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平成２４年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年９月２８日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１６号 平成２３年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１７号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２３年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２１号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２３年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２３年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分及び決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２７号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第４ 意見書案第１号 自治体における防災

・減災のための事業に対する国の財政

支援を求める意見書

意見書案第２号 道教委「新たな高校

教育に関する指針」の見直しと地域や

子どもの実態に応じた高校づくりの実

現を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１３年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

日程第５ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

日程第８ 議員の派遣報告

日程第９ 委員の派遣報告

１．追加議事日程

追加日程第１ 緊急質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１６号 平成２３年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査
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特別委員長報告）

議案第１７号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２３年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２１号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２３年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２３年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分及び決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２７号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第４ 意見書案第１号 自治体における防災

・減災のための事業に対する国の財政

支援を求める意見書

意見書案第２号 道教委「新たな高校

教育に関する指針」の見直しと地域や

子どもの実態に応じた高校づくりの実

現を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１３年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

追加日程第１ 緊急質問

日程第５ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

日程第８ 議員の派遣報告

日程第９ 委員の派遣報告

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
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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、

５番 山 田 典 幸 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第１６〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１７号 平成２３年度名寄市国民健

康保険特別会計決算の認定について、議案第１８

号 平成２３年度名寄市介護保険特別会計決算の

認定について、議案第１９号 平成２３年度名寄

市下水道事業特別会計決算の認定について、議案

第２０号 平成２３年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計決算の認定について、議案第２

１号 平成２３年度名寄市簡易水道事業特別会計

決算の認定について、議案第２２号 平成２３年

度名寄市公設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて、議案第２３号 平成２３年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定について、議案

第２４号 平成２３年度名寄市後期高齢者医療特

別会計決算の認定について、議案第２５号 平成

２３年度名寄市病院事業会計決算の認定について、

議案第２６号 平成２３年度名寄市水道事業会計

資本剰余金の処分及び決算の認定について、以上

１１件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、佐々木寿委員長。

議長〇決算審査特別委員長（佐々木 寿議員）

より御指名をいただきましたので、今定例会で決

算審査特別委員会に付託されました議案第１６号

平成２３年度名寄市一般会計決算の認定につい

て、議案第１７号から議案第２４号までの各特別

会計決算の認定について、議案第２５号 平成２

３年度名寄市病院事業会計決算の認定について及

び議案第２６号 平成２３年度名寄市水道事業会

計資本剰余金の処分及び決算の認定について、委

員会の審査経過と結果の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月５日に開催し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私佐々木寿

が、副委員長には上松直美委員が選出されました。

第２回の委員会は、９月２５日に開会し、審査

日程を９月２５日から９月２８日までの４日間と

決め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑並びに委員による質疑を行い、慎重

に審査を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細の報

告は省略させていただき、審査の結果のみを報告

申し上げますので、御了解をお願い申し上げます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計、介護保険特別会

計については起立多数により、その他の６特別会

計、病院事業会計はいずれも全会一致で原案のと

おり認定すべきものと決定し、水道事業会計資本

剰余金の処分及び決算の認定については全会一致

で原案可決及び認定すべきものと決定いたしまし

た。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会開催中は、委員並びに理事者各位

におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽く

していただきましたことにお礼を申し上げます。

また、日程どおり決算審査特別委員会を終えるこ

とができましたことに重ねて御礼を申し上げまし
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て、本委員会の報告といたします。ありがとうご

ざいました。

ただいま決算審査特別〇議長（黒井 徹議員）

委員会委員長より報告のありました議案第１６号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第１６号 平成２３年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１７号 平成２３年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１８号 平成２３年

度名寄市介護保険特別会計決算の認定について委

員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起

立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１８号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

次に、議案第１９号 平成２３年度名寄市下水

道事業特別会計決算の認定についてから議案第２

４号 平成２３年度名寄市後期高齢者医療特別会

計決算の認定についてまでの６件及び議案第２５

号 平成２３年度名寄市病院事業会計決算の認定

について委員長報告のとおり認定することに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１９号から議案第２４号までの

６件及び議案第２５号は委員長の報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第２６号 平成２３年

度名寄市水道事業会計資本剰余金の処分及び決算

の認定について委員長の報告のとおり原案可決及

び認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２６号は委員長報告のとおり原

案可決及び認定することに決定いたしました。

日程第３ 議案第２７〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市議会基本条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐藤靖議員。

議案第２７号 名寄市〇９番（佐藤 靖議員）

議会基本条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本条例は、平成２１年４月から施行され、市民

の意思を的確に反映させる議会運営の基本姿勢を

明らかにするとともに、議員間の議論の活発化、

議会の政策活動における市民参加の推進、市政の

推進にかかわる市長を初め執行機関との緊張関係

の保持など議会及び議員の活動原則を盛り込み、

議会の最高規範としてきたところであります。

今回の改正は、地方自治法の改正に伴い、地方

公共団体に対する市町村基本構想の策定義務づけ

が撤廃されましたが、当市は名寄市自治基本条例

第１９条により総合計画が策定されていることか

ら、名寄市議会基本条例の第１０条、議決事項の

定めの第１号から地方自治法の規定を削り、文言

整理の上引き続き総合計画の基本構想及び基本計

画を議決事項とするものです。

以上、名寄市議会基本条例の一部改正について

の提案理由とさせていただきます。
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お諮りいたします。本〇議長（黒井 徹議員）

件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 意見書案第〇議長（黒井 徹議員）

１号 自治体における防災・減災のための事業に

対する国の財政支援を求める意見書、意見書案第

２号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の

見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくり

の実現を求める意見書、意見書案第３号 義務教

育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、就学保障充

実など２０１３年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書、以上３件を一括を

議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

ここで、市長より発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長のお許しをいただき〇市長（加藤剛士君）

ましたので、御報告を申し上げます。

これまで市議会及び所管の常任委員会におきま

して御意見、御質問をいただいておりました（仮

称）複合交通センターへの関係団体の入居につき

ましては、かねてより商工会議所からは駅横に出

て駅前からにぎわいをつくり、中心市街地及び商

店街の活性化に波及をさせ、もって商工観光含め

た産業経済の発展を期したいと強い要望があった

ところであります。このほど商工会議所から市及

び関係団体との連携のもとに商工振興の充実を図

りたく、３００万円の負担をいたしたいと申し

出がありました。このたびの商工会議所の申し出

につきましては、にぎわいの創出を初め名寄市の

経済産業の発展に寄与するものと判断をし、これ

を受け取ることといたしましたので、御報告を申

し上げます。

なお、今後におきましては、観光インフォメー

ションセンター、バスセンター、経済センター、

消費者センターなどの機能を充実を図るための備

えを進めるとともに、観光物産を含めた商工業の

振興の拠点、さらにはコミュニティー及び文化活

動など市民の活動の拠点として活用するため、

（仮称）複合交通センターの入居予定団体及び利

用予定団体、商店街及び民間商業施設並びに交通

機関等と連携をし、各種取り組みを準備して、ま

た名寄市の経済産業の発展に期するよう努めてま

いることを申し添えて報告といたします。

以上です。

（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

日根野正敏議員。〇議長（黒井 徹議員）

いいですか。今の〇１５番（日根野正敏議員）

市長の発言に対して質問の許可の取り計らいをお

願いしたいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

同意者もいるようでご〇議長（黒井 徹議員）
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ざいます。

ただいま日根野正敏議員から緊急質問の動議が

出されました。動議についての協議のため、議会

運営委員会を開催したいというふうに思いますの

で、この場は暫時休憩させていただきます。

休憩 午後 １時１５分

再開 午後 ２時２７分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。休憩前に日根野正敏議員か

ら緊急質問の動議がありました。あわせて休憩中

に駒津喜一議員、熊谷吉正議員からも議長に緊急

質問の申し出がありました。これに同意し、日程

に追加の上、直ちに発言を許可することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

日程の順序を変更し、発言を許すことにいたし

ます。

日根野正敏議員。〇議長（黒井 徹議員）

議長のお許しがあ〇１５番（日根野正敏議員）

りますので、市長発言に対する質問をさせていた

だきたいというふうに思います。

今の市長の発言の中に３００万円という、そ

れを受け取るというような発言だったというふう

に思いますけれども、その額に対しての妥当性に

ついてどのように考えているのか、まず１点目に

お伺いをしたいというふうに思います。

それから、にぎわいづくりのために商工会議所

が駅横に移転して、今後そういったにぎわいづく

り、あるいは公共的な働きについて、これまで以

上に商工会議所側から将来ビジョンも含めて、そ

ういった新たな具体的な話がどのようにされてい

るのかお伺いしたいのと、それからそれらのこと

に対してしっかりそれらのことを担ってもらうよ

うに、入居に当たりそういった行政サイドからの

条件として、お互いにそれを確約、確認をされて

いるのかお伺いをしたいというふうに思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３点にわたって御質問い〇市長（加藤剛士君）

ただきました。まず、３００万円の妥当性とい

うことでありますけれども、昨今の状況、一般質

問等々でも地方の経済が大変低迷していると、グ

ローバル経済の中で。また、大型店進出等で商工

会議所の会員も減少しておりまして、また売り上

げも減ってきていると。名寄のみならず、多くの

地方の商工会議所、商工会、非常に厳しい、苦し

い運営を強いられているということであります。

名寄市においても現在は、平成２３年度ベースで

名寄商工会議所へは市から５００万円、風連商工

会へは０００万円を超える人件費や運営費を毎

年助成をしています。そういう厳しい状況の中で

３００万円の負担金、にぎわいづくりをするた

めにという申し出でございます。商工会議所は、

御案内のとおり収益事業を持たない公共的団体で

ございます。会員会費から拠出した負担金でござ

いますので、適切なものであると認識をしていま

す。

にぎわいづくり、あるいは行政からの条件とい

うことでありましたけれども、にぎわいづくりに

関しては複合交通センター自体が今の商工会館も

年間２万人程度の人の入りがある。加えて市役所

の市民会館の貸し館の機能と観光インフォメーシ

ョンの機能と、それと公共交通の待合施設も含め

て、そこを一つにまとめるということで複合的な

相乗効果でにぎわいづくりができるということが

まず前提なのだろうというふうに思います。その

中でさまざまな今まで行ってきた企業の育成の活

動や商店街の振興の活動、さらには会場を使った

イベント等々の活動もやっていくということでお

話を受けておりますし、当然商工業の振興という

ことは行政の本来業務の一つでもあるというふう

に思っていますので、さらに連携をしっかり密に

とって、商工業の振興、この複合交通センター設

置を契機にしっかりとお互いタッグ組んでやって
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いきたいと、そういう覚悟でございます。よろし

くお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

３００万円の考〇１５番（日根野正敏議員）

え方については、そういった一括したものではな

くて、例えば月々の家賃的な部分で御利用してい

ただくという考え方も一方ではあったのだろうと

いうふうに思いますけれども、そういったことの

協議というのはあったのか、それからまた行政と

してそういう考えは持たなかったのか、その点に

ついてもお伺いしたいのと、また今の市長の答弁

では、それぞれの施設ができたので、そこに自然

発生的に人が集まってにぎわいができるという部

分ではなくて、私はやっぱり商工会議所が駅横の

公共施設を利用することによって、３・６の商店

街のにぎわいの創出の原動力の核になるようなも

のでなければならないというふうに考えているの

ですけれども、行政サイドについてもそういった

ことは常に求めていかなければならないというふ

うに考えているのですけれども、そうでなければ

そこに商工会議所が来る意味がないというふうに

も考えますので、その辺の目的に対する結果につ

いて、行政は常に検証して求めていかなければな

らないというふうに考えているのですけれども、

その辺の見解についてもお伺いいたしたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

繰り返しの答弁になるか〇市長（加藤剛士君）

もしれませんけれども、商工会議所は地方自治法

でもうたっておりますとおり公共的団体でありま

す。しかも、いろんな団体うたっている中で商工

会議所はそれぞれ会員の会費から捻出した負担金

で運営していて、一部行政も助成しておりますけ

れども、さらに収益事業をやってはいけないとい

う公益性の高い団体だというふうに思います。先

ほども言っているように、商工業の振興というの

はそれぞれ今回の一般質問等でも税収をいかに上

げるかというようなお話も相当出ましたけれども、

行政もそれに向けてしっかりと行政の仕事として

やっていかなければならぬ部分でありまして、そ

れを会議所さんも一部担っていただいているとい

うことで、公共性の高い団体だと改めて認識をし、

その中で平成２２年８月に正式に運営状況も厳し

い中で応分の負担金というか、３００万円のお

金を負担をして駅横に進出をしてきたいという申

し出がありましたので、協議をさせていただきま

したけれども、最終的に……

（何事か呼ぶ者あり）

２２年８月です。８月１〇市長（加藤剛士君）

０日に正式に商工会議所からその申し出がありま

したので……

（何事か呼ぶ者あり）

協議をし、最終的に先般〇市長（加藤剛士君）

９月２４日に３００万円のということで、金額

についての申し出がありましたので、これを了と

して、適切な負担というか、商工会議所の意をお

酌みいたしましてこのとおり入っていただくと、

出ていたということでございます。

自然発生的にということではなくて、当然人が

たくさん集まる中で相乗効果が生まれるというこ

とでの今回の商工会議所の駅横の進出に対しての

提案ということもあったわけです。この時点で事

前に入っていただくことが一つのにぎわいづくり

のベースとなっていくということは間違いないと

思います。その中で議員もお話しのとおり、より

踏み込んだ中で商工業の振興に対してしっかりと

やっていかなければならぬというのは、それはも

ちろん同じ認識でありますので、ぜひそこは商工

会議所と行政しっかりとタッグを組んで、連携を

しながら進めていきたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

月々の考えはもと〇１５番（日根野正敏議員）

もとなかったという、それに対する答弁がちょっ

となかったのかなと思いますけれども、今後の将

来的な維持経費も含めて、私は市民の負担が少な
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いように継続的な話し合いを進めていくべきだと

いうふうに考えていますけれども、そのことにつ

いての見解を求めたいのと、それからこれもさっ

きから繰り返しのような質問になってしまいます

けれども、商工会議所がにぎわいづくりに駅横に

来て、活気が本当に戻ってきたというような働き

がなければ何だというようなことにもなりかねな

いので、このことについては加藤市長を筆頭にし

た行政で責任もありますし、それらを今後認める

とすれば議会にも当然責任も出てくるということ

になりますので、そのことに対する市長の思いを

最後にお聞きして、質問を終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

月々の家賃的な負担をい〇市長（加藤剛士君）

ただくということは、最初から想定していません。

また、実費に係る電気代だとか、そういうものに

関しては負担をいただくということは、そこは合

意ができております。

繰り返しになりますけれども、ぜひ期待をして

いていただきたいと思います。今余り具体的なこ

うした一つ一つのイベントを持つことできないか

もしれませんけれども、先般の一般質問等でもい

ろんなアイデアは出てきているようでありますし、

また来年度は商工会議所の青年部が北海道大会を

誘致して、あそこの駅横で大会をやるというよう

な話も聞いています。何百人、０００人単位の

規模になるかもしれませんけれども、そうしたこ

とでいろいろと事業を考えていただいているよう

であります。ここにこうした施設が建ったことで

ああ、よかったねと、にぎわいができたねと、駅

前が、商店街が明るくなるねというふうに言われ

るように、これからもしっかりとタッグ組んで協

議をしてまいりますし、ぜひまた御協力もいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。

駒津喜一議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、私のほう〇１２番（駒津喜一議員）

からは最初に商工会議所にかかわる公共性につい

て御見解を御質問いたします。

認識といたしましては、商工会議所業務は地域

振興にかかわる一般業務と中小零細企業への経営

相談業務に分かれているわけでございます。一般

業務についての公共性は、ただいま市長の答弁に

も含まれておりましたので、広く知られていると

ころでございますので、省略をして、相談業務の

公共性について余り知られておりませんので、こ

こで質問をさせていただきます。この相談業務の

中で主なものに税務相談指導、労働相談指導、金

融相談指導と大きく３つに分けられます。税務相

談指導では、中小零細企業に対して記帳から申告

まで一括指導しております。しかしながら、この

中では市民税、国保税、年金の相談指導も含まれ

ております。また労働相談では、労災、雇用保険

の相談だけではなく、事業主だけの相談ではなく

て従業員からの労働相談も受けて指導を行ってお

ります。さらに、従業員の福利厚生制度として勤

労者共済会を数年前から市から委託されて行って

おります。また、金融では政府系金融公庫、国民

政策金融公庫のあっせん窓口となっております。

これは、公の国の公庫でございます。それだけで

はなく、名寄市の市融資制度のあっせん窓口とな

っております。市の窓口では、経営指導できる職

員の配置というのはなかなか難しいということで、

全ての指導、金融指導含めた経営指導を全て会議

所が行っております。また、これらの相談につい

ては、会員、非会員を差別することなく、全部の

指導業務が無料となっております。そうした面で

も非常にこういった公共性が証明されるところで

もございます。このように一般業務のほかにも相

談業務についても公共性が極めて高い役割を担っ

ておりますけれども、これについての御見解をお

伺いしたいというふうに思います。

次に、会議所の財政内容についてでございます。

指導の分野は、中小企業相談所として国、道、市

からの補助金で運営されております。これは、補

助金でございますので、単年度会計が原則となっ
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ております。一方、会館管理を含む会議所母体の

一般業務運営は、一般会計として主に会員の会費、

そして役議員の負担金で成り立っております。特

に両会計とも補助金と会員事業が年々減少してお

ります。事業者数も減少しております。この補助

金は、市内の事業を営む事業者数によってカウン

トされるということで、残念ながら名寄市の場合

は事業者数が年々減っているという。そして、補

助金そのものが減額されている状況にあります。

そうした中で、そういう状況にもかかわらず会員

並びに役議員に負担をかけることなく、多年にわ

たって努力された繰り越し準備金で、今回の拠出

金については金額にかかわらず市へのまちづくり

に対しての最大の努力、協力だというふうに考え

られます。これについて御見解をお伺いしたいと

思います。

また、会議所組織に委員会部会構成とあわせて

一般業務の中で青年部、女性部を近年設立してお

ります。なよろバーガー、委員会でも出されてお

りました煮込みジンギスカン、こういった振興に

ついてもボランティアで幅広く活動されていると

ころです。今後にぎわいの創出として駅前交流プ

ラザよろーなの共有部分での事業展開も予想され

ることから、にぎわいの創出に関しても大いに期

待できる部分でもありますが、これについても御

見解をお伺いいたします。

以上、商工会議所一般業務、相談業務全般での

公共性とにぎわいの創出から見ても、会議所から

申し出のあった金額は適切であると申し上げ、以

上３点について質問をいたします。よろしくお願

いします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３点にわたって駒津議員〇市長（加藤剛士君）

から質問いただきました。まず、経営相談、融資

等も含めた商工会議所の指導業務について、十分

認識をしているつもりでございます。とりわけ融

資業務でありますとか経営相談というのは、なか

なか行政では行き届かない部分であります。一方

で、地域経済の活性化は行政の一つの業務でもあ

るというふうに認識します。その意味では、一部

商工会議所が行政の仕事を担っていただいている

という、そこら辺もあるのではないかというふう

に思っています。

また、２番目の道の、あるいはそれぞれ会員補

助金等も含めた財政の状況の御質問がありました

けれども、先ほどもお話し申し上げましたとおり、

会員数の減少等でそれぞれ会員からいただく拠出

金も年々厳しい状況にあると。加えて道のそうし

た助成金も減少傾向にあるというのは十分認識を

しているつもりです。地域の基幹産業１次産業で

ありますけれども、一方２次産業、３次産業も就

業者数は地域では圧倒的に大きいわけでありまし

て、ここがしっかりと活力を持っていただかない

と、今後の市政の安定的な運営もままならないと

いうふうに思っています。できる限り行政として

も一緒になって、または下支えする支援をこれか

らもしていきたいというふうに考えています。

にぎわいの創出については、日根野議員からも

お話があったとおりでありますけれども、今後本

当に今まで少し散らばっていたそうした人の集ま

りをそこに集約をするということで、まずは大き

な可能性が生まれてくるのだろうというふうに思

います。また、それぞれやっていただいていた今

までの事業をしっかりとやっていただくことに加

えて、新たにそうした入居４団体、さらには隣接

する商店街ともいろんな形での連携した事業や取

り組みができるのだろうというふうに思います。

また、このことを契機に企業育成や、さらには地

域独自のブランド開発、商店街の振興はもちろん

でありますけれども、起業、いわゆるベンチャー

支援等々、今までもやっていましたけれども、さ

らにまた行政も連携をして、こうした中小企業、

あるいは地域産業の振興をしっかりとやっていき

たいというふうに思っておりますので、ぜひ御協

力をお願いを申し上げます。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）
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それぞれ御答弁をい〇１２番（駒津喜一議員）

ただきまして、特ににぎわいの創出という部分で

は、今までは不定というか、いろんな場所でこう

いったジンギスカンの部分を決算委員会の中でも

出ておりましたが、固定した場所でやったという

のは余りなくて、今の会議所の会館では１階では

非常に衛生的にも問題があるということで、なか

なか固定的な場所で展開ができなかったのが実情

です。こういった交流プラザができれば、そうい

った事業も同じ場所で展開できるという部分では、

これからの市民への浸透も非常に広まっていくの

ではないかというふうに考えております。そうい

った意味でそういったことに大いに期待するとこ

ろではございます。

また、私は駅前の交流プラザにつきましてはや

はりまちづくりだというふうに思っております。

このまちづくり、今もう壁が外されて外壁が見え

るような状況になっております。この段階に来て

こういった負担金、拠出金で足踏みするのは、私

は遅いのではないかと。もっと早目に解決をさせ

ていただいて、そしてこれからのまちづくりにつ

いて話し合っていくべきだというふうに考えてお

りますけれども、これについての御見解を最後に

お伺いして、質問を終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

貴重な御提言、御意見い〇市長（加藤剛士君）

ただきましたけれども、一方でこうした会議所さ

んの申し出に当たってきちんとした結論がやはり

結果としてはおくれたのだろうというふうに思っ

ていまして、その部分に関しては先般一般質問等

でも副市長からも謝罪ありましたけれども、そこ

は本当に後手に回ったなと、申しわけないという

ふうに思っています。ぜひここで議員の皆さんか

ら御了解をいただいて、しっかりとみんなの気持

ちを町中のにぎわい創出に向けて、産業の振興に

向けて、一致団結して前を向いて進めるように御

協力をお願い申し上げたいと思います。ありがと

うございました。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

議長のお許しをいた〇１３番（熊谷吉正議員）

だきまして、駅前交流プラザに関する市長発言に

ついて何点かお伺いをしたいと思います。

質問に入る前に、今市長の答弁聞いていて、事

実関係についてちょっと近隣あたりから確認して

ほしいということもあったので、お許しをいただ

きたいのですが、商工会議所からの負担を前提に

して入居をしたいという要請があったのがいつで、

それから金額が出たのがいつのなのかということ

について後から議事録精査をお願いをしたいと思

いますので、よろしくお願いします。

それで、数字が出されて会議所の負担の申し出

について、経過と市長としての評価について改め

てお伺いをしたいと思います。日根野議員、ある

いは一般質問なんかでも少しやりとりはありまし

たけれども、改めてお聞きをしたいなというふう

に思います。

それと、２つ目には、自治法上の関係で、これ

は議論の分かれるところかもしれないので、根拠

規定が判断誤るとまたこの後引きずるようなこと

があるので、あえてお聞きするのですけれども、

２２４条は分担金についての規定、それから２２

８条は分担金等に関する規制及び罰則ということ

になっておりますけれども、この間市長は今回の

会議所の申し入れの入居に関しての根拠、１４９

条の担任事務の執行権の範疇であるということで、

最終的には佐藤靖議員との一般質問の中で、そう

いいながらも規則や要綱をしっかり定めて協定に

というお答えをいただいているところなのですが、

それはそれとしても私の認識でいくと今日の時代、

一部議論があったより市民に見えるような形でし

っかり役割を果たしていただくということで、や

っぱり入居料というか、貸し付け、月々幾らとい

うような規定の中で、当然そうなると使用料、分

担金、手数料等のいわゆる法令上の決める中で条

例や規則や要綱によらなければならぬということ

になるわけで、あえて担任事務に固執する根拠規

平成２４年９月２８日（金曜日）第３回９月定例会・第５号



－150－

定を求めるところあたりの判断について本当に適

正かどうかというところは意見が分かれること承

知ですけれども、間違いがあるとまた後段尾を引

くようなことになりかねないというふうに思いま

すので、改めて御整理をお願いしたいと思います。

それと、３つ目には、開会冒頭によろーなに対

する設置条例の付託が決まりまして、これから審

議をされますから、最大限そこには入り切らない

ように思いますけれども、いわゆる施設全体的に

は全ての施設が公共施設そうですけれども、維持

管理費は当然かかっていくわけで、その概括的な

数字が今まで私どもに伝えられたことがないので、

あの施設について実施設計段階の数字なのかもし

れませんが、改めて御確認をいただきたいなとい

うふうに思っています。

あわせてにぎわいの創造については、それは３

条５丁目に今いる会議所の場所であろうと、駅前

であろうと、基本的には会議所さんの会議所法や

ら自治法の役割、事業に基づいて本来業務に、あ

るいは地域にも貢献をするということの、それは

どこにいても同じ条件、さらには特に新しい施設

に入ろうとするわけですから、さらなる期待もそ

こに求められていることも事実だというふうに思

っておりまして、市民の中にも社会資本総合整備

事業や中心街活性化等々、この間の３者協議の中

で会議所さんの主導的な役割みたいのが少し弱い

なという厳しい批判も正直言ってあることは事実

で、それからすると本当にこれから住む位置が変

わっても、お仕事する場所が変わっても、極端に

人通りが多くなったとか、いろんな催しがたくさ

んふえたということまではそんなに求めはしませ

んけれども、徐々にテンションが上がっていくよ

うな期待は誰もが持って当たり前だというふうに

思うのですが、ちょっとこの間の経過からすると

心配だなという感じがします。それは、別に後退

的な物の見方でなくて、しっかり行政と連携、市

民と連携とっていろんなことでにぎわっていけば

いいという期待をもちろん私も持っていますけれ

ども、これまでの役割の形がなかなか見えていな

いというところらあたりでは非常に批判がまた多

いことも事実、期待と批判が混在していることも

事実なものですから、改めてにぎわいの創造につ

いて会議所さんがやることをとってまで行政がや

る必要は全くないわけで、やっぱり会議所さんの

スタンスをしっかり見せていただいて、それをど

う支援するかと。行政の役割はもう明確だという

ふうに思っていますので、そこを改めてお聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３点御質問いただきまし〇市長（加藤剛士君）

たが、２点目の自治法に絡む関係は法律との整合

性、根拠ありますので、副市長から答弁させます。

１つ目、まず経過ということで再確認がありま

したけれども、平成２２年８月１０日、正式に商

工会議所から名寄市に駅横に進出したい、応分の

負担をさせていただく中での進出をしたいという

申し出がございました。その後基本設計、実施設

計を経まして、またそれぞれ双方で協議をさせて

いただく中で、最終的に先般平成２４年９月２４

日に商工会議所から改めて３００万円という金

額の提示がありまして、これを了として判断をし

たところでございます。先ほど来繰り返しになり

ますけれども、商工会議所も非常に厳しい財政状

況の中で、さらに今後とも商工会議所財政として

は先ほど言った会員減少や道の補助金等々も含め

て悪化が予想される中での３００万円の申し出

であると。他市においては、実質商工会議所の負

担が出ないように支援をした例もあるというふう

にも伺っています。市内の公共的団体に対する取

り扱い、さらにはそうした他市の状況、さらには

今お話しした会員の会費からこの商工会議所は公

的業務を行っていると。その浄財の負担金である

ということを総合的に判断させていただいて、こ

の３００万円を評価をさせていただきたいとい

うふうに思います。

にぎわいづくりの関連でもお話ありましたけれ
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ども、まさに商工会議所、会館機能が駅横に来て

いただくだけで相当なにぎわいの創出につながる

というふうに思います。駅の交通センターが今い

ろいろなバス停留所も一つにまとまることで、ま

たあの施設ができることで、駅のＪＲも含めた乗

降は１日０００人以上になるというふうに思い

ます。まずはそうした方たちのこの施設ができる

ことによる利便性の向上はもちろんですけれども、

ここが新たなにぎわいづくりの基盤になるという

ふうに思っています。一方で、これまでの今回の

協議経過も含めて後手後手に回ったということで、

なかなか指導力やにぎわいづくりの状況が見えて

こないのでないかという議員の御指摘もしっかり

と受けとめながら、しかしここは市民の皆さんの

御期待に応えられるにぎわいづくりと、またさら

なる商工会議所、あるいは商工会議所のみならず、

市役所も連携をして産業の振興を通じて地域の振

興を一層図ってまいるように、この施設をまた創

出の一つの起爆剤にしてしっかりと頑張っていき

たいと思いますので、ぜひ御指導今後ともよろし

くお願いを申し上げます。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

２つ目の地方自治法第〇副市長（久保和幸君）

２２４条及び２２８条の法令上の解釈という観点

もありますので、私のほうからお答えさせていた

だくことをお許しいただきたいと思います。

地方自治法第２２４条につきましては、これは

議員御承知のことと思いますけれども、分担金に

かかわる規定でありまして、このたびの案件につ

きましては地方自治法で規定する分担金に該当し

ないものというふうに考えているところでありま

す。したがいまして、同法第２２８条につきまし

ては、この分担金を徴収する場合の規定でありま

すので、これもまた該当しないということで考え

ているということで御理解をいただきたいと思い

ます。

以上、説明とさせていただきます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長のお答え、会議〇１３番（熊谷吉正議員）

所をどう見るかということでやりくりが大変だと。

しかし、さらに頑張ってもらわなければならぬと、

駅前に行って。そういう意味合いですので、理解

をしてくれということなのですが、私も駒津議員

もあえて力説していたようですけれども、公共性、

公益法人の認識は十分持っておりますし、事業に

１８項目ぐらいの項目が挙げられて、その中にも

行政庁が委託するものの仕事も求められればしな

ければならぬというようなことでいろいろ書いて、

本当は本来業務、それが課税対象から外れて、い

わゆる特別に公益法人として認知されているわけ

で、どのぐらい苦しいのかというところあたりは

これ監督官庁財務省になるのですか、そういうこ

とからすると毎年財務状況については報告をされ

ているかというふうに思うのですが、もう少しそ

れは具体的にもしお答えをいただけるのであれば

理解がよりいくのかもしれませんが、課税、会議

所さんといえども公益事業についてできないとい

うことではなくて、やった場合には課税対象にな

るということも御理解をいただいての話だという

ふうに思いますから、いろんな努力は恐らくされ

て、今なかなか大変だということ、市長ですから

十分中身を読み込んでの話なのかもしれませんが、

一方では市民的にはその公共性を受けとめていた

だきたいし、商工業者の中心的な組織として牽引

役を果たしていただきたいということは理解をし

ながらも、過度な支援になってはいけないよとい

うやっぱり危惧や心配や不安があるのも事実なの

です。これは、あえて市側も比較対照としてはそ

れは対象物と違うというふうに言っていますけれ

ども、今まで出された、私も何回もこの間議案付

託のときにも少し言いましたけれども、単純比較

はできないけれども、バス会社の例をとると出さ

れている条例案の２９平米は１日２２０円相当

と。年間にしたら３６５日掛けて四十数万円にな

りますと、家賃は。会議所さんについて３割減額

あるいは５割減額しても示されている数字を当て
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はめると、１００％バス会社と同じようになりま

したけれども、同じにすると４年６カ月で大体入

居料に例えば置きかえた場合にしても、それ以降

は全く手出しは要らないという数字なのです。そ

して、仮に５０％減額をすると。公共性に鑑みて

これからも頑張ってもらうということになっても、

その場合ですから９年２カ月ぐらいしか３００

万円という数字は匹敵しないのです。そうすると、

４０年入居されると仮定してみたら、それ以降は

自分たちが使う冷暖房なり電気なりなんかは、当

然ただで例えば一般の人が家借りても電気代、ガ

ス代、水道代、全てかかる、電話代かかるの当た

り前ですから、それは実費をあえてもらうという

存在よりも支払うのは当然だということの認識に

立てば、余りにも過度な支援になっていないのか

なというところはちょっと私も最近特にこの問題

が新聞に出るたびに市民の皆さんに求められると

ころなので、議会はこれは市長がこう決めたのだ

からというふうにやれる性格のものではあるので

しょうけれども、私ども議会も議員もそれを認め

たのかという責めを負うときに、やっぱり少しで

も会議所さんには努力をしていただく。もう少し

努力してほしいという声が現実にあるのです。そ

こからすると、比較対照のバス会社との比較は適

正でないというふうに言うかもしれませんけれど

も、そこはなかなかすとんと落ちないなというと

ころがあって、日根野議員もあえて貸し付け方式

みたいな、家賃みたいな感じとしてこれを受け取

って、私ども３００万円がいいか、０００万

円がいいかということはわかりませんけれども、

妥当な数字かどうかというのは。家賃相当として

私ども受けとめなければならないのかどうか、ど

ういう性格のものかというところについてもしっ

かりこれから要綱、規則なんかの整理のお話も答

弁ではあったようですから、もう少しやっぱり市

民に見えるようにしていただくことも大切ではな

いかというふうに思っていますので、率直にさら

にお答えをいただきたいなというふうに思います。

にぎわいの関係は、言えば切りありませんけれ

ども、私どもも含めてしっかり名寄全体のまちの

にぎわいをつくるためにお互いが自覚を持ちなが

ら、やれることを一つでも二つでもやろうという

ようなことについてのところはあるし、その中心

に会議所さんがより頑張ってほしいというところ

もありますけれども、そこは時間の推移を見なけ

ればなかなか答えは出てこないので、一層行政側

としても連携をとっていただきながら、駅前に今

まであそこに何もなかったわけですから、まずは

それは一定の動きが出るでしょう。まず、そこか

らスタートをしながら、それをどう高めていくか

ということあたりの一層の御努力はお願いしなけ

ればならぬというふうに思いますので、前段言っ

たことについて改めてお聞きしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

繰り返しの答弁になるか〇市長（加藤剛士君）

もしれませんが、この３００万円、先ほど来お

話のあったとおり商工会議所から商工振興の充実

を図っていただきたく３００万円の負担をいた

したいと。これは、先ほどお話ししたとおり２２

年８月１０日にここの負担をもってということで

の延長の中で今回の最終的な申し出だということ

でございます。他市においても先ほど来お話しし

ましたけれども、商工会議所が負担が出ないよう

に支援した例も伺っていまして、それだけ商工会

議所は当然議員も御承知のとおり、基本的にはお

っしゃるとおりで収益事業はやってはいけないと

いう公共的な団体でございます。行政の業務の一

端も担っているということでございますので、そ

うした他市の状況、あるいは市内のほかの公共的

団体に対する取り扱い、会員のまた会費から捻出

された負担金、そうしたことを総合的に判断をさ

せていただいて、今回の判断は決して議員おっし

ゃられるような負担のどうのこうのということで

はなくて妥当な数字であるというふうに判断して

いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思いま

す。
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熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

やっぱりちょっとす〇１３番（熊谷吉正議員）

とんと理解をしていただけないかといっても、な

かなか今の数字では多くの市民の中では少な過ぎ

るという、比較対照のものとの比較では常識的に、

商業振興ということで純粋にお話があったのでし

ょうけれども、私どもの受けとめ方としては使用

料、ただであそこに入るというわけにはいかない

ですから、現実に。そうですよね。実費は当然払

うのは当たり前。無料で家を借りてもかかるもの

はかかるわけで、それは別に市のために負担をし

てもらうというよりも、現状でもあの会館でもど

のぐらいの金かかっているかわかりませんけれど

も、そこはおいておいて、そうすると無料であそ

こに長期に入居をするということになるわけで、

当然私どもの認識としてみれば、これは部屋代、

事務所代なのだなというふうに受けとめておりま

すが、この後市がどのように補正で受けられるか

わかりませんけれども、そうすると私はやっぱり

少ないなと言わざるを得ない。基本的には、何回

も言いますけれども、それは多少恨まれても過度

に支援のし過ぎではないのかなという感じがしま

すが、名寄商工会議所さんの財務状況について、

私も事前に恐らく公表されているのでしょうから、

いずれ見させていただきますけれども、そういう

状況から見ても改めて３００万円という数字に

ついて市民にも問いながら検証させていただきた

いと思いますけれども、そういう市民の声に対し

て市長の、このまま淡々と作業を進めていかれよ

うとするのか、改めて確認をさせていただきます。

法令上の話は、私も法律の専門家でも何でもあ

りませんけれども、今日的には地方分権時代とい

うか、地方主権時代の中で確かに担任事務、執行

側の立場からすれば担任事務の権限ももちろんあ

るでしょう。しかし、今日的には最大限市民から

いただく、あるいは市民から融資をしたり、補助

したり、あるいは給付をしたりというところは、

全てがやっぱり法律や条例や規則等々によって根

拠づけをされていくというのは私ども議会に身を

置く立場からするとそういうふうに習ってきてお

りますし、そういう世の中の流れになっていると

いうふうに思っておりますから、あえて貸し付け

でなくて担任事務に選択を求めたというところあ

たりは私はちょっと理解できないというふうに思

っていますので、改めてこれで終わりますけれど

も、お答えをいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３００万円の負担金、〇市長（加藤剛士君）

プラス光熱費も含めた実費徴収ということで、先

ほど来他市等の状況のお話御説明させていただき

ましたけれども、総合的に今の現状を勘案させて

いただいて、助け過ぎとか助成し過ぎとか全く思

いませんし、これで正当だというか、適切な額で

あるというふうに判断をしています。ここで議会

初め市民の皆さんにも御理解をいただいて、しっ

かりともうあと半年になりましたけれども、新し

い施設ができるのをみんなで応援をしていただい

て、地域の新しい顔として、にぎわいづくりの拠

点としてぜひともまた御協力をいただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。

以上で緊急質問を終結〇議長（黒井 徹議員）

いたします。

日程第５ 報告第４号〇議長（黒井 徹議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承お願いいたし

ます。

日程第６ 閉会中継続〇議長（黒井 徹議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第７ 委員の派遣〇議長（黒井 徹議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１６分

再開 午後 ３時１８分

再開いたします。〇副議長（佐藤 勝議員）

日程第８ 議員の派遣報告を行います。

派遣されました議員の報告を求めます。

黒井徹議員。

御指名をいただきま〇１８番（黒井 徹議員）

したので、カワーサレイクス市リンゼイ訪問の概

要を報告申し上げます。

今回の訪問は、リンゼイとの姉妹都市提携４０

周年を記念しての訪問であります。加藤名寄市長、

友好委員会の稲場新委員長を初め、会員、一般公

募の方々と随行の職員を含めて総勢１５名の訪問

団でございました。公式訪問は、６月１８日から

２０日までの日程で、その後トロント２泊、バン

クーバー２泊の行程で、６月２６日に全員無事で

帰国をしました。

出発の１８日の早朝には、佐々木副市長、市職

員、友好委員会の会員に見送りをいただきました。

風連では、久保副市長、市職員にも沿道で見送っ

ていただき、大変ありがとうございます。成田国

際空港を１７時２０分に出発いたしまして、１３

時間のフライトで同日の１６時２０分にトロント

ピアソン空港に到着をいたしました。入国手続を

無事に終えまして、リンゼイ友好委員会に用意し

ていただきましたバスにてリンゼイのほうに向か

いました。２時間ほどでカワーサレイクス市内に

入りますと、市警察のパトカーが先導案内をする

というサプライズがありまして、大変感動したの

を覚えております。また、市庁舎ではカナダ国旗、

名寄市旗が掲揚されて、歓迎ムード一色でありま

した。庁舎内では、リック・マギー市長を初め市

議会議長、友好委員会の役員、ホストファミリー

の方々に出迎えをしていただきました。到着のレ

セプションは、市庁舎内の２階のホールにありま

すビクトリアルームで手づくりの夕食をとりなが

ら、ホストファミリーの紹介、あるいはマギー市

長、加藤市長のスピーチがありました。その後は、

それぞれにホームステイ先に移動いたしました。

私は、加藤市長、稲場委員長とともに元商工会会

長のイートン夫妻宅にお世話になりました。緑豊

かな公園の中に住宅地があるようなところで、裏

庭にはプールがあるというような立派なお宅で、

日本との違いを感じた次第でございます。

翌日は、バスにて市内をヘザー・ニューマン友

好委員長に御案内をいただきまして、開拓当時の

機関車等が展示してある列車公園、リバーサイド

にあるナヨロパークには３５周年記念で訪問団が

除幕した記念碑がありました。友好に功績のあっ

たフロイド・ハウレットさん、元短期大学教授の

小出真美先生、元池田幸太郎市長、元事務局長の

柴田一男さんの名前が刻まれておりました。その

後リンゼイ図書館、ロス記念病院にも御案内をい

ただきました。ロス記念病院では、副院長に御案

内をいただき、終末ケア病棟、リハビリ病棟、最

新のレントゲン室、産科病棟などを見学し、医師

５０名、スタッフ８００名でボランティアも大勢

いるとのことでありました。特に終末ケア病棟で

は、家族とともに人生の最後を穏やかに迎えるこ

とができるような施設設備があるような、そうい

った配慮をされておりました。非常に感心をした

ことを記憶しております。その後日本民芸品の記
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念品などが展示してあるオーデジョエイル博物館

を見学した後に市庁舎に戻り、公式訪問の行事を

行いました。リンゼイは、２００１年に周辺の１

６の市町村と合併をして、面積０５０キロ平米、

人口は７万０００人のカワーサレイクス市とな

りましたが、市の中心は旧リンゼイ市が担ってお

ります。合併時に新築した議場にて両市から記念

品の交換を行いました。リンゼイからは、絵画を

市長と私議長にプレゼントされました。名寄市か

らは、加藤市長からオリジナルのはっぴを、議会

からは三宅章さんが制作したきたすばる天文台を

望むサンピラーパークの絵画を贈りました。その

後マギー市長の歓迎の御挨拶をいただきまして、

加藤市長からは４０年に及ぶ友好の意義、そして

さらに深い信頼と強い友情のきずなが永遠に続く

ように努力をしていくことを約束する御挨拶をし

ました。議場にいた１６名の議員から大きな拍手

をいただきました。私も先ほどの絵画を説明する

中で天文台、サンピラー公園を紹介させていただ

き、ぜひとも名寄市を訪問していただくように御

案内を申し上げた次第でございます。その後は、

市内の大規模牧場の見学、夜はチャーリークラー

ク牧場でのバーベキューパーティーでありました。

そこには、以前名寄市に交換学生で来られた方々

が参加しており、懐かしい御対面もありました。

リンゼイの日没は９時ごろでありまして、遅くま

で薄暮を楽しむことができるので、お世話になり

ましたイートンさん宅に帰ってからも私たち３人

とイートン御夫妻、それから友好委員長であるヘ

ザー・ニューマン委員長御夫妻とともに、ウッド

デッキでスコッチをいただきながら、流暢な加藤

市長の通訳で夜遅くまで歓談できたことは、強く

印象に残っている次第でございます。

カワーサレイクス市は、大小２５０の湖があり

ます。その湖を運河でつないでありまして、ロッ

クというようですけれども、ゲートで水面の高低

差を乗り越える施設がありまして、私たちボート

に乗りながらそれを体験をいたしました。次に、

歴史的建造物がある村などを御案内いただきなが

ら、最後は「カワーサスピリッツ号」に乗船をし

て、友好委員会の皆さんと湖でクルーズをしなが

らお別れパーティーをしていただき、雄大な自然

の中で心温かいリンゼイ市民と友好を深めてまい

りました。

翌朝、臨時広場に訪問団とホストファミリー全

員が集合いたしまして、それぞれお世話になりま

したホストファミリーと別れを惜しみながら、皆

さんで日本の「蛍の光」、スコットランド民謡と

いうことなので、向こうもよく覚えているようで

ございますけれども、「蛍の光」を歌いながら、

次は名寄で再会できることを誓い合ってお別れを

いたしました。

３日間の滞在中は、友好委員会、ホストの皆さ

ん大変温かい歓迎とおもてなしをいただいたこと

に改めて心から感謝とお礼を申し上げます。２年

後には、リンゼイから訪問団が訪れる予定とのこ

とですので、しっかりと名寄市もおもてなしをし

たいと思う次第でございます。

終わりに、姉妹都市提携は１９６９年、本来で

すと４３年になりますけれども、当時リンゼイ市

長だった故ジョン・イーキン氏や両市の橋渡しを

された故ハウレット氏夫妻並びに故池田幸太郎元

名寄市長を初めその後の市長さんたちや友好委員

会の皆さんなどが両市のすばらしい交流を進めて

きた多くの皆さんに敬意を表する次第でございま

す。４３年間の訪問交流は、双方で５５６人に及

んでいるそうでございます。中でも交換学生交流

で国際感覚を身につけた子供たちがさらなる両市

の交流はもちろんのこと、国際交流に貢献してい

ただくことを希望を申し上げたいというふうに思

います。

以上、簡単でありますけれども、派遣の機会を

いただいたことにお礼を申し上げて、報告とした

いというふうに思います。大変ありがとうござい

ました。

以上で議員の派遣報〇副議長（佐藤 勝議員）
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告を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時２７分

再開 午後 ３時２７分

再会いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第９ 委員の派遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、これより平成２

４年度の総務文教常任委員会の行政視察報告を行

います。

当委員会は、７月２日から５日までの期間で視

察を行いました。

最初に、鹿児島県霧島市にて地域まちづくり支

援事業について。霧島市は、平成１７年に隣接す

る１市６町が合併し、人口１２万０００人の新

しい霧島市が発足しております。まちづくりの基

本理念として、世界にひらく、人と自然・歴史・

文化がふれあう都市、霧島市新市まちづくり計画

を掲げています。地域まちづくり支援事業の概要

は、地域住民が主体となって地域の特徴を生かし、

独自のテーマや目標を設置して、その実現に住民

がお互いに協力をして、活力ある個性豊かな自立

した地域づくりに取り組む地域に対して支援をす

るという事業であります。現在では、４８地区が

計画書策定をしています。この事業の内容として、

計画から前期５年、後期５年を目標とし、前期１

年目には地域の現状分析に関する事業、組織づく

り活動、スケジュールの決定、地域マップの作成、

現状と課題の整理などを取りまとめて市へ提出し、

１０万円の助成が受けられます。２年目は、地域

まちづくり計画書作成に関する事業として、住民

アンケート調査の実施、まちづくり目標の設定、

問題解決の検討、解決方法の役割分担、自助、互

助、公助、緊急性のランクづけ、まちづくり計画

書のまとめ、地域住民への周知、これらを取りま

とめて市へ提出して、これにも１０万円の助成が

受けられます。３年目以降は、地域づくり計画書

の実現に向けての取り組みがされていきますが、

主な役割として行政がハード面の整理、地域がソ

フト事業の充実と地域活性化を進める分担となっ

ております。また、事業１年目から市職員をまち

づくりサポーターとして配置し、定期的に地域ま

ちづくりサポーターチームリーダー会議を開催し

て、行政と地域の連携強化に努めています。ソフ

ト事業には、既存の事業拡大を含め、１地区１事

業に３年間を限度に３０万円、ハード事業に地域

の特徴を生かした施設整備等にかかわる事業に７

５％の補助率で１地区１事業に１００万円限度の

助成を行っています。さらに、５年を区切りに事

業の見直しが必要な場合、後期５年間の見直しの

助成として５万円が助成されます。新市霧島市の

発足前から各地域で数々の神話と伝統行事を継承

する事業が行われていました。また、火山地帯の

温泉等、自然豊かな地域でそれぞれの地域の特徴

と文化をも合併後もさらに充実させて、地域の活

性化の発展に資するために、この事業に大いに共

感をさせられました。

次に、長崎県諫早市に地域まちづくり協働事業

について視察研修をいたしました。地域が行う主

体的なまちづくり活動を支援し、地域住民による

積極的な地域づくりへの取り組み推進することを

目的とした事業です。この事業を始めた要因は、

平成１７年に１市５町の合併により、旧市町で行

われていた当時の祭り、体育祭、伝統文化の継承

事業に新市になってからも支援を継続させていま

したが、各地域で同じような行事に対して助成金

の格差が平準化できないまま別々に支給されてい

ました。新事業では、これを統合して平成２２年

から継続する最低限の予算にして、地域づくり協

議会に一括して交付する施策をとっております。

地域づくり協議会は、平成２１年に発足し、各地

域の代表１５名で構成されていますが、使用方法

は各地域で活発な話し合いをしております。交付
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金の基準は、１５０万円にプラス人口割合で交付

され、多良見地域に６３４万円、森山地域に４３

７万円、飯盛地域に４４７万円、高来地域に５３

７万円、小長井地域に５６５万円、諫早地域に５

８０万円、合計２００万円の内訳となっており

ます。事業の一例として、飯盛地域では地域演劇

で地域の物語を地域の人たちにより制作し、コミ

ュニティーの結束と地域活性化の推進がされてい

ます。他の地域についても地域活性化協働事業を

積極的に取り組み、各地域のにぎわいと交流を進

めています。委員からこの事業の継続性について

質問があり、担当の政策振興部からは支援の継続

をしていきたいが、今後の予算については減少す

ることが予想される。しかし、地域住民の自主的

な部分での支援も期待できるという回答がされま

した。

最後に、熊本県玉名市にて、玉名２１の星事業

１区１輝運動について視察研修いたしました。玉

名市は、熊本県北部の中心的な市で、平成１７年

に岱明町、横島町、天水町、１市３町で合併して

人口６万７００人の新市としてスタートし、合

併前の旧市町村ごとに地域自治区が置かれており

ます。旧玉名市が実施していた地域づくり運動、

１区１輝運動を合併した３町に広げて、市内２１

小学校区をコミュニティーの単位として、校区住

民がみずから考え、みずから取り組んで自治、自

立と活性化を促進する事業です。事業の内容は、

各校区にまちづくり委員会を組織して、歴史、史

跡、資源等の特徴を生かした住民主体の地域づく

りに対し、行政は地域振興課及び各総合支所総務

振興課を窓口に助成金の交付をするとともに、関

係課と連携して校区担当職員を配置して、地域づ

くりに関するさまざまなサポートを行っています。

助成金の内訳、内容として、平成１８年から８年

間まちづくり計画の策定とこれに伴う委員会活動、

まちづくり計画に対して５０万円限度の助成、自

治、自立の事業と地域の特徴を生かした事業と地

域づくり、さらに地域環境の改善と防災、防犯を

取り組んだまちづくり事業に対しては５００万円

限度の助成、まちづくり事業で取り組んだ事業を

継続発展させるまちづくり活動に対しては３０万

円限度の助成を３つの事業ごとに支給されていま

す。現在では、岱明自治区、横島自治区、天水自

治区がまちづくり計画、まちづくり事業、まちづ

くり活動に取り組み、玉名自治区では合併前に計

画事業が終了していることで、まちづくり活動の

みに取り組んでいます。取り組まれている事業は、

美しく住みよいまち、歩きたくなるまち、伝統芸

能の息づくふるさとづくり、歴史を学び未来を語

るふれあい笑顔のまちなど、テーマを掲げて地域

自治が確立した住民の手によるまちづくり活動を

展開しています。今後の課題として、校区住民主

体の地域づくりを進めて、コミュニティーの自治、

自立と活性化を促進するために多くの校区住民の

参加が最大の課題で、また活動する人や役員が固

定化しているので、活動のマンネリ化を防止する

意味でも人的パワーの新陳代謝をいかに進めてい

くかが今後の課題となっています。また、平成１

８年からスタートした玉名２１の星事業は、８年

間限り、平成２５年度の実施期間で完了します。

その後継続について委員からの質問に対して、ま

ちづくり事業は活動の体制、機構の一部は残る可

能性があるが、２６年度以降についてはまだ明確

になっていないとの回答をいただきました。

以上、今回行政視察いたしましたまちづくり先

進地の共通点として、いずれも平成１７年の市町

合併により新たなまちづくりを策定、または従来

からのまちづくりを全地域に拡大して展開してい

る先進地であります。地域の文化と特徴を継承し、

地域住民が主体となったまちづくりでもあります。

また、行政からの支援として補助金だけではなく、

特に職員のかかわり合いなど地域住民と一体とな

った協働によるまちづくりの取り組みが顕著に見

られました。名寄市においても合併後６年が経過

し、名寄地区には小学校区単位に７つの地域連絡

協議会、風連地区にはまちづくり協議会が設置さ
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れています。名寄地区では、各校区の安心、安全

の取り組みとして防犯、防災活動、地域一体のイ

ベントが開催されていますが、事業運営の資金不

足と今後の方向性が課題であり、風連地区でも各

地区で活発であった公民館分館活動の基本を再認

識して、地域の特性をさらに伸ばしていくという

取り組みが求められています。そうした意味でも

今回の行政視察はいずれも地域住民と進めるまち

づくりに大変参考となる研修でした。

以上をもちまして当委員会、総務文教常任委員

会の行政視察報告といたします。

なお、詳細につきましては、さきに担当委員よ

り議長へ報告をいたしておりますので、閲覧いた

だきますようお願い申し上げまして、報告を終わ

ります。

次に、経済建設常任委〇議長（黒井 徹議員）

員会、竹中憲之委員長。

議長よ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

り指名をいただきましたので、経済建設常任委員

会の行政視察報告を申し上げます。

視察期間は、７月１７日より３日間でありまし

て、当委員会の視察は自然エネルギーの活用を調

査テーマとして道内５市町を視察させていただく

ことを決定を受けて訪問をいたしました。

初日の１７日午前１０時３０分から津別町の津

別単板協同組合及び丸玉産業を視察をいたしまし

た。同組合は、丸玉産業株式会社、北海道森林組

合などの地元木材関連会社を構成員として、地産

地消の環境型バイオマスグリーンサイクルを実行

しております。同社は、工場内の端材を木質燃料

とするバイオマスコージェネレーション設備導入

により化石燃料を使用することなく協同組合と丸

玉産業の工場へ熱源９割と電気１割を供給をして

いるとのことでありました。バイオマスセンター

は、平成１９年に全体投資額２０億円で、経産省

及び道の補助を活用して建設され、平成１９年度

実績で化石燃料と原油換算で２万０００キロリ

ットル、一般家庭の１万０００戸分に相当する

とのことで、ＣＯ を６万０００トンを削減、現２

在はグリーン電力設備認定を取得し、日本自然エ

ネルギー株式会社を通し国内屈指の８００万キ

ロワットのグリーン電力をソニーに販売している

とのことでございました。ただ、問題なのは、発

電機がドイツ製のため、事故後の修理に課題があ

るとのことでございました。

同日午後３時より、足寄町のとかちペレット協

同組合を視察をさせていただきました。同組合は、

平成１６年に発足し、芽登木質ペレット工場を足

寄西中学校の廃校跡地を利用し、工場を稼働いた

しました。森林資源を木質バイオマスとして未利

用資源を活用し、年間７００トンの木質ペレット

を生産をしているとのことで、現在１９社が参画

し、とかちペレット協同組合として稼働している

ところでありました。原材料は、原木処理後の端

材、いわば枝が主になっており、木質ペレットの

需要先として町の公共施設、庁舎などと一般家庭

の燃料に供給しているとのことでありました。販

売は、公共施設を除いて販売店への卸売のみの販

売方法をとっており、現在の設備で年間０００

トンの製造が可能とのことでありました。

２日目の１８日１０時より、鹿追町環境保全セ

ンターを視察をさせていただき、基幹産業である

農業と観光事業の発展を両立させるため、家畜ふ

ん尿の適切な処理と悪臭の改善、市街地周辺の環

境改善、生ごみ、汚泥等の処理施設を計画、一体

的な処理を進めるため、バイオガスプラント、堆

肥化プラント、コンポスト化プラントの３つの施

設から成る地域資源環境型プラントを建設。国内

最大規模の資源環境型バイオガスプラントとなっ

ており、施設は農水省事業、国と道の補助の残り

２５％を町で支出をし、箱物は全て農水省、全

体の建設費は１７億５００万円で、町の持ち出

しは１割程度とのことでございました。２基の発

電機により２１５万キロワットを発電、プラント

内での使用残電力を１１７万キロワットは北電に

売電をしているとのことで、年間８５０万円の売

平成２４年９月２８日（金曜日）第３回９月定例会・第５号



－159－

り上げとのことでございました。メタンガス発酵

後の消化液は、有機肥料として町内農家に還元を

し、またバイオガスは精製、圧縮することにより

燃焼機器が使用可能となり、温室ハウスあるいは

バイオマス自動車、一般ガス機器に使用し、調査

研究をしているとのことでございました。

同日午後３時３０分より、札幌市モエレ沼公園

ガラスのピラミッド雪氷冷熱施設を視察をさせて

いただきました。札幌市では、緑化大綱を策定し、

東区にあったモエレ沼を都市環境公園と位置づけ、

跡地の公園化を前提に不燃ごみの埋め立てを行い、

約２７０万トンのごみを埋め立て、埋め立てが終

了した部分への盛り土や植樹などの公園造成事業

がスタートいたしました。同公園の中核施設とな

るガラスのピラミッドは、二酸化炭素の排出量削

減、地球温暖化防止が求められる時代となってい

たことから、自然エネルギーを活用する雪冷房シ

ステムの導入を計画し、３年の年月で建設期間を

完了したとのことでございました。ガラスのピラ

ミッドの構造は、鉄筋コンクリート造３階建てで、

延べ床面積３２８平方メートル、雪氷冷熱交換

機に必要な雪貯蔵庫は鉄筋コンクリート造、延べ

床面積６３９平方メートル、容積１６０立方メ

ートルとのことで、雪の貯蔵は３月に公園内の積

雪を７３５トンを貯蔵庫に搬入、雪が解けて冷

水となったものを熱利用して冷房に活用し、これ

により年間３８トンのＣＯ を削減をしていると２

のことでございました。

３日目の１９日午後２時３０分より、沼田町の

スノークールライスファクトリーと沼田式雪山セ

ンター構想を視察をいたしました。スノークール

ライスファクトリーは、雪氷冷熱を利用したもみ

米を冷風循環方式で冷蔵貯蔵する施設で、消費者

の評判がよいとのことで、７月中旬には貯蔵され

ていたもみは全て出荷され、貯蔵庫内は空となっ

ていたところであります。雪冷熱エネルギーの利

用は貯雪庫が必要で、一般的に建設されている貯

雪庫は貯雪量にも大きくかかわり、建設コストが

増すことから、低コストで大量の雪を貯蔵する方

法として野外に堆積をした雪の上にバーク材やも

み殻など透水性の材料を断熱材として被覆し、保

存する技術で、沼田式雪山と呼ばれております。

平成２０年より道路の排雪を造成した雪山へ搬送

し、この保存技術により貯蔵し、雪冷熱エネルギ

ー供給基地として利用する沼田式雪山センターの

運用を開始をしたということであります。沼田式

雪山センターの最終目標は、沼田町の道路除排雪

の総量１０万トン規模を活用することにあるとの

ことで、現状の需要量に合わせて雪山の規模を調

整する計画で、当面０００トン規模の雪山とし

ているとのことでした。雪山センターからは、各

家庭への供給する雪の販売価格は１トン当たり

０００円としておりますが、利用者が自己搬送す

ることが原則としており、雪山センターで受け取

る方式となっているとのことでございます。

この５カ所の視察をさせていただきましたけれ

ども、視察をして名寄と環境や地理的条件が異な

ることもありますが、施策として調査研究が必要

と考えたところでございます。

以上、行政視察報告としますが、時間の関係で

はしょっての報告となりましたので、詳しい内容

については議長への報告を一読願いたいと思いま

す。

以上で委員の派遣報告〇議長（黒井 徹議員）

を終わります。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第３回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時５０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

副 議 長 佐 藤 勝

署名議員 山 田 典 幸

署名議員 竹 中 憲 之
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