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平成２４年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年１２月１９日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（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

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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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

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、

７番 植 松 正 一 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新年度予算編成から外２件を、大石健二議員。

皆さん、おはようござ〇４番（大石健二議員）

います。議長より御指名をいただきましたので、

これより通告に従い、３件５項目について質問を

行ってまいります。

最初に、平成２５年度予算編成についてお聞き

をいたしてまいります。名寄市の平成２５年度予

算編成は、内部資料ではありますが、本年１１月

１日付で発令された訓令で加藤市長は編成作業に

対する考え方、また同日付で扇谷総務部長の名に

よる平成２５年度予算編成の基本方針をそれぞれ

示されたことで実質的なスタートを切りました。

この平成２５年度の予算額及び主要施策のほか、

これまでの予算編成作業の進捗状況と今後の日程

等について御答弁願います。

また、２５年度予算編成に関連して、市民の皆

さんにわかりやすい市政を推進するため、予算編

成過程の透明性を向上させる観点から、予算編成

の過程を市民に公開していく取り組み、いわば予

算編成過程の可視化の考え方についてあわせて御

答弁願います。

次に、名寄市の行財政運営から、パブリックコ

メント、意見公募についてお尋ねをしてまいりま

す。初年度の平成２３年度は１３本のパブリック

コメントが実施され、このうち意見が寄せられた

のは５本で、内訳は意見提出者が８人、意見件数

は１０件、意見提出者及び意見件数ともゼロとい

うのは８本ありました。２年目を迎えた平成２４

年度、１１月末日を締め切り日に地域主権改革一

括法にかかわる条例整備の案件、１０件の意見公

募が実施されましたが、結果は意見提出１件にと

どまりました。名寄市自治基本条例の市民参加制

度に基づくパブリック・コメント手続条例が平成

２３年度にスタートしてからはや２年が経過する

中で、これまでの行われた現状分析と課題につい

て御答弁願います。

次に、名寄市職員の勤務等から、非正規職員に

ついてお聞きしてまいります。名寄市の正職員数

は、平成２４年４月１日現在で８０９人ですが、

このうち市立病院、水道を除く一般行政職及び専

門技術職を含めた職員数は３８８人です。一方で

臨時職員及び嘱託職員と呼ばれる、いわゆる非正

規職員の数は市立病院、水道等を除いて２７２人

となっています。この結果、名寄市における非正

規職員比率は４２％になります。正規職員と同

じように恒常的に行政サービスを基幹的に担って

いる、こうした非正規職員雇用の現状と課題につ

いて御答弁を願います。

最後に、第三セクターの現状と課題についてお

聞きしてまいります。平成２３年３月に公表され

た名寄市第三セクター等改善計画によりますと、

第三セクター対象団体は合併当初４団体ございま

したが、このうち１団体は解散をし、もう一団体

がその使命を終えて事業清算、解散手続に入って

います。現在は、名寄市土地開発公社、株式会社

名寄振興公社の２団体が事業活動を行っています。

このうち少子、長寿化などの社会的状況の大きな

変化や緊縮化が求められる名寄市の行財政や財政

状況などに伴い、公共用地の先行取得の必要性が

薄れたとして名寄市土地開発公社は平成２６年度

の解散を予定しています。年が改まれば残り１年
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となる名寄市土地開発公社の解散に向けては、名

寄市が全額損失補償している借入金を初め、保有

地の買い戻しなど今後名寄市の行財政への影響も

懸念されます。これまでの進捗状況と取り組み、

課題について御答弁をお願いいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

大石議員から大項目３点にわたって質問をいただ

きました。まず、大項目の１、新年度予算編成に

ついてお答えをします。

平成２５年度予算につきましては、１１月１日

付で市長訓令、総務部長事務連絡を出し、１１月

３０日に各課からの要求を締め切っております。

１２月５日より財政課長査定に入っているところ

であります。１１月３０日締め切り日での要求額

を積み上げました結果、一般会計では歳入１９４

億０００万円、歳出２０４億０００万円とな

りまして、収支の差額は現在のところ１０億０

００万円となっております。お尋ねの想定されま

す予算規模につきましては、今後予算査定の中で

精査をし、総額を固めてまいりますので、明確に

は申し上げられませんが、現段階での予算総額は

１９８億円程度と想定をしております。

次に、主要な施策の状況について申し上げます。

平成２４年度より継続されております事業、例え

ば（仮称）市民ホール建設事業、南小学校校舎、

屋内運動場でありますとか、大学図書館、講堂の

基本設計、市立総合病院精神科改築事業などにつ

きましては予算要求がなされております。また、

ソフト事業におきましても継続分は同様に要求が

上がってきている状況であります。新名寄市総合

計画で想定される事業の具現化を優先として予算

要求がされております。これから予算査定の中で

さらに事業内容について精査していくこととなり

ますが、特に大型事業につきましては財源確保や

今後の維持管理費なども含めて検討していくこと

となります。また、今般の総選挙の結果を受けま

して、国の地方に対する財政対策においては流動

的な部分も出てきたと受けとめておりますけれど

も、主要事業の計上に当たりましても国の動向に

つき的確な情報収集に努めるとともに、できるだ

け一般財源の支出を抑える形での予算組みが必要

と考えております。

続いて、予算の編成過程、進捗状況、今後の日

程についてでありますが、１１月３０日の予算要

求締め切りから財政課での整理を経て、一般会計

及び特別会計での予算規模を集計し、１２月５日

より財政課長査定に入ったところであります。予

算見積もりに当たりましては、新名寄市総合計画

のローリング作業が先行しておりますので、その

中で想定される事業をいかに具現化していくかが

大きなテーマとなってまいりますが、今後の地方

財政計画などから想定される収入見込みを勘案し

ながらの査定作業となります。財政課長査定は新

年１月上旬まで続き、計数整理の後、副市長査定、

市長査定と続いてまいります。これらの上部査定

は、１月中旬から下旬にかけて実施をする予定と

なっております。例年でありますと、この上部査

定の時期には地方財政計画が国より発表されてお

りますので、ここから収入見込みを推計し、予算

の大枠から計上可能な事業規模が見えてまいりま

すけれども、現在の国の状況からどの時点で地方

財政計画が出てくるのかが平成２５年度予算編成

では大きなポイントとなるものと考えております。

上部査定の後、さらに計数を整理し、予算規模を

確定した上で、例年では２月の中旬ごろに記者発

表という日程になっております。

予算査定のいわゆる過程の可視化についての質

問がございました。予算査定に係る情報につきま

しては、市長訓令でありますとか部長事務連絡に

ついて、これらにつきましてはホームページなど

で公表し、平成２４年度予算からは市長査定の結

果についても公表しているところであります。予

算過程の流れを説明いたしますと、市長訓令から

具体的な作業が進められまして、１１月末までに
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各課からの予算要求が出そろうということになり

ます。１２月から１月上旬にかけては財政課長査

定を実施し、第１段階の課題整理が行われ、１月

中旬から総務部長、副市長査定が始まりまして、

第２弾の課題整理が行われることになります。さ

らに、この時期国からの地方財政対策の最新情報

ももたらされますので、交付税を含む財源調整も

行われることとなります。その後市長査定に入り

まして、その段階で特別会計、企業会計の繰り出

し、繰り入れの調整と最終の財源調整も行われま

して、２月上旬に最終的な予算案が決まることと

なります。あわせてこの時期につきましては、３

月補正の編成作業も進めておりまして、予算査定

過程は相当過密なスケジュールの中での作業とな

っております。こうした状況から、平成２４年度

で実施をしました市長査定の結果を継続しながら、

より市民の皆さんにわかりやすい情報の提供に努

めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目の２つ目、名寄市の行財政

運営につきまして、市民の行政参加につきまして

お答えをします。まず、パブリックコメントの現

状と今後の課題についてでありますが、本制度は

名寄市自治基本条例の施行を受け、市民参加の一

つの手法として平成２３年度から導入をしており

まして、本年１２月末で１年と９カ月を経過する

こととなります。実施状況につきましては、初年

度は１３件でありまして、意見の提出があった案

件は４件でありました。この結果を受け、この間

計画等の趣旨、内容等をＡ４判１枚程度にまとめ

た概要版の添付でありますとか、利用者の多い市

民文化センターやふうれん地域交流センターへの

閲覧場所の増設など工夫を凝らしてまいりました

が、本年度の実施状況につきましては１１月末現

在で１０件のものに対しまして、意見の提出があ

った案件につきましては１件のみとなっておりま

す。活用状況につきましては、十分ではないと認

識を持っております。この状況は、他の自治体で

も同様の状況と伺っておりまして、速やかに有効

な手段を見出せる状況にはありませんけれども、

今後も制度の調査研究を継続し、工夫を図ってま

いりたいと考えております。

また、パブリックコメントは冒頭述べましたよ

うに自治基本条例に基づく市民参加の一つの手法

でありまして、自治基本条例施行後の主要な計画

や大規模な施設整備等につきましては計画段階か

らアンケート調査の実施でありますとか、関係団

体等との懇談や説明会の開催、あるいは広報、市

ホームページなどによる周知など複数の手法によ

りまして広く市民への情報提供と市民参加に努め

ております。今後もこれら一連の流れの一つの手

法としてパブリックコメント制度を位置づけ、取

り組んでまいります。

続きまして、職員等の現状についてお答えをい

たします。現在新名寄市行財政改革推進計画を策

定をしておりまして、それに基づいて平成２１年

度から平成２６年度の６年間で７３名の職員削減

を目標に取り組みを進めております。これまでに

５５名の削減を実施し、今後平成２５年度から２

６年度までの２年間でさらに１８名の人員削減を

進める計画を持っております。その一方、職員削

減後の業務量の増加に過渡的に対応するため、臨

時、嘱託職員を配置している状況があります。さ

らには、民間委託の困難な職場につきましては直

営経費、とりわけ人件費を抑えるために臨時、嘱

託職員を配置している施設もあります。そうした

結果、市立病院を除いた臨時、嘱託職員の人数に

つきましては、平成２４年４月１日現在で保育士

や給食調理員、事務補助員などの臨時職員が１４

４人、各種相談員や専門委員など嘱託職員が１２

８人、合計で２７２人となっており、ここ数年で

最も多い数となっております。臨時、嘱託職員の

待遇では、賃金につきましては行政職給料表をも

とに格付を行っており、臨時職員に対しては夏季、

冬季加給金や寒冷地加給金のほかに３年以上勤務

した職員に対しましては退職報償金を支給をして

おります。本年度におきましては、通勤手当の見
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直しを行い、職員と同様の支給方法に改めており

ます。今後も住民サービスの低下を招かないこと

を基本とした職員の適正配置の検討を行いながら、

臨時、嘱託職員の配置数及びその待遇面につきま

しても検討を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目３点目、第三セクターの現

状についてお答えします。御指摘のありました名

寄市土地開発公社につきましては、平成２３年３

月に策定をされました名寄市第三セクター等改善

計画に基づき平成２６年度解散に向け公社保有地

を今年度より名寄市が買い戻しを行っております。

平成２２年度当初にありました公社保有地、簿価

にしますと４億２４０万円が平成２２年度の駅前

市民駐車場用地売却、平成２３年度の市民文化ホ

ール用地売却、また今年度の公共残土用地の買い

戻し等によりまして、平成２４年度末には簿価１

億４００万円になる予定であります。本来であ

りましたら、市が利活用を予定している土地以外

積極的に民間等に売却するところでありますが、

この間の景気の低迷でありますとか、需要に見合

う適地が少ないこともありまして、その多くは公

売には至っていないのが現状であります。

なお、債務保証につきましては、民間金融機関

からの借り入れが今年度からなくなっております。

また、今年度市からの当初借入金２億８００万

円も土地の買い戻しによりまして０００万円の

返済が可能となりました。平成２４年度末の市か

らの借入金は、１億８００万円になる見込みで

あります。

今後の公社解散に向けましては、平成２４年度

末公社保有地、簿価１億４００万円となります

が、平成２５年度内に内淵山林等の保有地、簿価

０００万円、平成２６年度には旧営林署跡地等

残りの保有地、簿価４００万円の買い戻しで、

全ての公社保有地の解消を行い、借入金の返済を

行うなど解散に向けた手続に入りたいと考えてお

ります。予定では、平成２６年９月議会に解散関

連議案を提出し、議決後北海道知事への解散認可

申請を行い、認可がおり次第清算人により解散登

記、残余財産の引き継ぎなどを行います。その後

清算結了を北海道知事へ届け出を行いまして、公

社解散が完了するという手続になろうかと思って

おります。

以上、私からの答弁といたします。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、いただいた〇４番（大石健二議員）

答弁をもとに再質問を行ってまいります。

あらかじめ質問の順番が不同となることを御承

知おきください。最初に、平成２５年度の予算案

についてお尋ねをしてまいります。答弁にもござ

いましたけれども、この１６日の総選挙で民主党

にかわる自民党が大勝して新たな政権を担うこと

になりました。新聞報道なのですけれども、２６

日に招集される特別国会で安倍晋三氏が新首相に

選出されるだろうと。新年度の予算の成立は５月

ごろになるだろうというような見通しの記事が出

ていました。そうすると、新年度の予算というの

は４月から始まりますから、５月になる見通しだ

というと４月あるいは５月の連休明けとなると４

０日から５０日ぐらい新年度の予算の執行がずれ

込むと。その間は暫定予算というふうに記事で出

ていましたが、この暫定予算で組まれるというこ

とに対して名寄市の財政に対する影響というのは

ほとんどないということでよろしいですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お話しの中にもあ〇総務部長（扇谷茂幸君）

りましたとおり、政権が交代をするということで、

時期がちょうど各自治体の予算編成の時期にぶつ

かったということで、当然のことながら政権がか

わるということで国のほうの予算もおくれてくる

というふうに考えております。それで、実際のと

ころ私どもの予算編成は粛々と行われるというこ

とになりますけれども、先ほど申し上げましたと

おり地方財政計画というのがありまして、それが

従前ですと１２月に出てくると。ところが、それ

が若干今回の国の状況によりましておくれるとい
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うことになりますと、私どもの主要な財源となり

ます地方交付税の扱いがどうなるのかというのが

まさに心配事ということであります。しかしなが

ら、ちょっと私どもで仕入れた情報によりますと、

総務省のほうでは国の予算の編成が地方に及ぼす

影響をできるだけ少なくするという対応をとりた

いということで、１月中旬ぐらいまでには計画と

いうよりは情報を各地方に流すということで、地

方の予算編成にできるだけ影響のないような形で

の、交付税のありようなりが明確になるかどうか

は不明でありますけれども、それに類した情報を

いただけるということでありますので、おおむね

私どもの予算編成は従前どおりの対応で進めるこ

とができるのかなと思っております。

それで、国の予算編成が本予算が実際におくれ

るということでありますので、当然私ども国に係

るいろんな事業がありますので、その辺は影響が

間違いなく出るということであります。しかしな

がら、今般の情報では国のほうでは補正予算を組

みまして、これも相当大規模な補正予算を組んで、

一定程度国の本予算に至るまでの間影響がないよ

うな形の対応をとりたいというお話もあります。

当然そうしますと、補正予算の部分が新年度の新

規事業というか、新年度、平成２５年度の事業に

係る部分と相当重ね合わせる部分も出てくるとい

うことも想定されますので、その段階では私ども

の平成２５年度の予算に係る一部事業がいわゆる

前倒しの形でその補正予算の中に組み込まれると

いう可能性もありますので、その辺の状況がしっ

かり固まりましたら、平成２５年度の予算の要す

るに組み替えも含めて対応するということになろ

うかと思っております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ支〇４番（大石健二議員）

障のないようにスムーズに段取りを進めていただ

きたいと思います。

ちょっと時間がないので、質問をさせていただ

きますが、私ことしの予算審査特別委員会でもお

聞きをしているのですが、預託金についてなので

すけれども、平成２４年度一般会計、特別事業会

計で合わせて１０事業の預託金が事業が計上され

ていました。金額でいうと７億０００万円ぐら

いであったなという記憶があるのですけれども、

その際予算審査特別委員会の中でも十分精査の上、

生かしていきたい旨の答弁があったように記憶し

ております。私も平成２５年度の予算では、あら

かじめ想定された不用額と言うと語弊があるかと

思いますけれども、こうした使われないというか、

利用されていない、利用に乏しい預託金について

はスクラップ・アンド・ビルド、多少流通用語で

恐縮ですけれども、採算や効率の悪いものは見直

しをして、新たに採算性の高いものに変えていく

というような手法で、使い勝手のよい制度融資に

ついてぜひ御検討をお願いしますというふうに申

し上げた経緯がございますが、その後検討が加え

られたのかどうか、その点についてお聞きをいた

します。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間予算編成に当〇総務部長（扇谷茂幸君）

たりましても、原課のほうでは決算見込みなり、

もしくは平成２３年度の決算の中でそれぞれ課題

の整理を含めて対応しながら、平成２５年度の予

算に当たっているという認識を持っておりますの

で、当然議会等で指摘をされました預託金の関係

でありますとか、さまざまな課題等についてもし

っかり精査をした上で平成２５年度の予算に向か

うものというふうに認識をしております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、ぜひとも平〇４番（大石健二議員）

成２５年度の予算についての預託金についても重

大な関心を持って臨んでまいりたいなと思います。

ちょっと順番が入り繰りしますが、非正規職員

の現状と課題についてお尋ねをしてまいります。

先ほど御答弁にもございましたが、私のほうでは

じき出した数値では４２％と。非正規職員の比

率です。だから、おおむね４人に１人ぐらいが
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非正規職員という計算になります。賃金も低い方

で８００円、日給で４５０円、月給で５万６

００円。低い方です。この中に配偶者の扶養範囲

内で年収調整を行っているというケースもあるの

でしょうけれども、またごく一部、本当にお一人

ぐらいなのですが、非常に高額な方もいらっしゃ

るのですけれども、おおむね非正規職員と呼ばれ

る方の年収というのは２００万円以下だろうと私

は思います。一般的によく言われているのは、年

収２００万円以下は事情もございましょうけれど

も、ワーキング何とかというような言葉で使われ

るケースも多いというふうに思います。名寄市の

臨時、嘱託職員の皆さんは、年齢、性別、各階層

にわたるのですけれども、年収２００万円以下の

生活では、それぞれの階層において異なるとは思

いますが、結婚や出産、あるいは子供の進学、そ

ういった節目、節目のところで厳しい現実に向き

合っているケースもあると思うのですが、こうし

た実態については、もし押さえているのであれば

お知らせをいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども説明いたし〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましたけれども、この間行財政改革等の対応を含

めて職員の定数の削減をしてきたということがあ

ります。しかしながら、職員の削減を進めまして

も市民サービスに影響があってはならないという

基本的なスタンスのもとに、過渡的ではあります

けれども、嘱託、それから臨時職員の皆さんを配

置をしまして、この間いわゆる業務に支障のない

ような形の体制をとってきております。職員数が

減ってきて、もしくは国の地方分権も含めて、権

限移譲含めて、従前国、北海道がやっていた仕事

も随分地方におりてきて、仕事そのものは相当ふ

えていると認識をしておりまして、一方では職員

を減らしているという矛盾をする対応をとって、

その支障がないような形で穴埋めを臨時、嘱託職

員の皆さんに実はお願いをしている状況がありま

す。当然行財政改革を進めているという大前提が

ありますから、人件費につきましても実質圧縮を

せざるを得ないということもありまして、なかな

か待遇面では嘱託職員の皆さんに十分な対応をと

っているという状況ではないという認識も一方で

はございます。しかしながら、市民の皆さんの税

金をしっかり活用して、そして住民サービスを行

うと。その基本的なスタンスの中で、やはり経費

の節減を含めてそういった対応をせざるを得ない

ということをぜひまた御理解いただきたいという

ふうに思います。

御指摘のありました臨時、それから嘱託職員の

皆さんの生活状況含めての内容につきましては、

十分押さえているということではございませんけ

れども、おおむね国、それから北海道のいわゆる

労働者に係る基本的な賃金の体系につきましては

しっかり確保しているというふうに認識をしてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりやすいように事〇４番（大石健二議員）

例を挙げてお話をしていきたいのですが、健康福

祉部の保育所保育士の方についてちょっとスポッ

トを当てたいなと思うのですが、保育所保育士の

皆さんはトータルで５２人です。このうち正職員

の方は２３人で、残り２９人がフルタイムとパー

トタイマーの保育士の皆さんです。いずれも恒常

的な業務や多様化する保育ニーズに対応している

ということなのですけれども、先ほどお話があっ

たように正職員の削減と業務量の増大で過渡的に

というお話でしたけれども、ただ保育所保育士の

皆さんは資格要件、あるいは専門性から見ても決

して臨時職員の要綱や規定に明記されている単純

労務や補助的な事務ではなくて、保育業務の基幹

的な役割を担っていると私は思います。一説には、

同一労働同一賃金というような、均等性を図れと

いうような学説もありますけれども、同じような

仕事をしていて、同じような基幹的な役割を担っ

ていて、しかも賃金面では決して優遇、厚遇され
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ているとは言いがたいという、こういう一つの部

署を例に挙げてお話をしましたが、この点につい

てはもう少しわかりやすくお話をいただけますで

しょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

保育所の職場を例に〇総務部長（扇谷茂幸君）

お話がありましたけれども、実は私ども市の管轄

するそれぞれの職場の中でもやはり特に資格を持

って、専門性の高い職場はたくさんあります。そ

の中でも臨時職員、それから嘱託職員ということ

の対応をせざるを得ないという状況も１つ持って

おります。賃金につきましては、専門職での採用

ということであれば臨時、嘱託職員であっても一

般の要するに事務職よりは高い格付をしておりま

して、一定程度の配慮はさせていただいていると

いうところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。一定程〇４番（大石健二議員）

度の高い賃金で配慮をしているというお話でした。

先ほどもお話があったのですが、正職員の削減、

そしてその補助、補う意味で非正規、臨時、嘱託

職員の採用というお話でしたけれども、正職員は

削減されて、それを補完する臨時、嘱託職員は過

去最高の人数というふうになっていますから、確

かにおっしゃるように義務的経費の人件費は抑え

ているのかもしれませんけれども、頭数ではそう

変わらないと。総量では変わらないということで

あれば、正職員から非正規職員の置きかえを行っ

ていると言われてもやむを得ないと、私はそう思

います。ただ、若い世代の非正規職員の実態を見

ていますと、名寄に新たな職場環境がないもので

すから、やめるにやめられないというかなり厳し

い選択の中で嘱託あるいは臨時職員の現状に甘ん

じているというようなお話もありますけれども、

一定時間がなくなってまいりましたので、これだ

け過去最高で２７２人の非正規職員の方がいらっ

しゃるとなってくると、これから実務レベルでの

質的な向上を図るという観点からも、やっぱり市

の職員と、皆さんと同じように教育研修もあわせ

て必要になってくるだろうというふうに、必要に

なるだろうというよりもやっているのだろうと思

いますけれども、これまでの実績と今後の研修計

画、非常にコンパクトにお話をいただければと思

います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで特に臨時職〇総務部長（扇谷茂幸君）

員、嘱託職員対象とした職員研修というのは、職

場内研修は別でありますけれども、公の研修とい

うのは実は実施をしておらないという状況がござ

います。特に御指摘のありました専門性の高い職

場につきましては、やはり職場内研修をもとに一

定程度職員の業務の補完をいただいているという

状況もあります。この辺につきましては、しっか

り職場の状況をもう一度確認をさせていただきま

して、改めて職員研修等の扱いが必要とあればそ

ういった対応をとってまいりたいと考えておりま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ＯＪＴをやっていると〇４番（大石健二議員）

いうお話でございました。ぜひとも行政サービス

の質的低下を招かない、そしてある意味で非正規

職員の職場、待遇改善についても考慮をしていた

だきたいと思います。

時間がなくなってきましたので、第三セクター

の土地開発公社についてお聞きをしてまいります。

これも新政権になってきまして、新しい新政権の、

今マニュアルと言わないのだそうです、政策をま

とめた重点政策２０１２というのがあるのですが、

この中に公共事業投資を柱に据えた国土強靱化基

本法というのが掲載されていました。一旦は、解

散に向けて今手続に入っていくのだろうと思うの

ですけれども、こういった新たな基本法の整備に

伴って、またぞろ公社の存在が必要性というか、

求められることはないのかどうか、ちょっと確認

の意味でお聞きをしたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）
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土地開発公社の関係〇副市長（佐々木雅之君）

につきましては、昭和４７年の日本列島改造論か

ら始まって、多分四十八、九年ぐらいに公拡法と

いう形で制定をされました。これに基づきまして

相当多くの市を中心とした自治体で公社をつくっ

て先行取得をしました。その後平成４年のバブル

崩壊から一気に駆け落ちるように土地の価格が下

落をしまして、多くの不良債務を市町村が抱える

ことになりました。一つの大きいのは、苫東の開

発であったり、石狩湾新港の開発なんていうのが

北海道でもかなりその辺が大きな話題になりまし

た。新しい政権が考えているのは、国土強靱化と

いうことで今２００兆円とかという話も出ていま

すけれども、多分土地開発公社の関係については

一部の大都市ではちょっとわかりませんけれども、

多くの市町村では解散の方向に向かっているもの

が新政権にかわって国土強靱化が出ても土地開発

公社を使った先行取得のほうにまた戻るというこ

とについてはなかなか難しいのではないかと。こ

の間道内の土地開発公社についても年々解散のス

ピードが増していまして、国自体も解散に向けて

の不良債務の解消について１０年間の起債を活用

して、緩やかに傷を少なくして清算、解散に持っ

ていくという方向出ていますので、その辺につい

ては一部大都市を除いて解散の方向にこれからも

向かっていくものだと思いまして、その補完業務

については一般会計の事業ごとに用地担当のほう

で必要な土地を必要な分だけ購入するという仕組

みのほうに移行していくのではないかなというふ

うに考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

ちょっと中身に入っていきたいのですが、先ほ

ど２８年度決算では２億０００万円の借り入れ

があって、その後０００万円の買い戻しを行っ

たと。この０００万円の買い戻しで民間の借入

金０００万円の返済が可能になったというよう

なお答えで、借入金残高が１億８００万円ぐら

いになるのだというようなお話でしたかなと思う

のですが、ここでちょっとお話を聞きたいのです

が、私も２４年度末で総面積で約９万０００平

米、そして簿価の総額で１億４００万円の公社

の保有地の買い戻しを行っていくのだろうという

ふうに思うのですが、借入金が１億８００万円

あります、現在で。０００万円返して、残金の

１億８００万円の借入金。この公社保有地の１

億４００万円の買い戻しと借入金の１億８０

０万円の返済、ほとんどが名寄市のお金でしょう

けれども、両建てでやっていくのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

結局土地開発公社で〇副市長（佐々木雅之君）

持っている財産につきましては、市のほうで買い

戻しするためには一時的に収支の調整をするため

に市のほうから貸付金を起こして調整をしていま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

そうすると、簿価の保有地１億４００万円を

借入金の代物弁済でやるということではないので

すよね。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

最終的には、市のほ〇副市長（佐々木雅之君）

うで買い戻しをして土地開発公社を清算しますの

で、私代物弁済とかということの意味がちょっと

頭で整理つかないものですから、中身としては売

れる土地については公社みずから処分をしまして、

今残っている、保有している財産が土地の値段が

１億４００万円ありまして、それを年次計画で

買い戻しをして、公社の負債を整理をして解消し

ていきたいと思っています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

ちょっと代物弁済かわからないということです

ので、簿価で１億４００万円の保有地がある。

先ほどもこの不況時でというお話があったかなと

思うのですが、簿価で１億４００万円なのです
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が、時価ではどのぐらいになるのでしょう。実勢

価格ではどのぐらいになるのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山林があったり、宅〇副市長（佐々木雅之君）

地があったりしているのですけれども、そこの営

林署の跡地の関係につきましては簿価と固定資産

評価に基づきます売買想定価格でいうと、ほぼ近

似値です。ただ、古く買って、古い、相当前に買

った土地につきましては、例えば山林等につきま

しては時価で見ますと山林の値段等につきまして

はかなり安い状況になっておりますので、買った

時点から経過しているものについては相当値段の

乖離しているものがあります。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

昭和４０年代からの土〇４番（大石健二議員）

地がいまだに眠っているのですけれども、実勢価

格との差がそうないというのもどうかと思います

が、今副市長のほうでおっしゃった固定資産の評

価額を用いて算出するというような、多分簡易実

勢価格だというふうに思うのですが、もっと私大

きな開きあるのだろうと思うのです、この売れな

い土地ですから。どういう算段で評価しているの

か、ちょっと素朴な疑問が出てくるのですけれど

も、もう少し土地開発公社として簿価と実勢価格

というのを押さえておいていただいて、これから

質問用意していた含み損についてやろうと思った

のですが、数字が出てこないのであれば質問のし

ようもないのですけれども、実際に名寄市の土地

開発公社が抱えている保有地について、こういう

土地がありますよというふうに広告を打ったり、

あるいはＰＲ活動、土地についてそういう販売促

進については行った経緯があるのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

実は、嶋前市長が退〇副市長（佐々木雅之君）

任される前に内淵地区の山林と、それから旧東中

学校跡地の処分についての緑地として残っている

分等についても近隣の皆さん方に売却を促進させ

ていただくということでの調査、それから実際に

訪問させていただきまして、さまざまなＰＲ活動

を行いました。その当時、その当時の政策目的を

持って先行取得をするというリスクはありました

ので、結果として先ほど言ったのは土地開発公社

の関係につきましては毎年６月の議会で決算の状

況を土地の価格等についてもお知らせをしており

ます。ちょっと今たまたま手持ちになかったもの

ですから、代表的な事例として直近で買いました、

比較的新しい年度で買いました営林署跡地につい

ては、簿価と、それから固定資産評価については

逆転現象起きていませんので、想定価格としては

ほぼイコールではないかなと思っています。東中

学校跡地につきましては、相当年数を経過してい

て、当時東中学校跡地を行政が土地開発公社を通

じて売るときに随分値段が高いねということも含

めて、緑地における調整をしました。その後宅地

の下落というのは名寄全体で相当続いていますか

ら、そこについては一定の差がかなり大きな部分

であろうかと思います。これも議員も多分御存じ

だと思うのですけれども、土地開発公社の先行取

得の関係につきましては、国が当時民間資本の力

でどんどん、どんどん買いあさられて行政が担う

必要な土地の確保ができないことでは困るという

ことも含めて、一定のリスクを勘案しながら政策

を進めてきた経過がありますので、ここは平成３

年、４年のときには旧名寄、旧風連合わせまして

３億６００万円の土地開発基金を、各市町村に

配られたうち名寄市につきましては３億６００

万円というお金をいただいています。こういうも

のも使いながら、市民の皆さん方にできるだけ御

迷惑をかけない仕組みを国としてもつくりながら

取り組んできましたので、結果として市のほうで

最終的には２億０００万円のお金で３年間にか

けて買い戻しをするということでありますけれど

も、これもこの基金の範囲内で市民の皆さん方の

税金にできるだけ負担をかけない形で整理をさせ

てもらおうと思っています。
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なお、営林署の跡地につきましては、まだ売却

の可能性が残っておりますので、ここは一旦市の

ほうに買い戻しいたしましても、土地開発公社の

土地につきましては営林署の跡地以外についても

今後も売却処分に向けて作業を進めてまいりたい

と考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

先ほど前段での公社の後にかわる手法について

お話をされていたのですが、私も公共用地の取得

にかかわる部分が今回公社がなくなっていけば名

寄市はどうやっていくのかなと思ったら、先ほど

用地のほうでやっていくのだみたいな、ちょっと

聞き取れなかったのですが、新たな会計を起こし

てやっていくという方法もあるのですか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

大都市のほうでは、〇副市長（佐々木雅之君）

土地開発公社そのものを存続させる。もしくは、

振興公社という名前で土地の購入やら宅地造成や

らやるところについてはあろうかと思っています。

先ほど私言いましたのは、一般行政でも道路行政

であるとか、公共施設の整備事業のときには用地

取得が必要になります。そのときには、今名寄市

では建設水道部の管理課のところで用地を購入す

るようなノウハウを持った職員を抱えております

ので、その管理課のところで用地取得については

担当することが望ましいと思っていますし、先行

取得というのはこういうところにどんどん、どん

どん拡大基調で政策が進められているときに、幅

広く網をかけて先行取得をしておりまして、その

一つの一番大きな例としましては、駅横のＪＲ跡

地の関係についてはまさしくそれだったと思って

います。具体的な計画を持たないのだけれども、

名寄の顔となる駅前の土地をばらばらになって民

間に買われるよりは、行政側としてしっかりと確

保する。そういう時代については、もう役目は終

わったので、直接市の職員が必要な土地を必要な

分だけ購入するという仕組みに変わっていくとい

うふうに考えています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

あと、実勢価格、価格〇４番（大石健二議員）

取引のときにそういう差額、含み損が出るか出な

いかわかりませんけれども、こういったことも含

めて今後解散に向けて名寄市と議会と公社との３

者の関係をもっと、債権放棄出てくるかわかりま

せん。そういった手続上の流れ作業図といいまし

ょうか、フローチャートをもう少しわかりやすく、

議会はどの範囲でかかわっていくのか、公社はど

の段階で保有地の買い戻し、あるいは返済金、借

入金の返済、名寄市はどのようにそのように受け

入れていくのかというような相関関係をあらわし

たフローチャートをちょっとつくっていただいて、

後ほどお示しをいただければと思います。

パブリックコメントの質問に入ってまいります

が、ちょっと確認なのですけれども、先ほどの答

弁で１３件中意見があったのは４件とおっしゃっ

ていましたが、私の数え方では５件なのですが、

いかがですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

４件というふうにち〇総務部長（扇谷茂幸君）

ょっと認識をしておりましたけれども。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

多分５件の間違いだろ〇４番（大石健二議員）

うと思います。ぜひ後で数え直していただければ

と思います。

あと、低調な原因だとか要因については余り分

析されていないのだなというふうに思います。私

のほうで私なりに煮詰めたのがありますので、ち

ょっと御紹介したいなと。募集の方法なのですが、

私見ていますとホームページの掲載と、あと窓口

の備えつけで、この両建てでやっているのかなと。

あと、せっかく名寄市に地元新聞２紙、あとブロ

ック紙がありますから、こういった報道機関の発

表もどんどん利用していくべきだろうと。パブリ

ックコメントをやっている、やっていないという

存在自体も知らないという方が圧倒的に多いなと。
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気づいた方が原案を入手するためには、ホームペ

ージにアクセスして、あるいはダウンロードする。

あるいは、各備えつけの公共施設の玄関口へ行っ

て持ってくるというような手法しかないというふ

うな、手法だとか場所だとか極めて限定されてい

るので、先ほども申し上げたように意見募集して

いることも知らないという市民が圧倒的に多いな

というふうに思います。また、パブリックコメン

トをしている、その窓口に置いている資料を手に

とってみても、原案そのものの説明する資料はあ

るのです。ただ、それを原案をわかりやすく解説

した資料が何もない。だから、何の基本的な基礎

的な知識もない市民の皆さんがいきなり取り組ん

で表だとかいっぱい書いてあるようなもの、分厚

い資料をいきなり手に、さて、私の意見はとなる

となかなか難しいだろうと思うのです。もう少し

わかりやすい解説書も添付した上で意見を公募す

べきだろうと私は思いますが、意見公募の周知の

方法と意見公募のわかりやすい資料の添付、以上

の２点についていかがお考えでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のありました〇総務部長（扇谷茂幸君）

とおり、なかなか御意見をいただけないという状

況があります。パブリックコメントにかける内容

そのものが資料も含めて相当膨大なものになると

いうことを含めて、やはりこの間わかりやすい説

明をすべきという私どもの判断もありまして、概

要版を添付をさせていただいて、できるだけ内容

を簡潔に説明をさせていただいてきたという経緯

もございますが、今御指摘のありましたとおりも

う少し、もう一段踏み込んだ形でのわかりやすい

内容の説明のあり方についてはしっかりちょっと

検討してまいりたいというふうに思います。

それから、実際にパブリックコメント実施して

いる状況等につきましても報道機関等も含めての

対応も必要というお話もありましたので、こうし

た件につきましてもぜひ対応してまいりたいと思

います。それで、私ども１０月１日からフェイス

ブックを始めまして、インターネットを利用した

いろんな機会がふえているという状況を含めて、

こうした活用もぜひしてまいりたいというふうに

考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今フェイスブックのお〇４番（大石健二議員）

話がありましたが、どこの自治体でもフェイスブ

ックをやるようになったものですから、フェイス

ブック自体の一般の方のアクセスが減っているの

を御存じですか。いろんな自治体がやるものです

から、自治体のフェイスブックに対するアクセス

件数が減っているという実態もありますので、ぜ

ひ押さえておいていただければと思います。

あと、先ほど自治基本条例の施行後、いろんな

手法でやっているのだと。懇話会や懇談会という

ような中で市民の参加を促している、お声を聞い

ているというお話だったのですが、ただ私見てい

ますと、ことしの第２回の定例会でも諮問機関に

ついて質疑をさせていただきましたが、大体参加

される市民の方というの、こういった懇談会、懇

話会あるいは協議会、いいのですけれども、各種

団体の関係者であったり、あるいは強い関心を持

っている市民。お一人で８つの諮問機関もお名前

を連ねていたと、お一人で３つも４つもやってい

るという実数を挙げて質問をした経緯があります

けれども、大体こういった関係者や一部の方だと

いうふうに言い切ることはできないのですが、圧

倒的に多いというふうに私は思ってます。私は、

普通に会社に勤めて、普通に家事を行い、普通に

子供を育て、普通に趣味にいそしむと、こういう

ごく普通の生活を送っている圧倒的多数の、物を

言わない多数派の方の声を市民の声として、社会

の声として行政に生かす方法を名寄市のほうでは

検討し、模索した経緯があるのかどうかお聞きし

たいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間御指摘のあり〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましたさまざまな諮問機関等の委員さんの公募に
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つきましては、一般市民を対象としました公募を

当然行っておりますし、それから各団体等への依

頼もありますので、団体の中で選考されていると

いうことになりますと団体の長をなさっている方

がどうしても委員に多く名を連ねるという、そん

な状況もあります。市民の声をしっかり聞くとい

うようなことでいきますと、諮問機関のあり方も

一定程度変えていくという必要もあろうかと思い

ますので、今後そうした中身につきましてもぜひ

検討させていただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど扇谷総務部長の〇４番（大石健二議員）

ほうから他の自治体でも同様なのだと。今後工夫

を行っていくという前段の答弁ありましたけれど

も、他の自治体でも確かにそうなのです。ただ、

どうしようと手をこまねいている自治体ばかりで

はないのだということでした。時間がなくなって

まいりましたので、何かというと三鷹市だとか茅

ケ崎だとかでは非常に先駆的な取り組みを行って

います。市民討議会という有償で日当を支払って

いる手法なのですが、ぜひそちらのほうで調べて

いただいて、検討を深めていただきたい。

あと、時間がなくなってまいりましたので、予

算の可視化についてお尋ねをしてまいります。予

算の可視化については、予算編成過程の日程が非

常にタイトな、過密なのだということで、なかな

か事務作業についての公開が難しいみたいなニュ

アンスでお話をされていたというふうに思います。

確かに総合計画のローリング作業から始まって、

ずっと市長の査定、新聞報道、議会の議案提案と

いう中で見ていきますと、きのうもちょっと関係

者の方にお話を聞いていたら、実は総合計画のロ

ーリング作業の前に行政評価というような作業も

あるのだというお話をされていました。その中で

１２月のぎりぎりになってくる中で、もう少し１

カ月ぐらい前倒ししてできないのかということを

お聞きしたら、なかなか難しいということでした

が、市長に最後にお聞きしたい。自治基本条例の

第２０条第３項に市長は、予算編成及び執行に当

たってのその内容に関する十分な情報を市民に提

供するように努めなければならないというお話が

ありました。御答弁にもありましたが、市長の訓

令や総務部長の予算編成の基本方針というのは内

部資料です。市民向けではありません。私が見て

いく限りでは、少なくても平成２５年度の新年度

予算に関する市民の公開情報はゼロだというふう

に思います。この点について市長はどのようにお

考えでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの扇谷部長の答弁〇市長（加藤剛士君）

でもさせていただきましたが、前回の予算から市

長査定の予算のやりとりというか、決める過程に

ついて公表したということでございます。ゼロで

はないというふうに思いますし、先ほどもお話し

したとおり全ての、当然全部フルにオープンにす

るのは望ましいのかもしれませんけれども、膨大

な労力とエネルギーも必要になってくるのだとい

うふうに思います。その部分でのコストもかかっ

てくるということですから、その費用対効果もあ

わせたときにいかがなものかということは検討し

なければならないというふうに思います。予算を

策定していく中で、膨大な市民の皆さんのいろん

な現場での御意見はもちろんですし、まちづくり

懇談会やさまざまな総合計画の委員会等々で市民

の皆さんの御意見を聞きながら予算を策定してい

ます。また、議員の皆さんからも事あるごとにさ

まざまな質問をいただきながらこの予算を組んで

いるということでございまして、ぜひ新年度の予

算も予算委員会等を開いて皆様方の意見をしっか

りと聞かせていただいて、これをつくっていくと

いう過程があるということで、ぜひ今後とも厳し

い、また建設的な御意見を予算策定の段階でもい

ただければありがたいというふうに思います。お

願いいたします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどちょっと土地〇副市長（佐々木雅之君）



－54－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

開発公社の関係でフローチャートの話出ていまし

た。それで、土地開発公社の関係につきましては、

独自で土地等の財産の購入をしておりません。全

部市からの依頼でつくっていますので、先行取得

したものを利活用しなかったのは市側のほうに責

任があるという建前になっていますので、そこは

管理経費も上乗せしたもので、簿価が毎年毎年膨

らんでいく形になりますので、その積み重ねで最

終的に残ったものについては市のほうで買い戻し

をすると。そういう形で買い戻しに至る途中経過

については、一定の資金不足についても貸付金で

まず調整をしていると、そういうことであります。

それから、簿価と売買価格との差額については

明らかにマイナスになっていますので、差損は出

ています。この総額については、固定資産評価の

割り返しで売買想定価格できますので、これにつ

いては後で議員皆さん方に総額でどれぐらいの差

額になっているかについてはお知らせをしたいと

思います。よろしくお願いします。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市の農業施策について外３件を、山田典幸

議員。

議長の御指名をいただ〇５番（山田典幸議員）

きましたので、これより通告順に従い、大項目４

点にわたって順次質問をしてまいります。

大項目１点目、名寄市の農業施策について、３

点にわたってお伺いいたします。１点目、本年の

地域農業の実態についてお伺いいたします。こと

しも全ての収穫作業を終えて、１年間の営農の成

果が問われる時期を迎えましたが、さきの行政報

告にもありましたように水稲の作況指数は北海道

で１０７、上川では１０６となり、当市において

も収量、品質ともに平年を上回る状況となりまし

た。一方、畑作においては５月から６月にかけて

の干ばつの影響を受けたものの、その後の天候の

回復により作物によりやや差はあるものの、おお

むね平年並み、または平年以上の収量となりまし

た。しかしながら、本年は特にカボチャ、食用バ

レイショ、白菜、キャベツなどの野菜類において

は市場価格の低迷などによる販売価格の落ち込み

が激しく、いわゆる豊作貧乏と言われる状況とな

り、農家の経営収支に大きな影響を与える結果と

なっております。ここ数年続いた異常気象による

減収や品質低下の影響で、特に畑作野菜農家の経

営は非常に苦しい状況に置かれており、一定程度

安定した天候で推移した本年は、各作物数年ぶり

に収量も確保でき、農家にとって経済的な部分で

も精神的な部分でも多少明るい兆しが見えること

を期待しましたが、価格の低迷が農家経営に大き

な打撃を与え、農家所得は昨年の水準を下回ると

いう見方もあるのが実態です。そこで、このよう

な実態をどう捉えられているのか、改めて市理事

者の地域農業に対する認識をお伺いいたします。

２点目、新年度予算編成に当たっての重点農業

施策について伺います。先ほどの実態を含めた地

域農業の現状を把握し、課題を認識した上で、明

確な方向性を示し、政策予算を組んでいることが

重要であると思いますが、考え方をお伺いいたし

ます。あわせて農業予算において継続、新規で予

定されている事業についてお知らせをいただきた

いと思います。

３点目、今後の地域農業のあり方についてお伺

いいたします。現在地域農業を取り巻く環境は、

先ほど述べさせていただいた実態を含め、農家戸

数の減少や農業従事者の高齢化、輸入農作物の影

響による農畜産物価格の低迷と農業所得水準の低

下などさまざまな問題を抱えています。これら諸

問題の解決に向けてはもちろん、若い担い手が将

来に希望の持てる農業にしていくため、次の世代

を担う子供たちにとって魅力ある産業にしていく

ため、今こそ将来の地域農業の方向性、あるべき

姿を明確に示していくことが重要であると考えま

すが、お考えをお聞かせください。

大項目２点目、名寄市観光振興計画についてお

伺いいたします。本年度策定された名寄市観光振
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興計画では、基本目的を交流人口の増加による経

済効果の拡大と定め、名寄の知名度向上、観光関

連人材の連携、育成などの戦略目標のもとに、人

が寄ってみたいまち名寄を目指すこととしていま

す。ここでは、主な戦略事業の内容から、合宿の

誘致の取り組みについてお伺いしたいと思います。

本格的な冬のスポーツシーズンを迎え、当市にお

いても先般行われた国内皮切りのジャンプ大会を

初めスキーを中心としたさまざまな大会が開催さ

れますが、それと同時に大会出場などに伴う合宿

により多くの選手が市内に一定期間滞在すること

となります。合宿などによる宿泊を伴う交流人口

の増加は、経済効果の拡大を図る上でも重要な要

素であり、より積極的に合宿の誘致を進めていく

必要があると考えますが、合宿受け入れの現状に

ついて、あわせて今後に向けての課題と取り組み

についてお考えをお聞かせください。

大項目３点目、教育行政について２点にわたっ

てお伺いいたします。１点目、市内小中学校教職

員の勤務実態についてお伺いいたします。道教委

が道内全公立校の教職員を対象に行った服務実態

調査により、勤務時間を守らない、勤務時間中に

認められない業務を行った、届け出た研修を行っ

ていなかったなどの不適切勤務を指摘された教職

員が２００６年度から２０１０年度の５年間で

１６９人いたことが先般明らかになりました。そ

のうち６６６人が給与返還対象となり、その額は

合わせて約３１８万円に上るということであり

ます。そこで、当市においてそのような不適切な

勤務の実態があったのかなかったのか、あったと

すればどのような実態を把握しているのか伺いま

す。

２点目、特認校の状況と今後の支援策について

お伺いいたします。少子高齢化の進行などに伴い、

当市においても市街地、郊外にかかわらず、児童

生徒数は減少の一途をたどっています。特に郊外

地域の学校においては、児童数の減少により複式

化の進行、欠学年の増加などさまざま問題を抱え、

地域としての学校のあり方が問われる状況に置か

れていると言えます。そうした状況の中でも小規

模校における通学区域外特認校の指定を受け、少

人数による地域の特色を生かした教育を実践し、

地域の学校として存続し、活気を得ている学校も

あります。反面、特認校となってもさまざまな環

境の整備が必要であり、就学する児童生徒の確保

がなかなか進まない学校もあるのが現状です。改

めて市内の特認校の状況と問題点、今後の特認校

に対する支援策についてのお考えをお伺いいたし

ます。

大項目４点目、平成２５年度予算編成について

お伺いいたします。さきの平成２３年度決算では、

一般会計で３億２６１万０００円の実質収支

で、財政健全化の判断指標である実質赤字比率及

び連結実質赤字比率はともにゼロ、また実質公債

費比率、将来負担比率とも一定の改善がなされま

したが、その一方で歳入における自主財源の構成

比が２２％と低く、依存財源である地方交付税

の構成比は４１％と高い状況となっていること、

加えて今後予想される普通交付税における合併算

定がえ終了や社会経済情勢を反映した社会保障費

の増などを考慮し、行財政改革推進計画に基づき

事業を厳選し、適正な公債管理などに努めていく

ことが求められております。そこで、年度途中で

はありますが、平成２４年度の決算の見込みにつ

いてお知らせください。新年度予算規模について

は、先ほどの大石議員への答弁で理解をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

次に、予算編成の考え方についてでありますが、

市長訓令に基づき、総務部長名による事務連絡、

予算編成に当たっての基本方針が１１項目にわた

って示されました。その中で市民と協働のまちづ

くりを進めるために、多くの市民の意見を集約し、

予算に反映させることとありますが、各課では具

体的にどのような方法で意見聴取に取り組んだの

か、また自主財源の確保に向けた取り組みについ

て各課で十分に検討することとありますが、新た
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な取り組みは検討されたのか、新年度予算に反映

されているのかお伺いいたします。

最後に、平成２５年度予算は総合計画後期の具

現化を最優先に編成し、この際には中長期的な施

策展開を視野に入れ、真に必要な事業を厳選する

こととしています。このことから、現時点での新

年度主要事業についてお知らせを願います。

以上、この場からの質問といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から大項目〇経済部長（高橋光男君）

で４点にわたり質問がありました。大項目１は私

から、大項目２は営業戦略室長から、大項目３は

教育部長から、大項目４は総務部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、名寄市の農業施策についての

小項目１、本年の地域農業の実態について申し上

げます。本年度は、春先の天候不順により融雪の

おくれがあったものの、４月下旬から５月には天

候に恵まれ、６月に干ばつ傾向もありましたが、

その後の降雨などにより総じて平年を上回る収量

は確保されたところですが、作物間において収量、

価格に差がある年となりました。道北なよろ農業

協同組合での青果物取り扱い実績によりますと、

昨年より収量がありながらも価格の減少があった

主な作物の状況は、前年比でバレイショ７７％、

グリーンアスパラ９３％、カボチャ７０％、ト

マト７７％、キャベツ６９％となっており、青

果物全体での販売額は昨年度を下回る見込みとな

っており、この価格の低迷が農家所得にも影響す

るものと考えております。国内での流通の状況並

びに消費者ニーズなどについて、ＪＡ道北なよろ

とともに分析する必要がありますが、生産した作

物が再生産可能な価格で販売されることが重要で

あると考えております。

次に、小項目２、新年度予算編成に当たっての

重点農業施策について申し上げます。平成２１年

度から平成２３年度までの異常気象などによる農

業被害並びに平成２４年度の農産物の価格の低迷

による減収など、近年の地域農業における現状は

依然として厳しいものであると認識しております。

名寄市では、平成２４年度から新名寄市農業・農

村振興計画後期実施計画がスタートしており、そ

こで示しております５つの施策と関連する事業を

確実に進めていくことを基本に予算編成に当たっ

ているところです。本年１１月から１２月にかけ

て、市内の農政部、農事組合単位の２７カ所を予

定して、人と農地の問題についての意見交換会を

開催し、地域の意見をお聞きしたところです。ま

た、１１月には名寄市とＪＡ道北なよろが共催し

た若手農業者との意見交換会でも御意見をいただ

きました。これらの御意見を踏まえ、今後の施策

の推進に当たっていきたいと考えております。平

成２５年度では、担い手の施策として新規就農対

策で施設園芸を基本として新たな受け入れ態勢に

よる取り組みを新規で要望しており、新規作物の

導入についても現在検討を進めております。

次に、小項目３、今後の地域農業のあり方につ

いて申し上げます。名寄市の基幹産業は農業であ

りますので、農業の活性化が重要だと考えている

ところです。農家戸数も減少の一途をたどってお

り、現在の農家戸数が１０年先には５００戸程度

になるとの予測もあり、担い手の育成や新規参入

など重要な課題として受けとめております。地域

担い手への農地の集積化についても１戸の農家で

は経営規模の限界もあることから、法人化、共同

化による作業体系の充実など早急に検討していか

なければならないと考えております。現在の新名

寄市農業・農村振興計画の後期実施計画の確実な

推進に向けて取り組んでいくことを基本とし、近

年の農業状況の変化も十分考慮して進めてまいり

たいと考えております。これらの問題解決には特

効薬がないため、地道に市内農業者の御意見をい

ただきながら、関係機関、団体とも十分連携し、

取り組んでまいりますので、御理解をお願いいた

します。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）
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私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、名寄市観光振興計画からについて、小項

目の１、合宿の受け入れの現状についてお答えを

いたします。

名寄市は、これまでスキー場やジャンプ台、ま

たなよろ健康の森の運動場を中心として、関係者

の努力によって各種大会や合宿の誘致を年間を通

じて受け入れてまいりましたが、経済状況の厳し

さも影響し、減少傾向にあります。今年度上半期

の合宿受け入れ状況については、市内各施設への

聞き取り調査中ですが、平成２３年度実績につい

ては平成２２年度より増加の結果となりましたが、

今年度のなよろ温泉サンピラーの現状を見ても昨

年度より減少しており、市内全体の状況も同様で

はないかと予想しております。下半期の見込みに

ついては、昨年度大きなスキー大会が２つあった

ことから増加しましたが、今年度は一昨年と同じ

大会数であるから、一昨年度並みの合宿状況では

ないかと予測しています。そんな中で新たな試み

として、８月に香川調理製菓専門学校の食品開発

料理研究ゼミの受け入れをさせていただきました。

本市の農産物を初めとした食をテーマとした合宿

メニューを企画し、実際に体験した学生及び教員

からも大変好評を得たところであります。また、

市民の方によるつながりから、吹奏楽部の合宿を

誘致して、静かな練習環境等が好評で、大変喜ば

れたと聞いています。このように市民の皆さんの

つながりから、名寄に来ていただくきっかけとな

り、こうした御縁を大切にしたいと考えておりま

す。今後は、スポーツなどの既存の合宿に対する

視点にとらわれることなく、文化や芸術などさま

ざまな分野においても既存の資源を有効活用する

ことでそれぞれの合宿に対応することができる受

け入れメニューの機会が可能であることから、多

くの皆さんからの情報を収集する仕組みや受け入

れ態勢の整備が必要と考えております。

次に、小項目の２、今後の課題と取り組みにつ

いてお答えいたします。合宿の受け入れについて

は、地域にとって経済的な波及効果が高いという

ことから、これまで名寄振興公社、民間の宿泊施

設や団体等が個別に誘致活動やＰＲ活動を行って

おり、その後のアフターケアも含めて対応してい

ただいておりますので、引き続きお願いをしてま

いります。今後は、スポーツに限らず文化及び学

術分野など広い視点からの宣伝、誘致活動及び本

市にお越しいただいた方への満足度を高めるため

のホスピタリティーを中心とした受け入れ整備な

どオール名寄体制で取り組む仕組みや体制づくり

が必要と考えています。まず、受け入れ態勢につ

いては、現在合宿を受け入れておられる宿泊施設、

協力をいただいている団体などと名寄市観光交流

振興協議会の交流事業部会の構成団体である名寄

振興公社、体育協会、旅館業組合、名寄市の教育

部、経済部などを初め市内有志及び各団体とも連

携し、これまでの取り組み状況及び課題等を整理

する体制づくりを進めます。

次に、宣伝、誘致では、市内で組織されている

学校の同窓会などから得られる情報や現在検討中

でありますが、（仮称）名寄人材ネットワークに

より名寄にゆかりのある道内外で活躍されている

人材を取りまとめ、そこから得られる合宿等の関

連情報や助言を集約し、それらの情報からターゲ

ットを絞ったＰＲ活動や誘致活動を行うことで、

合宿実現の可能性を高める取り組みを検討してま

いります。また、合宿に来ていただいた方へのア

フターメニューの提供なども満足度を高めるため

に効果的であり、再度お越しいただけることにつ

ながるとともに、名寄市をＰＲするよい機会とな

りますので、合宿受け入れ態勢の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、教育行政について答弁をさせていただき

ます。

まず、小項目１、市内小中学校教職員の勤務実
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態についてでございます。一部の教職員が勤務時

間帯に有給休暇などの手続をとることなく職員団

体などの活動を行っていたことなどを踏まえて、

北海道教育委員会では昨年１０月より全道の義務

教育費国庫負担金の対象となる教職員につきまし

て、教職員の服務規律などの実態に関する調査を

行いました。その調査項目は、１点目は勤務時間

中の職員団体活動に関する調査、２点目は勤務時

間中の職務専念義務の遵守に関する調査、３点目

は長期休業期間中における校外研修に関する調査、

４点目は勤務時間の遵守に関する調査、５点目は

主任手当の算定誤りに関する調査の５項目であり

まして、平成１８年度から２２年度までの５年間

分について調査を実施してきたところであります。

名寄市におきましても北海道教育委員会からの依

頼を受けまして、１９５人の教職員を対象に調査

を実施をしてきました。調査結果につきましては、

本年１１月２６日に概要版として全道、管内別の

状況については公表をされております。名寄市の

個別の結果につきましては、１２月１０日に通知

がありまして、平成２２年度分の市内の小学校の

管理職１名が勤務時間の遵守に関して給与の返還

の対象となりました。これらの不適切な勤務実態

が起きた背景といたしましては、北海道教育委員

会の見解によりますと教職員においては職務専念

義務への意識が低かったこと、また学校管理者に

おいては教職員の勤務時間の管理がおろそかにな

っていたことなどが考えられております。今後は、

教職員の服務規律の厳正な保持に努めるとともに、

北海道教育委員会と連携をして各種教職員研修な

どに取り組んでいきたいと考えております。

次に、小項目２、特認校の状況と今後の支援策

についてでございます。通学区域外からの就学が

認められました特認校制度につきましては、自然

環境に恵まれた小規模校で豊かな自然と地域と一

体となった特色ある教育活動を通して、豊かな心

とたくましい体を育むことを目的とした制度であ

ります。名寄市では、平成１０年よりこの制度の

導入によりまして児童生徒数が増加をし、地元の

子供たちだけでは成り立たなかった学校運営が可

能になるなど、地域の学校の活性化に寄与してい

る部分がございます。現在中名寄小学校、智恵文

小学校、東風連小学校、日進小学校及び智恵文中

学校が特認校の指定を受け、中名寄小学校には１

８人、東風連小学校に５人、智恵文中学校に３人

がバスなどを利用して通学をしております。各学

校では、地元の方々の指導のもと、農園での野菜

づくりや米づくり、豊かな自然の中での地域行事

など市街地区では味わえない教育を進めておりま

す。

通学児童生徒の支援につきましても、市では遠

距離児童生徒補助要綱によりまして通学の児童生

徒には保護者の負担軽減を図る目的で交通機関の

定期券の購入などの助成を設けております。ただ、

一方で特認校の指定を受け、児童生徒が通学して

いる３校には共通して通学手段の問題等がござい

ます。基本は、路線バスを利用しているものの、

１日に限られた便数しかなかったり、また保護者

による送迎や部活を早く切り上げるなどをしなけ

ればならないなどの不便さの解消が保護者、児童

生徒から求められております。こうした問題を少

しでも解決することにより、さらに特認校への入

学者が増加をして、学校、地域が一体となった教

育効果が今以上に活性化するものと考えておりま

すので、可能な限り時間の変更とか路線の変更等

を公共交通機関各社にも要望していきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目４〇総務部長（扇谷茂幸君）

点目の平成２５年度予算編成についてお答えをい

たします。

まず、平成２４年度決算見込みについて申し上

げます。平成２４年度決算見込みにつきましては、

特別交付税の交付額がまだ決定されていないこと、

除雪費や扶助費など年度終了まで推計が困難な事
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業があること、また先日実施をされました衆議院

議員選挙の結果によりまして新政権が景気対策の

ため早急に政策を打ち出す可能性があることなど

により、現時点では見込みを出すことは極めて困

難であります。予算編成におきましては、平成２

４年度の決算見込みを担当課からヒアリングし、

編成作業を進めてはおりますが、全体の決算見込

みにつきましては現時点でまとまっておらず、い

ましばらく時間がかかる状況にありますので、御

理解をよろしくお願いしたいと思います。

次に、市民意見の反映の考え方について申し上

げます。平成２５年度予算では、新名寄市総合計

画の具現化を最優先としておりますので、この策

定作業における市民の皆さんの貴重な御意見を念

頭に置いて予算編成作業を実施しております。ま

た、先般開催いたしましたまちづくり懇談会や日

常業務の中で市民の皆さんと接する機会、また市

に寄せられました要望などいろいろな場面でいた

だいた御意見をできるだけ平成２５年度予算編成

に反映をさせていきたいと考えております。

続きまして、自主財源の確保についてでありま

す。自主財源の確保は、大変難しい課題であり、

有効な取り組みがなかなか出てこない状況にあり

ます。毎年度実施をしております職員提案の中で

も自主財源確保に向けた提案を求めてはおります

が、有効な提案には至ってはおりません。しかし、

市税などの徴収率向上やインターネット公売の実

施、また市有地や不用品などの売却、広告収入な

どこれまでの取り組みが財源確保に一定の成果を

出していることから、これらにつきましては引き

続き予算化するとともに、今後も各方面からの自

主財源確保に向けた取り組みを継続をしてまいり

たいと考えております。

一方、一般財源の確保を確実にする取り組みも

必要と考えております。そうした一つの例として、

特別交付税が平成２６年度から交付税全体の６％

から５％に、平成２７年度以降につきましては４

％に減少することとなります。特別交付税は、災

害などの影響を受けやすく、交付対象がふえまし

ても総額がふえない課題を持っております。この

減少分が全て普通交付税に格上げをされますと、

災害などに影響されず、安定的な財源として交付

をされることになります。こうした地方交付税の

制度改正を積極的に要望してまいります。あわせ

て国のさまざまな交付金や補助金につきまして情

報収集を図って、財源確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、主要な施策の状況について申し上げます。

平成２４年度より継続をされている事業、例えば

（仮称）市民ホール建設事業、南小学校校舎、屋

内運動場や大学図書館、講堂の基本設計、市立総

合病院精神科改築事業などのハード事業につきま

しては、引き続き予算要求がなされております。

また、ソフト事業におきましても継続分は同様に

要求が上がっております。事業の詳細につきまし

ては、財政課長査定期間中のヒアリングで明らか

になってまいりますので、新規事業を含めた事業

の全体像につきましては課長査定が終了した１月

上旬に明らかになるスケジュールとなっておりま

す。また、これからの予算査定の中で、さらに事

業内容や経費につきまして精査していくこととな

りますが、特に大型事業については財源確保や今

後の維持管理経費等も含めて検討していくことと

なると考えております。今般の選挙結果を受けま

して、国の地方に対する財政対策においては流動

的な部分も出てくるものと思われますので、主要

事業の計上に当たりましても国の動向に的確な情

報収集に努めるとともに、公債費の適正な管理を

念頭に置きながら、できるだけ一般財源の支出を

抑える形での予算組みが必要と考えております。

以上、答弁といたします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましてありがとうございます。それでは、再

質問に入らせていただきたいと思います。

まず、名寄市の農業施策についてということで、
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本年の地域農業の実態について述べさせていただ

きました、先ほど。ことしほどやはり努力が報わ

れない年はなかったのではないかとたくさんの農

家の方が言われるくらい、ここ数年、２年、３年

と続いた中で、ことしも非常に厳しい状況という

のが現実です。先ほど申し上げたように、天候も

ある程度よかった。収量も平年並みに確保できた。

しかし、値段が安く、所得が上がらない。部長の

お話にもありましたけれども、農協の取り扱い見

込みもやはり青果物においては計画対比でおおよ

そ３億円程度マイナスになるということも聞いて

いますので、ことしはいかに価格が振るわなかっ

た年だったかということだと思います。農家とし

ても幾らよいものがたくさんとれても、農家の所

得にならなければ農家は経済的に成り立たないわ

けで、このような状況から抜け出すためにはどう

するかということが重要になってくるのですが、

部長の御答弁でも再生産価格の確保ということを

進めていくというようなお答えもありましたけれ

ども、根本的な部分でやはり販売の強化、いわゆ

る販売力、ブランド力を高めていくということし

かないのかなと私は考えております。販売の強化

をするためにどのようにしていくかというところ

を部長のほうで何かお考えありましたら、ちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから再質問がありましたけれども、特に近年

は系統を通じての販売はもとより、インターネッ

ト等を通じて個人で販売を強めている農家さんが

従来より多数いるというふうに判断をしておりま

す。ただ、農協を通さないと大量に販売すること

ができませんので、その部分については市場原理

が働くものですから、どうしてもことしのように

価格に反映されるものがあるのだろうというふう

に思いますけれども、農協のルートを通じるとと

もに、近年は個人での販売も先ほど言いましたけ

れども、力を入れている農家さん結構ありますの

で、より安全、安心、良質な農産物が消費者に届

けられるよう行政のほうとしても一定程度支援と

いうか、協力体制は惜しまないというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いをしたいという

ふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

今お話あったように、〇５番（山田典幸議員）

結構個人で販売されている方も多いというのも現

実ですけれども、一部例えばつくっている全体の

本当に１０％から、多い方で２０％ぐらいは多分

直売でやっている方もおられるのかと思いますけ

れども、８割、９割、やはり実際はほとんどが農

協への出荷ということだと思います。今市場価格

があるので、その年によってという部分もそれは

当然あることですが、やっぱりことしは特に本当

に市場価格が振るわなかったから、とれたけれど

も、農家の所得に反映しない。これが一番つらい

ですね、やはり。一部農協の職員さんも含めて、

ある農家さんのお話ですけれども、値段が本当に

振るわないと。ことしもう年末どうしようかとい

う中で、とれたからよかったでしょうみたいなお

話もされたというような、農家さん非常に憤慨し

ていたお話も聞きますので、市場価格というのは

左右されるというのは農産物の場合、特に青果物、

当然なのですけれども、ブランドといいますか、

農業・農村振興計画の中でもブランド化を図る、

ブランド力を高めるという文言がたくさんうたわ

れている中で、やはりブランドというのは市場価

格に上限はあっても、一定程度そのブランドであ

ればある程度の価格で取引されるというようなも

のなのかなと私は考えています。そういう意味で

は、行政としても関係団体、特に農協という部分

との連携をしていくことが重要になってくるので

はないかなと私は考えているのですが、そう言う

と行政がどこまで農協の販売に入っていくのかと

いうことにはなるのかもしれませんけれども、そ

ういうことではなくて、やはりそれぞれの役割と

いうものをより生かすために、しっかりと連携し
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て取り組む体制というのも今後必要になってくる

のかなと思いますけれども、そのあたりのお考え

お聞かせいただければと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員からは、産地〇副市長（久保和幸君）

の評価を高めていく必要があるのではないかと。

その上では、ＪＡとの連携をしっかりするべきと

いう、そういうお話でございました。私もその点

については十分に心して取り組んでいるつもりで

ありますけれども、基本的に上京の折にも農協の

専務さんとホクレンの支所に伺ってまいりました。

その中でも大変厳しいと。ただ、私どもも痛感し

ているのでありますが、農家の皆さんはやはりい

いものをつくっているということを認識している

ということで、私どももホクレンの支所の販売課

長さんのほうにもお話しさせていただきましたし、

個別、個別でそれぞれ送られている方々からの評

価もかなり高いということも聞いておりますので、

まずは素材のよさを売り込んでいく必要があるの

ではないかということで、ここはホクレンさんの

東京支所の方とも共通認識を持たせていただきま

した。基幹産業を農業としている名寄市ですから、

今後ともＪＡと十分に連携して、売れる作物をい

かに展開していくかということについても配慮、

配意してまいりたいと思いますので、この点につ

いては御理解をいただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそういった体制し〇５番（山田典幸議員）

っかり整えていただきたいと強く求めておきたい

と思います。販売という部分だけに限らず、どう

しても行政と農協との連携がちょっとやっぱり十

分ではないのではと感じることが多々あります。

やはりこれは行政やること、これは農協のやるこ

とというふうにちょっとかみ合っていない部分ま

だまだあるのではないのかなというふうに私は思

っております。名寄市というのは、１つの自治体

に１つの農協という体制、これは非常に優位性と

いうか、やはり有利に働くのではないかなと思い

ます。例えば農協の職員さんと行政の職員さんが

一緒に取引市場を回るぐらいのことがあっても、

私は極端に言えばそういうことがあってもいいの

ではないのかなと思いますので、生産者としては

よいものをつくる努力をするというのは当然のこ

とでございまして、やはり今後販売をしていく、

販売力を高めていく、ブランド力を高めるという

こと、しっかりそこが担保されないと、いろいろ

さまざまな農業にかかわる取り組みというのも生

かされてこないのだろうなと思いますので、ぜひ

そのあたりの体制の強化、連携の強化というのを

強く求めておきたいと思います。よろしくお願い

します。

地域農業のあり方についてということでお伺い

しておきたいと思いますが、地域農業の将来像、

あるべき姿ということで、人・農地プランの策定

に向けての説明会は一通りそれぞれの地区で終わ

られたと思います。その中でどのような意見が出

されたか、また行政側としてそこから何か見えて

きたものがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

まだ全ての地区で終〇経済部長（高橋光男君）

わったというわけではありませんけれども、この

間主な説明会での意見ということで、１つには後

継者、担い手不足が全体的に心配をされていると。

地域の中では、後継者もいて大丈夫だよという地

区もあるのですけれども、総体的には担い手不足

が心配をされていると。それとあと、農地の集積

の関係、流動化もあわせて条件のいい平場の土地

については受け手がいるのですけれども、条件不

利地、傾斜地の部分だとかについてはなかなか引

き受け手がなくて耕作放棄地につながるおそれが

あるといったような意見、それから先ほども言い

ましたけれども、農家戸数が１０年先には５００

戸程度になるのではないかという見込みをされて

いますけれども、やっぱり農家戸数を維持するに

は新規就農者の対策も施策の重要な一つでないか
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ということが言われておりました。それから、新

規就農を受け入れる場合でも施設園芸もいいのだ

けれども、それではなかなか生活が成り立ってい

かないので、ぜひその部分については土地利用型

農業につながるような支援策も行政として考えて

はいかがでしょうかという御意見を伺っておりま

す。総体的には、やっぱり担い手、後継者対策、

新規就農者対策、農地の集積化、そういった部分

が今後の重要な課題になってくるのだろうという

判断を今のところしております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういったまだ全地区〇５番（山田典幸議員）

終わっていないということなのですが、この人・

農地プランの策定に向けて、今後一通り話し合い

ある程度終わった中で、今後の進め方ということ

でお聞きしておきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの５月に第１〇経済部長（高橋光男君）

弾の人・農地プランを策定させていただきました。

今回各地区に入りまして御意見をちょうだいして

おりますので、いかに中心となるべき経営体に農

地の集積をスムーズに持っていくか、そういう部

分を含めて、流動化対策も含めて、人・農地プラ

ン修正版に地域の御意見を反映していきたいなと

いうふうに考えております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういう意味では、ま〇５番（山田典幸議員）

たこういう機会は何回か重ねていくということで

理解してよろしいですね。１回目の御答弁の中で

もありました、特効薬がないと。そのとおりだと

思いますし、ぜひしっかりと地域の方の意見、ま

た特に若い方の意見というか、これからの方の意

見もよく聞いていただいて、進めていっていただ

きたいと思います。こういうことを繰り返してい

る中で、それぞれ共通認識というか、名寄市のこ

の地域の農業の将来像というのが見えてくるので

はないのかなと思いますので、そのような取り組

みをお願いしたいと思います。

続きまして、観光振興計画について再度ちょっ

とお伺いしておきたいと思います。いろいろ現状

はわかりました。減っている状況というのもある

程度私のほうでも把握させていただいております

けれども、１点ちょっと確認なのですが、観光振

興計画の中で合宿受け入れの現状と課題というよ

うなところもありまして、合宿誘致活動をするに

当たり市全体で課題検討する組織の設立が必要と。

また、合宿の里づくり情報ネットワークの掌握と

いうことで、そういった情報を掌握するための組

織を設立しますと。この設立の状況というか、進

行状況はどのようになっているかお聞かせいただ

きたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

計画の中でそう〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

やって述べさせていただいているのですけれども、

大変申しわけないのですが、まだ設立には至って

おりません。先ほどもちょっと答弁の中でお話し

させていただいたのですけれども、実際に今は合

宿でたくさんの方がお見えになっていますし、そ

れらを受け入れている宿泊施設の皆さんだとか、

それから今回の観光交流振興協議会の組織の人た

ちとの意見交換から物事が進んでいくと思ってお

りますし、先ほど言った人材ネットワークなんか

もその中でどういうふうにしたら情報が集まって

くるかということもあると思っています。まだ残

念ながら具体的に取り組んでおりませんが、今後

直ちに取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

まず、そういった協力〇５番（山田典幸議員）

体制というか、各団体と御答弁の中でもありまし

たけれども、振興公社さんですとか、スポーツで

いえば体協さん、また芸術文化にも、合宿という

のは部長おっしゃるとおりやっぱり芸術文化の部

分もそういった合宿、吹奏楽なんかも入ってこら

れたということで先ほどお答えありましたので、

いろんな団体との協力体制というか、そういった
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体制づくりしていただくことがまず大事なのかな

と思います。また、今後の課題ということで、ホ

スピタリティーということでオール名寄体制で進

めていきたいと。室長からも御答弁がありました

けれども、おもてなしの気持ちというか、市民の

歓迎ムードをどうやってつくっていくかというこ

とがいろいろこれからの課題、やっていくこと、

取り組んでいくこと、さまざまあるでしょうけれ

ども、まず名寄市民が合宿に来てくれた、名寄に

来てくれたという方を市を挙げて歓迎するという、

やっぱりそういうムードをつくらないとならない

のかなと。それがまた合宿の誘致、また大会の誘

致、そういうものにつながってくる部分もやはり

あるのではないのかなと考えています。市民から

自然発生的にムードが高まるというのがこれは理

想なのですけれども、ぜひ行政からも積極的に仕

掛けていくという部分も必要ではないかと思いま

すが、室長、そのあたりのお考えをお聞かせくだ

さい。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

顕著な例という〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

か、身近な最近の例としては、先回ライズＪＣと

いう女子のジャンプの方々の歓迎会が、これはも

う完全に市民有志の方々が主催でやっていただき

ました。多くの方々がお迎えすることによって、

来た選手たちも非常に喜んでいましたし、歓迎さ

れているというふうに受けとめていただいたと思

っています。今までこれまでも何十組の団体の方

にいらしていただいて、それらについては宿泊施

設ですとか、そういうところでおもてなしのこと

をやっていただいています。今後は、市民がいか

に、最低市民にこんな団体が今合宿に来ているの

だなということをやっぱり知らせることも一つの

歓迎の意味になると思いますし、それから実際に

張り出すというか、そういったことが掲示できる

ような、今徳田に一部ライオンズさんから御寄贈

いただいたもので流してはいるのですけれども、

それは対外向け、あるいはということなので、も

っと今度は（仮称）複合交通センターができれば

そういうところでも市民の方にわかっていただけ

るような掲示、あるいは歓迎ムードを高めていけ

るように努めたいと思っております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いします。〇５番（山田典幸議員）

また、ジャンプ大会の話出ましたけれども、やっ

ぱり観客が少ないなという気がしました。歓迎す

るという、今そういう歓迎会というのも大事なの

かもしれませんけれども、まず市内で行われてい

る大会、本当に全日本クラスの大会ですから、一

人でも多くの市民の方に足を運んでいただくとい

うような取り組みも大事ではないかと思いますの

で、そういった情報発信というのもよろしくお願

いしたいと思います。

時間がなくなってまいりましたので、それで合

宿の誘致などを含めた今の観光振興としての交流

人口拡大、そして先ほどの農産物の販売、ブラン

ド化という部分で１つ市長にお伺いしたいと思う

のですが、市長はみずからトップセールスとして

全国各地に出向かれて名寄を売り込むという活動

を精力的に行われておりますけれども、今後もぜ

ひ今まで以上に積極的に名寄という名前をどんど

ん広めていただきたいと思っています。市長が今

までそういった活動をしてきた中で、市長自身が

感じている手応えというか、手応えや成果、また

今後の展望ですとか課題、市長自身の考えや思い

をお聞かせいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの４月から総合計〇市長（加藤剛士君）

画の後期計画がスタートし、同時進行で観光振興

計画もスタートしているという、これから名寄に

はすばらしい資源があって、これをどう生かして

いって交流人口の拡大、地域振興につなげていく

かという第一歩ですけれども、もう既にいろいろ

な成果が出始めていて、非常に手応え感じていま

す。この１２月末には、杉並区の子供たちが２５

人訪れて極寒の体験をするなんていうことも始ま
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りそうです。１月末には、台湾の……

（「大使」と呼ぶ者あり）

大使ではないのだよね。〇市長（加藤剛士君）

在日駐在所、いわゆる国ということでないので、

大使の副代表がぜひ名寄を訪れたいということで、

モニターのツアーに来ていただけるというような

お話もございます。有森さんの話も３月に正式に

ひまわり大使ということで認証式を行いますけれ

ども、有森さん自身も相当合宿に関してもネット

ワークを持っていますし、そうしたことも今後ぜ

ひ協力していきたいというありがたいお話もあり

ます。まだまだ人のネットワークの組織の設立と

いうことで、組織の設立までには至っていないわ

けですけれども、それぞれそういう重要なキーマ

ンが名寄市のために今動き出してきていただいて

いるような状況もございます。

ブランド化に関してもきょうの北海道新聞さん

でしたか、１面に大々的にカラーでモチ米のブラ

ンド化が進行しているという話も出ていました。

それぞれ個別、個別でいろんな売り込みを図って

いく中で、相当名寄の物産に対する手応えも感じ

ています。今後もさらに、ブランド化というのは

生産者の皆さんの覚悟も必要ですし、やっぱり普

通でないことを積み重ねていくことにいろんなチ

ャンスがあるのではないかというふうに思います。

当然農協ともよく相談をして積極的に進めていき

たいというふうに思いますし、さらに今現在では

風連地区でもホウレンソウつくったり、この時期

にチコリをつくったりとかというような、そうい

う新しいことにチャレンジをしている青年たちも

ぜひ応援をしていくことで、地域のブランド化の

さらなるバックアップをしていきたいというふう

に思います。たくさんの材料があって、今それが

本当にすばらしい形で芽を出しつつある状況だと

いうふうに思います。なかなか結果が出ていない

のではないかという声もあるかもしれませんけれ

ども、ぜひしっかりと結果を出す部分は出す部分

として、また長い部分、長い目で見ていただくこ

とで皆さんに応援をしていただきたいというふう

に思います。

台北駐日経済文化代表処の副代表を含む数名が

お越しいただけるということです。よろしくお願

いします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

よろしくお願いいたします。

時間がなくなりましたので、最後特認校の状況

と今後の支援策ということでお伺いしておきたい

と思います。行政側の考え方、また問題点等をい

ただきまして、可能な限り支援をしていきたいと

いうお答えを部長からいただきました。中名寄小

学校に関してなのですが、お答えの中にもありま

した、全校２３名中１８名市内から通学されてい

ます。それで、スクールバスの廃止の件も若干私

も保護者の方からお話をお伺いして、それに理解

できないということではないので、ぜひ代案とい

いますか、それを保護者の方、また地域の方にい

ろいろと相談に乗ってあげたり、そういう部分で

検討、支援をしてあげていただきたいと。保護者

の方もバスの時刻表とにらめっこをしながら、本

当に合うダイヤがない。では、どうしようという

ことで、本当に困っているといいますか、そうい

う部分で相談を受けた部分もあったものですから、

そういった部分でちょっといろいろと相談に乗っ

て、段階的な形も含めて御検討をしていただきた

いと思いますので、そこをそのあたりの考え方最

後聞いて、終わりたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員のほうから〇教育部長（鈴木邦輝君）

は、特認校の支援策について再質問をいただきま

した。さきの答弁でもお話ししたとおり、名寄市

内には５校の特認校がございますが、実際特認校

としての生徒、児童が通っているのは３校で２６

人でございます。あとの２校につきましては、各

学校の教育内容とか地域の協力体制というのは万

全でありますので、それでも通ってくるお子さん
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がいないというのは、山田議員が指摘したとおり

交通手段の問題が大きくネックになっているので

はないかと考えてございます。御指摘のありまし

た中名寄小学校につきましては、ことしで２５年

を迎えますはだしの学校という大変特色のある教

育活動を展開をして、地域の方々が全面的に学校

行事をバックアップするという体制の中で、たく

さんの特認校の児童が通っているというのが現状

でございます。ただ、小学校につきましては授業

時間が５時限であったり、６時限であったりとい

う、特に帰宅時間が差異がございます。これらの

部分につきまして、今までもいろいろな対策をと

ってきた部分がございます。これらにつきまして

先ほども述べましたけれども、バスの運行時間、

もしくは路線、降車時間、降車場所等につきまし

てこれからも学校とか保護者の方の意見を伺いま

して、関係機関と相談をしながら、通学手段の弾

力的な運用につきまして協議を行って、児童生徒

が安心して通学できるように協議を続けてまいり

たいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０８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。

質問者指名の前に、午前中２名の質問がありま

したけれども、質問の時間がベルの後にあるとい

うこともありましたので、御注意を申し上げたい

というふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。

平成２５年度予算編成について外３件を、佐藤

靖議員。

議長の御指名をいただ〇９番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い質問をさせていただ

きます。

１点目は、平成２５年度予算編成についてであ

ります。加藤市政１期目の最終年度となる平成２

５年度予算編成作業が始まりました。そこで、今

回の予算編成に臨む市長の基本的姿勢についてお

伺いします。まず、平成２２年４月、新名寄市第

２代市長に就任され、骨格予算に政策予算を補正

した２２年度予算を初め、２３年度、そして２４

年度と２回の本格編成を行ってきましたが、この

３年間の予算編成に当たってきたことについて、

みずからの総括をお聞かせいただきたい。特に市

が抱えてきたハード施設については一定の解決を

図ってきていると評価をいたしますが、市民福祉

向上に向けたソフト事業面の成果についてお伺い

します。また、これらのことを踏まえ、市長訓令

の枠を超え、加藤市政１期目の最終年度となる平

成２５年度予算編成に臨む市長自身の基本的姿勢

についてお示しをいただきたいと思います。

主要事業と予算規模については、午前中の御答

弁で一定の理解をいたしましたので、省略をさせ

ていただきます。

次に、１１月１日に発令された市長訓令の中で、

ことしも既得権や既成概念にとらわれず、全ての

事業の見直しを行うことと求めておりますが、市

長はいまだに既得権や既成概念にとらわれた予算

要求が多いと感じられているのか、また具体的に

どのような姿勢を職員に求めているのか、さらに

は費用対効果の把握や事業内容などを十分に検証

することと求めていることについても同様に見解

をお伺いします。

一方、総務部長事務連絡では、旅費の原則に１

つの用務に１人の出張、道外出張については認め

ていないとしています。行財政改革の視点上、無

尽蔵に出張がふえることにはなりませんが、先進

地や先進的な取り組みを学ぶことは必要不可欠で

あり、新たな手法を取り入れてでも市政に役立つ

学びは進めるべきと考えますけれども、見解をお

伺いします。
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最後に、今衆議院総選挙の結果の受けとめと市

政への影響についての見解を求めます。

２点目は、職員倫理についてであります。今春

以降、市民に驚きを与えるさまざまな不祥事が発

生しました。事件の内容は、業務上ではなく職員

個々にかかわるものでありましたが、市民の市役

所職員に対する信頼を失墜させたのは事実であり

ます。市長自身も再三再四謝罪するとともに、み

ずからも厳しい処分を行い、市民の信頼回復に努

めていることは理解しますが、なぜこのような事

件が連続的に発生したのか、その原因についてど

う分析するのかをお伺いします。

さらに、各種事件発生後、職員に対してどのよ

うな注意喚起を図ってきたのか、加えて今後市民

の不信感を招かないようにどのような具体的防止

策をとろうとしているのかをお答えいただきたい

と思います。

３点目に、名寄地区中心市街地活性化について

お伺いします。（仮称）複合交通センターにかか

わる駅前交流プラザ「よろーな」条例については、

付託を受けた経済建設常任委員会で結審が導かれ、

今定例会中には議決が得られることとなる見込み

であることから、年明けからいよいよ同センター

のにぎわい創造が本格化されるものと考えますが、

改めてにぎわい創造の具体策についてお伺いしま

す。

また、今回の施設は同センターだけがにぎわい

を持つことがベストではなく、集まった人をどの

ように商店街の活性化につなげるかが重要であり

ますので、商店街との連携についてもこれまでの

協議過程と具体策についてお伺いします。

一方、同センター開設後多くの市民の皆さんが

心配されていることに駐車場対策があります。市

は、これまでの説明で公共交通機関の利活用を求

めてきましたが、御承知のように現駐車場は限ら

れたスペースであり、イベント開催時には多くの

人が市内外から訪れることも期待されています。

公共交通機関の利活用を原則としながらも、一定

の駐車スペースの確保が必要と考えますが、見解

を求めます。

最後に、名寄市総合病院の経営安定について端

的にお伺いします。行政報告で同病院の上半期の

収支状況が示されました。外来取り扱い患者数及

び入院患者数が減少している中で、院内努力によ

り収益は増となったものの、医業費用がふえたこ

とで医業収支は２億３２３万円の損失、全体収

支で６８５万０００円の損失となりましたが、

病院側としてこの収支状況の内容についてどう分

析されているのかをお伺いするとともに、名寄市

を初め近隣市町村の過疎化、少子高齢化の歯どめ

がきかない状況下で今後の病院の見通しや対応に

ついてどういう見解をお持ちかをお伺いし、この

場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目４点にわたり質問をいただきました。大項目

の１と２は私から、大項目３は営業戦略室長から、

大項目４は病院事務部長からの答弁となります。

初めに、加藤市政１期目、最終年度予算編成に

臨んだ基本的姿勢についてお答えをします。まず、

過去３年間の予算編成における総括についてであ

りますが、加藤市政における行政運営の基本は総

合計画に基づく計画的かつ着実な施策、事業の推

進にあり、総合計画を推進する中で公約の実現を

推し進めてきたところであります。このため毎年

度の予算編成に当たりましては、総合計画の具現

化を最優先として取り組むことを訓令として発し

てきたところであり、この間の総合計画実施計画

の進捗状況を初め、外部評価を取り入れた行政評

価、さらにはさまざまな機会を通じた市民の皆様

の声などから、厳しい財政状況にはあるものの、

健全財政を堅持し、かつ情勢等に対応した効果的

な予算編成のもとに総合計画の着実な推進が図ら

れてきたものと考えております。

また、公約につきましても総合案内窓口の設置

でありますとか、観光振興計画の策定、ゼロ予算
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事業などによる民間会社名寄市の推進、食肉セン

ターの整備やエゾシカ駆除対策事業、玄米ばら集

出荷調製施設補助金などによる基幹産業の推進、

医師確保対策や電子カルテシステムの整備、精神

科病棟の整備などによる名寄市立総合病院のさら

なる充実、市立天文台や道立サンピラーパークに

おけるイベント開催、テッシ・オ・ペッ賑わい創

出協議会の設置、あるいは大学振興基金の積み増

しなどによる財産を生かしたまちづくり、関係団

体や周辺自治体と連携しての自衛隊名寄駐屯地の

堅持の活動、民間グループホーム、ケアホームへ

の助成や風連中学校の整備、コミュニティーバス

試験運行などによる市民福祉の充実など着実に推

進していると考えているところであります。

次に、市民福祉向上のソフト面における成果に

ついて申し上げます。まず、子育て支援の推進で

は、風連日進保育所を活用した地域活動支援事業、

青空保育事業やお出かけ支援事業の拡充を図った

子育て支援センターの運営の実施など、高齢者福

祉の充実については救急医療情報キットを配付し

た命のカプセル事業、要援護者台帳管理システム

を導入した地域支え合い体制づくり事業の実施な

ど、障害者福祉の充実については民間の介護施設

整備を支援するグループホーム、ケアホーム整備

事業など新たに取り組むとともに、既存事業につ

いても継続を基本に取り組んできたところです。

また、今後の市の指針となる総合計画を初め各種

計画の見直しや新たに地域福祉計画を策定したほ

か、北・北海道中央圏域定住自立圏の中心市とし

て圏域市町村との新たな広域連携をスタートさせ

るなど市民福祉の向上にも努めてきたところであ

ります。

次に、加藤市政の予算編成に臨む基本姿勢につ

いてでありますが、平成２２年度から２４年度の

３年間にわたりまして、交流人口の拡大を通じて

新しいまちづくりに取り組んでまいりました。市

立天文台きたすばるや道立サンピラーパーク、道

の駅なよろなど既存施設の活用や駅前交流プラザ

よろーなによるまちのにぎわいづくりを展開し、

観光振興計画の策定やひまわり観光振興の推進な

どによる観光関連事業による交流人口の拡大にも

取り組んできたところです。また、一方では老朽

化している施設の改修や時代にそぐわなくなった

設備の更新などについては国の臨時交付金などを

活用し、取り組んでまいりました。新名寄市総合

計画で想定される事業の具現化を最優先とし、予

算編成を実施していきますが、この３年間での交

流人口の拡大によるまちづくりは端緒についたば

かりであり、平成２５年度においても引き続き進

めていくことといたします。観光分野のみならず、

農業、商工業、教育などの分野を横断し、総合的

な地域振興としてさらに発展させていきたいと考

えております。

また、市民の皆さんの生活に直結する懸案事項

などについては、まちづくり懇談会などを通じて

御意見をいただいております。財政的な問題があ

り、全てについて平成２５年度中に解決すること

は困難ではありますが、自治体として必要な公共

サービスの低下を招かないのはもちろんのこと、

さらにサービスの向上を目指し、必要な事業を厳

選し、優先順位を設けるなど計画性を持ちながら

予算編成に当たりたいと考えております。

次に、市長訓令における既得権や既成概念にと

らわれず、全ての事業の見直しを行うことについ

ての考えでありますが、合併後新名寄市として６

年が経過したところでありますが、この間施設の

あり方、使用料のあり方などの検討や風連特例区

の廃止、地域と協働のまちづくりのさらなる推進

などにより、合併直後から少しずつ新名寄市の姿

が変化してきております。また、定住自立圏の形

成や名寄市立大学や名寄市立総合病院の機能強化

などにより、周辺自治体との関連性も変化を見せ

ているところであります。国においては、去る１

２月１６日に政権交代後初めてとなる国政選挙が

実施をされ、新たな枠組みでの政権運営となるた

め、地方財政に対する影響が出てくるものと思わ
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れます。こういった変化の中での予算編成となり

ますので、全ての事業について検証が必要と考え

ております。今までどおりの事業でよいか、既に

時代にそぐわないものはないか、また新たな形で

進めるべき事業はないか、各担当課で見直しをし

た上で予算見積書を提出することを求めてまいり

ました。

次に、費用対効果の把握や事業内容などを十分

に検証することについてでありますが、予算見積

書の作成に当たりましては真に必要な事業の厳選

を求めておりまして、その場合の判断材料となる

ものが費用対効果や事業内容の検証結果であると

考えております。具体的には、各担当課で作成す

る予算見積書作成においては、事業内容の検討か

ら必要経費を見積もっていくことは当然ではあり

ますが、一例を挙げると道外への出張旅費につい

ては別に見積書を作成し、内容を把握することや

負担金、補助金についても別に調書を作成し、効

果の検証や必要経費の精査などより細かく担当課

で確認しながら作成しております。また、財政課

長査定から理事者での査定となる場合においても

別に調書を作成し、費用対効果や事業内容を検証

しながら作成することとしております。査定にお

きましては、これらの資料をもとに担当課とヒア

リングを行い、金額の増減だけではなく、事業の

背景や費用対効果、今後の事業展開、総合計画と

の整合性など多方面から検討し、査定を実施をし

ているところであります。

次に、出張旅費に対する考え方についてであり

ますが、費用対効果などの検証の中で一例を挙げ

させていただきましたが、道外出張については出

張内容や積算基礎などを記載した調書を別に提出

し、それをもとに査定を実施をしております。議

員お尋ねの職員の能力向上という観点から、先進

地に学ぶための出張旅費の扱いでありますが、名

寄市においてはこの間団塊世代の大量退職や行財

政改革による職員のスリム化といった要因により、

職員の若返りが進んでいます。また、権限移譲等

により業務が多様化しています。このため以前と

比較すると、職員には高い能力が求められるとと

もに、経験に基づく知識不足が懸念をされます。

道外の先進地に学ぶことにより、職員の能力向上

や経験的な知識不足の解消につながることも想定

されますが、これらの旅費の予算づけのほかに出

張後の職員にどのように活躍してもらうか、また

出張後の単なる復命書の提出だけではなく、学ん

だ知識を名寄市役所としてどのように活用してい

くのかの仕組みづくりも必要と考えております。

道外出張といえども当初予算の範囲内で必要な旅

費は計上していきますが、今後の予算執行の状況

により補正予算で対応することも視野に入れ、真

に必要で有効と思われる出張については計上すべ

きと考えております。

次に、衆議院選挙結果についての受けとめにつ

いてでありますが、今回の衆議院議員選挙におい

ては民主党を中心とした政権から自民党を中心と

した政権への交代となる結果になりました。しか

し、まだ連立政権の枠組みなど今後の政権運営に

つき流動的な状況が続いていくものと考えており

ます。民主党政権下では、コンクリートから人へ

という政治姿勢のもと、社会保障や弱者対策など

に重点が置かれた政策が出されてきたところであ

ります。新政権下では、これらに対する財政支援

がどのようになっていくか、また公共事業などハ

ード事業への政策がどのように打ち出されるか、

今後も動向を注視し、情報収集に努めてまいりま

す。前政権においては、地方財政対策について地

方の一般財源を確保すると閣議決定がされており

ます。急激な地方財政の緊縮策は打ち出されない

ものと想定をしておりますが、自民党政権下では

特に人件費を中心とした地方交付税の圧縮を進め

ていくことが想定されます。名寄市では、地方交

付税が一般会計歳入の４割を占めていますので、

この交付税の動向は今後の財政運営に大きな影響

を与えます。また、デフレからの脱却ということ

も公約の一つとしてありました。補正予算などに
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よる緊急的な景気対策が打ち出されてくることも

想定されます。このような新政権下で想定される

政策につき、緊張感を持って情報収集に努め、的

確な財政運営を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、職員倫理についてお答えをいたします。

本年の５月以降、職員の職務外の非行等による不

祥事が続き、市政に対する市民の皆様の信頼を損

なう事態となり、改めて深くおわびを申し上げま

す。地方公務員法では、職員は全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務するものであり、勤務

時間外、職務外の行為であっても法令遵守義務違

反や信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為

は禁止をされております。これらの事件は、当該

職員の公務員としての法令遵守、倫理意識の欠如

がもたらしたものではありますが、市役所それぞ

れの職場において不祥事を未然に防止するという

認識、また組織や職場風土、職員の管理監督等に

ついての問題にも至る大変大きな課題を投げかけ

ることとなりました。この間庁議や各級会議にお

いて市長訓示や文書周知の実施、課内会議を開催

をしました。法令遵守の徹底を求めてきています

が、組織としてより踏み込んだ対応も必要との認

識をしています。従来型のトップダウン方式であ

る市長通達、公務員倫理研修の実施等を充実強化

することはもちろんではありますが、職員同士の

活発な対話を通じて積極的に取り組むボトムアッ

プ方式による対策も必要と考えております。そう

した具体策として、職員に求められる姿勢や心構

えを明記した行動指針を策定し、日々職員相互が

点検及び改善が図られる仕組みづくりを進めたい

と考えています。今後もこうした再発防止策につ

いて、点検及び改善を強化し、不祥事の未然防止

に全力で努めるとともに、より一層公務員倫理の

確立と綱紀粛正を徹底し、一日も早く市民の皆様

の信頼を回復できるよう職員一丸となって対応し

てまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、名寄地区中心市街地活性化について、小

項目１、（仮称）複合交通センターのにぎわい創

出策についてお答えをいたします。

（仮称）複合交通センターのにぎわい創出の具

体策については、施設への入居を予定している団

体との協議を皮切りに各商店街振興組合、名寄青

年会議所、公共交通機関、市民会館の利用団体、

観光振興計画の検討にかかわった庁内サポート委

員会などの皆さんと協議を行ってきました。特に

広く面積を確保しましたエントランスホールや３

区分して利用可能な大会議室、また夏期間の利用

に限られますが、屋外イベントスペース及び屋上

交流スペースなどの利用について御意見、要望を

いただいています。にぎわい創出につきましては、

これまでいただいた名寄市の特産品の販売、農産

物の直売、フリーマーケット、ビールパーティー、

各種サークルの展示等がありましたので、それぞ

れ関係する団体が次年度の総会に向けた事業計画

を立てる段階で、いつごろどのような内容で開催

できるのかなど、それらの団体、関係者と個別に

具体的な協議を行ってまいりたいと考えておりま

すし、協議の中でアイデア等が出てくることも期

待をしています。また、観光インフォメーション

機能については、これまでＮＰＯ法人なよろ観光

まちづくり協会を中心に協議を重ね、機能の充実

と情報機器等も活用した観光情報の発信などを行

うことによりインフォメーション機能を高めて、

市外からの入り込みも図ってまいります。今後は、

（仮称）複合交通センター独自の取り組みとして、

入居予定団体である名寄商工会議所やＮＰＯ法人

なよろ観光まちづくり協会を初めとする名寄市観

光交流振興協議会との協力体制をとりながら、名

寄市の特徴を生かした四季に応じたイベントの創

出等、多くの方のアイデアや意見を取り入れ、夢

の持てるにぎわい創出に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。
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次に、小項目２、商店街との連携についてお答

えいたします。（仮称）複合交通センターのにぎ

わいをいかに商店街の活性化へと導いていくかは、

設置目的の一つであり、商店街との連携は不可欠

なものであります。これまで入居予定の団体や市

民会館の利用団体の皆さんとあわせて各商店街振

興組合の皆さんと協議を行ってきました。各商店

街振興組合の皆さんからは、施設の利用想定とし

てこれまで商工会館や中心市街地で開催されてい

たそれぞれの業種における展示販売会の開催や各

種お祭りなどのイベント会場としての利用や各団

体によるビールパーティーなどの提案がありまし

た。また、施設のイベントとあわせて商店街の大

売り出しなどを行うことや南広場で開催している

盆踊りの会場としての提案があったところです。

その後の協議は行っておりませんが、今後は名寄

商工会議所の協力をいただき、各商店街の新年度

事業計画を受けて（仮称）複合交通センターと連

携して取り組むことで波及効果が生まれ、商店街

の活性化につながる具体的な協議を行ってまいり

ます。また、商店街のにぎわい創出のための手段

として、名寄市中小企業振興条例の助成制度を活

用した各商店の魅力づくりや空き地、空き店舗対

策も一つの方法と考えており、効果的で使いやす

い制度に見直しを行ってまいります。

さらに、なよろ観光まちづくり協会が担う観光

インフォメーション機能として、市外から訪れる

方への観光案内だけでなく、市内の商店のＰＲ、

飲食店や宿泊施設を紹介したマップの作成やイベ

ント情報等の発信による集客効果を目指し、商店

街と連携を図っていきたいと思っております。

（仮称）複合交通センターは、複合的機能を持っ

た施設としてその役割を発揮し、また商店街も魅

力のあるものとするための取り組みについて商店

街、行政、商工会議所、なよろ観光まちづくり協

会等が互いに協力して着実に取り組んでいかなけ

ればならないと強く感じており、今後とも地域の

活性化に向けて努力してまいりたいと考えており

ますので、議員皆様の御助言と御協力をいただけ

ますようお願い申し上げます。

次に、小項目３、駐車場対策についてお答えい

たします。（仮称）複合交通センターの駐車場に

ついては、３６台確保しておりますが、近隣にま

とまった市有地もなく、施設に面した大通は駐車

禁止となっており、場合によっては不足すること

が予想されます。現在までの各団体及び市民会館

の利用団体などとの協議の中でも、市内循環バス

など公共交通機関での利用をお願いしてきている

ところであり、入居団体においてもそれぞれの団

体で駐車場の確保をお願いしているところです。

議員御指摘のとおり、多数の利用が見込まれるイ

ベント時は公共交通機関の利用を原則としながら

も、一定の駐車スペース確保が必要と考えており、

市有地である南広場を臨時駐車場とすべく、庁内

所管部局と課題を含めた調整が必要ですが、施設

の利用申請の際に駐車場の利用予定を申していた

だくことで一定の駐車スペースを確保したいと考

えております。また、施設利用者のために新たな

駐車場確保に努めてまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目の４点目、名寄市立総合病院の

経営安定についてお答えをいたします。

初めに、上半期の収支状況とその分析と見解に

ついて申し上げます。行政報告の中で上半期の患

者取り扱い状況を前年比で減少していると報告さ

せていただきましたが、１年間の収支で見た場合、

例年平均を下回るのは８月から９月にかけてであ

りまして、医師の夏季休暇が集中することによる

影響が大きいと見ており、ことしの９月は例年よ

り大きく減少傾向があらわれたものと判断をして

おります。医業収益への影響を最小限に抑えるた

めには、医師の夏季休暇を短期間で集中的に取得

していただくことが望ましいと考えますが、派遣
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元の大学医局との調整もあり、病院が指定するこ

とは難しい状況になっています。一方で、医業費

用の増加の特徴的な要因としては、循環器内科に

おける冠動脈形成術、ＰＣＩ治療の件数が前年比

で大幅に伸びていることから、使用するカテーテ

ル類で材料費が増加していることと職員の増加に

伴う給与費の増加などが挙げられます。下半期に

入り、１０月と１１月の患者取り扱い状況は、入

院で１カ月平均４９３人、外来で同じく１万

３４２人とともに増加傾向にありまして、季節的

な影響もありますが、今後もこの状況で推移をし

ていくものと見ております。その場合には、患者

数も収益も前年比でプラスに転じるものと推察を

しております。

次に、（２）、今後の経営見通しについてお答

えをいたします。過疎化、少子高齢化の中で今後

の経営見通しについて全国的に人口減少社会が到

来している中で、名寄市を中心とする上川北部地

域はとりわけ過疎化、少子高齢化が進展をしてお

ります。国立社会保障・人口問題研究所が２００

８年１２月に試算した人口推計によりますと、名

寄市の人口は２０１５年が２万２４７人、２０

２５年が２万５４１人、２０３５年が２万７９

６人となっておりまして、５年ごとに５％から８

％程度の減少見込まれておりまして、上川北部全

体ではさらに高い減少率が予想をされております。

一方、６５歳以上の高齢者人口は、名寄市では２

０２０年がピークでありますが、国では団塊の世

代が後期高齢者となる２０２５年を見据えまして

今回の診療報酬改定が行われました。

このような状況の中、今後の経営見通しについ

ては課題を含めて大きく６点を申し上げたいと思

います。１点目は、公立病院の収益は国の診療報

酬制度と地方交付税によって大きく影響されるも

のでありまして、この２つの制度が維持、拡充さ

れなければ現状の医療サービスを継続していくこ

とは困難と認識をしております。今後も国の医療

政策と地方財政制度について関心を持ちながら、

北海道市長会などを通して必要な要望等を実施し

てまいりたいと考えております。

２点目は、必要な医師の確保であります。医師

の派遣元である医育大学の各診療科では、依然と

して新規入局者が減少している状況にあり、来年

度の初期研修医のマッチング結果から見ても派遣

休止による診療科休診のリスクは高まっています。

当院においては、幸い来年度の初期研修医を定数

どおりの５名を確保することができる見通しとな

りましたので、今後も将来の地域医療を担う人材

を育てることで数年先の医師確保の礎となるよう

引き続き医師が働きやすい環境整備などに努めて

まいりたいと考えております。

３点目は、救命救急センターの取得による救急

部門の充実であります。精神科病棟の改築にあわ

せましてヘリポートを設置するとともに、必要な

医師、看護師等の人材確保を図り、救命救急セン

ターを取得して地方センター病院としての使命を

果たしてまいります。あわせて医療圏の拡大にも

努めてまいりたいと考えております。

４点目は、大型医療機器の整備についてであり

ます。ＭＲＩやＣＴ、ハイブリッド手術室など大

型の検査、医療機器を総合計画後期計画の中で順

次整備をしていきたいと考えております。これら

は、救命救急センターの指定に向けても必要な医

療機器等でありますので、十分な院内協議を行っ

て選定をしていきたいと考えております。

５点目は、看護師の確保による看護基準７対１

の取得であります。看護基準７対１を取得し、病

院の安定経営を目指してまいりたいと考えており

ます。看護師確保により一層努めるとともに、看

護師が働きやすい環境整備に努めてまいります。

最後に、６点目、他医療機関、地域との連携で

あります。自治体病院等広域化・連携構想である

上川北部地域行動計画がまとまりましたので、他

の医療機関、地域の関係機関などと連携し、役割

分担を図りながら圏域全体の医療の充実に努めて

まいります。このほかさまざまな収益向上策や費
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用削減に取り組みながら、経営の安定に努めてま

いりたいと考えておりますので、御理解と御協力

をお願いしたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず２５年度予算の関係であります

けれども、今扇谷総務部長からそれぞれ御答弁を

いただきました。それが全てだとは思いますけれ

ども、私は今回これを挙げたというのは市長の１

期目最後の予算編成に臨むに当たっての市長自身

の決意を聞きたかったと。内容的には、まさに部

長がおっしゃったとおりだというふうに思います

けれども、やはり民間から市長になられて３回予

算編成を終えられて、本格予算としては２５年が

最後ということになるのですから、そういう意味

でこれまでの３年間を振り返って、あるいは成果

も含めて今後この２５年というのは、市長訓令出

ているのですけれども、訓令を毎年読むのですけ

れども、そう差異がないと。ある意味では、国の

経済情勢や何か動いているのはそれはわかるので

すけれども、市長の熱意が読み取れないというの

がありましたので、ここは市長から２５年度予算

編成に、これ今財政課長査定、これから総務部長

あるいは副市長、そして市長査定と入っていくわ

けでありますが、市長の基本的な姿勢について改

めてお伺いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどもどなたかの議員〇市長（加藤剛士君）

の御質問にお答えしたかもしれませんけれども、

今年度が総合計画の後期計画スタートの年という

ことで、同時にさまざまな実施計画もスタートし

ているということでございます。基本的にずっと

私地域の資源をさらに利活用することでもっとも

っと地域が元気になってよくなると、そうした話

をさせていただきました。その基本的な姿勢に変

わりはないし、そのことがまだまだ道半ばである

部分もあるし、これから育てていかなければなら

ぬ部分もあるということなのだろうと思います。

それらにしっかりと目配りをしていく予算という

意気込みでございます。

不足かもしれませんけれども、以上です。よろ

しくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

お答えをいただきまし〇９番（佐藤 靖議員）

たので、２５年度予算がどのような内容になるの

かを楽しみにお待ちしたいというふうに思います。

ただ、１つ総務部長に確認をさせていただきた

いのですけれども、午前中の答弁の中で１月中旬

に地財計画の情報を得ると。それと、もう一方で

は新政府は１０兆円の補正予算を組むという状況

の中で、基本的にはそうでしょうけれども、例年

名寄市の場合は答弁にもあったように２月中旬に

予算発表ということにしておりますけれども、そ

のことがずれ込まないのか。これから１０兆円の

補正予算案もどういうふうになっていくのか、前

倒しできるのか、先送りするのかというのもある

でしょう。そういう部長の答弁の中では、組み替

えも含めてという答弁をされていたので、それで

も２月中旬という数字は動かないのかどうなのか、

確認だけをさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

午前中も一部お答え〇総務部長（扇谷茂幸君）

をしておりますけれども、現在私どもが得ており

ます情報でいきますと今月の２６日に特別国会が

召集をされるということで、新内閣が発足という

ことで、その流れで来年の１月中旬に大型とされ

る１２月の補正予算、閣議決定がなされるという

段取りになっております。私どもが一番気になる

地方財政計画については、若干ずれ込むというこ

とが言われておりますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり総務省が普通の自治体でありますと

１２月に予算の外郭含めて取り組みながら、１月、

２月上旬までにおおむね予算の策定が終わるとい

う、そういう状況があるということで、そこのと
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ころに支障が生じないような形で１月中にはある

程度固まった情報を与えていただけるということ

でありますので、最終的に国の補正予算の関係で

平成２５年度の予算との調整が当然必要になって

くるかとは思いますけれども、一応スケジュール

としては従前の２月中旬、記者発表に間に合わせ

るような形で、ぜひ予算は組んでまいりたいと考

えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

いろいろな国の状況も〇９番（佐藤 靖議員）

含めて、これからどういうふうに動いていくのか

読みづらいこともあるかと思いますけれども、部

長おっしゃるとおりに情報収集にはしっかり努め

ていただいて、市民生活に影響を与えない編成に

努めていただきたいというふうに思います。

それと、市長訓令の中で既得権あるいは既成概

念の話というのは、これも毎年記載されているの

です。私は、こういうこととか費用対効果という

のはもう予算編成の基本のキだと。改めてそれを

毎回言わなければいけないということが理事者側、

市長を初め副市長、あるいは財政を担当している

総務部長や何かを初め皆さんまだまだだという意

識が、職員にはまだまだこれが足りないのだとい

う思いで書かれているのか、毎年のことなので、

書いているのかというの、どうも毎年これが出て

くると、またかよ、またかよというのがあるもの

ですから、その基本的な既成概念あるいは既得権

あるいは費用対効果について職員の認識というの

は総務部長あるいは副市長はどういうふうにお持

ちでいらっしゃいますか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

この間市長訓令、総〇副市長（佐々木雅之君）

務部長通知の関係の中で同じような質問されてい

きますけれども、基本的には地方財政法にのった

形で地方公共団体の予算編成を行うのだというふ

うに思っています。これは、ちょっと言葉として

適切かどうかわかりませんけれども、常に市民か

ら御負担いただいた税金で仕事をしている以上、

基本的な考え方として毎年繰り返して訓令、通知

という形で発信をしています。これは、職員がそ

の辺のことに対する考え方が鈍いとかというので

はなくて、常に同じ基本的な考え方は訓令として

指示したいと思っています。ただ、既得権とか既

成概念とかにつきましては、時代の推移等を含め

て変わり得る可能性がありますので、それに対す

る去年までは既得権でなかったものが５年たって、

６年たってくるとそれがあたかも既得権、既成概

念的なものにもなる部分もありますので、この辺

はしつこいようですけれども、職員に向かっての

地方財政法の精神をしっかり理解をしてもらいな

がら予算編成してくださいということの意味も込

めて毎年同じようなものを発しておりますので、

決して職員がそのことに対して疎いとか、反応が

悪いとかということではありませんので、ぜひ御

理解お願いしたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今佐々木副市長の御答〇９番（佐藤 靖議員）

弁、そのとおりだと思うのです。ただ、やっぱり

毎年１１月１日に出す市長訓令あるいは総務部長

の事務連絡というのは、職員の皆さんが緊張感を

持って読み取れるものにしていくべき。例えば基

本的なものは基本的なもので整理をすると。だけ

れども、来年度予算はこういうことでいくのだと

いう強い姿勢が見えてくると、やっぱり職員の皆

さんの予算編成の考え方もちょっと変わってくる

のかなと。今回午前中の答弁にもありましたよう

に、要求額が１０億円を上回るという、それはま

さに今までのやったことを自分もしっかりやりた

いと思うけれども、それ以上に市長は何を来年度

しようとしているのか。やっぱりそこをしっかり

伝えるような市長訓令なり事務連絡があってもい

いかなと私は思うので、その辺をちょっと検討す

べきだと思いますけれども、御見解をお願いしま

す。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

どちらかというと、〇副市長（佐々木雅之君）
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従来型の地方財政法に基づいた予算編成の指示だ

というのは私も理解はしています。ここは、民間

出身の加藤市長ならではの予算編成に対する訓示

についても次年度以降職員に発するメッセージと

して、もう少し工夫をした内容のものについても

検討してまいりたいと思っています。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ御検討をいただき〇９番（佐藤 靖議員）

たいと思います。

続いて、職員の皆さんの出張に関して、道外研

修に関してでありますけれども、もちろん仕組み

づくりも必要という話をされていましたけれども、

以前このことについては東議員も同じような質問

をされております。私どもも議会としては、各常

任委員会を含めて道外に視察に行くと。今事務局

の皆さんにお世話になって行っていますけれども、

例えばそれにプラス職員の皆さんも一緒に、皆さ

んと言うと５人も１０人もになるとちょっと旅費

出ますので、そんなわけにいかないでしょうけれ

ども、若い職員のスタッフの皆さんとやっぱり所

管の議員が一緒に行くということも私は必要な時

代に入ってきたと思うのです。確かにインターネ

ットを含めて情報は机に座っていても手に入れら

れますけれども、我々もそうでありますけれども、

現地へ行って苦労する職員の皆さんに話を聞くと

いうのはとても有意義なことでありますし、それ

が名寄市政に生かせる状況であるという判断で各

常任委員会は視察に行くわけでありますので、ぜ

ひ仕組みづくりをいつまでにして対応しようとさ

れているのかをお答えを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）

この間行財政改革を〇総務部長（扇谷茂幸君）

進めてまいりまして、随分市役所の組織もスリム

化が進んでおります。今後あわせて団塊の世代が

大量退職というときになって、やはり職員の質的

向上というのが喫緊の課題になるというふうに考

えております。一方では、どうしても経験不足が

否めないということも現象としては出てくるのか

なという心配もございます。今後職員の資質の向

上を図るために、さまざまな研修機会を設けると

いうことを考えて、現在も研修をいろいろ取り組

んできておりますけれども、なかなかこの間取り

組んでくることが難しかった道外の研修につきま

してもやはり一定程度検討していく時代に入って

いるのかなというふうには思っております。今回

の予算の中で全て原課からそういった内容が上が

ってくるとは実は思っておりませんが、今後年度

内に入りましても、新年度に入りましても必要な

ものについては随時精査をしまして、そして補正

予算なりという対応も含めて対応して、必要な研

修機会についてはぜひ確保を図ってまいりたいと

考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ということは、仕組み〇９番（佐藤 靖議員）

づくりは年度内に行うという解釈でよろしいです

ね。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そのとおり努力した〇総務部長（扇谷茂幸君）

いと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

もう一方、職員倫理の〇９番（佐藤 靖議員）

関係でありますけれども、これは今いろいろな対

応を含めてやられていることですので、あえて過

去を掘り返すようなことは言いませんけれども、

とにかく１件の事件が発生した後の対応というの

がどうだったのかなという疑問を非常に私は持っ

ております。例えば文書を出しました。それはい

つのときに出したかというと、事件が何件か発生

した後のことでありますので、やはり１件発生す

るとちゃんと対応するというシステムも必要だと

思いますし、これ以上申しませんけれども、ただ

部長がおっしゃる行動指針の策定というのは、こ

れもいつまでにおつくりになるおつもりでしょう

か。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

行動指針につきまし〇総務部長（扇谷茂幸君）
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ては、全職員が初心に立ち返って、やはり公務員

としての倫理性でありますとか、公正な職務の執

行に対する、そういった気持ちを改めて喚起をし

ていくというような内容になろうかと思っており

まして、実は素案につきましては既に策定済みで

あります。年が明けましたら、速やかに市民の皆

さんの目に……済みません。一応庁舎内に張って、

そして職員、そして市民の皆さんにもしっかり常

に目に触れるような形で掲示をしながら、これま

での職員のいろんな不祥事につきましては戒めも

含めての、要するにそんなものにしていきたいと

いうふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

これも行動が早いこと〇９番（佐藤 靖議員）

を期待しておりますけれども、そこで市長にお伺

いします。

ちょっと午前中の山田議員とは逆の言い方をす

るかと思いますけれども、確かにこの３年間市長

はまさに名寄市のトップセールスマンとしていろ

いろなところに出向かれて、名寄市に成果をお持

ち帰りいただきました。それは私も評価をいたし

ますけれども、これからですけれども、今政権が

交代をして、職員も含めていろんな情報を得なけ

ればいけない。あるいは、これから名寄市は合併

の関係の補助金もだんだん減っていくという状況

からいうと、財政もしっかり考えていかなければ

いけない。もう一つは、職員、こういう事件があ

りましたけれども、やっぱり職員の倫理も考えて

いかなければいけない。そういうことを考えます

と、外に出ることも大切かもしれませんけれども、

一方ではやっぱり内政をしっかり充実する１年に

していくべきだというふうに考えますけれども、

市長の御見解をお伺いしておきます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

外も内も当然やっていか〇市長（加藤剛士君）

なければならない課題だと思います。議員がおっ

しゃるとおり、職員の行動や能力、仕事に自治体

の浮沈がかかっていると言ってもいいと私も思っ

ています。そのために常にやっぱり市民の皆さん

から信頼される姿でなければならないし、この間

も町内会のアンケートということで全員に配布を

させていただきましたけれども、そうしたことか

ら我々職員が始めていくことが基本なのではない

かと、そんなふうにも思っています。来年度は、

杉並区に加えて総務省の外郭団体であります地域

活性化センターにも職員を１人派遣する予定を持

っています。加えてさまざまな体験型というので

しょうか、場合によっては職員も先ほど議員おっ

しゃられたとおり外から自分の組織を見てみると

いうことは何よりも勉強になるのではないかとい

うことを含めての研修の面、さらにはこの間私も

職員と膝を交えて話をする、対話をする機会も少

なかったのかもしれません。そうしたことも反省

をしながら、来年はぜひ横断的にさまざまな世代

とさまざまな係、課といったところでの単位、単

位で膝を交えて話をする機会も積極的に設けてい

きたいなというふうに思っております。よろしく

お願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

議長から御指示があり〇９番（佐藤 靖議員）

ましたので、余り長くすると怒られますので、ち

ょっと最後はまとめて言いたいと思います。

市街地活性化の件でありますけれども、どうも

湯浅室長、担当も含めてですけれども、にぎわい

をつくるということに、室長の御答弁にもありま

したけれども、やっぱり夢を持たないとにぎわい

というのはつくれない。例えば利用団体だとか入

居団体とか、そういうところと協議をしてどうや

って使いますかということではなくて、本当に楽

しいぞというものにしていかなければいけないと。

そういう意味では、１つはやっぱり昔１回やりま

したけれども、「な・よ・ろの日」という。７月

４日午後６時というのが「な・よ・ろの日」とい

うことで、３・６で１回綱引きをやりましたけれ

ども、そういう取り組みをやっぱりあそこでやっ

てみると。極端に言えばシャッターが閉まってい
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るところ、一日でもいいから借りて全部あけてで

も煮込みジンギスカンやるとか、要するに駅前を

中心に６丁目をもう一度平成の最にぎわいのとき

のように人が往来するような夢をつくる。そうい

う取り組みが必要だし、もう一方、四季に応じて

といって話ししていましたけれども、４月６日午

後７時になれば今度よろーなの日ということで、

４月にもそういうイベントをしてみるとか、何か

楽しいことをもっと積極的に考えたほうがいいの

ではないですか。何か団体と団体とと話している

と、やっぱり団体もそれぞれ例えばあそこに調理

場がないので、物ができないとかなんとかと出て

くるわけでありますので、それではなくて本当に

あそこにこの日はみんな集まるとか、市外に出て

いる人たちもこの日だけは名寄は楽しいと言われ

るような取り組みの中核にあそこを置かないと意

味がないと私は思いますし、そのためにも駐車場

はしっかりとやっぱり整備をする。これは、極論

かもしれませんけれども、西條さんに売りました。

売ったけれども、集客施設の場所はまだ何も建設

されていません。逆に極論で言えば買い戻したら

どうですか、市で。もう一回それを駐車場に使っ

たらどうですか。あるいは、それができるまで市

で借り受けて駐車場にできないのですかと。南広

場というのは、相当丁目を含めて今の高齢化社会

で歩けといったってそれは無理であります。それ

だったら、例えば長崎屋さんの跡、今もう更地と

いうのはなっているわけで、あそこは借りられな

いのか。そういういろんなやっぱり努力をしてい

って、人が集まりやすいようなものをつくってい

くと。入居団体は３６台のスペースを利用しない

というのは基本でありますけれども、それがない

と例えば駅の駐車場にとめる、あるいはＱマート

さんの前へとめるという事態が絶対、なよろ眼科

さんの前、道路上駐車を含め、必ず苦情なりトラ

ブルが発生すると思いますので、そういう楽しい

ことを考えるのとそれを楽しくして利用できるよ

うな体制をつくるというのが喫緊の課題だと私は

思いますけれども、その辺について久保副市長は

どういうふうにお考えですか。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御質問あるい〇副市長（久保和幸君）

は御指摘もいただいた点についてお答えをしたい

と思います。

確かによろーなを夢のある施設にしたいという

思いは、設置する側としてもしっかり押さえてま

いりたいというふうに思っております。先ほど提

案のあった４月６日午後７時、あるいは午前７時

になるかもしれませんが、商工会議所もその日に

記念イベントをやりたいという提案もありますの

で、そういう夢のある提案も現実に出ております

し、また私どもも設置する側として単なる団体に

意見を聞くだけではなくて、投げかけや提案も含

めて一緒に夢づくり、にぎわいづくりをしましょ

うという、そういう基本姿勢で新年早々から臨ん

でみたいというふうに思っておりますので、この

点については御理解をいただきますようお願い申

し上げます。

さらに、駐車場の関係では、さきの議会でもい

ろいろと確保に向けた御意見いただきました。私

どももしっかり受けとめているところでありまし

て、にぎわい創出することによって駐車場は不足

するというのも当たり前の話ですので、逆に考え

ると駐車場を確保することによってまた新たなに

ぎわいができるということにもつながるというふ

うに思っておりますので、先ほどお話のありまし

た２つの提案も含めて検討させていただきたいと

思いますので、御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間が参りましたので、〇９番（佐藤 靖議員）

それぞれ前向きに御検討されることを御期待して、

一般質問を終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

（仮称）複合交通センターについて外２件を、
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東千春議員。

議長より御指名をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きます。

まず、（仮称）複合交通センターについてでご

ざいますけれども、質問内容が若干重なっており

ますけれども、お許しをいただきたいと思います。

駅前交流プラザよろーなのオープンは、商店街の

にぎわい創出や地域経済の振興が期待をされてお

ります。広いスペースを確保したエントランスホ

ールや多目的会議室の飲食などを含む積極的な利

用が求められておりますが、どのような利用を考

えておられるのかお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目に通告がありました商店街との協議につ

きましては、重なっておりますので、省略をさせ

ていただきたいと思います。

３点目、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会

が入居して、観光情報の発信場所となっていくわ

けでありますけれども、あわせて名寄市内の行政

情報、民間のイベント情報等を一挙に発信するこ

とができれば交流人口にもつながるのではないか

と思いますが、考え方をお知らせください。

４点目、３点目でしょうか。よろーなと隣接し

て商業施設が営業を始めましたが、南側はあいた

ままとなっております。よろーなの駐車場不足も

あり、当面このあいた場所を駐車場として利用し

てはいかがかと思いますが、考え方をお知らせく

ださい。

大項目の２点目、交通安全対策についてでござ

います。名寄市では、死亡事故ゼロの記録を更新

するなど好ましい状況にありましたが、残念なこ

とに最近痛ましい事故が多発しております。子供

を交通事故から守るために、ヘルメットの着用を

進めるべきではないかと思いますが、考え方をお

知らせいただきたいと思います。

２点目、幼児、子供に対する自転車の安全運転

教室は、それぞれの学校などで行われていると思

いますが、現状と今後の対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、小学生へ交通安全教室とともに子供自

転車運転免許証を交付する自治体の事例があり、

有効な取り組みではないかと思いますが、どのよ

うに評価をされるのかお伺いします。

大項目の３点目、（仮称）市民ホールについて

でございます。（仮称）市民ホールは、音響のよ

さ、使い勝手のよさが求められますが、あわせて

どのようなソフトを織り込むことができるかが大

切です。管理委託のあり方や人材確保の基本的な

考え方とオープンまでの間の準備のスケジュール

についてお知らせください。

２点目、文化振興条例の制定に当たり、市民意

見をどのように取り入れようと考えておられるの

かお知らせをください。また、その後条例制定に

伴う行動計画のようなものを策定する考えがある

のかをお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

東議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目の１点目は私から、大きな項目２点目、

３点目は教育部長から答弁させていただきますの

で、よろしくお願いをいたします。

大項目の１、複合交通センターの利用促進の考

え方についてお答えをいたします。先ほど佐藤議

員の御質問の答弁と一部重複することがあります

ので、お許しいただきたいと思います。施設の利

用想定につきましては、これまで市民会館を利用

していただいた団体や入居予定の団体を初めとす

る各団体の皆さんから広く面積を確保したエント

ランスホールや３区分して利用可能な大会議室、

また夏期間の利用に限られますが、屋外イベント

スペース及び屋上交流スペースなどの利用につい

て御意見をいただいています。想定される利用に

ついては、名寄市の特産品の販売、農産品の直売、

フリーマーケット、各種サークルの展示ですが、
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議員御指摘の飲食については各団体主催によるビ

ールパーティーの意見がありました。また、イベ

ントの中で食べ物や飲み物を提供したり、飲食に

関する催し物の開催等が想定されます。そのほか

にイベントなどがないふだんのときにおいても誰

もが気軽に立ち寄りたくなる環境づくりや名寄市

立大学や市内の高校、小中学校にも施設の利用を

呼びかけ、観光協会や各部署が主催する各種イベ

ントのサテライト会場としての位置づけなどの意

見がありましたので、それぞれ関係する団体が次

の事業計画を立てる段階でいつごろどのような内

容で開催できるのか、それぞれの団体関係者と個

別に具体的な協議を行ってまいりたいと考えてい

ます。（仮称）複合交通センターの設置場所が中

心市街であること、交通の拠点であること、他の

公共施設とは違った複合的な機能を持っているこ

となど、その優位性を生かした利用について入居

団体を初めとする名寄市観光交流振興協議会等か

らも多くの意見やアイデア等をいただき、利用の

促進を目指してまいりたいと考えています。

次に、小項目の３、観光を初めとする情報発信

のあり方についてであります。観光インフォメー

ション業務を担っていただくＮＰＯ法人なよろ観

光まちづくり協会では、（仮称）複合交通センタ

ーにお客様が来館していただいた際に広く目に触

れていただくことができる情報案内板として、電

子掲示板であるデジタルサイネージを設置する予

定でいます。このデジタルサイネージは、リアル

タイム的にタイムリーな情報の更新ができ、さま

ざまな情報コンテンツや動画情報など一定の間隔

で表示することが可能な多機能型表示板で、現在

ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会と発信すべ

き情報内容について協議をしておりますが、市外

からのお客様へは市内の観光マップ及びイベント

情報や求めに応じて商店街、飲食、宿泊施設等の

情報を中心に、また市外に向けた行政情報を中心

に発信し、市民へは市民向けの行政情報、催し物

情報、さらには周辺市町村の観光情報も掲示する

ことを検討しており、市内外は問わず来館者が求

めている情報提供に努めていきたいと考えており

ます。

次に、駐車場対策であります。先ほどの佐藤議

員の答弁と重複しますことをお許しいただきたい

と思います。（仮称）複合交通センターの駐車場

については、３６台確保しておりますが、近隣に

まとまった市有地もなく、施設に面した大通は駐

車禁止となっており、場合によっては不足するこ

とが予想されます。現在までの各団体及び市民会

館の利用団体などとの協議の中でも市内循環バス

など公共交通機関の利用をお願いしているところ

であり、入居団体においてもそれぞれの団体で駐

車場の確保をお願いしているところです。また、

多数の利用が見込まれるイベント時は、市有地で

ある南広場を臨時駐車場とすべく管内所管部局と

課題を含めた調整が必要ですけれども、施設の利

用申請の際に駐車場の利用予定を申していただく

ことで一定の駐車スペースを確保したいと考えて

おります。また、現在利用者のために新たな駐車

場確保に努めておりますが、議員御指摘の商業施

設の空き地については、先ほど久保市長から佐藤

議員のときにお答えしていましたとおり、総合的

な判断で対応してまいりたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、交通安全対策についてと３の（仮称）市

民ホール建設計画の進捗状況について答弁をさせ

ていただきます。

まず、大項目２、交通安全対策についての小項

目１、子供たちへのヘルメット着用についてでご

ざいます。本年８月に発生をいたしました乗用車

と自転車の小学３年生との出会い頭の交通事故に

つきましては、懸命な治療のかいなく、１１月に

お亡くなりになるという痛ましい結果になりまし

た。道内の児童の自転車使用中における交通事故
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は、平成１９年から２３年の５年間の統計では死

者２人、負傷者１０６人となっており、下校時

間帯の１５時から１７時に多発していると言われ

ております。名寄市内小中学校では、小学校で６

校、中学校では全中学校４校で幾つかの条件を設

けまして自転車通学を認めております。ヘルメッ

トの着用につきましては、小学校では通学許可を

受けた全員が保護者の責務としてヘルメットの着

用を義務づけしてございます。中学校ではヘルメ

ットは着用しておりませんが、交通安全宣言書と

車体の特色を記入した申請書を学校に提出をし、

安全意識を持って通学する指導をしております。

また、小学校の放課後におきましては、児童のヘ

ルメットの着用自体は義務づけをしておりません

が、郊外校の多くでは登下校時と同様放課後でも

ヘルメットの着用を指導しているほか、各学校の

校外生活での決まり事の中では自転車に乗るとき

はヘルメットをかぶりましょうなどの項目を設け

て、保護者に対しての指導をしております。最近

では、まちの中で低学年と思われるお子さんがヘ

ルメットを着用して自転車に乗っている光景も見

受けられ、放課後での着用が保護者の間でも少し

ずつですが、浸透してきたように思われます。さ

きに述べました統計にもありましたように、自転

車による交通事故の発生は放課後に多発をしてお

り、今後も学校を通じて引き続き放課後のヘルメ

ット着用をお願いをしてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目２、小学生への交通安全教育につ

いてであります。北海道における平成２３年度の

交通事故の死傷者は１万８９５人で、そのうち

児童の死傷者数は４３２人、全体の２％を占め

ております。そのうち自転車利用中を含めまして

死傷者が４人で、過去５年間にさかのぼると１３

人が犠牲になっているということでございます。

学年別の死傷者数では、小学校１年生が最も多く、

低学年ほど事故件数も多くなっております。登下

校の時間帯や道路横断中の事故が多く、いわゆる

飛び出しなど児童の側に過失があることが多いと

いう報告がなされております。名寄市の取り組み

としましては、幼児、児童に対する交通安全教育

を行っております。幼児につきましては、市内４

カ所の幼稚園で交通安全についての親子で学ぶこ

ぐまクラブで、それぞれ年間１０回程度名寄市交

通安全推進員、女性交通安全教育指導員による人

形劇とか紙芝居、ビデオやゲームを通じました交

通安全教室を実施をしております。また、児童に

つきましては新入学時にあわせまして、市内全部

の小学校１１校で全学年を対象に交通安全教室、

いわゆる自転車教室を実施をしております。この

ほかにも名寄警察署、名寄交通安全協会などの協

力を得ながら、交通安全教室を随時実施をしてき

ているところであります。あわせて本年名寄自動

車学校で購入をいたしました自転車シミュレータ

ーを使用いたしまして、小学生を対象に実際に道

路上の危険を体験させることで基本的な交通ルー

ル、マナーを身につける交通安全指導を行いまし

た。今後におきましても幼児、児童に対して歩行

者及び自転車の利用者として必要な知識や技能を

習得させ、道路及び交通の状況に応じて安全に道

路を通行するための意識及び能力を高めるよう各

教育機関や関係機関と連携をして指導してまいり

たいと思います。

小項目の３、子供の自転車運転免許についてで

ございます。子供の自転車運転免許制度は、自転

車を利用する小学生に対しまして警察とか自治体

などが連携をして自転車の安全な乗り方を指導す

ることにより、自主的に基礎的、基本的な交通ル

ールを覚え、交通安全に対する意識を高めて、安

全講習や学科試験、実技試験を行った後、免許証

を交付をするというものであります。この制度は、

埼玉県などを筆頭に一年中自転車に乗ることがで

き、道路幅が北海道よりは狭い本州などで多く行

われており、児童の交通安全に対する意識を高め

る上で有効な取り組みとは思われます。名寄市で

は、道幅も比較的広く、交通量も少ない地域です



－80－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

けれども、ことし発生いたしました自転車による

事故は改めて安全を認識し、交通ルールも守るこ

との大切さを教訓として残した事故でございまし

た。このような交通事故から幼い命、とうとい命

を守るため、自転車免許を交付する方法も一つの

手段としては認識をしつつ、現在行っております

交通安全教室の中で幼児と小学校の交通安全指導

を徹底をしたいと考えております。また、家庭へ

の交通安全の啓発を進め、今後も警察署、学校、

保護者一体となって交通安全に対する認識を深め

てまいりたいと考えてございます。

大項目の３、（仮称）市民ホール建設計画の進

捗状況でございます。小項目の１、（仮称）市民

ホールの管理運営についてお答えをさせていただ

きます。（仮称）市民ホール施設の管理運営につ

きましては、隣接をする市民文化センターと一体

的な管理運営をすることから、市の直営となりま

すが、ホール部分に関する事業の一部を民間委託

をする予定でございます。その内容につきまして

は、１つはホールの技術的な管理機能であります。

音響及び照明などは専門的な技術を要することか

ら、技術を習得した人材を長期的に配置する必要

があり、民間の活力を求めるものであります。

次に、情報発信機能であります。コミュニティ

ーＦＭを活用して芸術文化情報はもとより、地域

情報、各種イベント情報や防災情報の発信を行う

ものであります。事業の告知や報告にとどまるば

かりでなく、現在施設でどのような事業が行われ

ているかなど、タイムリーな情報提供が可能にな

るものと考えております。

３点目は、文化芸術事業機能であります。今後

は、今までの舞台芸術劇場実行委員会をさらに拡

大した組織をつくり上げることとし、その中には

文化芸術関係者の参加をいただくこととしており

ます。また、開館後の実施事業などの実施に当た

りましては、市民の意見を反映するシステムづく

りも必要と考えております。本年９月に選定をい

たしました業務委託候補事業者のエフエムなよろ

とは、確認書を交わす中、現在近隣の公共ホール

の施設視察に同行をいただきながら、共通認識を

持ちつつ、今後の施設間連携などを模索すること

としております。特に文化芸術事業に関しての人

材の登用につきましては、本年９月に公演をいた

だきました東京都杉並区の区立杉並芸術会館、座

・高円寺の芸術監督であります佐藤信氏を文化芸

術に関するアドバイザーとして委嘱をして、市民

ホールにおける多様な実演芸術の活用について指

導、相談をいただける体制を構築する予定でござ

います。また、舞台運営や演出等の人材確保を含

めました協力体制をつくっていく考えであります。

（仮称）市民ホールの建設スケジュールにつき

ましては、来年６月に本体工事に着工いたし、平

成２６年１０月にオープンをさせる予定でござい

ますが、こけら落としなどオープン記念事業を行

いますには出演者のスケジュール調整のため、１

年前後前には確定をしなければならないことから、

さきに述べました自主事業などを実施する実行委

員会を来年の夏までにはきちっとした組織化をす

るとともに、市民団体が自主企画事業などをしや

すくする仕組みづくりも検討をしているところで

ございます。

小項目２の芸術文化の振興に関する考え方の文

化振興条例についてでございます。これまで当市

では、名寄市の総合計画の中で心豊かな人と文化

を育むまちづくりを基本目標の一つとして掲げ、

文化振興条例の制定を実施計画事業として取り上

げてまいりました。あわせて平成２０年度にスタ

ートをした名寄市社会教育中期計画の中でも推進

方策として文化振興条例の制定を位置づけていた

ところでございます。これまで条例の制定には至

っておりませんが、社会教育中期計画に地域文化

の検証と創造を推進するための主要施策を定めて、

市民の文化活動の奨励や支援、芸術文化鑑賞の機

会の拡充、文化芸術に関する交流や環境の整備、

文化財の保護など文化振興に努めてまいりました。

現在平成１９年度に策定した社会教育中期計画の
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終了に伴いまして、平成２５年度から５カ年間の

第２次の社会教育中期計画を策定中であり、文化

振興条例につきましても制定の方向で審議をいた

だいているところであります。今後は、答申に基

づきまして平成２６年度の（仮称）市民ホールの

開館前までには文化振興条例の制定を提案をする

考えでございます。

なお、条例の制定に当たりましては、条例その

ものにつきましては基本的な理念、基本方針を定

めるものとし、規則では条例の理念推進に当たっ

ての市民の文化活動に対します援助、支援などを

定める考えでおりますので、一連の経緯の中で社

会教育関係者、芸術文化団体の意見を反映したい

と考えております。また、行動計画的なものにつ

きましても（仮称）市民ホールを核として名寄市

全体の文化振興が図れるものとなるよう文化芸術

団体や今後設立を予定をしております実演芸術の

実行委員会や利用される団体などから意見を伺い

ながら、検証を進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいた〇１９番（東 千春議員）

だきましたので、再質問させていただきたいと思

います。

まず、よろーなについてお伺いをしていきたい

と思います。さきの佐藤議員とほぼ重複してしま

ったなという感を持っておりますけれども、あえ

てお伺いをさせていただきました。３点目の駐車

場に関しては、御答弁がありましたけれども、ぜ

ひそのようなことで交渉していただきたいという

ふうに思っております。名寄市があの土地を商業

会社に販売した目的というのは、地域の振興です

とかにぎわいづくりというのが目的だったわけで、

あそこにアパートを建ててもらいたかったわけで

はないのではないかというふうに思っております。

もうあそこまできてしまいましたので、これから

どうこうということにはなりませんけれども、せ

めてこのよろーなを市民に有効に使っていただく

ためにはやはり駐車場が必要だと。そういった認

識は、前の佐藤議員と私も共通しておりますので、

ぜひそこら辺のところは精力的に進めていただき

たいと思いますけれども、特に決意がありました

ら、お知らせをいただきたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐藤議員と同じ答えに〇副市長（久保和幸君）

なろうかと思いますけれども、精力的に進めてい

くということでお答えをさせていただきたいと思

います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

それでは、この利用についてさまざまな利用団

体等と協議をするだとか答弁をいただきましたけ

れども、例えばビールパーティーをするだとか、

会食を含む事業もここでやるということになりま

すと、喫煙、これが館内は禁煙にされようとして

いるのか、あるいは喫煙場所を設けようとされて

いるのか。例えば飲食なんかが入った場合には、

喫煙というのは多分したいのではないかなという

ふうに思うのです。外に出てするというのは、私

は余り格好がよくないなというふうに思いますの

で、どこか仮に喫煙場所というのをしっかり設け

て受動喫煙にならないような仕組みづくりをすれ

ば、館内でもいいのかなというふうに思っており

ますけれども、それに関する考えをお知らせいた

だきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

分離ができれば、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

要するに受動喫煙のそういったことができるので

あればというようなお話だったのですけれども、

現段階では一応屋上と、それから屋外に喫煙スペ

ースを設けたいというふうに思っています。中に

ついては、今現在は禁煙ということに考えており

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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例えば病院とかだっ〇１９番（東 千春議員）

たら、敷地禁煙だとかというのは、私はそれは仕

方がないなというふうに思っております。しかし、

よろーなの目的というのはにぎわいづくりなので

すよね、健康づくりではなくて。そういった観点

からすると、余り厳しい制約を設けるというのも

いかがなものかなというふうに思っておりまして、

そのほうがより使い勝手がよいと市民の皆さんに

思ってもらえるのであれば、そういうふうな方向

で進めてもいいのではないかなというふうに思い

ますけれども、今後そういうふうな検討の余地が

あるのかないのかお知らせいただきたいと思いま

す。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

よろーなの施設につき〇副市長（久保和幸君）

ましては、基本的に多世代の方々に利用していた

だくということ、先ほどの答弁でもお答えをさせ

ていただきました。特に高校生、小中学生にも多

岐にわたって使ってもらいたいということで、各

学校にも要請していきたいというふうに考えてお

りますので、できるだけ館内でそういう刺激のあ

るようなことも、教育の場としても使いたいとい

うことも考えておりますので、その点については

後ろ向きの検討をさせていただきたいということ

で答弁をさせていただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

決してたばこを吸っ〇１９番（東 千春議員）

ているところを見せるのがそんなに教育上悪いと

は私は思っておりませんで、できればこれから副

市長からそういうふうな答弁ありましたけれども、

考え直していただけるのあればありがたいなとい

うふうに思っております。

次に、施設を利用する際に、やはり会議なんか

を行う場合、あるいは少々のイベントを行う場合

に音響なり明るさ、適度の照明だとかというのも

必要になろうかなというふうに思っております。

私前からちょっと嫌みたらしく風連の風っ子ホー

ルについて、あれはいかがなものだったのだと、

費用対効果はどうだったのだというふうなお話を

させていただいております。ここに関しては、よ

ろーなではどのような計画をされているのかお知

らせをいただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

エントランスホ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ールあるいは大会議室等については、一応スポッ

トライトの照明等を用意しております。それは、

貸し出しというか、備品として装備をしています。

それから、音響ですけれども、移動のスピーカー

とデッキというのですか、それがセットになった

のを整備する。備品として常備しておく予定にな

っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

仮設のそういったも〇１９番（東 千春議員）

のというのは、聞こえる程度のものかなというふ

うに思いますけれども、違いますでしょうか。も

う少しわかりやすく教えていただけるとありがた

いなというふうに思うのですけれども、例えば３

部屋通して使うということになると、そこそこの

広さになるわけで、そこに入っている皆さんがち

ゃんとスピーチなりなんなり、例えば民謡だとか、

そういうのはやるのかやらないのかわからないで

すけれども、そういったもの、人の声がきちっと

聞こえるだとか、そういったことには本当になっ

ていくのか、なっていかないのか、そこら辺はや

はりしっかりとするべきだと思うのです。大きな

大音量で音楽をやれるまでのものは、それは期待

しておりません。しかしながら、一定程度のもの

はしっかり備えて、どんな会議をやるのでもきち

っと聞こえるだとか、そういったことはやはり必

要だろうなというふうに思っておりますので、再

度答弁を求めます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

会議室には、音〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

響といいますか、会議ができて、それぞれ後ろま

できちっと聞こえるような音響設備は、これは据

えつけるものとして設置をしてまいります。ただ、
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能力がどれくらいかと言われると、ちょっと私そ

こまで把握しておりませんけれども、一定のもの

は計算されての音響の部分はあるというふうに考

えています。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

後で失敗したという〇１９番（東 千春議員）

ことのないように、いろんなところをちゃんと調

査をしていただいて、後戻りのない、手戻りのな

い備品の整備をぜひよろしくお願いしたいという

ふうに思います。

次行きます。交通安全についてでございます。

詳しく答弁をいただきました。他市では、例えば

子供にヘルメットを奨励する場合に行政が補助金

を出しながら奨励をするという例もあるように思

っておりますけれども、やはり名寄市がやってい

るように基本的には保護者がしっかりとした認識

を持っていただいて、保護者の責任の中でしっか

りと子供たちにかぶせてもらうと。そこがやはり

基本かなというふうに思います。それで、保護者

の方にいかにしてこれを理解していただくのか、

この重要性についてわかっていただくのかという

のは、やはり行政の責任としてお知らせをしてい

くというのが必要なことではないのかなというふ

うに思っております。答弁の中でも一定程度ござ

いましたけれども、こういった学校現場、あるい

はそういったところでのお願い、御指導というこ

とになるのかもしれませんけれども、今後さらに

例えばこういった部分で強くお知らせをしたいの

だという、そういったところがあればお知らせを

いただきたいなというふうに思います。

それと、先ほど幼稚園ではこぐまクラブという

ところでお知らせをしているということだったの

ですけれども、幼稚園の高学年というのでしょう

か、年長さんのほうでもやはり自転車に乗る方が

いるかなというふうに思っております。そういっ

たところら辺の指導体制というのはどういうふう

になっているのかもあわせてお知らせをいただき

たいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ヘルメットの着用に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しての再質問をいただきました。先ほど答弁の

中でもお話しさせていただきましたが、各学校で

登校時、下校時での自転車通学に関しては一定程

度の条件を設けておりますというお話をさせてい

ただきました。これにつきましては、お子さんの

体の発達段階に応じて、登下校時に自転車を使う

のが妥当かどうかという判断かと考えております。

具体例を申し上げますと、名寄市内の中で下多寄

小学校では小学校１年生が自転車通学をする場合

には２学期から、それから日進小学校では小学２

年生以上及び南小学校、それから智恵文小学校、

風連中央小学校では３年生以上からの使用が妥当

と考えております。これは、教育的な配慮も含め

まして一定程度の体力、それから危機回避能力が

あれば自転車通学を認めるという学校側の基本的

な考え方と理解をしております。

もう一つ、平成２０年に道路交通法が改正をさ

れまして、自転車に関するルールというのが改正

となりました。この中で乗車用ヘルメットに関す

る規定では１３歳未満の児童、幼児の保護者は自

転車乗車時にはヘルメットをかぶらせるように努

力規定が設けられました。この部分は、幼い子供

たちにつきましては基本的には保護者が放課後家

庭生活の中できちっと指導すべきというのが法的

にも認められているという部分と理解をしており

ますので、今後名寄市教育委員会のいろいろな交

通安全指導の中で、これは保護者に対してきちっ

とお話をして、保護者の理解が得られるのが大前

提と考えているところでございます。

それから、各こぐまクラブの部分、幼児の部分

については私のほうでちょっと資料はございませ

んので、市民部のほうでもし答弁いただければと

思っております。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる幼児の部分〇市民部長（土屋幸三君）

についてであります。先ほど申しましたとおり、
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こぐまクラブというところで年少、小さいお子様

につきましては人形劇であるとか紙芝居、こうい

ったものを使いまして基本的なルールを教育とい

いますか、一緒になって勉強していると、こうい

うことであります。ただ、年長になりますと、そ

ろそろ自転車に乗れると。先ほど言いました体的

にも大体大きくなって、自転車に足が届くといっ

たようなことになりまして、補助輪つきながら自

転車に乗る、あるいは子供のほうから乗ってみた

いといったことも出てくるかと思います。これに

つきましては、こぐまクラブの中で、これは親子

で学ぶクラブですので、年長さんの部分につきま

してはそういった自転車に乗る場合につきまして

は子供だけで乗らないように、必ず親がついて乗

るような指導をしていますし、あるいはそういっ

たヘルメット等もかぶるように指導しながら勉強、

指導をしているというところでございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１９番（東 千春議員）

小学校の登校に際しては、その学校で判断をし

ながら指導しているということでございますけれ

ども、答弁にありましたように事故が起きるのは

放課後の学校が終わった時間帯が多いということ

もありますので、やはり保護者の皆さんの認識が

大切なのかなというふうに思いますので、ぜひこ

れからも積極的に指導していただきたいというふ

うに思います。

そういった中で、子供に対する免許証を例えば

講習会が終わった後に与えるとかというのは、意

識づけとしては子供の心の中に残るのではないの

かなというふうに思っております。財政的にもこ

れそんなにかかるわけでもないのかなというふう

に思います。例えば手間がかかるという部分はあ

るのかもしれませんけれども、それ以上の子供の

心に残る効果もあるのかなというふうに思います

けれども、再度これに関する考えがありましたら、

お伺いをしておきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

幼児、子供に対する〇教育部長（鈴木邦輝君）

交通安全教育につきましては、学校独自で行って

いるもの、また教育委員会が指導している部分、

それから先ほど答弁でさせていただきました市民

部が行っている部分等がございますので、この部

分につきまして議員おっしゃるとおり意識づけと

いう部分では大変意義のあることと思っておりま

すので、市民部とも協議の中で検証していきたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

では、次、市民ホー〇１９番（東 千春議員）

ルのほうの質問に移らせていただきたいというふ

うに思います。質問の冒頭、建物も大切だけれど

も、運営していくソフトも大切ですねというふう

なお尋ねをさせていただきました。これから例え

ば年間計画を立てて、この年はこういうイベント

をやっていくのだというバランスをとりながら、

年次計画を立ててやっていくことになるのかなと

いうふうに思っておりますけれども、この計画を

立てるのはエフエムなのか、あるいは名寄市なの

か。あるいは、さきのエフエムからの業務委託に

関する提案書を見せていただく中では、書いてあ

る中身的に言えばエフエムさんもかなり企画をし

たいのだみたいな書き方をしておられて、それを

よしとして契約になったということでありますけ

れども、そこら辺の整合性がちょっとわかりづら

い部分がありますので、お知らせをいただきたい

と思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

市民ホール、特に一〇教育部長（鈴木邦輝君）

番大きなホールを使いました文化事業につきまし

ては、これからどのようなものが具体的になるの

かの精査をする部分ではございますが、現在想定

している部分につきましては大きくは現在も貸し

館として教育委員会等が行っているいろんな事業、

それから各文化団体が行っている事業、そして新

たにできます芸術文化の実行委員会が行う自主事
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業、また委託業者の方が自主的に行う事業と主に

４つに分かれるのかなと考えております。この割

合につきましては、今後の活用の中での精査が必

要になってくるかと考えておりますが、年間計画

を１年以上前、もしくは期間を区切って立てるこ

とになると思いますので、当然ながら計画を策定

する段階で委託業者でありますエフエムさんと、

それから今まで行った教育委員会の文化事業との

整合性をとるように事前に綿密な打ち合わせをす

ることが必要と考えております。この部分につき

ましては、今後のエフエムさんとの協議の中でし

っかりと詰めさせてまいりたいと思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

委託業者とこれから〇１９番（東 千春議員）

協議ということは、まだ余りちゃんと決まってい

ないということなのでしょうか。他市の例を見ま

すと、この部分は直営でやっているというところ

もあれば、例えば朝日のサンライズホールなんて

いうのは専任の職員がいらっしゃって、本当に太

い人脈をつくって、いろんな事業を持ってくる。

それは、やはり長くやっていったからこそ人脈が

つくれたのかなというふうに思っております。行

政が直接行うというのは、やはり大きなメリット

があるのかなというふうに思いますけれども、人

事異動があっては引き継ぎというのがなかなか難

しい部分があるのかなというふうにも考えられま

す。そこら辺を考えたときに継続的にやるのであ

れば、例えばエフエムが年間計画を立てて、行政

がそれをきちっとチェックをしていくと。公平な

のかどうなのか、バランスがどうなのかとか、そ

ういうのを見ていく。あるいは、市民団体、市民

がそれこそチェックする団体のようなものがある

とか、そういった形をつくって、そういったとこ

ろも委託をしてしまったほうが逆に人脈だとかそ

ういうことを考えるとメリットもあるのかなとい

うふうにも思いますけれども、そこら辺の見解に

ついてお知らせいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

文化事業の計画段階〇教育部長（鈴木邦輝君）

での部分につきましては、先ほども今まだ実施設

計をしている段階の部分では若干おくれぎみだと

いうことは認めざるを得ないかなと思っておりま

す。現在委託予定業者のエフエムなよろさんとは、

主に各自治体のハード面での整備の部分について

の共通認識を持ちながら、その中で視察の中で今

お話もありましたように士別市のあさひサンライ

ズホールのソフト事業も含めてのお話等も伺って

いる段階でございます。計画を立てる段階で委託

させていただく業者と、それから行政側が共同作

業できちっとやり切るというのが一番大切なこと

だと思っておりますので、この部分についての連

携についてはきちっとさせていただきたいと思っ

ております。また、ただ行政職員の場合、なかな

か人事異動等がございますので、継続性という意

味ではある意味管理を委託する業者の方に一部そ

ういった継続性の部分はお願いする部分もあるか

なと思っておりますけれども、それにつきまして

も事前の協議の中できちっと方向性を出していき

たいと考えております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

もうそんなに時間が〇１９番（東 千春議員）

あるわけではないのかなというふうに思っており

ますので、なるべくそこら辺は早急に検討を進め

ていただきたいというふうに思います。

ちょっとこの項の質問を残して、条例について

もお話をさせていただきましたけれども、これに

ついても開館までに条例を制定をしていきたいと

いう答弁をいただきましたけれども、実際にはや

はり１年ぐらい前からこういう計画を立てたり、

もうそこから本当は始まっていなくてはいけなく

て、というか今から始まっていなくてはいけなく

て、そういう基礎があって、ではどういうふうな

ことをやりましょうかというのは必要で、ここも

非常に後手だったのかなというふうに思っており

ます。そういった中でちょっと不安に思うのは、
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箱物がほぼできた段階で、条例も大体その段階で

できると。本当にこれで大丈夫なのかな。もう少

し前倒し、少しでも前倒しでできて、せめて市民

に対する周知ができるというようなタイミングで

この作業を進めることというのはできないのかど

うなのか。社会何とかという計画の進捗状況を見

ながらというふうな御答弁もいただきましたけれ

ども、そこら辺の関連でどうしてもそのタイミン

グでなくてはいけないのか、あるいはどうなのか

というところでちょっと答弁をいただければと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

条例制定についてス〇教育部長（鈴木邦輝君）

ピード感がないという御指摘をいただきました。

今審議をしております社会教育中期計画は、ほぼ

案がまとまりまして、来年の１月早々に答申をい

ただけるということでありますので、答申をいた

だいた後スピードアップをして、なるべく早くに、

これ条例ですので、議会提案がございます。定例

会の議会提案、少しでも早く提案できて、一定程

度の条例の基本的な考え方を市民の方に理解いた

だいた中で開館を迎えるというタイムスケジュー

ルを考えておりますので、少しスピードアップを

させていただきたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

できればよろしくお〇１９番（東 千春議員）

願いしたいというふうに思います。

今エフエムさんとともに他の施設を視察に一緒

に行かれているというふうなお話を伺ったわけな

のですけれども、ホールの設計の進捗状況といい

ますでしょうか、大きな大まかな形といいましょ

うか、方向性。多目的ホールですから、クラシッ

クもある程度できて、普通のスピーカーで鳴らす

音楽もできて、芝居もできてというふうなホール

ということになろうかなというふうに思いますけ

れども、例えばその中でもこの部分を特徴づけた

いなとか、そういった考えがまとまってきただと

か、方向性がちょっと見えてきただとか、そうい

った部分がありましたら、お知らせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

実施設計に入りまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

たのが２カ月ほど前かと認識をしておりますけれ

ども、皆さんには基本設計の中で大枠の部分につ

いての設計の概要についてはイメージをいただけ

たと思います。議員が御指摘のとおり、特に大ホ

ールの音響、照明、それから舞台装置の部分につ

きましては詳細設計の中で今検討しているという

段階でございます。特に音楽関係者、それから舞

台芸術の関係者にしてみれば、どういった使い勝

手のよいホールになるかという部分につきまして

大変関心、興味のあるところであると思いますの

で、舞台装置等の部分につきまして一定程度皆さ

んにイメージが湧くような図面等ができましたと

きには、何らかの説明する機会を設けたいと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

これから先２カ月後〇１９番（東 千春議員）

から実施設計が、詳細設計が始まっていくという

ことで……

（何事か呼ぶ者あり）

始まっているという〇１９番（東 千春議員）

ことですね。そういった中で詳細設計が始まって

いながら、ハードの視察をしていくということで

あるのですけれども、こういう順番でいいのかど

うなのかなというふうには思うのですけれども、

見るということはまだこれから変える余地も若干

残されているという意味なのかなというふうに思

っておりますけれども、前私質問させていただい

た、観客の動線がどうなのかということをちょっ

とお伺いをしたのですけれども、今度は出演者が

大量に出演をする、例えば吹奏楽をやるとか、そ

ういった大会をやったときに出演者側の動線とい

うのは本当にこのようなままで十分だなというふ

うな環境になっているのか、再度お知らせをいた
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だきたいというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

いろいろなシミュレ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ーションの中での動線計画につきましては、基本

設計の中で一定の計画を持ちましたので、それに

ついては図面がございますので、お見せすること

ができるかと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それは、以前いただ〇１９番（東 千春議員）

いた図面がそうだということですよね。その図面

の中で、前も何度もちょっとお話をさせていただ

いたのですけれども、倉庫が本当にこの大きさで、

倉庫、収納場所です。いろんな方に聞くと、やは

り収納場所は後でいろんなものを置くのがふえて

いくよという話を伺うのですけれども、いろんな

ところに収納できるから大丈夫だというふうなお

答えを何度もいただいているのですけれども、本

当にこういうこの程度の収納場所で大丈夫なのか

どうなのか。いろんなところ視察に行かれたとい

うことですので、視察に行って、またその後いろ

んなお話も聞かれたかもしれません。そういった

中でこの大きさで本当に大丈夫だという確信が持

てるのかどうなのか、お答えをいただきたいと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

倉庫スペースにつき〇教育部長（鈴木邦輝君）

ましては、さきに議員からも御指摘をいただいて

いるところでございます。また、ここ一、二カ月

の視察の中でもこちらの図面を各近隣の自治体の

担当者に見せますと、倉庫の位置、それからスペ

ース、総量の問題については少し少な目でないか

という指摘をいただいているという復命を受けて

おりますので、倉庫スペースにつきましては議員

の御指摘のとおりもう少し検討の余地があるのか、

余剰スペースを倉庫として使えるような部分につ

いての工夫の余地があるのかどうか検討させてい

ただきたいと思っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

一度つくってしまう〇１９番（東 千春議員）

と、なかなかこれは改築をするということはでき

ない問題ですので、最後ぎりぎりのところまで話

の中身を詰めていただいて、できた段階で使い勝

手がいいねというふうな周辺整備、ホールはいい

のだろうなというふうに思いますけれども、その

人の流れであるとか、物を置いたときに狭いだと

かというふうになっていたら、これ後でつくると

いったらもう多分無理だろうなというふうに思い

ますので、これは今が勝負だというふうに思いま

すので、ぎりぎりまで詰めていただいて、ぜひ使

い勝手のいい設計に努めていただきたいなという

ふうに思います。

音響がよいというのがやっぱりホールに求めら

れて、それが移動席が固定席になったという経緯

もあったのかなというふうに思います。それがや

っぱり市民の望みだったのだろうなというふうに

思っております。例えば音響で、スピーカーで鳴

らす音楽の場合、そういう音響装置あるいは照明

に係る、かけられる金額というのはどの程度ある

のか、またその中身はどの程度詰まっているのか、

現段階でわかる範囲でお知らせをいただきたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

申しわけありません。〇教育部長（鈴木邦輝君）

音響及び照明に係る金額については、私の手元の

資料では今ございませんので、後ほど担当と詰め

た金額をお知らせしたいと思いますので、お許し

ください。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

今わからないのは結〇１９番（東 千春議員）

構なのですけれども、金額は決まっているという

ことで解釈をしていいのか、それの設計の中身も

ほぼ決まったというふうに解釈をしていいのか、

そこら辺についてはいかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

金額につきましては、〇教育部長（鈴木邦輝君）

現在積み上げ中と認識しておりますので、まだコ
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ンクリートになっていない部分がさらにあるかと

思いますので、その部分につきましても後でお知

らせさせていただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

この部分につきまし〇１９番（東 千春議員）

てもなるべく搬入をしなくて済む形が使いやすい

ホールになるのかなというふうに思っております

ので、ぜひここら辺はなるべく余りけちらないで、

しっかりとしたものをつくっておけば持ち込みを

しなくても済みますので、その分利用者側にして

みれば搬入コストがかからない、そういうことに

なりますので、例えば団体に対する補助金を出す

と同じ意味になってくるのではないかなというふ

うにも思いますので、どうかここら辺のところも

余り節約をしないで、しっかりしたものの設計を

お願いしたいというふうに思います。

少し時間を残して、終わりたいと思います。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

１５時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１０分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

子ども・子育て支援関連３法について外２件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいりたいというふうに思います。

まず、子ども・子育て支援関連３法について質

問をいたします。このたび社会保障と税の一体改

革の一番重要なポイントは、子ども・子育て３法

であります。そして、この３法の趣旨は言うまで

もなく３党合意を踏まえた幼児期の学校教育、保

育、地域の子供、子育て支援を総合的に推進する

ことであり、その主なポイントは認定こども園の

制度の拡充、また認定こども園、幼稚園、保育所

を通じた施設型共通給付及び小規模保育等地域型

保育給付の創設、３つ目には地域の子供、子育て

支援の充実の３点であります。この制度が本格的

に動き出すのは早ければ平成２３年度ですが、本

格施行までの１年間、保育の需要増大に対応する

ため、新制度の一部を先取りして、保育緊急確保

事業である子ども・子育て支援法附則第１０条に

行われることとなっております。本市としてもこ

の国の動向を見きわめつつ、できる限り円滑に、

かつ速やかに新制度を導入できるよう万全の準備

をしていくことが重要と考えております。

そこで、具体的な質問をいたします。地域版子

ども・子育て会議の設置についてお尋ねをいたし

ます。国において平成２５年４月に子ども・子育

て会議が設置されることになります。会議の構成

メンバーとしては、有識者、地域公共団体、事業

主代表、労働者代表、子育て当事者等と事業に従

事する人が想定され、子育て支援の政策設定の決

定過程から子育てニーズがしっかりと反映できる

ような仕組みとなっております。子ども・子育て

支援法第７７条において、市において地方版子ど

も・子育て会議を設置することを努力義務化して

おりますが、子育て家庭のニーズを把握して施策

を行う仕組みは国のみならず、地方においても極

めて重要と考えております。本市においても子育

て家庭のニーズがより一層反映できるよう、来年

度から子育て当事者をメンバーとする合議制機関

を新たに設置することが必要と考えますが、どの

ような考えか、理事者の御見解をお願いいたしま

す。

名寄市事業計画の検討についてお尋ねをいたし

ます。今回子ども・子育て支援法の制定により、

全ての自治体が事業計画を制定しなければならな

くなっております。事業計画の期間は５年間にな

っており、その事業計画に当たっては国の基本指

針に基づいて子育て家庭の状況及びニーズをしっ

かり調査をし、把握することが求められておりま

す。平成２７年からの本格施行に向け、事業計画

を平成２６年半ばには設定するためにも平成２５
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年度で予算づけをして、事業計画策定に向けたニ

ーズの調査のための経費を計上することが必要と

考えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

３つ目に、本市における実施体制についてお尋

ねをいたします。新制度の移行に当たり、事業計

画、条例の制定など関係部署の連携のもとでかな

り膨大な準備が必要となってきます。新たな制度

への円滑な移行を目指し、本市においても速やか

に準備組織を立ち上げて対応すべきと考えますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

４つ目に、利用者支援の相談体制についてお尋

ねをいたします。新たな制度への移行に向け、利

用者の中には具体的にどのような制度なのか、保

育料はどのようになるのか等々不安の声が数多く

寄せられております。利用者に対して新たな制度

について情報を丁寧に提供するとともに、地域子

育て支援拠点などの身近な場所で利用者の気軽な

相談にも応じられる体制を整えていく必要がある

と思われます。こうした取り組みを本市において

も来年度から実施すべきではないかと考えますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、学校施設における老朽化対

策の実施についてお尋ねをいたします。本市が管

理する公共施設の４割を占める学校施設の老朽化

が今深刻な問題となっております。これらの施設

は、昭和４０年代から５０年代にかけ児童生徒急

増期に一斉に整備されているものが多く、建築後

２５年以上が経過した建物が全体の７割を占めて

おります。平成２４年度４月、文部科学省は学校

施設の在り方に関する調査研究協力者会議のもと、

老朽化対策検討特別部会を設置、老朽化した学校

施設の再生整備のあり方や推進方法等について検

討を進めてまいりました。８月３０日、（仮称）

学校施設老朽化対策ビジョン中間報告を取りまと

められております。この中間取りまとめでは、従

来のように施設、設備にふぐあいがあった場合、

保全を行う事後保全型の管理から計画的に施設、

設備の点検、修繕を行い、ふぐあいを未然に防止

する予防保全型の管理へと転換を目指すことを求

められております。本市もこの予防保全、事後保

全体制で動き出しておりますが、さらに予防保全

の管理で長寿命化を図ることにより、全国公立小

中学校設備に今後３０年間で約３８兆円もかかる

と言われているところを約３０兆円まで予防保全

で圧縮できると試算をされております。現在は、

計画的に予防保全管理を行っている地方公共団体

は約１割にとどまり、建物の劣化診断や中長期的

計画の策定は３割にも達していないのが現状だそ

うです。学校施設の耐久化が進む中、子供たちの

さらなる教育環境の向上、安心、安全な拠点、地

域の防災拠点として安全性を高めるためにも老朽

化対策の積極的な取り組みが必要と考えられます。

そこで、具体的な質問をいたします。予防保全

の管理と長寿命化の推進のため、劣化診断の現状

把握についてお尋ねをいたします。建物の償却年

限やこれまでの改修履歴だけではなく、建物の劣

化状況や教育内容、方法に応じた施設の適用状況

など現状を的確に把握することが必要と考えられ

ます。また、その際対象施設がどの程度の状況で、

また状態であるのかを客観的に総合的に把握する

ことが重要と思われますが、本市の診断状況につ

いてお知らせいただきたいというふうに思います。

次に、中長期的計画策定及び推進体制の整備に

ついてお尋ねをいたします。目標耐用年数を設定

するなど各地方公共団体においても個々の施設に

ついて整備時期を明確にするとともに、既存スト

ックの状況と将来の利用状況を見きわめ長寿命化

を図ることやスペースの有効活用、規模の適正化

を図るなど施設のマネジメントを行うことが重要

であると思われます。また、将来の財政収支状況

も踏まえ、事業の平準化の視点も含めて中長期的

な整備計画を策定することも重要と考えられます。

建物の建設管理に係る経費のうち、運用管理段階

で発生する保全費、修繕費、改善費、運用費、光

熱費等々は、初期の建設費のコストの４倍から５

倍に達する例もあると言われております。このた
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め現状の把握によって整理した優先順位を踏まえ、

整備対象の重要化を図るとともに、目標耐用年数

やライフサイクルコストの算定も考慮に入れた実

施計画を策定することが重要であります。また、

教員や保護者、地域住民、関係する行政部局の参

画により幅広い関係者の理解、合意を得ながら計

画を検討、策定することが重要であると思われま

す。中長期的な計画の策定及び推進体制の整備に

ついて理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３点目、なよろコミュニティーバス

とデマンド交通についてお尋ねをいたします。な

よろコミュニティーバスは、現在実証実験で運行

されておりますが、ＪＲ列車との連携も含め、運

行をされております。冬期間になり、高齢者が利

用率が多くなり、利用者により北斗団地、ノース

タウンに帰る際、駅での待ち時間が長い、また接

続が悪い、帰れない等々の意見をいただいており

ます。また、デマンド交通の利用者からも名寄２

２カ所、風連１０カ所の停留所がありますが、そ

こにおろされて歩いていかなければならないとい

う御意見もあります。バス利用者の御意見やアン

ケートの結果について、またデマンド交通の運行

状況の課題についてをお知らせいただきたいとい

うふうに思います。

以上の質問を終わり、壇上での質問を終わらせ

ていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１の子ども・子育て支援関連３法につ

いて、大きな項目２は教育部長から、大きな項目

３は総務部長からの答弁とさせていただきます。

初めに、小項目１、地方版子ども・子育て会議

の設置について申し上げます。政府は、平成２４

年３月２日に少子化対策会議において決定された

子ども・子育て新システムに関する基本制度等に

基づき、同月３０日に子ども・子育て支援法案、

総合こども園法案及び子ども・子育て支援法及び

総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律案、略称、整備法案を決定するととも

に、同日第１８０回国会に提出いたしました。こ

れらの法律案は、５月以降衆議院本会議及び衆議

院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会に

おいて審議が行われましたが、６月１５日に民主

党、自民党及び公明党３党による実務者間会合に

おいて社会保障・税一体改革に関する確認書が取

りまとめられ、子ども・子育て支援法案及び略称、

整備法案に対する議員修正案と略称、認定こども

園法一部改正法案が国会に提出され、同月２６日

に衆議院特別委員会及び衆議院本会議で可決され、

その後これらの法律案は参議院における審議を経

て、８月１０日に参議院特別委員会及び参議院本

会議で可決され成立、８月２２日に公布されたと

ころであります。子ども・子育て関連３法の趣旨

は、３党合意を踏まえ、幼児期の学校教育、保育、

地域の子供、子育て支援を総合的に推進していく

とされ、その主なポイントとして、１つ目は認定

こども園制度の改善、２つ目は認定こども園、幼

稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育

等への給付、３つ目は地域の子供支援の充実とさ

れております。地域版子ども・子育て会議の設置

につきましては、国では有識者、地方公共団体、

事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て

支援当事者等が子育て支援の政策プロセス等に参

画、関与することができる仕組みとして、子ども

・子育て会議を平成２５年４月に設置を予定して

おります。市町村等では、合議制機関の設置努力

義務とされておりますので、国の動向を注視し、

検討してまいりたいと考えております。

次に、小項目２の名寄市事業計画の検討と小項

目３の本市における実施体制、準備組織の設置に

つきましては、関連性がありますので、あわせて

お答えをいたします。子ども・子育て支援法によ

り国の基本指針を踏まえ、潜在ニーズも含めた地

域での子供、子育てに係るニーズを把握した上で、

新制度の給付、事業の需要見込み量、提供体制の

確保の内容及びその時期を盛り込んだ市町村子ど
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も・子育て支援事業計画の策定が全市町村に義務

づけられました。市町村が策定する事業計画に係

る基本指針は、国で検討、策定され、平成２５年

度中に公表を予定されておりますので、国の動向

を注視し、検討してまいりたいと考えております。

現在国の財源見込みとして、消費税が充てられる

とされておりますので、新システムの本格施行は

消費税増税が見込まれる平成２７年度を予定され

ております。具体的な名寄市の事業計画の検討に

つきましては、国で設置されます子ども・子育て

会議を注視しながら、平成２２年３月に策定いた

しました次世代育成支援後期行動計画を踏まえ、

検討してまいりたいと考えております。また、そ

のときに行ったアンケートによるニーズ調査を平

成２５年度以降にも実施し、名寄市の新しい支援

計画をスムーズに策定できるよう準備してまいり

たいと考えております。

なお、来年度の準備に係る費用の予算化につき

ましては、充当財源が不透明でありますので、補

正予算も含め対応してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目４の利用者支援の相談体制につい

て申し上げます。名寄市においての子供、子育て

に関する相談体制は、保健センターで妊産婦健康

相談や乳児家庭全戸訪問、さらにはお父さん、お

母さん教室を開催、また地域子育て支援拠点事業

として名寄市内３カ所で地域子育て支援センター

を開設し、子育て相談を実施し、育児不安を解消

するための体制を整えてまいりました。保健セン

ターと地域子育て支援センターとの連携により、

孤立しがちな家庭への訪問などこちらから出向い

ていく支援も実施しているところであります。市

役所には、家庭児童相談員、母子自立支援員を配

置し、関係機関と連携を図りながら相談体制の充

実に努めてまいりましたが、今後も引き続き子供

の健全育成を進めるために、さらなる相談体制の

充実に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、学校施設における老朽化対策の実施に

ついて、小項目の１、予防保全型の管理と長寿命

化推進による劣化診断の現状把握についてお答え

をさせていただきます。

文部科学省においては、建築後２５年以上を経

過をした学校施設が約７割を占めるなど、老朽化

の進捗が深刻な状況を受け、有識者会議によりま

す検討を進め、本年８月３０日に学校施設老朽化

対策ビジョン（仮称）の中間取りまとめを行った

ところでございます。このビジョンによりますと、

現行では平均約４０年程度で改築、いわゆる建て

かえをしているものを現行よりグレードの高い改

修を行うことにより７０年から８０年程度の使用

をすることが可能としていること、さらに従来の

ように施設、設備にふぐあいのあった際に保全を

行う事後保全型の管理から、計画的に施設、設備

の点検、修繕等を行い、ふぐあいを未然に防止を

する予防保全型の新しい管理へと転換を目指すと

しております。名寄市におきましても建築後４０

年を一つの目安として学校施設の改築に取り組ん

できております。現在名寄南小学校の改築計画を

進めております。しかしながら、名寄市にあって

は旧耐震基準で建築された学校施設も残っている

状況にあることから、教育委員会としては適正配

置計画と連動した学校施設の改築による耐震化を

優先して行いつつ、耐震化されている学校施設に

つきましては適切な管理、修繕を行いながら施設

の長寿命化を図ってまいりたいと考えております。

劣化診断につきましては、目視等による確認につ

いては可能でありますけれども、明確な基準が示

されていないことやその後の総合的な判断を行う

技術職員が教育委員会には確保されていないこと

から、現状では実施が難しいということでござい

ます。

次に、小項目の２、中長期的な計画の策定並び

に推進体制の整備についてでございます。学校施
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設を長く有効に使い続けるためには、適切な維持

管理等中長期的な視野に立った施設や設備の保全

を計画的に行う必要があります。名寄市の学校施

設整備につきましては、平成２０年４月に策定を

した名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置に

関する基本方針と平成２１年１月に策定をした名

寄市立小中学校施設耐震化計画に基づきまして、

名寄東小学校の屋内体育館の危険改修であるとか、

風連中学校の施設移転による耐震化を行ってまい

りました。また、平成２３年４月に名寄市立小中

学校施設整備計画を策定をし、耐震化計画と維持

保全計画を柱に、学校教育を進めるために必要な

施設機能を確保し、充実した教育活動が展開でき

るよう学校施設の整備を進めることとしておりま

す。この施設整備計画については、平成２９年度

までの計画となっていることから、今後ともこの

計画に基づいて財源対策を見据えながら、学校施

設整備の各種施策を進めてまいりたいと考えてお

ります。議員の質問にもあったとおり、文部科学

省の学校施設老朽化対策ビジョンにおきましては、

今後どのような方向性が出されるかを見きわめな

がら、状況によりましては既存の名寄市の計画の

見直しを含めて推移を見守りたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目３、〇総務部長（扇谷茂幸君）

なよろコミュニティーバスとデマンド交通につい

てお答えをいたします。

まず、コミュニティーバスの運行状況と利用者

からの意見並びにアンケートの結果などについて

でありますが、高齢化社会に対応したバス文化の

創造と利便性の高い公共交通サービスの提供を目

的に、なよろコミュニティーバスの実証運行を本

年７月から実施し、約半年が経過しており、この

間利用状況調査、利用者からの聞き取りやアンケ

ート調査を実施をしてまいりました。今回の実証

では、新たに市内を大きく東回りと西回りに分け、

市内東回りについては旧東西線の路線を基本に市

立総合病院を含めた東側を回る路線に変更し、名

寄公園経由、南が丘団地経由各６便、１日計１２

便としております。また、市内西回りにつきまし

ては旧市内循環線を逆回りとしたほか、一部路線

を変更するとともに、通勤、通学やＪＲとの接続

を考慮して、朝夕の増便を行う一方、従来利用の

少なかった午後を減便し、１日２０便としたとこ

ろであります。再編後の７月から１１月までの５

カ月間の乗車状況につきましては、前年同期比で

市内東回りで８３９人、２２％の増、市内西回り

では０００人、１５％の減となっております。

一方、イオン徳田線は３６２人、１０％の増と

なっております。

また、利用者アンケートの結果についてであり

ますが、１０月に実施したアンケート調査では、

バスを初め医療機関や公共施設などを合わせて１

４カ所で調査票を配布し、７０人の方から回答を

いただきました。結果につきましては、バスの利

用目的は主に買い物や通院となっており、バスの

便数がふえ、利便性が向上したかの問いに、そう

思う、ややそう思うが４６％、そう思わない、余

りそう思わないが４６％、路線が変わり利用しや

すくなったかの問いには、そう思う、ややそう思

うが４０％、そう思わない、余りそう思わないが

３１％などの回答となり、意見が分かれておりま

す。また、自由記載欄では朝の通勤に有効で活用

しているとの意見がある一方、風、雨等を避けら

れる待合所の整備や乗り継ぎなしで目的地に行け

るよう改善を求める御意見をいただいているほか、

一部の時間帯でＪＲ名寄駅が終点となることから、

循環にならない便は自宅まで帰れなくて不便との

御意見もいただいております。今後については、

これら調査結果や市民からいただいた御意見を踏

まえ、さらには平成２５年４月から駅前交流プラ

ザよろーなも開設されて、施設への足としての利

用も期待されることから、より利便性の向上に向

けた改善を図りながら、実証運行を進めてまいり
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ます。

続きまして、デマンド交通についてであります

が、地域住民が利用しやすい新たな交通システム

の構築を目指し、２年間の実証運行を経て、現在

の下多寄線、デマンドタクシーとして運行に至っ

たもので、国庫補助路線として学生の通学や地域

住民の通院、買い物等の足として運行されており

ます。デマンドタクシーの運行は、全て予約制と

なっており、病院、学校、スーパーなど買い物な

どができる施設として名寄地区に２５カ所、風連

地区には１０カ所の指定場所を設け、自宅前から

指定場所へ向かう便を１日４便、指定場所から自

宅前に戻る便を１日５便として運行しております。

昨年１１月から運行を開始して１年が経過したと

ころでありますが、１年間で旧路線バスの乗車数

延べ１７４人に対し、デマンドタクシーバスの

乗車数は８８１人で、７０７人、３１６％の

増となっております。当初の想定では、旧路線バ

スの２倍程度の利用を見込んでおりましたが、想

定を超える利用状況で、時間帯によりましては車

両２台で運行せざるを得ないなどの課題も生じて

おり、今後さらに利用者が伸びる状況が続けば運

行体制の見直しが必要になるものと考えておりま

す。

以上、答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

では、再質問をさせ〇１０番（高橋伸典議員）

ていただきます。

まず、今回の。日本は、今少子高齢化が進んで、

社会保障を含めた予算が年間で１兆円ずつふえて

いくという状況が続いております。高齢化に伴っ

て社会保障が今は現状赤字国債等々の借金で運用

されている等の部分を踏まえて、本当にもう現役

世代もやはり正規雇用がなかなかつくれないとい

うことで、大変な状況を迎えております。その中

で今回３党合意で社会保障と税の一体改革で再来

年から消費税が８％、また次の年から１０％上が

るという状況になる中で、この消費税を年間１兆

円子ども・子育て支援関連３法のほうに運用され

るという流れになっております。２７年からこの

３法が施行するわけなのですけれども、現状今名

寄市でもいろんな施策をやられております。本当

にもうこの３法の中には、今やっている一時預か

りだとか、乳幼児家庭全戸訪問事業だとか、子育

て短期支援だとか、延長保育だとか、病児、病後

児保育事業だとか、放課後児童クラブ事業だとか、

妊婦健診事業だとか、いろいろある程度はまった

事業を行われているというふうに思うのですけれ

ども、今回子ども・子育て会議を国のほうでは内

閣府で新制度の準備室が立ち上げられて、その本

部がそのまま準備室として本部となって動き出す

ことになっております。そして、国でも子育て関

係の合議制の会議の設置が来年度からされるとい

うことになって、先ほど会議をまず名寄市でも立

ち上げてほしいということで言われたのですけれ

ども、今現状子育てに対する会議という合議会議

が名寄でもあると思うのですけれども、どういう

会議で何名ぐらいでお話をされているのか、ちょ

っとお聞かせ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（黒井 徹議員）

今議員がお話し〇健康福祉部長（三谷正治君）

になった合議制的な会議については、名寄市の部

分では設置してございません。しかしながら、子

育てに伴う先ほど説明申し上げました支援センタ

ーを中心にした事業の中では、それぞれ相談業務、

それから利用につきましては２３年度の実績であ

りますが、支援センターの利用では２３年度は

０２７組の１万２７１人の利用がございまして、

その中で利用者で相談をいただいているのが６６

２件ということであります。ですから、こういう

支援センター、または３保育所におきましても父

母の会、お父さん、お母さんの会等々がございま

すので、その会議では保育所ごとにそれぞれの会

議を年に何回か開いてございますので、そういう

ところでの情報交換をさせていただくとともに、

支援センターにつきましてはそういう相談業務、
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事業の展開を含めた中で御意見をいただきながら、

支援センターの運営に反映をさせていただいてい

るのが実態でございます。

また、苦情の部分につきましては、現在市民の

お二人の方に苦情の委員になっていただきまして、

保育所の中で市民の利用者の苦情がございました

ら、その中で取り上げていただいて、その中を説

明させていただいて、改善策を検討していくとい

うような対応も現実にしてございますので、今国

で提案されている内容について、組織メンバーが

先ほども話した内容でありますけれども、現実に

これからどう進めていくかという部分はまだ実は

実態でいきますと先月、１１月にやっと担当者会

議を上川振興局で行ったという状態でございます

ので、細部については大変申しわけありませんけ

れども、この場では申し上げられませんが、しか

しながら現状として今の保育関係、子育てにつき

ましては現状の中で市民ニーズに合った対応を進

めさせていただいていると考えているところであ

ります。

以上です。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

三谷健康福祉部長は、もう名寄は完璧に行われ

ているという実態をお聞きしまして安心をしまし

たけれども、やはり国で、今上川支庁も国から来

て余りまだ状況が把握できていないということで、

しっかりと把握できた中でこの会議等々を進めて

いただきたいなというふうに思います。本当有識

者、また地方公共団体、事業主、労働者代表、子

育て当事者等々の会議なのですけれども、今まで

ほとんど会議には子育て当事者というのは入って

いけなかったのです。もう本当に公共団体の役人

だけでお話ししたり、また有識者だけでお話しし

て、やはり国では当時者のお話が聞けなかったと

いう部分があるので、当事者も含めた会議を設置

してほしいというお話が出たみたいなのです。そ

れで、ぜひ国の動向を見て、地方版の会議等々を

子育ての当事者を含めて、名寄市の子育て支援に

反映させていただきたいということをお願いした

いというふうに思います。本当に今現状支援セン

ターで、また父母会等々でこういう子供に対する

要望等々を吸い上げているという部分があります

ので、名寄はある程度そういう部分を反映をされ

ているというふうに思いますけれども、しっかり

と全戸に訪問ですか、訪問していただいて、子供

たちの保育に十分反映できる体制をつくっていた

だきたいというふうに思います。

次に、２つ目に来年度なのですけれども、アン

ケート等々をとる予定はあるのかという部分なの

ですけれども、その部分を教えていただきたいの

と、先ほど何かアンケートを何年か前に行わせて

いただいたという部分なのですけれども、これは

その当時どれぐらいのお子様の、５００人いて

そのうちの何百人からアンケートとりましたとい

う部分だと思うのですけれども、その数がわかれ

ばちょっと教えていただきたいというように思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中〇健康福祉部長（三谷正治君）

でお話ししました次世代の計画書をつくる前段で、

市民ニーズにお応えするということでアンケート

調査を実施させていただきました。この部分につ

きましては、就学前児童保護者に対してと小学校

低学年保護者に対してそれぞれ１９１、それか

ら７４３、９３４世帯に対してアンケートの実

施をさせていただきまして、回収はそのうち２

５８、６５％の回収をいただいたところでありま

す。その中身につきましては、２２年から２６年

度の次世代計画の中で反映をするということで、

１５６項目にわたりアンケート調査をさせていた

だいたところでございます。現在の部分では、ま

だ重立った精査はしてございませんけれども、こ

の次世代の前期計画が２６年度で終了しますので、

２５年度、先ほど答弁の中では２５年度以降とい

うお話をさせていただきました。これも国の動向



－95－

平成２４年１２月１９日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

によって変わってくると思いますが、同じような

形の中で市民ニーズを把握するなどのアンケート

調査が実施されるのではないかと考えております。

項目内容についても、これも国、道との連携がご

ざいますので、関連性がございますので、項目は

今申し上げられませんけれども、国、道等との連

携を図りながら、実施に努めていきたいと考えて

おります。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。それ〇１０番（高橋伸典議員）

なら、そういうことは今回も国、道の動向を見て

アンケートをとっていただけるということで、し

っかりと体制を進めていただきたいというふうに

思います。

今回アンケートをとっていただけるということ

なのですけれども、これはそれなら来年度でアン

ケートをとっていく、またその予算は国から来る

ということなのでしょうか、それとも先ほど補正

予算を組むという形言われましたけれども、国の

子ども・子育て支援関連３法の中には予算をこち

らに渡すというふうに書いてあったみたいなので

すけれども、そこら辺の部分はどう、まだ全然わ

からないのか、ちょっと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（黒井 徹議員）

国の動向につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、先ほどお話ししましたようにまだ詳細

は伝わってきてございません。先ほど議員お話し

のように、今私のほうで情報では約０００億円

を子育てにということで国の方向が出ております

けれども、どの部分でどのお金ということの配分

もまだ聞いてございませんし、また今のアンケー

トのスケジュールにつきましても国の部分では今

政権交代しましたので、今後どのような形で動い

ていくかという部分についても詳細は来ておりま

せん。しかしながら、これの実施につきましては

やはり市民ニーズということで、必ずアンケート

調査は国のほうでも実施すると思います。しかし

ながら、地方自治体で、先に市町村でやってしま

うと国、道との関連性がなくなってしまいますの

で、これはやはり国、道の方針が出てから実施し

ようということで考えているものです。

以上です。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。今国〇１０番（高橋伸典議員）

と道の動向を見てということなものですから、し

っかりとその動向を踏まえて進めていただきたい

と思います。

相談体制は、先ほど支援センター等々がやって

いる、また保健センター、または母子相談員、家

庭児童相談員がいるので、そちらの体制でやって

いくということを言われましたので、しっかりと

母親の不安にならない体制を整えていただきたい

ということをお願いしておきます。

参考になのですけれども、横浜市では保育コン

シェルジュという、全ての区に１人から２人の人

員を配置して、利用者である保護者の方々にニー

ズだとか状況を伺って、保育サービスに関する情

報提供をしたり、集約したりしているそうですし、

松戸市でも地域子育て支援拠点、子育てコーディ

ネーターを配置して、そういう部分をやっている

そうです。また、名古屋市でも保育案内人を設置

して、当事者の不安を除いて体制を整えているも

のですから、ぜひ名寄も家庭児童員、また母子相

談員の方々に汗を流していただいて、不安を取り

除いていただきたいということをお願いしたいと

いうふうに思います。

次に、学校施設の老朽化対策についてお尋ねを

いたします。先ほどのいろいろ言われました。そ

の中で名寄市でも老朽化が進んでいる小学校がた

くさんあるというふうに思います。適正配置、ま

た区割りによって豊西小、また南小をなくして、

南小を建て直すと。そして、南小の場合は耐震化

が整っていないので、新築をしなければいけない

というふうに今言われておりました。総合計画の

中には、小中学校１５校のうち築後３０年以上た
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っている校舎が８校ありますと書いてあります。

昭和５６年以降の建築基準の耐震化にはまってい

ない学校が小中学校９校あるということで言われ

ております。これは、やはり児童生徒の減少に伴

って、また適正配置、適正規模の、また通学路の

区分をしっかりやることによって南小ができるの

ですけれども、先ほど言ったようにこの３０年間

で３８兆円を使う予算を予防保全によって３０兆

円に変えられるというふうに言われている中で、

名寄としても予防保全で対応できる学校というの

は、今先ほど築後３０年以上が８校あると言って

いましたけれども、どことどことどこなのでしょ

うか。また、耐震の部分で３０年たっても予防保

全で対応できる学校というのは名寄ではどことど

こがあるのか、ちょっと教えていただきたいとい

うふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校施設の維持管理〇教育部長（鈴木邦輝君）

の保全という部分ですけれども、保全の目的につ

きましては施設とか設備のふぐあいを早期に発見

をして、事故や損害を未然に防止をして、施設整

備の性能を維持しながら、劣化を最小限にとどめ

る。また、その中で最適な運営状況を保つという

のが基本であると考えています。その中で予防保

全を重視をするという考え方が今回文科省におい

て出されてきたのかなと認識をしております。た

だ、名寄市におきましては現在耐震化されていな

い建物も含めまして、多くの学校が予防保全では

耐え切れないと言ったら言葉が変ですけれども、

一定程度のお金をかけてもやはり改築という方法

をとらなくてはならないという状況にあると考え

ております。ただ、今回国が事後保全から予防保

全という大きな施策の転換をするという部分もご

ざいますので、現在名寄市の施設整備計画では先

ほど申し上げましたように平成２９年度まで、基

本的には事後保全を原則として適正配置と絡めて

の改築を進めるという方向性を出しておりますけ

れども、国の施策が転換されたことによって財源

対策等も変更になる可能性もございますので、そ

の辺につきましてはそういった状況を見据えなが

ら、検討を考えていきたいと考えております。ど

この学校がという部分については、今申し上げる

ことができませんが、基本的には予防保全の考え

方ではなかなか難しい部分があるのではないかと

考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

名寄市は、予防保全できないということはある

程度学校を建て直していかなければいけない。児

童生徒の減少に伴って適正規模、適正配置をして

いくのですけれども、逆に本当にもう名寄市はそ

ういう形でいけると思うのですけれども、地方が

大変な状況になるのではないかなというふうに感

じています。今名寄市内では、南小ができれば適

正配置、またすればある程度対応は可能かなとい

うふうに思うのですけれども、今これから入って

くる、名寄中学校、名寄東中学校ももう改修の時

期にも入りますし、ほとんど両方とも耐震の部分

というのは入っていない部分だというふうに思い

ますけれども、風連もですか。風連中央小学校も

そうだそうです。そういう部分を含めてしっかり

とした計画を２９年度まで持っていると言われて

おりますけれども、その２９年以降、名寄中学校、

名寄東中学校、風連中央小学校の考えというのは

どういうお考えなのか、ちょっとお聞かせをいた

だきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在名寄市の総合計〇教育部長（鈴木邦輝君）

画後期計画の中で施設整備につきましての道筋は

示しておりますけれども、議員御指摘のように少

なくても小学校に関しては２９年までには市街地

の学校に関しては一定程度の耐震化と適正配置が

達成するものと考えておりますが、今お話のあっ

たようにその後は風連地区の風連中央小学校がな

ってくると。その中での適正配置の考え方、また

郊外校では同じように智恵文地区の智恵文小学校
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が耐震化についても厳しい状況にあるということ

であります。これらについて喫緊の課題でありま

すので、時期をたがえて整理をしていかなければ

だめだと考えておりますが、学校施設の整備に関

しましては基本計画から実施に当たるまでおおむ

ね４年かかるものでございます。４年ごとにやっ

ていくと、名寄市街地区、風連地区、智恵文地区

ということ掛ける３ですから、単純計算では１２

年かかると。こういった中で一部重複をさせなが

らやっていくのか、そういった部分について内部

でも協議をしなければだめな部分であると考えて

おります。また、同じように小学校については一

部再編等が絡みますけれども、御指摘の名寄中学

校及び名寄東中学校に関しては校区の再編は関係

ありませんので、いずれも築３２年から３７年と

いうことで、予防保全では耐え切れない状況、改

築が選択肢になっております。小学校の改築の進

展と中学校の改築について同時進行を進めるのが

理想でありますけれども、財源対策を含めまして

中で内部的にはまだ多くの課題があろうかなとい

うのが現状として認識しておりますので、御理解

いただきたいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。予防〇１０番（高橋伸典議員）

保全ではできないという部分ですので、４年ごと

の新築という部分を前提にしっかりと予算づけを

して、本当にもう子供たちの安心、安全、または

防災拠点だとか教育環境の部分を含めると、早急

に進めていかなければならない部分だと思うので

すけれども、今の財政状況を考えると行け行け、

どんどんというようなことにはなりませんので、

しっかりと工程を組んで、スケジュールを組んで

体制を整えていただきたいというふうに思います。

次に、最後にデマンド交通の部分、またコミュ

ニティーバスの部分をお聞きしたいというふうに

思います。先ほど総合計画でも言われております

けれども、高齢者や子供たち、または交通弱者対

策、そして市民生活の利便性を含めたコミュニテ

ィーバスをことしの７月からスタートしました。

そして、今回非常に私のところに電話が来ます。

何とかしてほしいという部分の訴えが多いのです。

やっぱりＪＲのつなぎはいいのですけれども、Ｊ

Ｒのつなぎまで行って、あそこで何分かとまる部

分、またそこで切れてしまう部分あって戻れない

という方々がいて、きっと冬になって自転車も乗

れなくなったので、バスを利用される方だと思う

のですけれども、このコミュニティーバス、７月

から運行して、あと何年間か実証実験があると思

うのですけれども、どれぐらいのペースでアンケ

ートをとって、苦情を聞いて、来年の７月には１

年間を経過したので、こういう体制がいいのかな

という方向性ができて、変更されるのか、３年間

このままこの時間帯だとか何かを継続していくの

か、その状況というのはどうなのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、今回のバス路線の再編に伴いまして利

便性が上がったところ、それから逆に今まで利用

されている方にとりましては利用しづらくなった

というような御意見も正直いただいております。

特に今御指摘のありました午後の便で一部循環が

途切れる路線があります。これにつきましては、

当初運行を始めるときにこれまでの利用状況を勘

案して設定をさせていただいたということがあり

ますので、そこのところにつきましては実証運行

を進める中で一定程度改善を図っていくというよ

うな考えを持っております。今回アンケート調査

をさせていただいておりまして、今度は冬の期間、

初めての冬の実証運行の期間に入りますので、こ

の冬の実証運行を終えましたら、またアンケート

なりで利用者の皆さんの声をぜひお聞かせを願い

たいというふうに思います。それで、あくまでも

実証運行中ということでありますから、ある意味

時間帯ですとか、そういった部分については柔軟

に対応できる要素もありますので、これ路線を変

えるということになりますとなかなか大変なので
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すが、時間帯を変えていくという裁量は一定程度

あるというふうに聞いておりますので、いわゆる

循環が途切れる部分、不便になる部分については

できれば早い段階で今回の冬の実証運行の中で改

善を図って、またどの程度利便性が上がるのかも

含めてぜひ検証してまいりたいというふうに考え

ております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

ＪＲだとか何か夏用と冬用というのがあるので

すよね、時間帯によって。逆にそういう形にした

ほうがいいのかなという。夏は自転車使うから余

り乗らないから減らして、冬は乗るからふやすだ

とかという方法のほうがいいのではないかなとい

うふうに思うのですけれども、今利用しやすくな

ったというのが４０％ありますから、いいのかな

と思うのですけれども、やはり東地区とイオンは

すごく乗っているのですよね。西回り、北斗団地、

ノースタウンの方向の方々なのです、苦情を下さ

ったのは。苦情を下さったのは、その方々のお年

寄りの方なのです。やはり西の方々が１５％減っ

ているというのはそこが原因なのかなと。東はふ

えて、イオンもふえているのですけれども、西は

減っているという部分ですので、ぜひ改善をお願

いしたいと思います。その地域の方々の意見だけ

を聞いても、なかなかほかのところはそれなら苦

情になったりという部分は出ると思うのですけれ

ども、アンケートをもう一回とっていただいて、

最善の方法をやっていただきたいというふうに思

います。

最後に、デマンド交通について一言。今デマン

ドの停留所が二十何カ所と風連地区１０カ所とい

うふうに言われておりました。私に来た方のお話

では、停留所は何カ所かあるのだけれども、実際

私はここに行きたいのだよねという人が多いみた

いなのです。だから、駅でおろされて農協まで歩

かなければならないという苦情だったのですけれ

ども、そういう部分というのは駅までなのですか

ら、農協ぐらいまでというのはできないのでしょ

うか。間違いなく停留所がないところにはおりら

れないのか。ニセコでは、こういうふうに自宅か

ら自分の好きなところまで行ける。分校の人数も

すごくふえているという部分がありますので、そ

ういう体制はとれないのかをお聞きして、終わら

せて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）

今お話のありました〇総務部長（扇谷茂幸君）

指定場所の考えについてでありますが、今回デマ

ンドを運行するに当たりまして、住民の皆さんに

も一定程度説明会なりを開催させていただいてお

りますが、基本は従前ありましたバス路線の範囲

の中で設定すべきものという考えのもとで、指定

場所も指定してきたということがありますけれど

も、それ以上にある意味利用者の皆さんの利便性

を高めるということを含めて、いろんな公共施設

をスーパーも含めて、病院も含めて指定をさせて

いただいているというところであります。これ指

定場所をふやすということになりますと、また関

係する事業者の皆さんもおりますので、その辺の

御理解も含めていただかないといけないというこ

ともありますから、一定程度ちょっと時間かかる

話でありますけれども、この辺につきましては少

し協議を進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

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 ４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
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る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 植 松 正 一

署名議員 宗 片 浩 子


