今年度

に入ってから職員の不祥事が多発をしたことに対

して、執行責任者として私と両副市長の減給措置

を提案をしようとするものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告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。

報告第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、市道に認定された私道の地先の

相手方所有の宅地について、昭和４９年ごろから

市が冬期間の除雪車両等の通行並びに除雪作業を

行う際、相手方の了解を得ないまま当該宅地に立

ち入り、結果として土砂の混入や経年による土地

の転圧等、当該宅地に損害を与えたというもので

あります。相手方とは、平成２０年１０月から本

件に対する損害賠償について協議を行ってきまし

たが、今般土地の原形復旧費用相当額として市が

４９万５５０円を支払うことで示談が成立をし、

和解をいたしました。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

り御報告を申し上げます。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）
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報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日１２月１日から１２月

１８日までの１８日間を休会といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日１２月１日から１２月１８日まで

の１８日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

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 ２時１０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 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 佐々木 寿
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