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平成２５年第１回名寄市議会臨時会会議録

開議 平成２５年５月２４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１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）（経済建設常

任委員長報告）

議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）（経済建設常任委員長報告）

１．追加議事日程

追加日程第１ 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する

修正案

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１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）（経済建設常

任委員長報告）

議案第２号 平成２５年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算（第１

号）（経済建設常任委員長報告）

追加日程第１ 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する

修正案

１．出席議員（１８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

１．欠席議員（１名）

２０番 宗 片 浩 子 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 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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〇議長（黒井 徹議員） おはようございます。

本日の会議に２０番、宗片浩子議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は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、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 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１号

平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）、議案第２号 平成２５年度名寄市公設地方

卸売市場特別会計補正予算（第１号）について、

以上２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及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員） おはよ

うございます。議長より御指名がございましたの

で、平成２５年第１回臨時会で当委員会に付託を

されました議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）及び議案第２号 平成２

５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

（第１号）についての審査経過並びに結果につい

て御報告を申し上げます。

委員会は、第１回を５月１３日、２回を５月１

５日、３回目を５月２０日、４回を５月２３日の4

日間開催し、各委員の大変熱心な質疑、討議、審

査を尽くしました。第１回から第４回まで佐々木、

久保両副市長を初め担当の職員の出席を願い、補

正予算の詳細な説明を受け、慎重に審査を行いま

した。

最初に、議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）の質疑についてでありま

すが、公設地方卸売市場特別会計繰出金の質疑に

ついては２号議案で集中議論といたしましたので、

１号議案ではよろーな管理運営事業費のみの質疑、

審査報告を申し上げますので、御了承願います。

質疑について報告いたします。駐車場確保の根

拠と必要性及び買い取り面積の妥当性及び ５０

０万円かけての整備で通常利用をどう高めるのか

に対しては、根拠としては類似する市民会館大ホ

ールを参考に最大１１６台の駐車場が必要と想定

した。買い戻す行為について市民にわかりづらい、

申しわけなく思うと陳謝。市民の利便性のため購

入するので、理解を求める。

自治基本条例では、市民参加、情報共有、情報

の提供等がうたわれている。条例との整合性及び

市民説明責任に対しては、駐車場の確保は施設の

拡充時に考えるべきであった。市民への説明につ

いては不十分で申しわけなかった。町連会議等で

説明を求めたい。

購入価格が適正かに対しては、不動産鑑定士の

評価を参酌し、固定資産の評価に重きを置き算出

をした。

よろーなを起点としたにぎわい創造について、

具体的な中心市街地の活性化についてに対しては、

９月までイベントは入っているが、ハードの部分

は一定の整理が必要。ソフトの展開については、

よろーな周辺の商工振興及び商店街、中心市街地

の活性化に向けてにぎわいづくりについて３者で

さらに協議を進めていきたい。

よろーなについて議会も含めて情報発信が少な

いに対しては、ＦＭさんでの情報発信は既に始ま

っている。地方紙においても掲載も含めた助言も

いただいている。名寄市及び観光協会のホームペ

ージを活用しての宣伝に努めます。

委員外委員から、３者協定の契約義務が履行さ

れていない。違約金や損害賠償は可能かに対して

は、当初の計画は法律等の壁があった。契約上、
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瑕疵があったと言えない。

立ちどまって市民と対峙して説明し、にぎわい

創出も検討する時間が多く必要に対しては、早く

整備することが望ましいとの答弁がありました。

委員会審議の結果、全会一致に至らず、賛否に

より賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました平成２５年第

１回臨時会付託議案第１号 平成２５年度名寄市

一般会計補正予算（第１号）についての審査の経

過並びに結果について報告をいたしました。

次に、議案第２号 平成２５年度名寄市公設地

方卸売市場特別会計補正予算（第１号）について

の審査経過並びに結果について報告を申し上げま

す。

質疑についてでありますが、公設市場の将来展

望の青写真が１２月までにとのことであるが、ア

スベストの処理について秋まで待てないのかに対

しては、安全、安心を担保する意味でも早急に対

応したい。食品を扱っていることからもあるし、

小売業者、生産者もいる。働いている方の労働安

全の見地からも速やかに実施したい。市場の必要

性はあると考えている。公設市場の将来とアスベ

ストの状況については、分けて考えている。

アスベストの飛散防止として囲い込みの方法も

あるのではに対しては、囲い込みについては費用

がかさむ。道の指導では、アスベスト等の発見後

は早急に除去の指導となっている。以上でありま

す。

委員会審議の結果、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました平成２５年第

１回臨時会付託議案第２号 平成２５年度名寄市

公設地方卸売市場特別会計補正予算（第１号）に

ついての審査の経過並びに結果について報告いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第１号

外１件について委員長報告に対する質疑に入りま

す。

初めに、議案第１号について御発言ございませ

んか。

東千春議員。

〇１９番（東 千春議員） 冒頭に熱心な質疑が

あったという御報告がありました。大変どうも御

苦労さまでした。

ただいま口頭で伺ったばかりですので、内容に

ついて熟知しているかどうかはわからないのです

けれども、ちょっとお伺いをしたいのですけれど

も、委員会の中で委員間討論について余り御報告

がなかったのかなというふうにも思うのですけれ

ども、どのような委員間討論をされたのか、その

内容についてお知らせをいただきたいなというふ

うに思うのと、これ新聞報道なのですけれども、

秘密会でしょうか、傍聴者を抜きにして委員の皆

さんのみで最終的な討論を行ったというふうな新

聞報道をけさ見たのですけれども、そのような方

法だったのかどうなのか、あるいはそうだとする

とその理由についてお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中憲之委員長。

〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員） お答え

いたします。

確かに今東議員が言われましたように、委員間

議論についてはよろーなの問題でやりましたけれ

ども、中身的には報道も外してやったというのは

事実でございますが、本音のところも含めてどう

議論できるかというのが私の心の中にあったもの

ですから、そういうことでちょっとやらせていた

だきました。

それと、駐車場の問題については、全体的には

必要性を認めるということが中身にありましたが、

ただ駐車場のキャパの問題、あるいは価格の妥当

性の問題、そしてよろーなを中心としたにぎわい

づくりの問題について中心的に議論になったとい

うことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１９番（東 千春議員） わかる部分もあるし、

わからない部分もあるのですけれども、私は本来

であれば傍聴者がいようが、いまいが、正々堂々

と議論をやっていただきたかったかなというふう

な気がしております。そういった中で通常の傍聴

者を入れた委員会の中よりももっと踏み込んだ委

員間討論の中で発言が展開をされたのかどうなの

か。そういった中の一つが委員長がおっしゃった

ような全体的に駐車場は必要と認めるけれども、

価格がどうのとか、将来的にどうのと。そういう

ふうな議論展開になっていったのかどうなのか、

もうちょっと詳しくそこら辺のところをお知らせ

いただければありがたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中委員長。

〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員） 実質の

中では、価格の問題も出ましたが、多くは先ほど

言いましたようにキャパの問題、あるいは買い戻

しのいわば今言われたような価格の問題も出まし

たが、状況的にはあとは先ほど言いましたように

にぎわいづくりの問題が中心のところでございま

した。ただ、東議員が言われたような中身につい

ては、今後委員長も報道を入れながら、あるいは

傍聴も入れながらということも含めて考慮しなが

ら進めてまいりたいと思います。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） その時々の委員長の

お考えもあるでしょうから、それは結構なのです

けれども、最後になりますけれども、キャパにつ

いての意見が出されたというふうな御報告をいた

だきました。今計画をされている部分では、６５

台から８０台ぐらいの駐車ができるという予定に

なっておりますけれども、どの程度のキャパが望

ましいというふうな意見が出たのか、その点につ

いて最後お伺いをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中委員長。

〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員） 台数の

問題については、そこまで細かく議論されていま

せん。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私からもこの４日間本

当に集中審議をされてきたことに敬意を申し上げ

たいというふうに思います。

私もこの間、提案された時点からも含めて駐車

場を設けることでどのようなにぎわいをつくるこ

とができるのか、にぎわいづくりの方向等々市民

への説明が十分でないというふうに申し上げてき

たところなのですけれども、委員長としてこの４

日間集中審議を行う中で、市は市民への説明責任

を果たせたと感じられているかどうか、この点１

点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中委員長。

〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員） ちょっ

とお聞きをしますが、私個人としてという、委員

長個人としてという意味でしょうか。中身的には、

先ほど報告いたしましたように市民説明について

はし切れていないというふうに私は思っています。

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） 以上で議案第１号の質

疑を終結いたします。

次に、議案第２号について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。

正副委員長は自席にお戻りください。

（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ただいまの平成２

５年度名寄市一般会計補正予算（第１号）の一部

を減額する修正案を提出いたしたいと思いますの

で、取り計らいをお願いいたします。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） ここで本日議案第１号
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補正予算に対する修正動議が日根野正敏議員外３

名から提出されました。会議規則第１７条の規定

により動議は成立をしております。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時１５分

再開 午前１０時３１分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）の一部を減額する修正動議につい

て日程に追加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） 修正案を追加日程とい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 直ちに議案第１号補正

予算を減額する修正動議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ただいま議長より

指名がありましたので、平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）の一部を減額する修正案

の提出理由を申し上げます。

ただいま議案第１号 平成２５年度一般会計補

正予算（第１号）中、歳出において７款商工費、

１項商工費、１目商工振興費、よろーな管理運営

事業費 ５０９万 ０００円を追加する提案があ

りました。これは、駅横再開発に伴い本年４月１

日にオープンした駅前交流プラザよろーなの駐車

場が不足することが予想されるため、現状３６台

分に加えて新たに駐車場用地 ３４ ７６平米、

駐車台数にして約６７台分の用地を取得するため

の予算であります。取得価格約 ５００万円を投

じるに当たり市は、市民に対し情報発信及び市民

理解を得る努力が不十分なこと、また取得面積が

妥当か否かの判定基準が曖昧なこと、取得価格が

路線価格よりも高く妥当と言えないこと、駅前交

流プラザよろーな施設を利用したにぎわいづくり

の事業内容がいまだに不確定なこと、ＪＲ名寄駅

横整備事業推進に関する基本協定が確実には履行

されていない、以上のことからこのままでは駐車

場施設整備に多額な市税を先が見えないまま先行

投資することになる懸念があります。したがって、

このような時点での補正提案は時期尚早であり、

さきに述べた課題解決がなされ、市民へのしっか

りとした説明責任を果たした上で提案すべきと考

えます。

以上の理由から、今回のよろーな管理運営事業

費 ５０９万 ０００円を減額する修正案を提出

するものであります。

〇議長（黒井 徹議員） ここで修正案の質疑を

行います。質疑はございませんか。

東千春議員。

〇１９番（東 千春議員） 今文書をいただいた

ばかりなので、なかなかちょっと質問もまとまり

づらいのかなというふうに思いますけれども、何

点かお伺いをしたいなというふうに思います。

まず、根本的に委員会の報告にもありましたけ

れども、駐車場は不足と考えているのかどうなの

かについてお伺いをしたいというふうに思います。

それから、市民理解を得る努力が不十分である

というふうな御説明もありますけれども、この完

璧な市民理解とはどういうことをすればいいとお

考えなのかお知らせをいただきたいというふうに

思います。

私は、理事者側と議会というのは両輪と言われ

ておりまして、提案する側と可決する側がありま

して、こういったことには一定程度議会側も市民

に対する説明ということに対する責任を負ってい

るのかなというふうに考えておりますけれども、

議会側としての責任についてどのようにお考えな

のか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、時期尚早であるということが最終的な

反対の理由というふうに捉えさせていただきます

けれども、どのような条件がそろえばいいとお考



－35－

えなのか、ちょっと私としてもまとまっていない

かもしれませんけれども、４点お伺いをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ４点今質問があっ

たと思いますけれども、まず初めの不足と考えて

いるのかという質問だったというふうに思います

けれども、この駐車場の面積を鑑みるときには、

やっぱりそれなりの実績ですとかデータを踏まえ

て算定するということが必要だと思うのです。当

初からの計画で、見込みで建物と同時に駐車場が

完備されるということであれば、それはある程度

の見込みでやるしかないと思うのですけれども、

もう既に４月１日からオープンをされているわけ

なのですけれども、私が担当に聞いたところによ

りますと４月１日からの駐車台数も把握をしてい

ないと。当局が駐車台数を把握をし始めたのが５

月１０日からで、そのデータによりますと５月１

０日から１６日までの１週間の間に１日平均が１

７台ということであります。これが全てではない

というふうに私も考えておりますけれども、確実

なデータとしてはそれが当てはまるのかなと。そ

れからまた、４月にも２回ほど満車になったとい

うことも、これも恐らくは事実だろうというふう

に考えております。そういった点からも考えて、

妥当性を決めるにはちょっとデータが不足してい

るというふうに考えています。

それから、市民理解をどう考えるかということ

でありますけれども、議会の責任もあわせてお答

えさせていただきたいと思いますけれども、議員

が知っていればそれで市民に責任を果たしたとい

うことにはイコールではないと私は思っておりま

すので、このような ５００万円の市税を投入し

て駐車場を確保するということの大規模な投資と

いうことになれば、やはりそれなりの事前の説明

責任というのは当然出てくるだろうと。これは、

自治基本条例の中にも明確に書いてあることだと

いうふうに考えています。

それから、どういうことがあればいいのかとい

うことなのですけれども、これは先ほどの提案理

由にもありましたように５つの課題、情報発信あ

るいは妥当性、取得価格あるいは施設のにぎわい

づくり、それから３者協定の履行ということなの

ですけれども、将来的な本当のにぎわいづくりが

創造できるような答弁にはなっていなかったので

す。個人的には、私はそういった点から見てもそ

ういったことがクリアをされなければ、後づけで

はいかがかなという考えです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） このような質疑をし

ながら理解を深めていくしかないわけで、このい

ただいた文書をまだつらつらと読んだだけで質問

させていただいておりますので、若干質問の内容

にずれがあったらお許しをいただきたいというふ

うに思います。

まず、面積についてお答えをいただきました。

面積について実績のデータが少ないということで、

統計をとったら１７台しかとまっていないときも

あったと。また、満車になったのは２回あったと

いうふうなお答えをいただきました。今後建設が

予定されています（仮称）市民ホールの駐車台数

はおよそ３００台なのです。あそこのホールのキ

ャパが六百数十、７００弱です。よろーなの多目

的の一番大きな部屋は、前回２５０人ぐらい入っ

たというふうに伺っております。そういったこう

いう比例計算が正しいのかどうなのかはわかりま

せんけれども、やはり当然これ３６台では足りな

いなというふうな認識は多分共通しているのかな

というふうに思いますけれども、その点について、

まずあそこで足りないというふうな、３６台では

足りないという認識なのかどうなのかお伺いをし

たいのと、私は比例計算が正しいのかどうかわか

りませんけれども、こういった計算をしてみます

とおおむねその程度の台数が妥当なのかなという

ふうに思いますけれども、ちょっと違う計算方法

平成２５年５月２４日（金曜日）第１回５月臨時会・第２号
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か何かをもしお持ちでしたら、お伺いをしたいな

というふうに思います。

それと、多分これからどこの公共施設をつくる

のにでも実績データを踏まえて駐車場をつくると

いうことは難しいのではないかと思うのです。今

回が後手になったように、用地確保の問題だとか

である程度キャパ対台数だとか、そういった観点

から予想していって台数を決定していく。それが

次に予定をされている市民ホールなのかなという

ふうに思うのです。市立病院のように大体どれく

らい路上駐車しているのかというのがはっきりわ

かれば、それは何台必要だというのはきちっとわ

かるのですけれども、やはり算定をするに当たっ

ては予想するということ、そして既にもう２回満

車になっているということ、そういったことを含

めての妥当性というのを、もう既に満車になって

いるのですよね。それでもまだ要らないというふ

うなお考えをお持ちなのどうなのかお伺いをした

いなというふうに思います。

２点目、議会の説明責任も含めて御答弁をいた

だきました。日根野議員のおっしゃること、私も

よくわかります。議員が知っていればいいと、私

もそれでいいというふうに思っているわけでは全

くありません。しかしながら、私たちは理事者側

と同様に市民から負託を得て議員をやっているわ

けでありまして、議決をしたその責任ということ

も今まで手順を踏んでやってきております。その

ことを、市民に対する説明ということ、私はやっ

ていく義務があるのかなというふうに思っており

ます。そういった意味におきまして、ではどこま

でやり切れてきたのかなと、そういう思いも実は

あるわけなのです。しかしながら、ここまで一つ

一つ苦しいながらも議会議決の中で議決をした、

あるいは委員会の中でも報告を受けて質疑をして

理解を深めてきた。最後ちょっと余りいい形では

なかったけれども、私はこれは議会としてはそん

なに瑕疵があったとは思えませんし、議会だけが

知っていればいいというふうに思いませんし、そ

れなりに市民に対してもアプローチをできてきた

のかというふうに思うのですけれども、足りない

というふうにお考えなのかどうなのか、お知らせ

をいただきたいというふうに思います。

それと、最後御答弁いただきましたように、こ

ういった価格だとかにぎわいづくり、３者協定、

そういったものがクリアできれば、理解できれば

進めてもいいよというふうな御答弁をいただいた

わけなのですけれども、それぞれ例えば価格につ

いては委員会の中でも多分議論が相当あったのか

なというふうに思います。事前にも説明をいただ

いた部分はありますけれども、そういったところ

で理解が本当に得られていないのか、では価格が

どうあればいいのか。にぎわいづくりについても

議論があったと思います。委員間討論の中でひょ

っとしたらそういう発言も活発に出たかもしれま

せん。報告は余りいただけなかったものですから、

私もちょっと承知するところではないのですけれ

ども、そういったところも含めてもう少し考え方

を明らかにしていただきたいなというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） たくさんあってち

ょっと答弁漏れがあったときには……

（「３点です」と呼ぶ者あり）

〇１５番（日根野正敏議員） ３点ですか。最初

の３６台が足りないと思っているのかどうかとい

うことですよね。それと、そのほかに必要な計算

方法があるのかと。それから、データをとってや

るのは難しいのではないかということですよね。

それで、満車であっても要らないのかということ

と、それと議員の説明で議会の流れを踏まえて、

その説明が足りなかったのかということと価格が

どうあればよいのかという質問だというふうに思

っているのですけれども、それでよろしいですよ

ね。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（日根野正敏議員） 基本的に３６台で
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不足しているのでないかということだと思うので

すけれども、それについてもしっかり今まで４月

からデータをとろうと思えばとれたのです。それ

もやっていないのです。例えば２回で、満車にな

ったから、それが満車になれば、たまたま大きな

会合があったというふうに聞いておりますけれど

も、特に考えれば４月はいろんな総会だとかとい

う部分もあって、悪いふうに考えれば多かったの

かなというふうにもとれますし、それが普通なの

かもしれないし、もしかしたら５月になればもっ

と多くなる可能性もあるかもしれませんけれども、

基本的にデータが不足していると。データという

か、とれるはずだった部分が不足しているという

ことで、ですから個人的な考えでは毎週定期的に

通ってサークル活動ですとか、あるいは楽しみに

して来ている方もたくさんいるということは私も

知っておりますけれども、そういった日常的な台

数といいますか、それはやっぱり最低限必要だと

いうふうに私は考えています。ただ、年に何遍あ

るかどうかのイベントのためにそれを用意すると

いうのはどうかなというふうに考えていますので、

ですから３６台では足りないかどうかという部分

も現在のところ正直言って判断はついていないと

いうふうに考えています。

施設に伴った駐車場の台数の計算方法はあるの

かというような質問だったと思いますけれども、

当然新築のときにはある程度の想定をしながらそ

の台数を確保するということになると思うのです

けれども、今回の場合は最初の想定が今の３６台、

最初は５０台ぐらいあったと思うのですけれども、

施設が大きくなったことによって少なくなったと

いうのは理解はできるのですけれども、ただ計算

方法については比例した部分というのは探しても

ありません。例えば東京ドームですとか、北海道

のドームですとか、そういった部分を比べても、

あるいはニトリの文化ホールについても駐車場は

ほとんどないと。向こうは都会だからといいなが

らも結構歩く距離が長くても行きたいところには

行くというふうな考えです、基本的には。そうい

った部分でそういうことで理解をしていただきた

いと思います。

先ほど満車で要らないのかという部分について

は、お答えさせていただいたというふうに理解し

ています。

議会の説明責任について、今までの議会議論の

中でも当然たくさんやってきました。しかし、駐

車場を今回新しく取得するという部分については、

やはり市民説明も含めた大きな投資になるわけで

ありますから、例えば言ってみれば ５００万円

ですから、人口で割りますと ０００円弱です。

それらの市税が１人当たり赤ちゃんからお年寄り

までもサービスがもしかしたら受けられる部分も

含めてなくなるということでありますから、その

辺はもう少し慎重になるべきではないかなという

ふうに考えております。

価格がどうあればよいかということでございま

すけれども、売った土地を買い戻すというような

ことでありますけれども、あそこの大通の路線価

が現在１万 ０００円台、買ったときよりも当然

名寄の土地というのは値下がりをしています。で

すから、売ったときもその実勢価格で売ってある

わけですから、買うときにも同じように実勢価格

で取得するのが通常ではないかなというふうに考

えております。

あと、にぎわいの提案がそれぞれあったのでは

ないかということでありますけれども、私も委員

外議員で全て出させていただきました。いろんな

提案がありました。しかし、それは確実に実行す

るというような内容ではなくて、これからいろん

な皆さんの意見を聞きながらつくり上げていくと

いうような話でありますけれども、しかしながら

この駐車場、先に駐車場ではなくて基本的にはや

はりにぎわいが先で、にぎわいがあって駐車場が

必要だというふうに私は考えておりますので、そ

の点も理解をしていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１９番（東 千春議員） ３回で終わりですよ

ね。ということですので、今回が最後となります。

そもそもよろーなの一番最初の案が出たときには、

あのような大きな施設ではなかったわけで、それ

がその時点で、ということは今のように大人数が

入るということが想定をされない建物の状況の中

で５０台の提案があったというふうにお答えをい

ただきました。そして、今は大きな集会施設を整

えている、そういった建物になりました。それで、

３６台になった。このことを考えてもやっぱり足

りないのは足りないのだろうなというふうに思う

のです。

それと、やはり何らかの算定根拠を持ちながら

予想していくということが大切なのかなというふ

うに私は思っておりまして、一番最後のお答えに

もありましたけれども、にぎわいづくりで何人来

たから、ではあそこを駐車場にしましょうと将来

言ったとしても、そこに何か違うものが建ってい

たらできないわけですよね。今回よろーなを一つ

の核として、そこに人を集めてにぎわいづくりを

しようではないかというのが基本ではないかとい

うふうに思っております。それは、会議もそうで

すけれども、飲食も含めていろんなことがもう既

に行われております。そういった場合には、周辺

に対する飲食店街も含めての波及効果だとか、そ

ういったこともあるわけで、まずもってあそこを

しっかりとみんなで支えてにぎわいをつくるとい

う考え方が第一にあるべきではないのかなという

ふうに私は思いますけれども、そこら辺に対する

考え方、にぎわいに対する考え方についてお伺い

をいたしたいというふうに思います。

それと、ちょっと台数が満車が何回かしかない

のだから、駐車場は要らないのではないかという

ふうにも聞き取れるような御答弁をいただきまし

たけれども、私はそうではないと思うのです。一

定程度やっぱり備えるべきだと思います。（仮

称）市民ホールもやっぱりそういう想定のもとに

おおむね３００台という計算をされていると思う

のです。私は、そこら辺も妥当なのではないかな

というふうに思うのです。それは、間違いはある

かもしれません。ひょっとしたら２５０台でいい

という人もいれば、いやいや、４００台要るよと

いう人もいるかもしれません。だけれども、やっ

ぱりどこかの中で線引きをして決定をしていかな

いと、物事って決まっていかないわけです。そう

いった比例計算等々していくと、私はこの台数は

妥当ではないのかなというふうに思うのですけれ

ども、どうしてもやってみてでないと台数を計算

できないというお考えなのかどうなのか、改めて

ちょっとそこら辺もお伺いをしたいなというふう

に思います。

価格については、いろいろ説明がありました。

最初は全部不整形地も買って、含めての価格で、

今回は整形地の価格だと。その価格差はいろいろ

あるというふうな説明を、鑑定士の皆さん入って

もらって価格を決定したという説明も多分あった

のではないかなというふうに思いますけれども、

不動産鑑定士さんが入って価格を決めていただい

た経緯があったのかなというふうに思うのですけ

れども、今回の不動産鑑定士さんを入れたという、

その答えがよくないというふうにお考えなのかど

うなのか、そこら辺についてもお伺いをしたいと

思います。

最後になりますので、これでよろしくお願いし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私のほうからもお答

えをさせていただきたいと思います。

東議員から駐車場のスペースとにぎわいの関係

について質問がありました。当初から市のほうの

提案は３６台、結果的に狭いと。いろいろ議論経

過はあったけれども、あそこしか確保できなくて、

建物もでき上がったと。西條さんが住宅をさらに

ふやしたいというところに今会議所も入りながら、

最終的にああいう提案になったのですけれども、

私どもは固定的に３６台というのは一般論として
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は決して十分ではないという認識は持っています。

ただ、今日根野議員からも話あったように、通常

大きなイベントがなければ平均十数台で終わって

いると。それも関係者の車も入れての話というこ

ともあったりして、要はマックスでどのぐらい必

要かという議論も会派の内部でもしてきましたけ

れども、今日の時点で利用目的、建設目的は違っ

てもどれだけマックスで駐車場を用意するという

必要性については、もう今日的には満度に用意す

る必要はないというふうに私は思っています。た

だ、一定の許容範囲みたいのはありますから、施

設によっては必ずしもこうだからというラインを

決める必要はないのですけれども、もともとよろ

ーなの建設目的は中心街や市街地のにぎわいと活

性化、そしてその結果によって商工業者が潤うと

いうことが最大目的で４年前に譲渡しているわけ

で、そうすると固定的にあそこに駐車場を用意し

たからということばかりでなくて、議論経過にも

委員会の中であったとおり中心街、商店街の中に

も幾つかの駐車場となるようなもの、あるいは商

店街の皆さんにも協力をいただきながら、一部そ

ういう場所も確保することも重要でないかという

議論がありまして、私もまさにそのとおりだとい

うふうに思っています。あるいは、あそこの ３

５０平米の周辺にも旧長崎屋の用地もあるし、今

日段階できょうそれを決定をしなければならぬと

いう状況でもないのかなと。売った経過からする

と、３者協定を少しでも理解をし、履行していた

だくためには、むしろお持ちの株式会社が有料の

駐車場ということもあってもいい時代ではないの

かなというふうに考えていますから、固定的にあ

そこに６５台から８０台と言われるスペースを市

が全面的に持つ必要もないのではないかというふ

うに思っていますから、まだ議論が市民議論も含

めて私ども議論も含めて十分でないという認識で

おりますので、今日段階ではもう少し市民議論を

重ねてという観点を持っていますから、そしてイ

ベントを数多く定期的にやることがにぎわいイコ

ール活性化という議論は誰も思ってはいないでし

ょうけれども、もっともっとやっぱり全体的な本

当に町中が元気になるような政策、施策を市民議

論交えてやることで、駐車場問題はおのずと解決

をしていくのでないかというふうに考えています

から、単なるよろーなの施設という限定的な認識

は私ども持っておりません。最大キャパで用意す

ればするほど市民は喜ぶかもしれませんけれども、

市民の役割、責任、議会の役割、責任、執行者の

役割、責任、最終的には財源が市民のいろんな行

政サービスなんかを切り詰めながらも含めて積み

上げてきた財調基金なわけで、それだけにやっぱ

り一円たりとも使い方のしっかりした裏づけを私

ども議会や議員の役割としては議論するというの

は当然だというふうに思っています。

先ほど答弁漏れもあったのでないかと思います

が、東議員が市と議会は車の両輪、一体のものだ

と。一体というのは、私ども議会としては当然追

認機関ではないわけですから、やっぱり議論はし

っかり議会は議会でやるけれども、常に市民を介

在をして最大公約数の追求をして合議をすればい

いわけで、市の提案をはい、わかりましたと、も

う時間が来ましたという認識であれば議会の役割、

責任は本来的に果たしていないというふうに思っ

ていますから、そこはお互いにまた切磋琢磨をし

ていかなければならぬ課題ではないかというふう

に思っていますので、御理解をいただきたいと思

います。

まだありましたか。不動産の単価の関係の、そ

れは一つの準公的な参照、重要な基幹となる見解

だというふうに思っていますけれども、今回の場

合はやっぱり売った経過と市民理解ということか

らすると、出されたものはそのまま数字として理

解してくださいということだけではすとんと落ち

ないのではないかというふうに思っていますから、

あくまでも一見識だというふうに思っていますの

で、そこは私どもの受けとめ方は、特に市場の動

向にも高くても安くてもそれは周辺の価格にも影
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響が出るわけでありますけれども、その辺につい

ては必ずしも提案のことが絶対だというふうに思

っておりませんので、売り手、買い手の関係もそ

こに加味されて当然でないかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 上松直美議員。

〇３番（上松直美議員） 駐車場の必要性は、常

任委員会の中でももう合意に至って、絶対必要な

のだという認識は成立しました。１１６台に対し

て多いということではなくて、やっぱりそのぐら

いの数は委員会の委員の中でもみんな必要だとい

うふうに、私も理解しておりました。そういうふ

うに私も理解しています。台数は妥当だというふ

うに私もその中では認めたのではないかというふ

うに私自身は思っています。

買い取り価格についてですけれども、高い、安

いという論議ありました。路線価格に対する今後

の影響等、いろんなことを考慮した場合に適正価

格であるかどうかという論議をやはりかなり深く

時間を費やして議論した経緯があります。路線価

格は、その土地の価値を決めるすごく重要な価格

であり、土地を持っている人の立場に立てばその

買い取り価格によって路線価格がかなり低くなっ

たり、高くなったりするということはやっぱりす

ごく影響を受けます。それで、適正な価格である

ということで、もし安くした場合、路線価格がま

た下落して、土地を売るときにそれだけ持ってい

る人の資産価値を下げてしまう。そして、または

固定資産税も下げてしまう形になる。私は、経済

波及効果としてもある一定程度のきちっとした根

拠を持った算出方法でこの価格は決められたもの

だと思っているし、そしてある条件の中できちっ

と西條、そこについてまず私たちは議論したので

すけれども、買い取り価格に対するものについて

もう一件ちょっと質問をいたします。

そして、にぎわいまちづくりという形の中で議

論してきたと思うのですけれども、利便性の向上

によってよろーなの利用拡大というのは絶対見え

てくるし、そしてオール名寄で建設的な意見を出

して今ある施設を有効に使うということであれば、

私は絶対駐車場の確保は必要だと思います。１つ

質問したいのは、もし西條さんが２カ月間の借り

上げ契約を２カ月以上できないとなった場合、代

替案としてどういった方法を考えておられるか。

その建設的な意見をお聞きしたいし、時期尚早と

いう話ですけれども、やっぱり今決断しなければ

先に進まないというのも現実であります。だから、

私たちはやっぱりオール名寄という気持ちで建設

的な意見を出して、この問題を解決したいという

気持ちはあります。

以上について答弁をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 路線価格が不当に安

かったり、高かったりという議論はそうなかった

ような気がしますけれども、いずれにしても市場

動向も鑑定士さんの出された標準的な見識と売り

手、買い手のそのときの一定の幅の中で常々決ま

っていくものだというふうに思っていますから、

そう大きなこだわりは持っておりません、お金の

やりとりのためについては。ただ、今上松議員、

あれを取得しなかった場合の代替の関係について

は先ほども何回も言っていますけれども、３６台

では一般論としては足りなくて、特にマックスへ

の対応については。ふだんとしては、ただの空き

地になっているのでないかという感じになりかね

ないという心配もありますけれども、いずれにし

てもさらに上積みの駐車場スペースは必要だとい

う認識を持っていますから、この論議が始まった

時点から、この取得する以前から西條さんが利用

する部分、それから市が使う部分と相互利用とい

うのは一貫して議会から私どもも言ってきたと思

うのですけれども、具体的に一度ものらないまま

今日にきて、たまたま購入問題にあわせてＱマー

トさんの用地も含めて相互利用という話が３年も

４年もたって具体化したというのは非常に残念な

のですけれども、私は本来のにぎわい、活性化を

求めていくのなら、商店街の皆さんにも理解と協
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力を持ちながら、商店街の中にある一定の台数、

２条６丁目にも旧北洋跡地がありますし、あるい

は金融関係の駐車場もありますし、それは土日が

混雑するのか、夜が混雑するのかという問題もさ

まざまな分析、詳細をやりながら、幾つか分散し

て代替が可能だというふうに思っていますから、

あるいは現行は今買いたいという部分についても

全てではなくて、半分ぐらい買った上で、一部を

集客施設の可能性についてさらに追求するだとか、

一定の時間があってもいいと思います。ただ、第

三者ではない、今回は。関係者、西條さんは関係

者ですから、にぎわいと活性化も含めて引き続き

用地問題についての継続的な借用だとかという方

法も当然あるのではないかというふうに思ってい

ます。そして、その中に市民議論を織りまぜなが

ら、一定の結論を見出す時期は当然来ると思いま

すけれども、そういう理解に立っていますから、

ストレートにあのかわりに南広場という答えも持

っておりません。長崎屋は、それはもう当然全く

事前交渉もしておられませんから、そういうのも

また対象に一部なるでしょうし、そこはまだ議論

の残っている部分だというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 代替案として今民間が

使っている駐車場を有効に使わせてもらいたいと

いうふうに議論があったと思います、委員会の中

でも。私もそれは否定はしないのですけれども、

今使っているところを別な目的で貸すという考え

になるのはなかなか難しいのも現実であります。

代替案としては、きっちりとした契約に基づいて、

先のことを考えて確実にそこが借りれるというふ

うになれば、私は西條さんからの買い取りではな

くてももっと安くきちっとしたものを借りれるの

であれば、そういうふうに思いますけれども、現

時点でそういった具体的な内容が出てこないので

あれば、やはり今回の補正はもう適正であり、き

っちりと買い求めしていく時期を逃がしてしまえ

ばまた後になって売ってくれないというような状

況にもなってくる。そこは、私はすごく心配して

おります。時期を逃したときにどうなるかという

ことも考慮して、本当に検討してやらなければな

らないと思います。相互利用の推進については、

委員会の中でもきっちりとして、相互の乗り入れ

の協定を結んでいくというふうに聞いております。

それは、間違いなくやってもらえると思いますの

で、期待するところであります。

代替案について先ほど言われたので、代替につ

いてはやはり民間のところをただ当てにするので

はなく、自分たちの本当に必要なものをきっちり

と近くのところにつくるということが大事だと思

いますし、そして駐車禁止の問題も６丁目にもあ

ります。６丁目は、冬場になれば全面駐車禁止で

あります。４月１日から１１月末までは土曜、日

曜日は駐車解除になりますけれども、冬場は全面

禁止の状況。それと、あの不規則な形での凹凸が

ある、バス路線でもある、そういったところに今

いろんな車がとまっている状況もあります。それ

は、商店の買い物、やっぱり一番近くに行って買

いたい。それは仕方がないことであります。しか

し……

（何事か呼ぶ者あり）

〇３番（上松直美議員） 西條さんの土地を買い

求めることによって、そういった安全確保をとれ

ると思います。それについて代替案のことについ

ても再度聞きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 議会基本条例第８条

に（１）から（６）までありまして、私ども議会

議員の役割として、執行側の提案に対して事業や

政策についての結論を原案を提示するまでにいろ

んな幾つかの仮定の議論を対峙をして、だからこ

うなったというところの部分がございます。ある

いは、投資する、その政策に財政措置をするわけ

で、それが本当にコスト計算も含めて将来的に市

民サービスの向上や、あるいは財政をできるだけ

無駄金使わないというようなことも含めて、６項

平成２５年５月２４日（金曜日）第１回５月臨時会・第２号
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目は御存じだと思うのですけれども、委員会の議

論の中では残念なことにＪＲとの協議経過につい

ては若干、その理由はよくわかりませんでしたけ

れども、だめで結果的にあそこが出てきたという

ようなことで、いわゆるにぎわい活性化に一番関

係の深い中心街、商店街、５丁目、６丁目、７丁

目、大通含めてトータル的なこの検証というのは、

この辺にスペースありますよという奥村議員の求

めに対して出てきたもので、実際には商業団体が

せっかくこれに関係しているのにもかかわらず、

商業者全体を巻き込んだそういう議論経過みたい

のは伝わってこないので、いきなり ５００万円

であれを整備、買いたいというようなことについ

ては議論がかなり不足しているという認識を私も

持っておりまして、今言ったようにそう長期間、

何カ月も１年もという議論は必要ないかと思うの

ですけれども、市民に対する説明責任、情報公開、

そして協働のまちづくりの原点が少なくても欠落

をした提案になっていたのではないかという不十

分さがあるので、私どもはいろいろ代替案や、あ

るいは最終的にそういう結論になるかもしれませ

んけれども、議会の議員、役割、責任を果たすた

めには議会基本条例に基づいた責任を果たすこと

が今私たちに求められているのではないかという

ふうに思っていますので、上松議員にも委員会の

中ではかなり私も共感できる後段の質疑のやりと

りは聞いていまして、これは上松議員も修正に傾

くのかなというふうに思っていましたけれども、

残念なことにそうにはなっていなかったのですけ

れども、議論経過はやっぱり残るということなの

です。そういうことについて理解をいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 今熊谷議員のほうから

ありましたように、私は妥当性がどうかというこ

とに本当にこの審議の中ではすごく悩みました、

はっきり言って。必要性があるかどうか、いろん

な面で今までの経緯とか、いろいろ踏まえて十分

審議に耳を傾けながら、一つ一つ自分なりの意見

を出すために本当に悩んで、苦しんできました。

市民の皆様の意見もいろいろ聞いてきました。本

当にいろんな意見がありました。その中で私が感

じたことは、にぎわい創出の原点に返って、やっ

ぱり市民と協働のまちづくりをいま一度よろーな

からスタートしていこうという気持ちが深く煮詰

まりました。純粋に名寄市の中心街が活性化して、

もっともっと人が寄り集まってくる中心街、それ

をよみがえらすためにも純粋な気持ちになって、

やはりきっちりと行政を監視するという私たちの

務めがあります。しっかりと私は、熊谷議員の言

われたとおりいろんなアイデアを提出しました。

大学と連携した新しいコミュニティーづくりとか、

いろんな問題提言しました。それについても行政

側も深く耳を傾けてもらって、今後の検討課題と

してできることはすぐやってくれるという認識は

私も持っています。そういった意味でも今回のよ

ろーなの修正議案は正しいというふうに認識して

おります。

以上で……

（何事か呼ぶ者あり）

〇３番（上松直美議員） 修正議案ではなく、済

みません。戻ります。修正議案は適正ではないと

いう判断して、反対いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石健二議員。

〇４番（大石健二議員） それでは、出された平

成２５年度名寄市一般会計補正予算の一部を減額

する修正案ということですが、一部上松議員とバ

ッティングをするかもしれませんが、質問させて

いただきます。

減額する修正案ということですから、紙ベース

で議案があればわかりようも早いのでしょうけれ

ども、私も減額する修正案の中身について、具体

的に対案、今ちょっとるる御説明はあったのです

けれども、どうも対案の内容について明確に理解

することができないものですから、減額する修正

案の中身についてもっと具体的に落とし込んだ対
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案についてお聞かせをください。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員、ペーパーは

行っていますよね。予算。

〇４番（大石健二議員） はい、いただいていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 行っていますね。その

中身というのは、数字でなくて今……

〇４番（大石健二議員） 減額するべき修正の内

容について、もう少し落とし込んだ内容について

お知らせをいただきたいと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 提出者、言っている意

味理解できますか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員、もう少しわ

かりやすく質問してください。

〇４番（大石健二議員） お出しいただいた一部

を減額する修正案ということですから、その行政

のほうで出している補正予算の一部を減額する修

正の内容について、落とし込んだ内容についてお

知らせをいただきたいということでございます。

もう少しわかりやすく、何をどう……

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２４分

〇議長（黒井 徹議員） それでは、再開いたし

ます。

〇４番（大石健二議員） 何かの手違いで私の手

に入っておりませんでしたが、今初めて見るので、

質問の内容をかえなければいけないのかもしれま

せんが、ただそれではちょっと質問の要旨をかえ

ながらお話をさせていただきたいと思います。

日根野議員のほうから何点か修正の内容につい

て御答弁がありました。例えば取得価格あるいは

台数が適正か否か、市民への説明を果たした上で

予算化をするべきだみたいな、こうしたことが不

十分で今回の修正案提出に至ったのだろうと、今

見ながらこう思っているのですが、私にぎわいづ

くりというのはよろーなだけの整備だけではなし

に、中心市街地の魅力ある個店づくりもあわせて

進めていくべきだろうとは思うのですが、話の中

でにぎわいが先か、駐車場整備が先かというとこ

ろの問いかけの中で、にぎわいづくりが優先すべ

きだという日根野議員のお話がありました。ただ、

事ここに至って進めるべきはよろーなあるいはこ

の周辺、市街地の利用される皆さんの利活用ある

いは利便性を第一義に考えて、よろーなのあるべ

き施設のあり方について考えるべきだろうと私は

考えるのですけれども、こうした中で具体的に発

議された日根野議員あるいは熊谷議員は当面直面

するであろう駐車場用地対策についてはどのよう

にお考えなのか、改めてお知らせいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 当面する駐車場対

策という質問だと思うのですけれども、そのこと

についても本当に日常的にどの程度足りないのか、

あるいはちょうどいいのかということも現時点で

は明確な台数をつかんでいない、それぞれ。そう

いった部分においては、やはりもう少し慎重に、

もしそういった部分がつかめれば進めていくと、

それなりの。底辺というのは、私の考えでは日常

的に使っている人のその部分の駐車場については

必要だというふうに思っています。ですから、そ

の部分が明確につかめたら、それはもう必ず最低

でも用意をしなければならないというふうに考え

ています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） これは、修正案を出す

ことですから、具体的に目算なり代替用地を用意

できるお考えを持ってそういう御提言をなされて

いるのかどうか、その点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ですから、大石議

員の考えでは今もう既に全然足りないという判断
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のもと、用地をどうするのだというふうな考えだ

と思うのですけれども、私の考えでは恐らくは足

りないのかもしれませんけれども、それらについ

ても明確な判断されるデータがないということで、

例えば５月１０日から１６日までの１日の平均は

１７台と。これは、もう確実に明確な調査をして

出た答えであります。ですから、そのほかのデー

タというか、最低限必要なもととなる部分は欠落

をしているというか、本来であれば４月からしっ

かりとそのデータをとっていただければなという

ふうに私は非常に残念でならないのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 最後になりますけれど

も、確かに皆さんが危惧を抱かれている、例えば

今回のよろーなの駐車場の用地については、たし

か平成２３年３月３０日に開かれている議員協議

会の中で基本計画が発表された。その段階で駐車

場用地の不足については、指摘される議員の声が

ありました。それから２カ年度を経て、事ここに

至ってようやく不足ということで、確かに手落ち、

不手際というのは見え隠れはするのですけれども、

ここは何よりも利用される市民の皆様の利便性を

第一に考えるべきだろうと私は思います。そこは、

最悪を想定して最小の結果を得られるというよう

な行政的な視野に欠けるきらいはあるにしても、

今回はまず市民の皆様の利活用を図っていくとい

う上で、ぜひとも市が提案している補正予算額ど

おりにお認めをいただきたいというふうに考えま

す。もし今回修正案を出されて、今後の議論の経

過の中でということではなしにもう少し修正案に

見合った具体的な用地の取得予定地が確保される、

あるいは賃借ができる、貸与がされるというよう

な明確な素案なり何かそちらのほうでも用意され

ているような修正案であれば、私は十分一考の余

地に値するかなと思いますが、どうもお話の中で

は見えてこない、聞こえてこないということで、

修正案については反対をさせていただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 求められていないか

もしれませんが、あえて言わせてもらいますが、

原案に対して ５０９万 ０００円を減額すると

いうことは、一旦立ちどまろうという意味合いで

受けとめていただければ幸いなのですけれども、

要するにあえて代替案という ３５０平米を埋め

るような物の考え方は、先ほども中心街、商店街

の中に、あるいは旧長崎屋、西條さんがこれ以上

６月から貸してくれないと、しばらく。賃貸をさ

せてくれないという場合については、当然違う代

替あるいはバスで、せっかくの今実証実験やって

いるバスにたくさん乗ってもらう施策について本

当に真剣に考えることが、１人１台あろう駐車場

にみんながとめたらすぐ埋まるわけで、さまざま

な角度で予算を有効的に使っていくためにはいろ

んな知恵があっていいというふうに思っています

ので、あえてやっぱり減額をして一旦立ちどまる、

そういうこと、あるいは西條さんかどうか別にし

ても近隣に有料駐車場等も一つの代案でも一部、

埋めるものにはなりませんけれども、それこそ総

合的に一定の時間市民を巻き込んだ議論をするこ

とがまた今後のまちづくりに、駐車場問題に限ら

ず名寄の全体のまちづくりを考える意味でも非常

に大きな足跡を残すのでないかというふうに思っ

ていますから、あくまでも ５０９万 ０００円

を減額するということについては立ちどまってい

い議論をもう一度やりましょうという提案でござ

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） 高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 大分質問も出ました

ので、私は短目にいきたいなというふうに思いま

す。まず、私も当初よろーなの部分の委員会に入

っていろいろ審議をさせていただきました。その

中でもやはり当初は違う部分の建物でしたので、

５０台という台数でよかったのですけれども、い

ろいろ商工会議所、また観光協会、そして消費者

協会、そして市民会館の代替ということでなって
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きて、駐車場が足りない部分がふえてきたという、

私は十分そういうふうに思っています。その中で

やはり議会としてほとんどの方が反対されなかっ

たと私は今信じております。その中で今回駐車場

の部分が出てきました。先ほど熊谷議員も言われ

たように財政基金、本当にもう一円たりとも市民

の税金は無駄にしたくないというのは私も事実で

あります。無駄なことはやりたくない。その無駄

なものにも出したくないというのも事実で、今ま

でずっと議論をさせていただいてきたつもりであ

ります。その中でやはり今回本当にこの駐車場が

無駄なのかどうなのかという議論が開始されまし

た。委員会にも私委員外で出させていただいた中

で、ほとんどの議員はやはりあそこが駐車場では

なくてもよそで使えるではないかと。駐車場の必

要性は、全議員が、ほとんどの方が必要だという

ふうに認識はしました。その中でこの修正の部分

がいいのか悪いのかという部分だったというふう

に私は思っておりますので、そのことをちょっと

お聞きしたいなというふうに思います。

先ほどから日根野議員は、データ、データとい

うふうに言われています。市が出したデータは、

平均１７台というふうに言われていました。でも、

私マックスはもっともっと、平均ですから、平均

は１７台だったというふうに認識しております。

マックス以上に入った部分もあったと思います。

その中で先ほど日根野議員は東京ドーム、ニトリ

の何とか、３カ所言って、ここは自分が行きたい

から駐車場がなくても行けますよというふうに言

われたので、そのことについてちょっとお聞きし

たいなというふうに思います。東京ドームはどこ

にあって、交通手段はどんなものなのか、ニトリ

の何とかというところも人口がどれくらいのとこ

ろで、交通手段はどういうふうなのか、それとも

う一カ所言われたところは、行きたいから行くと

言われたものですから。でも、名寄、この北海道

でしたら、きっと交通手段はほとんどが車両部分

が入ってくると思います。日根野議員もやはりよ

ろーなには来ないと思いますけれども、よろーな

に来るとしたらどういう手段で来るか。バスで来

たり、汽車で来たりするのか、その辺もちょっと

お聞きしたいなというふうに思っております。

私は、今回の議論、いろんな方に、市民にお聞

きしました。いろんな方はいます。税金の無駄遣

いでないのかという方も若干おられました。でも、

市立天文台、あれを建てたときも全然天文台に行

かない、俺は全然そういうのは知らないよという

人は、あれは税金の無駄遣いだと感じる人はいる

のです。文化センターもきっとそうでしょう。そ

して、よろーなもきっとそうだと思います。私は、

だから税金の無駄というのはここでしっかりと話

して、これが無駄なのかどうなのか。でも、執行

したらその税金が無駄にならないように活用して

もらう。しっかりとしたにぎわいをつくってもら

うというのが私ども議員の責任でもあるし、行政

の責任でもあると思うのですけれども、そこら辺

の部分の考え方はどうなのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいなというふうに、２点お願いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 私がよろーなへ行

くとしたら、どうやって来るのかという、当然車

で行きます。ただ、いっぱいであれば市民に迷惑

かからないところに、これはもう車で行く人の責

任だというふうに私は思っていますので、それを

駐車場がないからといって行政に文句言う筋合い

はないわけで、これは当然のことだと思います。

それから、私さっきはっきり言わなかったと思

うのですけれども、ニトリ文化ホールですとか、

札幌ドーム、東京ドーム、たまたまここは私が何

回が行ったことがある部分で、駐車場を申し込ん

だ経緯もあるのです。正確にここに何台駐車場が

あるかどうかという部分ではなくて、申し込んだ

ときにはもう既に全然申し込みが受け付けてもら

えないと。駐車料も結構 ０００円ぐらいはかか

ったのでないかなというふうに思います、もし入



－46－

平成２５年５月２４日（金曜日）第１回５月臨時会・第２号

れたら。だから、そういう部分においては非常に

建物に対しては駐車場はキャパが狭いという意味

で言わせていただきました。

あと１つ、済みませんけれども、２回目の質問

には入れないで、ちょっとお答えしたいと思いま

すけれども。

〇議長（黒井 徹議員） いいですか、今の。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） いいのですか、２回目

で。

高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 今お答えいただきま

した。札幌ドームと言わなかった。東京ドームと

言われたと思うのですけれども、札幌ドームでも

同じだと思う。私もコンサドーレの試合だとか、

日本ハムの試合行きますので。 ０００円取られ

ます。そして、札幌ドームの外にも駐車場があり

ますし、札幌ドーム狭いようで意外と駐車はとれ

ます。そして、きっとドームのところというのは

ほとんどの方が、もう８割ぐらいが地下鉄、バス

で行くところなのです。でも、月寒ドーム、知っ

ているかどうかわからないですけれども、あそこ

は交通の利便性ちょっと悪いのです。駐車場大き

いのです。だから、この北海道というのは交通の

利便性を考えると、やはり先ほど言ったように車

で行かれるというふうに言われました。そして、

自分は市民に迷惑かけないように駐車場とめるよ

と言ったのですけれども、場外馬券場ですか、見

ていただいてわかるように、ほとんどの方は駐車

場に入れていない。路上駐車になっているのを御

存じでしょうか。私は、きっとよろーなに行かれ

る方がいたら、１本こちら側の駐車禁止でない民

間のところに車をとめたりなんかする人が多いの

かなというふうに名寄市民ですから感じるのです。

私は、だから日根野さんが言った部分というのは

正解だと思います。でも、ほとんどの人は路上に

駐車する方が多いのかなというふうに思っている

のです。やはり駐車場問題、先ほどデータ、デー

タと言ったけれども、私はデータでは押さえられ

ない部分というのもあるのかなと。突発的な大き

い会合、それが全部必要だという、そこは必要だ

という部分というのはどうのこうのではなくて、

突発的な部分で百何十台、２００台とまるといっ

たときには絶対必要だと思うのです。だから、そ

れがよく言う１００年に１度の災害ではないです

けれども、私は駐車場もある程度そういう部分を

考えてつくっていかない限りだめなのかなと。名

寄の市内が全部駐車禁止になればきっと有料駐車

場にとめる方は多くなると思うのですけれども、

今の現状名寄市は駐車禁止というのはある程度の

区間しか制限されていないので、私はやはり市の

有料の、無料の駐車場というのは必要なのかなと。

市民の利便性だとか、市民のそういう迷惑を考え

ると必要不可欠なものではないのかなというふう

に感じるものですから、もしその部分があればち

ょっと教えていただきたいというふうに思います。

もう一つが先ほど言ったように、議論は十分必

要だというふうに思っています。でも、議論がさ

れて、十分されていないと言いますけれども、私

はある程度されてきたというふうに思っています、

この４回の委員会で。やはり平行線の部分が大分

委員外議員で見ていてあったものですから、どこ

まで平行線なのかなと。やはりある程度妥協して、

こういう部分のそちらの方はきっと税金の無駄遣

いと言われた部分あったものですから、私は税金

の無駄遣いではないと先ほど、思っていますし、

しっかり議員と行政が話し合って、 ０００万円

であろうと、 ０００万円であろうと、 ０００

万円であろうと、 ０００万円であろうと、１億

円だろうと、私たちが結論出たことに対してしっ

かりと責任を持って、にぎわいづくりだったらに

ぎわいづくりのために私たちも汗を流していかな

ければならないし、そういう部分が必要ではない

のかと先ほど言って、どうなのですかとお答えを

いただきたかったなというふうに思ったものです

から、御質問させていただいたのです。では、よ
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ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 市民駐車場は、本

当に高橋議員言うとおり私もたくさんあったほう

がいいというふうには考えています。しかし、そ

の裏にはやはり財政負担という部分もあるわけで、

これはしっかり優先順位を決めて進めていかなけ

ればならないということが基本にあるわけで、そ

この裏づけがないままに、駐車場は確かにいっぱ

いあれば本当に便利です。だけれども、そこを優

先順位をしっかり見きわめながら進めないと、ほ

かの部分であおりが来るということだと思います

ので、その辺はやっぱり市民理解を得ながらしっ

かり進めていかなければならないということだと

いうふうに思っています。

それから、にぎわいづくりの必要性というのは

必要です。私も同じく必要だと思います。特に今

回新しく整備されたよろーなも、それから今度で

きる市民ホールも含めて、本当に名寄が活気ある

まちを市民とともにつくり上げていかなければな

らないというふうに私は思っていますので、それ

については全面的に知恵を絞りながら、議員の立

場でも、あるいは一般の人から聞いていても提言

をしていきたいというふうに考えていますので、

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） 大体わかりました。

本当に駐車場が必要だというのは全議員の思いだ

というふうに感じました、きょう。本当にいろん

な思いはあります。私も本当に一円の無駄な税金

も使いたくありません。でも、市民が必要な部分

の税金というのは投入せざるを得ないでしょうし、

投入したからには私たち議員、また行政が責任を

持ってにぎわいづくり、また市民の利便性向上、

また市民のために活用できるようにしていかなけ

ればいけないなというふうに思っています。

今回の部分でもいろんなお話がありました。も

う一点だけちょっとお聞きしたいのですけれども、

３月に今回の駐車場の提言を市長からいただきま

した。私は、実質そのときの状況を見ると、そん

なに全議員の方々は反対ではなかったのかなとい

う思いが、私の思いです、ありました。ある市民

連合さんの懇談会から駐車場の反対が出てきたの

か、原因は先ほどきっと多額の税金を使うからと

いうことだというふうに思うのですけれども、そ

の辺ちょっと詳しく。自分たちは、市民の懇談会

のときから反対になったのか、そして最終反対は

やっぱりこの ５００万円の税金投入なのかとい

うのを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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 大変いい質問をいた

だきましてありがとうございます。３月２６日で

したね、市長から。報告ということで、そのとき

は全議員が異論がなかったという判断はちょっと

違うのかなと。一定のやりとりをした上で報告を

聞いたという程度だと思います。それから、やや

１カ月半ぐらい私どもも机上での会派内の議論も

もちろん積み重ねましたけれども、やっぱりここ

は一旦立ちどまって市民の皆さん、全員が日ごろ

の日常活動の中で市民の意見はいただいていると

思うのですけれども、いい、悪い別にして。ただ、

ちゃんと表に出て、もう一回自分たちの最終判断

をするに当たって意見をもらったほうがいいだと

うと。それは、当然平成２１年からの３者協定で

譲渡をしたときからの話にずっとつながっていま

すけれども、そういう過程の中において厳しい批

判が出たことも事実ですし、市民の意見１００％

いわゆる予算に反映するなんていうことはどちら

にしても難しい、最大公約数で議会は対応するわ

けでございますから。そういう意味では、全議員

ができれば、あるいは執行者も外へ出て皆さんか

らしっかり意見を聞くという場があれば、またい

ろいろ賛成だ、反対だ、だからこれは必要だとい

うようなことで一定の落ちつき点も出てきたのか

もしれませんけれども、そういう意味では執行側
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の最近の姿勢というのは私どもいただけないなと。

むしろ積極的にやっぱりまちへは出ると、自治基

本条例決めてから。そういう姿勢については欠け

ている。議会に説明した、報告をしたら、それで

今までもやってきていますという、そういうやり

とりはちょっともう今の時代は合わないなという

感じがしていますので、そういう意味で迷ったと

きにはやっぱり原点、市民の目線を大切にすると

いう姿勢から、多くの意見をいただいた上でこの

議案に臨んでいますから、きょうが最終結論を政

治的にも、議会の中では一定の議論はしたけれど

も、ただいただけない答弁はたくさんありました、

現実に。あるいは、陳謝する部分、反省する部分

も出たりなんかして、一回立ちどまってもう一回

一つの結論を出すためには、もう少し駐車場の必

要性については認識しながらも、規模あるいは活

性化、にぎわいの問題、３者協定の責任、それぞ

れの役割について再びやっぱり議論することは今

後の名寄のまちづくりにとっても非常に大きな財

産になるのではないかというふうに思っています

から、そういう意味で立ちどまって議論をさせて

いただいて、あとはそれこそきょう臨んでいる私

どもの態度は総合的な判断で修正を出しています

ので、ぜひそこは高橋議員にも御理解をいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木寿議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 何点か質問をいた

したいと思いますが、今までに議論した中で基本

的に駅横の駐車場は必要ないという考えの、まず

その大きなところを聞きたいと思いますし、今ま

で説明という部分で市長と、あるいは議員協議会

等でこうやって説明をしてきて、そして我々もそ

の部分では駅横のほうにあるというのは必要なの

だろうなというふうな、私の市民の方の何名かに

聞いたところ、それはやっぱり必要ですよねと。

そういうようなところというのは、今まで自分も、

私も説明というのは議員の中にも代表権を持って

いますから、説明する部分というのはあるのだと

思うのです。それで、今まで伺った中でそういう

駐車場の駅横のところは必要ですねという、そう

いう意見の人も全くなかったということなのでし

ょうか、それともあとそういう意見と、それから

入居団体あるいは利用団体の方が必要だと言って

いるのです。それをそういう意見の扱い方をどう

いうふうに考えているのか、まずそれを聞きたい。

２つ目。

３つ目は、今回この補正出されているのですけ

れども、私はこの借地２カ月については皆さんが

２カ月はもうこれは了解されていると認識をして

いるのです。それで、もちろん市のほうも西條さ

んと契約を結んで、そしてそれなりの計算をされ

てやった金額。そうすると、ここの中に駐車場の

例えば使用料及び賃借料あるいは駐車場用地の測

量とかの部分、それから手数料、こういうような

部分というのは全くこれも承認しないと、こうい

う考え方なのか、その辺ちょっと３つ聞きたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） まず、基本的に駐

車場は必要ないのかどうかという御意見だとは思

うのですけれども、先ほどからも何度か答弁をさ

せていただいていると思うのですけれども、必要

な台数は必要だということを言ってきているとい

うふうに思いますので、御理解をいただきたいと

思います。

それから、入居団体が必要だと言っているとい

う部分なのですけれども、それについても基本的

には入居団体については自前で用意していただく

のが本来の筋ではないかなというふうに考えてい

ます。

それから、借地の関係についてはきょうここで

結審されるかどうかということで決まるというふ

うに考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） まず、駐車場はそ
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こに駅横にあればやっぱりどうしても人間の心理

として使うではないですか。私は、その予定する

駐車場はよろーなの駐車場と、それから例えば市

民が町中に行くための駐車場で、そういうような

もののほうから考えるとどうしてもやっぱり必要

なのだと。これは、台数はちょっとわかりません

よ、今台数で限定すると言いましたけれども。そ

ういう考えを持っていますけれども、その考え方

というのは市民の意見を反映しないということ、

反映をしてやるという、それはこれから議論する

ということなのですか。それを議論するというこ

とをまず聞きたい。

そして、議論するのであれば、今２カ月のこと

をやっていますけれども、例えばこれが議論して

半年も幾らもなってその価値が高くなるのかわか

りませんけれども、安くなるのかわかりませんが、

高くなったときでももしそれが議論でそこを買う

となったら絶対買うという、そういう心づもりは

おありなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午前１１時５６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 駐車場、近くにあ

れば便利かと、そのほうがいいのでないかという

御質問だったと思うのですけれども、近いほうが

便利です、確かに。しかし、それを求めるかどう

かというのは先ほどから答弁をさせていただいて

いるとおり、それなりの先ほど提案された修正案

を５項目挙げているわけですけれども、その理由

にのっとって必要か、進むかどうかという部分を

参酌をしていただきたいというふうに思います。

それから、これからもしちょっと買わないで、

次買うときに高くなったらどうするのだと、そう

いう心づもりはあるのかという部分ですけれども、

必要であればそれは必要だというふうに考えてい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 余り言うと討論み

たいになるので、一応将来に向かって鑑定されて

いるあれは妥当だと思っているのですけれども、

私の心配というのは今の段階で将来でも高くなっ

たり、安くなったりするかもしれませんが、それ

でも結論によってはちゃんとそういうようなしっ

かりとしたそこを買うと言ったら買うというふう

になる決意というものはあるのですかというふう

にさっきから聞いているのです。ちょっと再度。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 必要があれば、そ

れは金額に関係なしに必要だというふうに考えて

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） 質疑なしと認めます。

以上で提出者に対する質疑を終結いたします。

提出者は自席にお戻りください。

（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 植松議員。

〇７番（植松正一議員） ただいまの修正案の採

決につきましては、記名による投票をお願いした

いと思います。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

（「動議」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 今回の採決は無記名

の投票でお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 ０時００分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

時間ということで、暫時休憩に入ってというふ

うに思いました。今委員長報告に対する表決を求
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めようというふうな形の中で、その表決について

は記名投票、無記名投票と両方出ていますけれど

も、無記名投票のほうは賛同者がいないというよ

うな判断をいたしました。記名投票のほうは賛成

というコールがありましたので、私の判断として

は記名投票ということにしたいというふうに思い

ますので、記名投票につきまして、表決につきま

しては昼を挟んで１３時から行いたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩に入ります。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算の修正案について採決を記名投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖します。

（議場閉鎖）

〇議長（黒井 徹議員） 念のため申し上げます。

投票は単記記名であります。投票用紙に氏名と修

正案を可とする者は賛成と、修正案を否とする者

は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願い

ます。

なお、氏名無記載、白票は無効といたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

〇議長（黒井 徹議員） 会議規則第３１条第２

項の規定により、立会に、

佐 藤 靖 議員

佐々木 寿 議員

を指名します。

両議員の立会をお願いします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 配付漏れはなしと認め

ます。

投票箱を点検させます。

（投票箱点検）

〇議長（黒井 徹議員） 異状なしと認めます。

それでは、事務局長に点呼を命じます。

〇事務局長（益塚 敏君） それでは、ただいま

から点呼を行います。

投票の経路につきましては、向かって左側から

演壇に上がっていただきまして、投票箱に投票の

上、右側のほうからおりていただきます。

それでは、点呼をいたします。佐藤靖議員、佐

々木寿議員、川村幸栄議員、奥村英俊議員、上松

直美議員、大石健二議員、山田典幸議員、川口京

二議員、植松正一議員、竹中憲之議員、高橋伸典

議員、駒津喜一議員、熊谷吉正議員、佐藤勝議員、

日根野正敏議員、山口祐司議員、東千春議員、以

上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 投票漏れはありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 投票漏れはなしと認め

ます。

投票を終了いたします。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

〇議長（黒井 徹議員） 開票を行います。

（開 票）

〇議長（黒井 徹議員） 投票の結果を報告しま

す。

投票総数１７票。

そのうち有効投票 １７票

有効投票中

賛成とする者 ７票

反対とする者 １０票

以上のとおり反対が多数です。

したがって、修正案は否決されました。

お諮りいたします。議案第１号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決をいたします。

議案第１号 平成２５年度名寄市一般会計補正

予算（第１号）に賛成とする者の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 賛成多数です。

よって、議案第１号 平成２５年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決

されました。

〇議長（黒井 徹議員） ここで市長より発言を

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議長からお許しをいただ

きました。ありがとうございます。

ただいまは、補正予算の議決をいただきまして

ありがとうございました。５月１３日の臨時議会

で提案をして以来、本日も含めて数回にわたって

の常任委員会での活発な御議論をいただきました。

駐車場の取得に至るこれまでの経過の説明ととも

に、さまざまな角度から御意見、御指摘をいただ

きました。３月の議会で方針をお示しをさせてい

ただいて以来、私もさまざまな会合で市民の皆さ

んに御説明をさせていただいたつもりであります

けれども、今回の議論は報道等で改めて市民に周

知をさせていただく機会となりました。活発な御

議論をいただいたことに対しまして感謝を申し上

げたいというふうに思います。一旦売却したもの

をまた買うということでありますから、苦渋の選

択でありました。しかし、現時点においては私に

とってはこれしかない決断でもございました。駐

車場を広く確保をさせていただいたことで、よろ

ーなの利用拡大、駅横全体の多目的の利活用、中

心市街地活性化などさまざまな可能性が広がるこ

とは確実であります。いただいた議論は重く受け

とめさせていただきながら、３者協定はもちろん

でありますが、入居団体、商店街、市民の皆さん

とも今後ともよく相談をさせていただきながら、

市民みんなでこの駅横、中心市街地の活性化、そ

れがひいては地域の活性化につながるよう今後も

さらに努力、精進をしてまいることをお約束を申

し上げて、一言お礼の御挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、教育長より発言

を求められておりますので、これを許します。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 議長から発言のお許し

をいただきましたので、私のほうから御報告とお

わびを申し上げます。

このたび名寄東小学校の教諭が平成２５年５月

１８日に札幌市内で盗撮を行い、公衆に著しく迷

惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、

いわゆる北海道迷惑条例違反の容疑で逮捕される

事件が発生いたしました。この間保護者、市民の

皆様、市議会の皆様に大変な御心配と御迷惑をお

かけし、心よりおわび申し上げます。

教職員の服務監督者である教育委員会といたし

ましては、各学校に対し教職員の服務規律につい

てこれまでも機会あるごとに注意を喚起し、厳正

な指導をお願いしてきたところでありますが、こ

うした事態が発生したことはまことに遺憾であり

ます。教職員のわいせつ行為は、児童生徒や保護

者との信頼関係に成り立つ教育という営みを根底

から覆し、学校教育に対する信用を著しく失墜さ

せるものであり、児童生徒を指導する立場にある

者としてあってはならない行為であります。当該

校におきましては、既に保護者説明会や全校集会

などを開き、事件の説明を行うとともに、児童に

動揺が広がらないよう指導を行ってまいりました。

平成２５年５月２４日（金曜日）第１回５月臨時会・第２号



－52－

教育委員会といたしましては、今後とも北海道教

育委員会と連携しながら、児童への心のケアに関

する指導など学校への適切な支援を行ってまいり

たいと思います。また、再発防止に向けましては、

関係通知等を活用して校内研修を行うなど、各学

校におきまして服務規律の保持に向けた具体的な

取り組みを通して万全を期してまいりたいと思い

ます。改めて保護者、市民の皆様、市議会の皆様

におわびを申し上げ、御報告とさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期臨時会に付

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２５年第１回臨時会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時１７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 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春
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