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平成２６年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年６月２０日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第３ 議案第１２号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第４ 議案第１３号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第５ 議案第１４号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 議案第１６号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１８号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第７ 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の制定につ

いて

日程第８ 議案第２０号 名寄市議会議員定数条

例の一部改正について

日程第９ 意見書案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿

易交渉に係る意見書

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 利用者本位の持続可

能な介護保険制度の確立を求める意見

書

意見書案第４号 ウイルス性肝炎患者

に対する医療費助成の拡充を求める意

見書

意見書案第５号 「消費税１０％」実

施の中止を求める意見書

意見書案第６号 中小企業の事業環境

の改善を求める意見書

意見書案第７号 鳥獣の捕獲促進体制

強化の速やかな実施を求める意見書

意見書案第８号 免税軽油制度の継続

を求める意見書

日程第10 報告第１３号 例月現金出納検査報告

について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第３ 議案第１２号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第４ 議案第１３号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第５ 議案第１４号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 議案第１６号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１８号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第７ 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の制定につ
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いて

日程第８ 議案第２０号 名寄市議会議員定数条

例の一部改正について

日程第９ 意見書案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿

易交渉に係る意見書

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 利用者本位の持続可

能な介護保険制度の確立を求める意見

書

意見書案第４号 ウイルス性肝炎患者

に対する医療費助成の拡充を求める意

見書

意見書案第５号 「消費税１０％」実

施の中止を求める意見書

意見書案第６号 中小企業の事業環境

の改善を求める意見書

意見書案第７号 鳥獣の捕獲促進体制

強化の速やかな実施を求める意見書

意見書案第８号 免税軽油制度の継続

を求める意見書

日程第10 報告第１３号 例月現金出納検査報告

について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１８名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 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

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

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 臼 田 進 君

市 民 課 長 遠 藤 邦 彦 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 次 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 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 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。１

４番、佐藤勝議員からおくれる旨の届け出があり

ました。

ただいまの出席議員数は１８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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第２号

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部改正について、６月６日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 何点か御質問させて

いただきます。

この乳幼児医療は、本当に同僚議員からもいろ

いろ質問をされ、無償化ということで声が何人も

上がって、私も何回かやらせていただきました。

今回の無償化が小学校の入院費なのですけれども、

私はまだまだ上げてほしいという気持ちはあるの

ですけれども、予算の都合だとか、いろんな考慮

があると思いますので、今回はワンステップとし

てこの無料化は本当にもう歓迎いたします。

その中で、ある方から無償化になることにより

まして、コンビニ受診がふえるのではないかとい

う懸念もあるというふうに言われております。そ

の部分で１９９６年に国の政策で、大病院で診療

を受けるときには診療所の紹介状をいただいて、

そして大病院に行くというのが原則で、そのほか

は料金が加算されるという国の方針だったのです。

名寄市立病院の状況をちょっと教えていただきた

いのと私の孫も今１歳と９カ月なのですけれども、

熱を出した。風邪を引く。そのときに娘から妻に、

熱が出て風邪ではないかと、心配だと、病院にす

ぐ連れていったほうがいいかなとうちの妻の、看

護師のところに電話が来ます。でも、うちの妻は

そういう状況ならこういう形にして、こういうふ

うにして、病院は行ったら逆に菌があるからひど

くなるから行かないほうがいいと言って、次の日

に受診に行く、行かないを決めるのですけれども、

今名寄市立病院では、こういう若いお母さん方が

多いと思うのです。その対応というのはどうされ

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。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） まず、

１点目のいわゆる紹介状なしの件につきましては、

ことしの消費税改定によりまして１回当たり７５

０円、４月からということで、件数等については

ちょっと病院のほうに連絡をして、今手持ちがあ

りませんので、もう少しお待ちいただきたいと思

います。

また、お母さん方からの電話でのそういう問い

合わせ等についてなのですけれども、まずは救急

外来のほうの事務当直が担当の看護師に回しまし

て、看護師のほうからは症状の聞き取りをしまし

て、緊急性がなければ、例えば再診というか、坐

薬等が出ていて、様子を聞いて、受診しなくても

問題ないというようなことがあれば無理して受診

を勧めるようなことはしないと。ただ、状況を説

明して、やっぱりお母さん方か不安がるというこ

とであれば受診されてもよろしいですよというよ

うな、そこで担当看護師がそのような段階で入り

口で仕分けをしているということでございますの

で、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。
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ある程度国の状況も含めて対応されているとい

うことで、それで仕分けも看護師さん、先生なり

で対応されているということなのですけれども、

これから国の方針では、やはり大きい病院では大

きい病院でかからなければいけない患者さんとい

うのがたくさんいる。その患者の対応として、あ

る程度風邪だとか軽い症状の方は診療所、民間病

院にふるい分ける政策というのは名寄の医療協会

等々で話し合いはできているのか、またそういう

お母さん方にそういう場合はこういうところに行

ってくださいという宣伝というか、ＰＲ、告知と

いうのはどうされているのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 今回

の診療報酬改定でも病院と診療所の役割分担とい

いますか、そのようなものはある程度ずっと言わ

れているのですけれども、盛り込まれております。

ただ、名寄市内、名寄地方につきましては開業医

さんが以前よりも少なくなっているということと、

例えば小児科なんかは今もう士別も含めましてう

ちの病院に集約されましたので、言っていること

は十分そのような趣旨はわかるのですけれども、

実態としてなかなかなりにくいのかなと。名寄市

には、病診連携協議会というのがありまして、定

期的にそのような議題では話は出ているのですけ

れども、実態としては市立病院に来る場合がどう

しても多くなるのかなというのが現状だと思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

本当に子供、子育て支援の充実に向けての加藤

市長の子供医療費無料の決断に感謝を申し上げ、

質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今回の乳幼児医療費の

助成は、私も何度も取り上げさせていただいて、

歓迎をしているところであります。また、市民の

皆さんからも、子育て中の方、そして子育てを見

守っている祖父母の方からも歓迎の声が多く寄せ

られているところであります。しかし、歓迎の言

葉と同時に、せっかくここまで支援を行っていた

だいたのだからこそ、外来診療も就学児まで延ば

してもらえなかったのか、ぜひそうしてほしいの

だという声も寄せられているところです。この点

についてお伺いをしたいと思います。

あと、手続について、今後この年齢に合ってい

る方々がどういった手続をしたらいいのかという

ところら辺の、以前ですと就学児の入院の手続が

ちょっとわからなかったということもありました

ので、そういった部分についてどのようになって

いるのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） これまでは、北

海道の医療給付事業の補助基準に準拠して初診時

の一部負担金や、また医療費の一部負担をお願い

してまいりましたが、就学前の児童の医療費の自

己負担を入院、外来問わず無償とさせていただき、

また小学生については医療費負担が大きくなる入

院について自己負担を無償とすることにさせてい

ただきたいと思います。平成２４年度の決算ベー

スの医療費で試算をいたしますと、乳幼児医療費

で ６４２万 ６００円、ひとり親医療費で ０

７６万 ９５５円で、合わせまして ７１９万

５５５円となり、道費補助の２分の１を差し引き

をいたしましても ３５９万 ２７７円程度の一

般財源となっておりまして、これに今回の拡大分

約 ６４０万円を合わせますと今後約 ０００万

円程度の一般財源の確保が必要になってまいりま

す。この事業、単年度の事業ということではござ

いません。これから継続して実施させていただく

事業でございますので、限られた財源を充当いた

しますので、その点御理解をいただきたいと思い

ますし、なお今後とも国、道の動きにも注視をし

ながら、国によります制度の創設ですとか、また

道の制度拡大等も要望してまいりたいと考えてお
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ります。

また、今回の手続に関してでございますが、子

供が生まれた、出生届を出されたときにこども未

来課の窓口でまず最初の乳幼児の助成の手続をし

ていただきまして、それが就学前までずっと使え

るということでございます。最後、学校に入られ

る前の３月にこれが切れますよというお知らせを

全子供たちのいるカードを持たれている世帯に周

知をさせていただきまして、今後入院につきまし

ては入院されるときに手続においでくださいとい

う周知もあわせてさせていただきます。また、前

回御指摘もいただきましたので、学校に対して学

校を通して児童の家庭に入院の場合は助成ありま

すよという周知パンフレットを配らさせていただ

いております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 周知のところは理解い

たしました。さらに徹底して行っていただきたい

と思います。

今健康福祉部長がおっしゃったように、やっぱ

り国や道の制度がもっと充実されれば、私たち地

方も負担が少なくなってきますし、もちろん住民

の皆さん方にも大きな利益といいますか、そうい

ったことが還元されるというふうに思うところで

す。引き続きその取り組みも進めていただくのと

市民の方々からそういった声もあるというのもし

っかり受けとめていただいて、引き続き取り組ん

でいただきたい、そのことを申し上げて終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第１２

号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）について、６月６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思っています。

議案第１２号の１５ページにあります農林業費

のもっともち米プロジェクトにかかわってお尋ね

をしたいと思います。せっかく国から補助金がつ

いたということでありますので、有効に使ってい

ただきたいというふうに思っています。一般質問

の中で、観光振興の中で女子栄養大学の合宿のこ

とが取り上げられていて、女子栄養大学の方々に

ももっともち米プロジェクトへの参加もお願いし

たいような話だったかなというふうに思うのです。

私たちは、名寄大学があって、栄養科があって、

専門家を養成しているというところでは、もっと

名寄大学を活用してほしいというふうに思ってい

ます。「もち米物語」も名寄大学の学生さんの力

というか、本当に頑張っていただいて、すてきな

パンフレットができたなというふうに思っていま

す。この中では、それぞれの皆さんがモチの好き

な食べ方、これもいろんな特色があって、地元の

方、こういう食べ方もしているのだなというのが

わかる内容になっています。名寄大学は、全国か

らいらしていただいて、特に東北地方から来られ

ている方も多いわけですが、岩手県の一関では餅

懐石だとか餅膳だとか、そういった部分の取り上

平成２６年６月２０日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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げ方もされていますので、こういった知恵も使っ

ていただくということが必要かなというふうに思

っているのですが、その部分についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） もっともち米プロジェ

クトで名寄市立大学の栄養学科の学生たちの力を

かりるべきではないかと。その御意見には全くそ

のとおりというふうに同感であります。今回女子

栄養大の皆さん、これ３年目になろうかというふ

うに思いますが、これも御縁がございまして、私

どものまちのほうにそれぞれ数日間滞在していた

だいているということで、名寄市の食材を使って

できるだけそういう研究もしてみたいというお話

でございまして、名寄市がモチ米の産地というこ

ともあって、そこは女子栄養大のほうもそういう

ところで力をかしたいということもありましたの

で、そういう手続にさせていただいたということ

であります。

さらに、女子栄養大でありますけれども、実体

は香川調理製菓専門学校という、いわゆる調理専

門の学校でありまして、いわば香川調理製菓専門

学校というのは日本の、女子栄養大学もそうです

が、栄養という一つのジャンルの中では先駆的に

進めている大学の一つであります。これもまた私

どもの市立大学の学生と交流する中でいろんな刺

激もあるのではないかということもあって、これ

は確実においでいただいたときにはそういう交流

の中で成果を上げているということでありますか

ら、ぜひ今回もそういうことで女子栄養大の皆さ

んには研究もしていただきますが、あわせて私ど

もの大学、議員今言っておりましたそういうとこ

ろでもお力添えいただいていますので、特に大学

の力をかりるということについては全く異議ござ

いませんので、今後ともそういうところに配慮さ

せていただきたいというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私も女子栄養大学の方

々の力を全くかりないようにとかというふうに思

ってはいません。相乗効果というのも大きいかと

思うのですけれども、やはり名寄大学を大いに活

用といいますか、そういうふうにしていくという

ことが必要かなというふうに思っています。もっ

と地元の活用ということです。市長も常に地元の

ポテンシャルを大事にしながらとおっしゃってい

る、そのことだというふうに思っています。モチ

農家の方がおっしゃるように、地元の市民の皆さ

んにもっとモチ米を食べてもらいたいのだという

ところら辺でいろんな新しいメニューもあり、ま

た古くから食べていただいている食べ方もあり、

そういったものをみんなでいろいろ研究しながら、

広めながら、私たちおいしくモチ米を食べていき

たいなと、そんな思いでいますので、ぜひ活用を

していただくことをお願いして、終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１３

号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）について、６月６日の議事を継
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続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１４

号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）について、６月６日の議事を継続し

ます。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第１６

号 工事請負契約の締結についてから議案第１８

号 工事請負契約の締結について、以上３件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号及び議案第

１７号並びに議案第１８号 工事請負契約の締結

について、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄南小学校校舎、屋内運動場改築工

事における建築主体工事その１及び建築主体工事

その２並びに電気設備工事の工事請負契約を締結

しようとするものであります。

まず、議案第１６号、建築主体工事その１につ

きましては、６月３日に４社による一般競争入札

を執行した結果、荒井・大野組・坂下特定建設工

事共同企業体が８億 ５００万円で落札をし、こ

れに消費税及び地方消費税 ６００万円を加えて

８億 １００万円で契約を締結しようとするもの

であります。

次に、議案第１７号、建築主体工事その２につ

きましては、同じく６月３日に３社による一般競

争入札を執行した結果、廣野・大野土建、橋本川

島・高橋組特定建設工事共同企業体が１０億 ３

７０万円で落札をし、これに消費税及び地方消費

税 ６６９万 ０００円を加えて１１億 ０３９

万 ０００円で契約を締結しようとするものであ

ります。

次に、議案第１８号、電気設備工事につきまし

ては、同じく６月３日に２社による一般競争入札

を執行した結果、竹内・新光・庄司特定建設工事

共同企業体が３億 ７００万円で落札をし、これ

に消費税及び地方消費税 ６１６万円を加えて３

億 ３１６万円で契約を締結しようとするもので

あります。

以上３件について名寄市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき議会の議決を求めるものでござい

ます。
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以上、提案の概要について申し上げましたが、

詳細につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、議案

第１６号、議案第１７号並びに議案第１８号の提

案理由の追加説明を一括して申し上げます。

名寄南小学校校舎、屋内体育館は、昭和４７年

に建設され、築４０年以上が経過し、老朽化が著

しく、また旧耐震基準により建設されていること

から、平成２０年に策定した名寄市立小中学校施

設整備計画に基づき整備することとなりました。

平成２４年度から２５年度にかけて基本設計時に

名寄市立名寄南小学校校舎等改築準備委員会を立

ち上げて、ＰＴＡや学校関係者などから意見や要

望を取り入れた実施設計に基づき、平成２８年２

月下旬の完成に向けて準備が整い次第工事に着手

いたします。

本日議決をお願いします名寄南小学校校舎、屋

内運動場改築工事の工事概要について御説明いた

します。本工事は、鉄筋コンクリートづくり、一

部鉄骨、鉄筋コンクリートづくり及び鉄骨づくり

３階建て、延べ面積 ２６ ７平方メートルの改

築工事となっております。建物本体事業費として

２７億 ３９０万円を計上しており、建築主体工

事その１、その２、電気設備工事、空調換気設備

工事、給排水衛生設備工事の５工事及び現場管理

委託業務の１委託業務に分けて発注いたします。

このうち本日議決をお願いしますのは、まず建

築主体工事その１であります。ここで入札の経過

と結果について申し上げます。入札におきまして

は、一般競争入札で行いました。入札等審議委員

会が上川管内限定による入札参加特定建設工事共

同企業体を５月１日に公募の告示を行い、上川管

内の特定建設工事共同企業体４社の応募があり、

６月３日に入札を執行いたしました。結果、第１

回入札により荒井・大野組・坂下特定建設工事共

同企業体が消費税込み８億 １００万円、落札率

９ ８６％で落札いたしました。

次に、建設主体工事その２であります。入札等

審議委員会が上川管内限定による入札参加特定建

設工事共同企業体を５月１日に公募の告示を行い、

上川管内の特定建設工事共同企業体４社の応募に

対して３社により６月３日に入札を執行いたしま

した。結果、第１回入札により廣野・大野土建・

橋本川島・高橋組特定建設工事共同企業体が消費

税込み１１億 ０３９万 ０００円、落札率９

６％で落札いたしました。

次に、電気設備工事であります。入札等審議委

員会が上川管内限定による入札参加特定建設工事

共同企業体を５月１日に公募の告示を行い、上川

管内の特定建設工事共同企業体２社の応募があり、

６月３日に入札を執行いたしました。結果、第１

回入札により竹内・新光・庄司特定建設工事共同

企業体が消費税込み３億 ３１６万円、落札率９

９２％で落札いたしました。

次に、お手元の説明資料について御説明いたし

ます。表紙を開いていただきますと、右上に資料

番号が付してあります。順次御説明を申し上げま

す。図面①は配置図でございます。新校舎につき

ましては、既存校舎を使用しながら建設すること

から、敷地の南側に配置し、周辺には駐車場、菜

園スペース、太陽光発電パネルを設ける計画とし

ております。

次に、図面②は１階平面図となってございます。

図面左、西側に児童用の昇降口、図面上部、北側

に職員、一般開放用玄関を配置しています。図面

下部、南側に普通教室を配置し、広さは従来型小

学校の ５倍となっており、教室後方部分はワー

クスペースとして多様な学習形態、弾力的な学習

グループの編成などに対応できるよう配慮しまし

た。図面上部、北側には職員室等の管理部門を、

図面右、東側には特別支援教室を配置しておりま

す。また、屋内運動場は校舎の中心に配置するこ
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とで省エネルギーに配慮しております。

次に、図面③は２階平面図でございます。図面

下部、南側に普通教室、図面左、西側に通級指導

室等を、図面上部、北側に特別教室をそれぞれ配

置しております。

次に、図面④は３階平面図でございます。図面

下部、南側に普通教室、図面上部、北側に特別教

室を配置しております。

次に、図面⑤は立面図でございます。外観につ

いては、建物全体に外断熱工法を採用し、外壁の

１階部分は冬季の積雪を考慮してれんがやコンク

リート打ちっ放しなどのかたい素材とし、２階以

上の部分は軽量で耐久性のあるガルバリウム鋼板

を採用しています。

建築主体工事その１、その２の説明は以上であ

ります。

続いて、電気設備工事の概要を説明いたします。

図面⑥は電気工事の配置図で、敷地内の配電や通

信関係の配線図をあらわしています。

次に、図面⑦は１階電灯設備配線図でございま

す。普通教室、特別教室等は直管型照明、廊下や

トイレ等はダウンライトとし、全てＬＥＤ照明を

採用し、省エネルギー化を図っております。２階、

３階も同様の設計となっております。

次に、図面⑧は屋内運動場電灯設備配線図でご

ざいます。屋内運動場についても長寿命かつ経済

的なＬＥＤ照明を採用し、省エネルギー化を図っ

ております。

次に、図面⑨は１階電気暖房配線図でございま

す。各階共通で、普通教室や特別教室を初め、各

諸室については電気パネルヒーターを設置し、廊

下には電気床暖房を設けております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第１６

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 契約締結に当たって

何点かお尋ねを申し上げたいと思います。

ちょうど私当初予算の予算委員会で不幸あって

途中から休んだものですから、もし議論経過があ

ったら失礼になりますけれども、重なることを多

少お許しをいただきたいのですが、１つはそれぞ

れ３本の議案の契約締結ですが、参考までに財源

の内訳、最終的にどんな数字に置きかわるのかお

聞きをしたいのがまず１点です。

それから２つ目に、代表質問でもお尋ねいたし

ましたが、放課後児童クラブあるいは放課後子ど

も教室の一体化構想で、まだ国は予算づけはこれ

からなのですが、丸２年近くかかる工事の中での

取り込みが可能なような設計には多分なっていな

いと思いますけれども、その辺の展望について２

つ目、お聞かせをいただきたいと思います。

それから、３つ目には、契約締結に当たって今

（仮称）市民ホール、あるいはこれから大学の図

書館とか、いろんな市立病院の工事も解体は残っ

ていますけれども、節目の過程の中で人材を確保

することが非常に建設業界でも大変だったという

ことの話が随分出ましたし、経済情勢そんなに大

きくは変わっていないので、その辺の推移につい

て少し見通しも含めてお聞かせをいただきたいな

というふうに思います。

それから、４つ目には、この図面見る限りでは

立面図が、ナンバー５があるのですが、特に南小

らしいモニュメントみたいなものは図面上では余

りよく見られないのですが、これまでは名寄市的

には東小学校、名寄小学校、西小学校含めて、是

か非かは別にしても一定の屋根の形態や立体形態

の中に象徴的なモニュメントみたいのがずっとあ

ったのですが、その辺について最終的な完成のイ

メージというのはどのようにイメージしたらいい

のかお知らせをいただきたいと思います。

５点目は、いよいよ適正化配置や、特に豊西の

校区の皆さんにはいろいろ課題がたくさんあった

のでしょうけれども、御理解いただいて、西小、
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南小でそれぞれ分散ということで、これまでの御

苦労に敬意を表するものなのですが、子供たちの

要望、ニーズみたいのは、何らかの形でここに学

校の実施設計に当たってそういう取り込むような

経過があったかどうか、あるいはあればどのよう

なことが夢の学校として形になるのかなというこ

とについてお聞かせをいただきたいと思います。

それからあと、最後になりますが、太陽光パネ

ル５キロ掛ける２で１０キロワットになっていま

すが、これは形だけのものなのか、学校全体の消

費電力のどのぐらいの電気を発電する数字になる

のかお聞かせをいただきたいと思います。

もう一点は、竹中議員が予定していますので、

避けたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 済みません。今財源

の内訳ということだったのですけれども、ちょっ

と手元に資料を用意してございませんので、後ほ

ど説明をさせていただきたいと思います。申しわ

けございません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 財源の関係につきま

しては、詳細については後ほど報告させていただ

きますけれども、大きくは義務教育の補助金をま

ずは活用させていただきまして、残りについては

７０％交付税算入のある過疎債を適用しようとい

うことでありますので、総体事業費が変わりまし

たので、総体事業費が変わることによって財源も

ちょっと変わってきますので、後ほど説明したい

と思います。

それから、２つ目の放課後児童クラブの取り込

みの関係につきましては、図面でごらんいただけ

るとおり北側の東側のところに別棟ということで、

別な補助事業を活用して対応したいというふうに

考えておりますので、校舎内には取り込んでおり

ません。ちょっと建築関係について舌足らずな部

分がありましたら、後ほど建設水道部長のほうか

ら補足はさせますので、よろしくお願いします。

それから、３点目の市民ホール、大学図書館等

の建設が、大型工事が続く中での今後の見通しの

関係につきましては、通常の公営住宅も含めて事

業がある中で、それから病院の内部改修も１億円

規模で予定されておりますので、その中で今後の

関係につきましては公共工事が一気に増加をした

ということもありますので、この辺についてはし

っかりスケジュール管理をしながら、それぞれの

工事に支障がないような取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えています。

なお、今回の工事の関係につきましては、従前

できるだけ地元企業に優先的に、地元調達可能に

ついては地元という形で進めてきましたけれども、

市民ホール、それから市立病院のときからなかな

か工事期間の中でさまざまな労働者を確保するこ

とについて困難性があるということと速やかな工

事を執行する関係もありましたので、一部道内の

大手、旭川の大手にも御協力いただきまして、特

定ＪＶを組ませてもらって作業を進めてきました

ので、また今回の南小学校につきましても旭川の

お力をちょっとかりました。これにつきましては、

なかなか人材確保の関係に相当窮屈だということ

と今回の南小学校につきましては体育館と校舎を

一体施行するということでありますので、これま

での学校の建設でいいますと校舎で２年、体育館

で１年、合わせて３年かかるところを２年間でや

るという状況でありましたので、この辺につきま

しても旭川のお力をかりながら、できるだけ地元

の業者も多く参画できるような形を考えまして、

特定ＪＶの申請を受け付けまして処理をさせてい

ただいたところであります。

４点目の南小学校のモニュメントの関係につき

ましては、従来いろんな形で過去取り組んできま

したけれども、議会でもいろんな御意見があった

というふうに聞いておりますけれども、今回につ

きましては豊西小学校と南小学校の統合というこ

ともありましたので、できるだけ早い、速やかな

期間設定の中で３年かかるところを２年でやると
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いう部分と体育館を真ん中に入れることによって

暖房であるとか維持管理経費のコスト削減を図る

ということを中心に、これからの環境に優しい学

校という位置づけだというふうに私理解をしてお

りまして、ちょっと舌足らずな部分がありました

ら、建設水道部長のほうから補足させますけれど

も、そういう形で考えております。

それから、５番目の豊西小学校の子供からの要

望等につきましては、ちょっとこれは教育委員会

のほうから、それから太陽光パネルの関係につき

ましても建設水道部長のほうで情報を持っていれ

ばお答えさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうから最初に

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型の

関係で、国の子育て支援の関係でそういった流れ

に来ているという状況であります。手元に詳しい

資料なくてあれですけれども、国では２万カ所あ

る児童クラブを１万カ所程度一体化して取り組む

というような方針が出されているところなのです

けれども、名寄市におきましてはそれぞれが運営

を行っている状況にあります。それは、預かって

いる子供の状況でいきますと、放課後児童クラブ

におきましては親の子育て支援という側面から、

子供がその居場所で安心に安全に過ごせる、そう

いった取り組みということで、遊びであったり、

宿題とか、何かの行事とか、そういったことを主

に取り組みを進めているところであります。一方、

放課後子ども教室につきましては、勉強をしたい

という子供たちが集まりながら自習、予習も含め

て進めているという状況で、子供のそこに集まる

意識が違いがある部分と先生方も指導員なり先生

の確保の部分で全ての放課後児童クラブのほうに

一体型として子ども教室を設置するという部分に

ついては難しさがあるというふうに今の段階では

考えているところであります。南小学校の児童ク

ラブにつきましては、放課後児童クラブというこ

とで今回実施設計の補正も上げているところなの

ですけれども、基本的にはそういう形で進めてい

きたいというふうに今のところは考えているとこ

ろであります。

あと、太陽光の関係につきましては、全体の消

費量の３％程度を賄っていくという予定をしてい

ますし、その点につきましては環境教育の教材と

しても活用しながらいきたいというふうに考えて

います。

あと、南小のモニュメントの関係につきまして

は、具体的には取り入れてはいませんけれども、

施設全体が環境というか、そういった部分につい

てモニュメント的な構造の部分では今までにない

形を設計をしましてやっているところであります。

あと、子供の要望の関係ですけれども、基本設

計、実施設計に向けましてそれぞれ保護者も含め

た検討会議も数度開催して行っています。その中

でそれぞれ御意見をいただきながら、それをでき

るだけ取り入れながら設計を行ってきょうに至っ

ているというふうになっていますので、御理解お

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどは大変失礼い

たしました。財源の内訳の関係ですけれども、３

本の工事合わせますと２４億 ４５５万 ０００

円の契約額というふうになります。このうちの３

０％については、先ほど副市長のほうからありま

したけれども、義務教育関係の国庫補助金を予定

してございまして、これが７億 ４００万円でご

ざいます。また、事業費の７０％につきましては

起債、これは過疎債を予定してございますけれど

も、１６億 ０００万円を予定してございます。

残りの５５万 ０００円につきましては一般財源

での対応にさせていただきたいと思います。また、

この工事につきましては、空調関係ですとか、給

排水関係の入札等がまだ残っておりますので、最

終的にはそこも合わせて額が固まるということで

ございますけれども、現在の内訳についてはそう
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いった中身でございますので、御理解をいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 漏れていたら今聞き

ます。今佐々木副市長からありました本体工事、

体育館あるいは電気設備含めて、既存の今工事や

っている関係だとか、あるいはかなりオーバーラ

ップする時期があったり、３年を２年で工事をす

るというようなことで、落札をされた業者さんも

これから人材確保には管内を奔走しながら竣工に

向けて走るのでしょうが、大工事が続いています

し、役所側の監督さんの業務が何人で、今やって

いる既存のものも含めて、今回の発注も含めて契

約するわけですが、体制が十分、当然工事中には

変更的な工事の変更なんかも現場サイドでもよく

出るでしょうし、どういう体制に市役所側の建設

水道部のほうとして万全な体制をとられておられ

るのかお聞きをしたいと思いますので、特に高度

成長期の時代も今もそうですが、業界さんはやっ

ぱり労働者の確保や技能者の確保の関係ではでき

るだけ１年間の単位で見ても通年的な、平常的な

仕事の発注をもちろん希望しますし、あるいは２

年、３年と、名寄市の場合こういう大量に発注が

続いている関係でいくと、非常に対応にはいろい

ろ不備なことも出てくるのかなという感じがして

おりまして、平準発注にならざるを得ない。今だ

からやらなければならぬという一つの時期が重な

っているわけなのですが、役所側のいわゆる指導

体制、監督体制について少しどういうふうになっ

ているのかお聞かせを、特に安全問題では先般の

事故の問題等もありますし、非常に重要な役割で

はないかと思いますので、改めてお聞きをしてお

きたいと思います。

それと、放課後児童クラブ、それから子ども教

室の関係は、これからやる現状では非常に代表質

問でも施設整備なども含めて課題が大きくて、国

の動きなんかも見ながらということになっている

のですが、この南小学校の竣工までの間に途中で

もそういう国のほうの財源の獲得なども含めて具

体化すると、年度途中でもやっぱり取り込むよう

なことについてしっかり取り組んだらどうなのか

なというふうに思いますので、いわゆる一体化問

題について、もちろんこれは取り込んでも人材の

確保だとか並行していろいろやらなければなりま

せんけれども、ハードの建設で南小学校終わった

後、またそういう話が出てもいかがなものかとい

うふうに思いますから、国等の予算づけの関係も

出ますけれども、少し積極性を持って教育委員会

としても対応をしたらどうなのかというふうに考

えていますけれども、改めて年度途中でも取り込

むような可能性についてお聞かせをいただきたい

と思います。

財源の関係、最後の一般財源の数字がちょっと

聞き取れなかったので、数字の単位が間違ったの

かどうかわからないですけれども、もう一回後か

らお聞かせいただきたいです。詳細は、また紙で

後からでももらいたいと思います。

それと、ちょっと性格、子供たちの願い、夢、

学校全体のハード物にあらわすことは非常に困難

でしょうけれども、子供たちの要望、希望は、こ

れは私たちが一緒につくったのだという完成後の

ものもあろうかと思いまして、何か具体的な形と

してあらわされるようなものを取り込んだのか、

意見としていろいろ聞いたけれどもということな

のか、もうちょっとお聞かせをいただきたいなと

思っております。今の５年生、６年生は残念なこ

とに新しいところに入れないという残念な声も聞

こえますけれども、４年生以降、自分たちの学校

で、いわゆるかわるわけでありまして、モニュメ

ントの問題も含めてもう一度お聞かせをいただき

たいなと。大きな設計変更にかかわるようなこと

はなかなか容易でないのかもしれませんが、わず

かなことでもやっぱりこれが南小学校のシンボル、

特徴なのだなというところについて少しお聞かせ

をいただきたいと思います。

太陽光パネルは３％程度ということで、エネル
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ギーというよりも環境教育ということですから、

これは屋上にも上がって、子供たちが学習で環境

の勉強をするときに上がれるようなものになって

おられるのでしょうが、非常口なんか当然つけら

れるでしょうから。再度お聞かせをいただいて、

細かいことで恐縮ですけれども、お願いをしたい

と思います。もう一度お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 大型工事が続く

ということで、行政側の監督体制について十分対

応はとれるのかという御質問だというふうに思い

ます。議員御指摘のとおり、（仮称）市民ホール

を初め市立病院の建てかえも含めて大きな工事が

続いているのが現状でありまして、なかなか昨今

の建設業界では資材の不足も含め、労働者不足も

含めて実際にその工事をする側も大変実は苦労し

ているような状況にあろうかというふうに思いま

す。私どもも大型事業が続くということで、非常

に事務的にも煩雑な部分はもちろんありますが、

名寄市として公共施設の整備については今後とも

必要でありますし、体制については限られた人数

ではございますけれども、それぞれしっかりと現

場のほうは対応させていただきたいというふうに

考えてございます。具体的に受注者との関係につ

いて、逐次監督と市役所の職員との対応はさせて

いただいておりますので、現在のところはこうい

った形でやっていきたいというふうに考えていま

す。

ちょっと説明不足かというふうに思いますけれ

ども、以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 放課後児童クラブと放

課後子ども教室の一体化の問題についてでござい

ますけれども、この提起が文科省のほうからあり

ましたのは先月、５月の後半の時期に参ったよう

な状況でございます。したがいまして、私どもも

まだ予算の関係上の取り扱いなどについても十分

に把握していない状況でございます。それで、南

小学校において云々ということにつきましては、

今の段階では非常に難しい状況にありますので、

今後そういう一体化ということに向けて、南小の

問題だけでなくて市内全体の問題にもかかわって

いくと思いますので、ちょっと調査研究してまい

りたいと思いますので、御理解いただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 済みません。一般財

源のところの、ちょっと私の発音が悪かったのか

もしれませんけれども、これについては５５万

０００円ということでございますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） これで終わりですが、

中村建設水道部長、今いる職員の皆さんでしっか

り連携をとって工事監督をしていくということで

すが、この間やっぱり職員の削減等なんかでも現

場でもいろいろ要資格者の関係だとか、技能、技

術、資格を持った人の体制は十分でないのではな

いのかという心配もございまして、それを超えて

でもしっかり対応していきたいということですの

で、特に品質上の確保、あるいは特に安全の、事

故、ゼロ災害を最後まで、ある面では現場の工事

の代理人だとか監督との連携はもちろんですけれ

ども、体制が十分でない中で背伸びして事故が起

きると、これはまたつらい話になるわけでありま

して、そこは新たな別対策が必要かどうかはあえ

て言及はいたしませんけれども、やれるというこ

とでございますので、特にまた危惧があればお答

えをいただいても結構ですけれども、ぜひいいも

の、そして事故のないように対応をしっかりお願

いをしたいと。役所の責任は非常に大きい。この

時期特に重なっているからという危惧があるもの

ですから、よろしくお願いをしたいと思います。

南児童クラブは、この関係では私も議員になっ

たばかりにこの事案取り上げたりなんかして非常

に歴史が古いのですが、新たな教室とクラブとの
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一体化の問題、国の動きが始まったということで

の難しさはありますけれども、そこは少し諦めな

いで情報をしっかりとっていただいて、途中本当

に駆け込みでも敷地は十分あるのでしょうし、追

求をいただきながら、結果についてお聞きをする

機会もまたあろうかと思いますので、一つのチャ

ンスではないのかなというふうに思っていますの

で、積極的な対応を求めておきたいというように

思います。

少し長くなりましたけれども、終わります。あ

りがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 熊谷議員には、安全

な工事施行の関係について貴重な御意見もいただ

きました。従前建築担当の者が退職したときに、

なかなか補充できなかった時期もちょっとありま

して、その辺も踏まえての工事が立て込む中での

安全対策が本当に十分なのかという御意見かと思

いますけれども、昨年１名採用させていただきま

した。それから、この間病院と市民ホールも含め

て連続して大きい工事ありましたので、定年退職

になった建築担当職員を昨年とことしと。ことし

は、市立病院におきましては１億円ぐらいかけま

して内部改修がありますので、それらに対応する

べく、特に内部改修ですので、病院を運営しなが

らの改修でありますので、そこは患者さん、職員

に支障のない形を含めて、昨年、ことしと２年間

再任用の職員を病院独自で雇用させていただきま

して、しっかり安全対策も含めて取り組んでおり

ます。また、一般的には施工管理の関係につきま

しては、実施設計を担当した業者さんと一定の委

託料を払いながら対応しておりますので、御指摘

のありましたたくさん工事が連続して続く中での

安全対策について、現実に作業員の方の事故も起

きましたので、ここはしっかり対応してまいりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） それでは、一、二点ち

ょっとお聞かせを願いたいというふうに思います。

先ほど佐々木副市長のほうから話がありました

建築主体工事の関係では、２工区に分けてと。旭

川の業者もお願いをしてということで、中身的に

は人材の確保の問題も含めてということで２工区

ということになったというふうに私は理解をいた

しますけれども、本来ですと１工区でやるのが本

来かと思いますけれども、今回の図面を見ますと

中側に、中心部に体育館、そして外側にそれぞれ

の教室をつくってということで、いわば都市型の

学校になるのでしょうか。そういう設計になって

いますけれども、今回２工区にした行政としての

メリットはあるのかどうか。中身的には、この間

も業者の話ですと人材確保、技術継承が厳しいと

いう話もありましたから、そういった意味では校

舎が２年、体育館が１年という中身でいきますと

多くの業者を入れてということがわかるわけであ

りますけれども、行政としてのメリットはどこま

であるのか、その辺について。あるいは、今後の

基本的な考え方も含めてあればお聞かせを願いた

いというふうに思います。

もう一点、ちょっと図面の①を見ますと、先ほ

ども説明がありましたように校舎を南側に配置を

して、北側にグラウンドという形になっています。

①の図面の左上に、現在は子供たちの植栽をする、

花を植えるところだとか、記念植樹をした場所が

あるのですけれども、この図面からいくとそうい

うスペースが見当たらないのですけれども、教育

委員会として子供の教育のあり方の問題としてそ

ういうことが必要だというふうに考えていますけ

れども、その配置のあり方についてどのように考

えておられるのかお聞かせを願いたいと思います。

それから、もう一点、これはちょっと細かい話

なのですが、工事請負契約締結について、その１

が３業者、その２が４業者、そして電気工事等々

含めて３業者それぞれＪＶで契約ということにな

っていますけれども、この中でそれぞれのＪＶの

会社の会社名あるいは代表者名、そして住所等々



－232－

平成２６年６月２０日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

が入っていますけれども、この登録されている住

所で確認がいいのかどうか、そのことについてお

聞かせを願いたい。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 名寄では、名寄小学

校の改築をしてからしばらく校舎、体育館あわせ

た校舎改築については、学校の再編問題も含めて、

少子化に伴う学校校舎のありようも含めて、子供

たちの通学区域の変更も含めて、この間十分保護

者の皆さん方とも教育委員会のほうでは協議をし

てきました。その結果、合併してから急がなけれ

ばならない公共施設の整備ということがどちらか

というと合併特例債を通じて中心的に、先駆的に

取り組んできたと。そういう中で箱物だけをつく

るだけではなくて、やっぱり保護者、子供たちの

ことを考えたときの小学校の位置の問題も含めて

さまざまな議論をいただきまして、２つの学校を

１つに、新しい南小学校をつくるということで決

まりました。その中で、校舎そのものが相当老朽

化をしておりましたので、老朽化対策も含めてい

かに子供たちに早く施設的に環境のすぐれた校舎

に移ってもらおうかと。そこには、通学区域の変

更もありましたので、余り時間をかけられないと。

これが１点です。もう一点につきましては、南小

学校だけの改築で物事が済まないで、この間ずっ

と我慢をしていただきました風連地区の中央小学

校もそれぞれ学校の再編ということで、一定なく

なる学校が風連中央小学校のほうに集中していく

ということの議論もいろいろいただきまして、そ

ういう動きも見てきましたので、そうすると今後

１０年間ぐらいは南小学校の後、風連の地区の小

学校、それから名寄における名寄中学校、東中学

校ということで、さまざまな形で義務教育施設の

改築がめじろ押しになっている。こういう状況も

ありましたので、できるだけ工期を短縮して、先

ほど言いましたように校舎２年、体育館１年とい

うものを２年間ですることにつきまして、状況的

には東京オリンピックの問題があったり、東日本

大震災の問題があって、なかなか労働者の確保が

大変と。片一方では、労賃も上がる、資材費も上

がるという状況の中で取り組まさせていただいた

のは、そういう義務教育施設の全体的な改築計画

をどのようにスムーズにやっていくかと。そうい

う観点からでありましたので、工期を２つに分け

て労働者の確保をすると。そういうことも含めま

して今回工区を２つに分けて、できるだけ地元の

企業の参画を促して、２年間という短期間で、そ

の短期間というのは２年間だけでその後に続く校

舎改築も視野に入れての関係でありましたので、

ここのところが大きなメリットがあったのかなと

思っています。

なお、校舎の形状関係につきましては、旭川な

んかの状況で見ますと、学校の改築の関係につい

てはできるだけコンパクト、形も余りデコレーシ

ョンをいっぱいしないで、いわゆる長方形型の教

室で、中の機能を環境に優しかったり、子供たち

の教育に望ましい、そういうふうな校舎のつくり

方をするというのも過去見てきましたので、今回

はアトリエブンクさんのお力をかりまして、体育

館と校舎と一体となった、しかも２年間でやるに

は業者の確保も含めて２工区に分けるという選択

をさせていただきました。それがメリットでない

かなというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ３点目にいただきま

した今回提案した受注者側の住所表示の関係につ

いてでありますけれども、これにつきましては今

回特定ＪＶということで告示をしまして、入札の

参加者の希望をとったところでございますけれど

も、これに関連する書類の中で申請書等がござい

ますけれども、ここの申請書の住所表示どおり今

回載せさせていただいたということでありまして、

私どもは番地の有無については特に支障がないと

いう認識をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問にありました
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学校の学校菜園の関係でございますけれども、教

育委員会としては学校における環境教育を含めて

各学校にも設置して、当然南小においても設置し

ていきたいというふうに考えているところであり

ます。また、記念植樹の関係も検討しているとこ

ろであります。ただ、見てのとおり前の部分がス

ケート場の関係で、建物が建つという部分で、現

在どこの場所に設置するかどうか、これはちょっ

と検討が必要だというふうに思っています。今あ

ります記念植樹されている樹木につきましても検

討委員会の中でも協議をさせてもらいながら、そ

ういった学校菜園の場所の確保も含めて協議を進

めていきたいというふうに考えていますので、御

理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどの２つの工区

のメリットの関係で、１つの工区でやると無理を

すると２年半程度かかって、なるべく学校の建築

を急がせても２年間でおさまり切らないで２年半

になると。だから、学期の途中で子供たちを移動

させるということについては避けたいと。そうい

うこともありましたので、２工区に分けることに

よって業者の抱えている労働力の確保につながっ

て、２年間でおさまると。そういうことを考えた

のでありまして、あくまでも子供たちのことを最

優先にして、なおかつ地元の雇用にも配慮した形

をとらせていただきましたので、ちょっと舌足ら

ずでありましたけれども、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） ２工区にした理由、わ

かるような気もしないわけではありませんけれど

も、中身的に体育館と校舎を一体型にしたことに

よって、今の答弁ですと２年半ぐらいかかってし

まうということなのでしょうか。中身的には、子

供たちの教育の場でありますから、早く建築をし

て、移設をしてということで、それが一番子供た

ちにも、あるいは今後変わっていく西町２区、３

区の父母の方々にも安心感を与えるのかなという

ふうには思っていますが、先ほどもちょっと言っ

たと思うのですが、今後の２工区のあり方につい

ての考え方、もしあればどのぐらいの大きさにな

るか、先ほど若干言われた風連中央小、あるいは

名中、そして東中ということで、学校の建設がめ

じろ押しという状況になるのではないかというふ

うに思いますけれども、考え方があればお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

それから、学校の植栽の場所の扱いであります

けれども、今後考えていくということですけれど

も、どうもこの図面を見るとその場所があるのか

なと。記念植樹も含めてよろしいのでありますが、

どう見てもこの場所、どこでどういうふうに使う

のでしょうかと。端っこに追いやって、そこに一

応は移設しましたということになるのかどうかで

す。あるいは、各学級お花畑だとか、そういうと

ころもこの中身ではできる状況がどう考えてもな

いというふうに私は思うのです。そういうことか

ら考えると、ちょっと運動場は広くなるのかもし

れませんけれども、そういうことも考える必要が

あるのかなというふうに私は思っていますので、

再度御答弁をお願いを申し上げたいと思います。

それから、住所、契約会社の問題ですが、先ほ

ど枝番は要らぬと、番地は要らないというふうに

言われましたけれども、本来の会社のいわば登録

されている住所というのは枝番も普通入っている

のだと思うのです。私どもが一般市民もそうです

が、正式な契約等々含めてするときに枝番も入れ

ることで求められるわけです。今回の契約書でい

くと、何企業かが枝番が入っていないですね。登

録された会社が入っていないというのであればい

いのでありますけれども、そういう状況で契約し

ていいのかどうか、その辺がちょっと理解をでき

ないのでありますけれども、答弁をお願いを申し

上げたい。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ２工区の関係につき

ましては、今回先ほど申し述べた理由で採用させ
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ていただきましたけれども、この結果の検証も踏

まえて、全体的な名寄市における公共工事のボリ

ュームはどんなふうになっているかということも

含めて、しっかり検討してまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員言われるように、

登記行為や何かになりますと地番まで含めて正規

な表示というふうになるのだと思いますが、契約

行為においてはそこまで求められていないという

のが１つと、それと契約においては各会社それぞ

れゴム印を用意されて押してございます。名寄市

だけが特別なゴム印を使っているわけではなくて、

それぞれ国の契約、道の契約、あるいは他市町村

の契約含めてそのゴム印を使って住所表示等やっ

てございますので、私どもの判断としてはそこに

ついては番地表示までなくても問題はないという

ふうに認識をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今ありました花壇と

か、学校でのそういった野菜をつくる場所の部分

につきまして、当然先ほど言いましたように各学

校には必要性がありますので、図面的にはグラウ

ンドの部分を含めてちょっと精査をしながら、そ

ういった部分の確保をするようには今後検討して

まいりたいというふうに考えていますので、御理

解をお願いします。今の段階でここをどうするか

というものは示せませんけれども、今後の協議の

中で進めていきますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 住所等々の問題につい

ては、本契約でないからいいということのようで

ありますけれども、最後にちょっとお願いがある

のです、監査委員の方に。本契約でない場合は、

それでもいいのかどうか、監査委員の、中身ちょ

っとお聞かせを願いたい。

〇議長（黒井 徹議員） 上田代表監査委員。

〇監査委員（上田盛一君） 今契約のあり方につ

いて御質問を頂戴いたしました。私どもとしては、

契約書と照らし合わせて、その書類の流れ等々を

見させていただきまして、その書類が適正なのか

どうかということも含めて後ほど検討させていた

だきたいと、このように考えておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第１６号外２件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

関連がありますので、議案第１６号外２件は一

括して採決を行います。議案第１６号外２件は原

案のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第１９

号 名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する

条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 議案第１９号 名寄市

議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定

について、提案の理由を申し上げます。

名寄市議会議員の報酬ににつきましては、名寄

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例で定められているところではありますが、近年

長期にわたり議会活動ができ得ない事例が続発い

たしました。理由は、疾病、けがによるものでは
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ありましたが、市民の負託に応え切れない状況も

あったため、名寄市議会議員の職責、あるべき姿

について一昨年８月以降検討を加えてきたもので

あります。本来でありますれば、検討の経過、議

論、協議の内容などについて詳細にわたり御報告

し、御理解を得るところではございますが、この

間の検討は各会派から委員及び委員外議員として

出席いただいております議会運営委員会で行って

まいりましたので、詳細内容は省略させていただ

き、条例の主な内容について御説明をさせていた

だきます。

まず、新たな条例の必要性でありますが、現条

例は支給額及びその支給方法について定めている

条例であり、長期欠席により報酬額などの減額を

盛り込むことは地方自治法上疑義があるため、特

例を定める条例として制定することといたしまし

た。この特例は、議会活動ができない期間が９０

日以上１８０日未満であるときの支給率を１００

分の８０とするのを初め、１８０日以上３６５日

未満であるときは１００分の７０、３６５日以上

は１００分の５０とするものであります。

施行日は、平成２６年７月１日としております。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件につきましては、質疑を省略し、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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第２０

号 名寄市議会議員定数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。

〇６番（佐藤 靖議員） 議案第２０号 名寄市

議会議員定数条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

平成１８年３月２７日、旧名寄市及び旧風連町

の合併により誕生した新名寄市の議会議員定数は、

地方自治法で規定されている人口５万人未満の市

の上限である２６人とする公示がされました。当

初は、合併市として抱える課題の解決のため、合

併特例法の規定、在任特例を適用し、旧名寄市の

議員２２人、旧風連町の議員１４人による３６人

の議会でスタートしました。合併後初の選挙とな

った平成１９年４月の定数は、この選挙に限って

の選挙区選挙を導入し、名寄地区１８人、風連地

区８人の２６人となり、その４年後の２３年４月

の前回選挙は２０人で執行となりました。しかし、

今任期に入っても人口の過疎化に歯どめがかから

ず、議員の辞職、死去もあり、再び議員定数のあ

るべき姿が課題として浮上し、議長より議会運営

委員会に対し定数のあり方を求める諮問がありま

した。

議会運営委員会では、昨年６月以降１３回にわ

たり協議を行うとともに、ことし５月には名寄地

区２会場、風連地区１会場の３会場で市民説明会

を開くなど議会基本条例に基づき真摯な議論を重

ねてまいりました。その結果、最終的に定数は現

行の２０人、１人削減の１９人、２人削減の１８

人に分かれましたが、６月１７日の委員会におい

て議長見解が示され、定数を１８人とすることで

議会運営委員会の意見を集約し、公布の日以後初

めて告示される一般選挙から定数１８人とするこ

とで結論が導かれましたので、名寄市議会議員定

数条例の一部を改正しようというものであります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件につきましては、質疑を省略し、直ちに採
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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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第２０号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 意見書案第

１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書、

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 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立

を求める意見書、意見書案第４号 ウイルス性肝

炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、

意見書案第５号 「消費税１０％」実施の中止を

求める意見書、意見書案第６号 中小企業の事業

環境の改善を求める意見書、意見書案第７号 鳥

獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意

見書、意見書案第８号 免税軽油制度の継続を求

める意見書、以上８件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 先ほど高橋伸典議員か

らの質問に対する答弁が漏れておりましたので、

答弁を行いたいと思います。

松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 先ほ

ど高橋議員からのいわゆる大病院の初診料等の件

数が手元に届きましたので、お答えをさせていた

だきたいと思います。

昨年、平成２５年度は７３０円だったのですけ

れども、件数的に１万 ６０５件ということで、

全体の２万 ５６７件に占める割合は４ ４％と

いうことでございますので、御報告をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 報告第１

３号 例月現金出納検査報告についてを議題とい

たします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 閉会中継

続審査（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

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、市長から発言

を求められておりますので、これを許します。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本定例会初日に小野教育

長から申し上げました学校給食センター等の会計

処理に係る監査請求につきまして、６月１８日付

で監査委員から監査結果の報告がございましたの

で、その内容及び今後の市の対応について申し上

げます。

まず、今回の監査請求については、学校給食セ

ンターにおける学生等の実習生受け入れ謝礼の会

計処理が発端でありました。そのため、調査対象

については当該センターを含む６施設とし、対象

期間は平成６年５月１日以降２０年間となりまし

た。

次に、監査委員の結果報告では、まず飲食等の

不正支出は調査対象のうち学校給食センターのみ

で事実が認められ、賠償責任を負うものとされま

した。また、賠償責任を負う者は、職責及び関与

度を勘案をして、元所長及び元庶務担当係長と判

断をされました。賠償すべき額については、預金

通帳の写しなどから、飲食等に充てられた不正支

出に使途の特定できなかった支出を加えた９９万

６８３円となりました。この支出については、

不特定多数の者がかかわっていたことから、個人

ごとの賠償額を算定することは困難とされ、市の

判断に委ねられました。市では、この結果を重く

受けとめ、今後賠償責任を負うとされた当事者と

の協議を行い、損失を補填をしたいと考えており

ます。

実習謝礼の受け入れについては、平成１９年度

から市会計に納入し、既に適切な処理に変更いた

しました。

市長として今回の結果は、市民の行政に対する

信頼を著しく損なうこととなり、市民の皆様に深

くおわびを申し上げる次第でございます。今後こ

のようなことのないように、職員に自覚を促し、

また研修等を通じて職員の資質の向上を図り、職

務に精励することをお誓いを申し上げて報告とさ

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤勝議員よりおくれ

る旨の届け出がありましたが、本日の会議を欠席

するとの連絡がありましたので、御報告をいたし

ます。

以上で今期定例会に付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２６年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午前１１時２８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 塩 田 昌 彦

署名議員 日根野 正 敏


