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平成２８年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２８年６月３日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２８年第１回定例会付託議案第３

５号 名寄市中小企業振興条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市駅前自転車駐車場

管理条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の一部改正について

日程第８ 議案第４号 字の区域の変更について

日程第９ 議案第５号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第12 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算）

日程第13 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計補正予

算）

日程第14 議案第１０号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第16 報告第１号 平成２７年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第17 報告第２号 公害の現況に関する報告

について

日程第18 報告第３号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第４号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第19 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２８年第１回定例会付託議案第３

５号 名寄市中小企業振興条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市駅前自転車駐車場

管理条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の一部改正について
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日程第８ 議案第４号 字の区域の変更について

日程第９ 議案第５号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第12 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算）

日程第13 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２７年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計補正予

算）

日程第14 議案第１０号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第16 報告第１号 平成２７年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第17 報告第２号 公害の現況に関する報告

について

日程第18 報告第３号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第４号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第19 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 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 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 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
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長
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市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康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１７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、

７番 高 野 美枝子 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１７日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

７日までの１５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２８年

第１回定例会付託議案第３５号 名寄市中小企業

振興条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） おはよ

うございます。議長より御指名をいただきました

ので、平成２８年第１回定例会におきまして当委

員会に付託されました議案第３５号 名寄市中小

企業振興条例の一部改正についての委員会におけ

る審査経過並びに結果について御報告申し上げま

す。

委員会は、平成２８年４月２１日、５月１１日、

５月１９日の３回にわたり、川田経済部長、水間

営業戦略室長を初め担当職員の出席を求め、本条

例の内容について慎重に審査を行いました。

付託されました議案第３５号の内容は、提案理

由の説明にありましたように、近年市内経済や中

小企業を取り巻く環境が大きく変化をし、新たな

課題に対応した支援制度の見直しが急務なことか

ら、名寄市中小企業振興審議会に現在の中小企業

が抱える課題などを踏まえた支援制度の見直し及

び制度の見直しに伴う本条例の改正について諮問

し、その答申書を踏まえ、創業、事業承継など新

たな課題に対応するとともに、総合的に中小企業

の振興施策を推進することにより、地域経済の活

性化を図るためのものです。

第１回目の委員会開会の冒頭で、提案の条例改

正については当初平成２７年１２月定例会の議案

提案と説明していたが、提案の時期が２８年３月

議会の追加議案となったことについて謝罪があり、

次に担当者より名寄市中小企業振興条例にかかわ

る支援制度の見直し及び振興条例の改正について

名寄市中小企業振興審議会及び中小企業支援制度

検討部会での議論経過と内容について報告があり、

名寄市中小企業振興審議会は平成２７年５月１１

日に第１回の審議会が開催され、市長から中小企

業にかかわる支援制度の見直し及び名寄市中小企

業振興条例の改正にかかわる方向性について諮問

され、支援制度を検討する作業部会として中小企

業支援制度検討部会が設置され、７回の部会での

協議を受け、１月８日に審議会より答申があり、

提案理由の説明にあったようにこれらに基づき議

案提案となった旨の説明がありました。

委員会としても中小企業の振興をどう図るかと

いう視点で条例を審査することを確認し、審議に

入り、委員からは審査に当たって必要な資料とし

て、名寄市中小企業振興審議会及び中小企業支援

制度検討部会の会議概要、規則による支援制度の
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現時点での改正案について資料提供の要望があり、

市長からの諮問書及び審議会の答申書もあわせて

次回までに資料の提出を求めました。

そのほか条例の内容について、１、第６条で経

済団体に中小企業への支援を求めているが、市の

施策に対しても支援が必要なのではないかという

質問に対して、今回の改正には含めていないが、

施策の活用に対し経済団体だけではなく、関係機

関と連携したサポート体制の整備について考えて

いる。

２、第３条第１号の経営の革新を図ることにつ

いての説明と第７条第３項、審議会委員の割合の

考え方についての質問に対しては、経営革新につ

いては前向きな新たな取り組みを促すということ、

事業者からの相談に対しては従前から商工支援策

ガイドを用意している。さらに取り組みやすいよ

うに進めていく。審議会委員は、学識経験者２名、

中小企業団体関係者６名、経済団体関係者３名、

消費者２名で、そのうち女性委員は３人、次回改

選時に向けて見直しするとの回答を受け、１回目

の審議を終えました。

２回目の委員会では、追加資料の説明を受け、

その後に行った各委員からの質疑の内容について

報告します。１、審議会議論の中であった補助金

の申請の仕方がわからない、宣伝不足という意見

への対応として、行政、商工関係、金融機関の連

携について、使いやすい制度、わかりやすい制度

にするための対応が必要であるとの質問に対して、

現行は商工支援策ガイドでの説明を行っているが、

今後は産官金のネットワークによるサポート体制

を構築した上で周知を行い、サポートする。

２、市民、市、中小企業者の責務なども含めた

答申にある住民と事業所、自治体の役割について

の明確化と基本条例の考え方に対する質問に対し

て、答申にもあるように基本条例については市民

も含めた中小企業の振興策の機運を高め、条例の

必要性も含めて今回の条例改正とは別に引き続き

検討していく。

３、労働環境、福利厚生、事業承継について、

Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンへの対策、市外か

らの就業者への家賃補助などの新たな施策を盛り

込むべきであるとの質問に対して、労働環境、福

利厚生に関して既存メニューを引き続き周知、国

の創業支援事業を事業承継に活用、Ｕターン、Ｉ

ターンに対しては移住、定住施策の整備の中で検

討する。

４、名寄市中小企業振興審議会の設置役割につ

いて、個別のメニュー、施策の決定についても役

割として加え、審議会での施策のチェック体制が

必要である。また、規則にある条文を全て条例と

すべきではないか。また、男女の比率の均衡、委

員の任期や会議のあり方についての考え方に対し

て、新たに整備するメニュー及び既存の施策を見

直した助成メニューに対する審議も名寄市中小企

業振興審議会の役割としても含まれるものとして

対応している。審議会に関しては、最低限条例に

掲載すべき事項とした。男女の比率に関しては、

名寄市男女共同参画という視点で依頼することを

考える。

５、従業員の支援と公契約の指針とのかかわり、

地域経済の活性化、循環に結びつけるための方法、

創業に対する支援策はとの質問に対して、契約に

ついては適正な価格で競争性も担保され、その契

約が従業員の労働環境に反映できるような名寄市

の対応が重要である。市内の中小企業者の振興な

くして名寄市の経済発展はない。大学の活用と新

たな創業も含めた具体的な施策の周知とサポート

体制を構築し、施策の活用を図る。

６、経過措置の考えについての質問に対して、

創業に係る事業希望者に不利益が生ずることを回

避することと２カ月前に事業着手している場合も

含めて制度適用を拡充するという考えであるとの

質疑を行い、次回の委員会において委員間の議論

を行うこととして終了しました。

第３回目の委員会では、前回までの委員会での

質疑を正副委員長で整理し、１点目に産官金ネッ
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トワークについて現在考えている内容、スケジュ

ール等についての説明を求め、中小企業に対する

コーディネート機能の強化を図るために名寄商工

会議所、風連商工会、金融機関、市役所による各

組織の長所を生かしたサポート体制を構築し、な

よろ経済サポートネットワークとし、経営の革新、

創業者のフォロー、事業承継などをコーディネー

トすることで経営基盤の底上げ、発展を目指し、

条例制定後規則の改正にあわせて関係機関に声か

けをし、施策の周知、情報の共有を図る取り組み

を始める。

次に、名寄市中小企業振興審議会の役割に関し

て、具体的な施策の内容についても名寄市中小企

業振興審議会の役割として審議を義務づけし、条

例文にという意見に対して、今回も審議会に諮り、

最終的な意見をもらうこととしているが、新たに

整備するメニュー及び既存の施策を見直した助成

メニューに対する審議も名寄市中小企業審議会の

役割としても含まれるものとして対応しているの

で、御理解いただきたい。

３点目に、中小企業振興審議会の議論の内容の

公開についてに対して、開催状況や議題、検討概

要等について名寄市情報公開条例を遵守し、委員

会の報告及びホームページで公開する。

４点目に、女性の割合が非常に低い審議会委員

の男女比については、今後の改選に向けては男女

の割合について名寄市各種委員の任免に関する要

綱に沿って、さらに名寄市男女共同参画推進条例

も制定されていることから、男女共同参画の推進

に積極的に取り組んでもらえるよう引き続き各団

体へお願いし、男女の比率の均衡に努めていく。

最後に、附則の経過措置について、このような

措置を講ずる必要があった理由についてに対し、

当初の予定どおり平成２８年４月１日に施行され

た場合、経過措置を設ける必要はありませんでし

たが、支援制度見直し及びそれに基づく条例の改

正に係る議論、手続等が遅延したことにより、創

業に係る国の補助事業が本年４月から募集開始と

なったため、創業に係る事業希望者に不利益が生

ずることを回避させるため、今回経過措置を講ず

ることになった。施行の日前から２カ月前の根拠

については、北海道信用保証協会における創業保

証の採択条件の中で２カ月前に事業を着手してい

る場合も申請することが可能であることから、同

様の選択基準を適用したことを御理解願いたいと

いう５点について再度確認しました。

さらに、各委員からは、審議委員会の開催基準、

企業立地条例では課税免除規定があるが、固定資

産税等の減免等の考えはとの質問があり、審議委

員会の開催は定期的に諮問以外でも開催して意見、

情報交換している。独自の課税免除減額は考えて

いないとの答弁を受け、委員間討論に入りました。

委員間の議論では、審議会の役割として、審議

会の中での議論で使いやすい施策としていくこと

が重要、審議会での議論の情報公開を強く求める、

サポートネットワークについて全国の成功事例か

らも事業者のところへ足を運んで話し合うことが

よくなる鍵だと認識されているので、名寄での実

施に当たっても取り組むことを求めるという意見

があり、委員会としての要望とすることを確認し

ました。

以上の当委員会での質疑、討論の結果、平成２

８年第１回定例会付託議案第３５号 名寄市中小

企業振興条例の一部改正については、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついての御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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よって、平成２８年第１回定例会付託議案第３

５号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時１４分

再開 午前１０時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本日、平成２８年第２回

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２７年度の各

会計決算について申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となります一般会

計及び特別会計の決算については、今後、計数整

理を行うことから、ここでは、概要について申し

上げます。

一般会計については、繰越しすべき財源を除い

て、概ね５億５千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、普通交付税において、基準財政需要

額における公債費の増や、調整額の復活による追

加交付などにより予算額を上回ったことと、歳出

では、各費目における歳出削減などによる不用額

が主な要因と思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定について

は、基金を ３２３万円取り崩したことなどもあ

り、概ね６千万円の黒字となる見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定については、

介護給付費負担金や調整交付金の増などにより、

概ね７千万円の黒字となる見込みです。

簡易水道事業特別会計については、水道事業会

計への統合に伴い、平成２７年度をもって廃止す

るため、打ち切り決算となり、決算剰余金が生じ

ますが、それら剰余金については水道会計へ引き

継ぐことといたします。

国保・介護の保険事業勘定及び簡易水道事業を

除く特別会計については、一般会計繰入金で調整

しますので、収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、８

０億８２２万 ０００円となりました。

当初予算の段階では、取崩しを７億 ４８６万

５千円予定していましたが、決算剰余金を含めた

積立と歳出の抑制などによる積戻し、財政調整基

金や公共施設整備基金へ今後の財政運営などを見

据えた積立を実施したことにより、基金残高は、

前年度と比べ９億 ７５８万４千円の増となりま

した。

主な基金の残高は、財政調整基金１８億 ２４

６万円、減債基金１４億 ０２３万円、公共施設

整備基金１０億 １９０万円、地域福祉基金１億

６１１万円、地方交通確保基金１億 ０３０万

円、合併特例振興基金１２億 １６０万円となっ

ています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金 ５８４万円、介護給付費準備基金１億

６８１万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用して、健全な財政運営に取り組んでまい

ります。

次に、地方創生について申し上げます。

昨年、策定した「名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の着実な推進に向けて、様々な分野

において、互いに連携・協力した取組を実施し、

地方創生の実現に資することを目的として、３月

２９日には、北星信用金庫及び北海道銀行、３月

３０日には、北洋銀行との間で、地方創生に係る

包括連携協力に関する協定を締結いたしました。

今後、地方創生に関する施策を具現化し、実行

する段階に入ることから、その過程で、金融機関

の持つ知見、ネットワークなどの経営資源を活用

しながら、総合戦略の着実な推進を図ってまいり

ます。

また、内閣府による地方創生人材支援制度を活

用し、財務省から人材を２年間派遣いただけるこ
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ととなりました。

次に、総合計画について申し上げます。

第２次総合計画策定に向け、総合計画策定審議

会における議論を踏まえ決定した「第２次総合計

画策定方針」に沿い、策定作業を進めています。

現在、総合計画策定審議会に設置した、６つの

専門部会で第２次総合計画に登載する施策につい

て具体的な検討を重ねており、総務部会では、基

本理念や将来像、基本目標など、基本構想につい

ても議論をいただき整理を進めているところです。

今後、７月頃を目途に答申をいただけるよう、

さらに議論を進めるとともに、市議会においても

十分に御議論いただきながら、取組を進めてまい

ります。

次に、統計調査について申し上げます。

６月１日を基準日とした、経済センサス活動調

査を市内全事業所及び企業を対象に実施していま

す。

経済センサス活動調査は、「経済の国勢調査」

とも呼ばれ、我が国における事業所及び企業の経

済活動を明らかにする上で重要な調査となります

ので、名寄市統計協議会並びに調査員の御協力を

いただき、連携を図りながら進めてまいります。

次に、合併１０周年記念事業について申し上げ

ます。

旧風連町と旧名寄市が合併し、新名寄市が誕生

してから満１０年の節目の日となります３月２７

日に、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールにお

いて、名寄市市制施行１０周年記念式典を挙行し、

北海道副知事、衆議院議員、杉並区長をはじめと

した来賓の皆様並びに市民及び関係者など約４０

０人に御参加いただきました。

記念式典では、新市の誕生及び誕生後１０年間

における市制の発展に大きく御貢献されました１

５人の方を、名寄市市制施行１０周年特別功労賞

として表彰させていただきました。

また、１００件を超える応募の中から選定した

新しいカントリーサインを、記念式典の中で発表

し考案者の方を表彰いたしました。

その後のアトラクションではピアノ演奏と合唱

を披露いただき、本市の節目となる式典を華やか

に彩りました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、４月２

５日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、人的交流や特産品交流の実施のほか、

姉妹都市盟約２０周年を記念して来名される藤島

・名寄友の会の皆様の受入について確認されまし

た。

東京都杉並区との交流事業については、４月２

７日に開催された都市交流実行委員会において、

人的交流や特産品販売のほか交流人口の拡大を目

指し事業推進することになりました。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２１日に開催され、会員の増強運

動などに取り組むことになりました。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月下旬から９月下旬

にかけて市内高校生のリンゼイへの派遣が、友好

都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流事業につ

いては、本年度にドーリンスク市へ訪問団を派遣

することなどが、それぞれの友好委員会総会で決

定されました。

また、台湾との交流事業については、４月及び

５月に台南市、高雄市などを訪れ、台湾の多くの

学校関係者に教育旅行先としての本市の魅力をＰ

Ｒしました。

交流居住の推進については、移住促進及び地域

の振興にオール名寄で取り組むための「名寄市移

住促進協議会」が開催され、首都圏でのプロモー

ション活動のほか、新たに名寄地区市街地に設定

する「お試し移住住宅」について協議を行い、実

施に向けた準備を現在進めています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」が５月２６日に開催さ
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れ、天塩川の認知度向上やそれぞれの地域の魅力

紹介などを目的とした「天塩川フォーラム」を開

催するほか、「天塩川ククサ」の周知活動、北海

道暮らしフェアへの出展などを行うこととなりま

した。

また、北海道の命名者であり、天塩川流域を調

査した松浦武四郎が平成３０年に生誕２００年を

迎えることから、武四郎生誕の地である三重県松

阪市との交流、北海道遺産である天塩川を軸とし

た広域連携や交流人口の拡大に取り組むことが確

認されました。

複眼型の中心市として、平成２４年３月、士別

市とともに策定した「北・北海道中央圏域定住自

立圏共生ビジョン」については、本年度で計画期

間が終了することから、現在、平成２９年度から

の新ビジョン策定に向けて圏域市町村と協議を開

始したところです。

次に、行政改革について申し上げます。

行財政改革推進計画・後期計画の最終年度とな

る本年度は、５月１７日に行財政改革推進実施本

部会議を開催し、「組織機構検討部会」「事業等

見直し検討部会」の２部会を設置して取組を進め

ています。

組織機構については、各職場の状況を把握する

とともに、ここ数年の急激な世代交代に対応する

ため、再任用制度を利用した円滑な業務の継承が

できる体制づくりに努めています。

施設使用料の見直しについては、新たな基準に

よる使用料の設定に向け、作業を進めているとこ

ろです。

また、昨年９月の女性活躍推進法の施行に伴い、

本市では次世代育成支援対策推進法と併せた新た

な特定事業主行動計画を４月から施行しており、

今後この計画に基づき、「仕事と子育ての両立」

「ワーク・ライフ・バランス」「女性の職業生活

における活躍」について、各職場に周知するとと

もに研修などを通じて、より良い職場環境づくり

に努めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

昨年度から実施している「なよろ健康マイレー

ジ」について、本年度は６月から事業開始となり

ますが、より多くの皆様に参加いただくため、様

々な場面でＰＲを行いながら、継続的な市民の健

康づくりのきっかけとなるよう進めてまいります。

次に、「第４８回がん予防道民大会名寄大会」

について申し上げます。

５月１２日、主催団体の北海道・北海道対がん

協会・北海道健康づくり財団・本市の４者による

第１回実行委員会及び運営委員会を本市において

開催し、７００人の参加者を目標に事業準備を進

めることとしました。大会を通じて、がん予防に

対する正しい知識とがん検診の重要性についての

普及啓発やがん検診の受診促進を図り、地域の保

健福祉向上に取り組んでまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２７年度の運営概要については、取扱い患

者数が、入院で１０万 ４７５人、外来で２２万

６２１人となり、前年度と比較して、入院で

０８７人の増加、外来で ０４６人の増加となり

ました。

また、収支については、病院事業収益で８７億

４８６万円、病院事業費用で９０億７０７万円

となり、差引き２億 ２２１万円の単年度純損失

を計上しての決算となりました。

収益の主な内訳では、平成２６年度の４カ月休

床していた５階西病棟が、地域包括ケア病棟とし

て一年間通じて稼働したほか、昨年８月から救命

救急センターとして指定を受け、１２床を救命救

急センターの病床として稼働を開始したことから、

入院収益は前年度と比較して３億 ３３１万円の

増収となり、外来収益では、循環器内科、救急科

の患者数が増加したことから ３５０万円の微増

となりました。

一方、費用の主な内訳では、医療スタッフの充

実の結果、給与費で前年度と比較して、１億 １

０４万円の増加、患者数の増加に伴い、診療材料
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本年度の診療体制については、診療科２２科に

医師５６人と研修医１３人の合計６９人を配置、

このほか７９人の医療技術スタッフと２９３人の

看護スタッフにより地域住民の健康増進に取り組

んでまいります。

地方においては、拠点病院への医師の集約化・

重点化が図られていますが、当院では、救急科、

皮膚科及び麻酔科でそれぞれ常勤医１人が増員さ

れ、初期研修医についても３人が増員となりまし

た。現在、北海道では「北海道医療計画［改訂

版］」の策定に取り組んでおり、上川北部地域で

も「上川北部区域地域医療構想」の策定作業が行

われ、３月２２日に承認されました。今後は、同

構想で想定している病院間の機能分担を考慮しな

がら、地域医療の充実に努めてまいります。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

平成２７年３月に、総務省は新たな公立病院改

革ガイドラインを策定し、各地方公共団体がこれ

を踏まえて新たな公立病院改革プランを平成２８

年度までに策定するよう通知を行い、本市におき

ましても、市立総合病院と東病院を合わせた「新

名寄市病院事業改革プラン」の策定に取り組んで

まいりました。

昨年の１０月２２日から６回の策定検討会議を

開催し、３月３０日に同プランの原案について、

すべての委員の了承を得ましたので、パブリック

・コメントを実施し、７月中の公表を目指してま

いります。

今後も新たな地域医療の枠組みと、改革プラン

の趣旨に沿った経営の改善を図るとともに、医療

の質向上と安全性の確保に、より一層取り組んで

まいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２７年度の外来患者数は延べ１万 ８５０

人で、前年度と比較して２０４人の減となりまし

た。

また、市内の特別養護老人ホーム２カ所、高齢

者施設、在宅患者の往診、予防接種、健診など多

岐にわたる診療業務を行っています。

今後も初期診療、かかりつけ医及び健康管理を

担う診療所として、市立総合病院をはじめとした

地域の医療機関と連携を密にし、医療・介護・保

健・福祉の連携により、市民が安心して暮らせる

医療体制の充実を目指してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て世帯の経済的支援として、乳幼児紙おむ

つ用ごみ袋の支給を本年４月１日から開始し、同

月４日から９日まで、特設会場を設けて受付を実

施しました。４月末現在、事前案内による４３０

世帯中３６１世帯、４ ８００枚の支給が完了し、

８割の方が申請を終えています。また、転入及び

出生に関しては、３４世帯 ８００枚を支給して

おり、引き続き、各庁舎窓口において受付を実施

してまいります。

１０月１日に開始するファミリー・サポート・

センターについては、現在、利用会員及び提供会

員の登録を行っており、４月末現在で、利用会員

８５人、提供会員１２人となっています。今後も、

引き続き会員募集を行うとともに、提供会員にお

いては、安全な援助活動に必要な研修を実施して

まいります。

要保護世帯、多子世帯の支援施策の推進につい

ては、保育料の負担軽減措置を年収３６０万円未

満相当の世帯まで拡大し、本年４月から適用を開

始しているところです。

今後も、国の施策を注視し、子育て支援の向上

を図ってまいります。

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２９年４月に事業を開始する介護予防・日

常生活支援総合事業における生活支援サービスを

議論する場として、「生活支援等サービスネット

ワーク会議」を立ち上げ、本年１月から３月にか

けて計４回の会議を開催し、地域資源の把握をは

じめとした議論を行ってまいりました。円滑な事

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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業移行が行えるよう、今後も議論を進めてまいり

ます。

在宅医療・介護連携推進事業については、北海

道との共催で、本年３月に講師を招き、退院支援

カンファレンス講座及び医療職とのコミュニケー

ション講座を開催しました。介護職はもとより、

医師、薬剤師、看護師など多数の参加をいただき、

多職種での連携について学びを深めたところです。

今後もより一層、在宅医療と介護の連携強化を

図るとともに、市民への周知を行ってまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

名寄市障害者自立支援協議会については、平成

２８年４月１日に施行された「障害者差別解消

法」の趣旨を推進していくために、委員の構成を

変更し、委員１３人中６人を障がい者とその家族

の方に就任していただきました。

今後についても、地域の実態や課題の把握をし、

障がいのある人が普通に暮らせる地域づくりに努

めてまいります。

また、４月１日に開設しました基幹相談支援セ

ンター事業を実施する「ぽっけ」については、昨

年度に比べて多くの相談件数がありますが、今後

とも、さまざまな相談をしていただけるよう、幅

広く周知を図ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２７年中の火災件数については、１０件で

前年比４件の増となり、負傷者が４人発生してい

ます。

また、火災種別では、建物火災８件、林野火災

１件、そのほか１件となっています。

救急出動件数については、 ０５３件の出動で

前年比３９件の減となり、事故種別では、急病７

６３件、一般負傷１２８件、交通事故３７件、転

院搬送７５件、そのほか５０件となっています。

救助出動件数については、３５件の出動で前年

比７件の増となり、事故種別では、交通事故１６

件、そのほか１９件となっています。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の未設置世帯の設置促進と適切な維持管理の

啓発に努めてまいります。

また、住宅火災においては、衣類や寝具類に着

火して多くの死亡事故が発生していることから、

燃えにくい防炎品の普及推進を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２５日に開催した名寄市防災会議では、

防災対策の基盤となる「名寄市地域防災計画」の

一部修正が決定されました。

主な内容は、全国的な自然災害の激化に伴う水

防法の改正などによるもののほか、「国の避難勧

告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

が改正されたことによるものとなっています。

昨年９月には、関東東北豪雨による河川の洪水

による大規模な被害が発生していることから、地

域防災計画に基づき、関係機関とより連携した防

災体制の充実、市民の防災・減災意識の向上と啓

発を図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

「春の全国交通安全運動」として、４月６日か

ら１５日までの１０日間、関係団体や地域住民に

よる街頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦

を実施しました。特に１５日の「交通事故死ゼロ

を目指す日」には、西條デパート前において「旗

の波作戦」を実施し、沿線通行車両や市民に交通

安全意識の高揚と交通事故防止を呼びかけました。

また、４月７日、名寄小学校において、新入学

期の交通安全運動の一環として、新入学児童交通

安全キャンペーン「ぼくも・わたしもフォトで交

通安全」を実施しました。

入学式当日に新一年生とその保護者、交通安全

運動関係機関・団体代表で写真撮影を行い、交通

安全意識の啓蒙を図ったところです。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗団地については、鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１０戸の建替工事を昨年９月に着手し、

５月末の進捗率は約３０パーセントとなっており、
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１０月の完成を予定しています。平成２９年度建

設分の実施設計は本年８月に着手し、平成２９年

１月の完了を予定しています。

また、新北斗団地については、プレキャストコ

ンクリート造平屋建て２棟８戸の全面改善工事を

６月に着手し、１０月の完成に向けて工事を進め

てまいります。

風舞団地３棟２４戸の長寿命化改善工事につい

ては６月に着手し、１０月の完成に向けて工事を

進めてまいります。また、ノースタウンなよろ団

地については、平成２９年度改修工事分の実施設

計を７月に着手し、平成２９年１月の完了を予定

しています。

公営住宅の既存ストックの有効活用を図るため、

公営住宅等長寿命化計画の見直しに伴う委託業務

については、６月に着手し、平成２９年１月の完

了を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、浅江島公園の照明灯及び名寄公園の

遊具の更新工事を５月に発注を終え、風連西町公

園の遊具の更新工事を８月に入札を予定していま

す。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事については、風連地区新生

１条線をはじめ、名寄地区中央東７号線ほか２路

線について、早期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ７５３台を５工区に分けて発注しま

した。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事では、名寄下水終末

処理場における沈砂池機械設備の更新工事の発注

を６月上旬に予定しています。

また、公共桝取替工事は３工区に分けて発注し、

管路長寿命化計画に基づく管渠長寿命化工事及び

管渠内面補修工事を早期発注しています。

個別排水処理施設整備事業では、風連地区２基

の合併浄化槽設置工事の発注を終えています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通は５月に発注を終え、西４条仲通、

南１１丁目右仲通、風連東８号北線は６月に、南

３丁目通は７月に各工事の入札を予定しています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

「コミュニティバス」経路上の「名寄市立総合

病院前バス停留所」について、本年２月に病院正

面側へ移設を行いました。降雪による幅員の確保

などに支障なく、本年度以降も継続していく見通

しとなっています。

また、平成２４年度から行ってきた実証運行に

ついては、利用者アンケートなどをもとに、公共

施設への接続の配慮や利用しやすい運行経路及び

ダイヤの見直しのほか、利用促進事業などを行っ

たうえで昨年度末に実証を終え、終了時の運行形

態をバス事業者に引き継いだところです。

今後も名寄市地域公共交通活性化協議会の意見

を踏まえながら、より効率的な公共交通の確保に

努めてまいります。

さらに、ＪＲ北海道においては、本年３月２６

日のダイヤ改正における宗谷本線の減便に続きま

して、３月末には名寄駅ツインクルプラザが閉店

となり、経営及び体制の見直しが進められている

ところです。

本市といたしましては、宗谷本線活性化推進協

議会を軸としまして、引き続きＪＲ北海道の動向

を注視するとともに、沿線自治体や関係団体との

連携を密にし、地域を結ぶ鉄道交通網の確保に努

めてまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末までの降

雪量が７７８センチ、最大積雪深は１３６センチ

となり、過去５カ年の平均との比較では、降雪量
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で１１８センチ、最大積雪深で２３センチ多くな

っています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４４７キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１９１日となり、前年度と比較して４１

日の増加となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０４キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４４キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は４２０カ所にお

いて行い、１月から３月上旬までほぼ連日の作業

によって、路線の確保・維持に努めてきたところ

です。

また、この冬は１月から毎日のように降雪が続

いたことにより、排雪ダンプ助成の利用総台数は

６８１台で、平成２６年度と比較して約８割の

増加となりました。

今後におきましても、降雪状況に対応した効率

的で効果的な除排雪体制を確立していくため、こ

れまでの実績を活かしながら、除排雪対策の分析

・研究に取り組んでまいります。

次に、農業・農村の振興について、はじめに、

５月３１日に発生しました、雹及び大雨による農

業被害について申し上げます。

６月２日現在で確認されている被害の概要とし

て、雹の被害については、風連の豊里・東風連地

区を中心に大豆で２８ｈａ、玉葱２ｈａ、アスパ

ラ１７ｈａ、スイートコーン１ｈａとなっており、

また、ビニールハウスの破損も３件報告されてい

ます。

大雨による被害については、智恵文地区を中心

として、冠水や流失により大豆１４ｈａ、南瓜３

ｈａなどとなっております。

被害に遭われた方へお見舞い申し上げます。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

本年の融雪期は、平年に比べ５日早い４月１１

日となりました。その後の気温経過はやや低めで

推移してきましたが、５月半ばに高温となり、月

平均ではやや高めとなっています。

５月１５日現在の農作業及び農作物の状況は、

水稲で、播種作業は平年並み、播種後の生育も平

年並みで進んでおり、また、耕起作業も、平年並

みの作業開始となっています。

畑作物については、秋まき小麦は生育が平年よ

り４日早い状況です。断続的な降雨による影響で、

春まき小麦・大豆・てん菜については播種・移植

作業が平年より遅れている状況です。

牧草については、順調に生育している状況です。

このように、農作物全体ではほぼ平年通りで推

移している状況です。

次に、米政策について申し上げます。

平成２５年度から実施されている「経営所得安

定対策」については、本年度交付金の総額で約２

０億円を見込み、農業経営の安定と地域農業の発

展に向け、担い手の育成、各作物の生産振興など、

効果的に活用されるよう、農業関係団体・生産者

と連携して推進してまいります。

また、平成２８年産の水稲は、主食米生産数量

で、うるち米 ４５３トン、もち米で１万 ４２

２トンの配分があり、作付面積では、うるち米３

１０ヘクタール、もち米 ２１７ヘクタールで前

年度に比べ３７ヘクタールの増加となっています。

加工用米の作付面積は、うるち米で２０ヘクタ

ール、もち米で ００８ヘクタールの計画となっ

ており、水稲作付面積全体では、 ５５５ヘクタ

ールで前年度に比べ２５ヘクタールの増加見込み

となっています。

次に、馬鈴しょ選別施設整備について申し上げ

ます。

農業者の馬鈴しょ選別作業における負担軽減と、

選果能力の向上による産地競争力の強化を図るた

め、ＪＡ道北なよろが実施主体となり、既存の施

設改修と併せ新たな選果施設が３月末に完成しま

した。

今後は、シストセンチュウ抵抗性品種の種馬鈴

しょ確保により作付け拡大を図るとともに、加工
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馬鈴しょの品質向上が期待されるところです。

次に、もち米文化の創生事業について申し上げ

ます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポーター養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

１回目は、もち米生産組合に御協力いただき、

もみ播き作業及び育苗施設を見学するとともに、

もち米低温貯蔵施設「ゆきわらべ雪中蔵」の見学

を行いました。また、２回目は、田植えの作業の

体験を実施したところです。

今後は、収穫体験やもちつき体験などを通じて、

さらに農業及びもち米文化への理解を深め、農業

の魅力や、名寄のもち米の素晴らしさを発信して

いただく取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

本年度は、４月１日から駆除を開始し、４月３

０日現在でエゾシカ８７頭を駆除したところです。

今後も関係団体と十分に連携し、被害防止に取り

組んでまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査の上

川北部地方においては、小売業・サービス業は消

費者の購買力低下が影響しているほか、建設業・

宿泊業などの業種については季節的要因などもあ

り、収益確保が厳しい状況と分析しています。ま

た、一部企業による設備投資意欲は見られるもの

の、今後も消費者の購買力向上には期待が持てず、

原油価格の上昇も懸念されることから、引き続き

厳しい見通しが示されています。

こうした状況の中、本市においては、昨年６月

から１２月にかけ、地域の消費喚起と購買力の向

上を図ることを目的に、商業団体を中心に組織し

た実行委員会において２５パーセントのプレミア

を付けた「なよろ地域商品券販売事業」が実施さ

れました。プレミア分を含め総額３億 ２５０万

円すべてを販売し、うち９ ５７パーセントの利

用があり、アンケート結果による新規の消費喚起

額は約１億 ３００万円と推計できたことから、

本事業の目的である消費喚起と購買力向上が図ら

れたと考えています。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１６６

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。

この背景には、北海道における新規高校卒業者

に対する求人倍率が ８８倍、前年同期比 １４

ポイント上昇となり、道内２０地域中１４地域で

前年同期を上回っており、また、当管内において

も ３４倍、前年同期比 ０１ポイント上昇して

いる影響と考えられます。

また、道内における常用の有効求人倍率につい

ても、本年３月期の月間有効求人倍率は ９７倍

で前年度比 ０７ポイント上昇し、当管内におい

ても １１倍で前年度比 １２ポイントの上昇と

なり、求職者に対して求人数が上回っている状況

となっています。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成２７年

度のリフト輸送人員は３９万 １１６人で、前年

度比８ ５７パーセントとなりました。

本シーズンは、降雪不足で予定より２週間遅れ

の１２月２７日のオープンとなり、宿泊について

も予約のあった合宿などもキャンセルが相次ぎ大

変厳しいシーズンのスタートとなりました。年が

明けてからも、強風や吹雪による視界不良でリフ

ト運行に影響が出る日が多く、リフト輸送人員の

大幅な減少につながり、シーズンを通して天候に

恵まれず、スキー場全体の経営にも大きく影響を

受けたシーズンとなりました。また、なよろ温泉
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サンピラーについても、平成２７年度の総利用者

数は７万 ６６８人で、前年度比９ ９２パーセ

ントとなり、当初計画を下回る結果となりました。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、平

成２７年度の利用者数は延べ５１万２６４人で、

前年度比１０ ７パーセントとなり、過去最高と

なりました。「北海道じゃらん」が発表している

「道の駅満足度ランキング」では、地元特産品の

取り揃えの多いことが評価され引き続き上位をキ

ープしており、今後も利用者の皆様に満足いただ

けるサービスの提供を心がけ、広く情報発信して

まいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度もひまわりの種を市民の皆様

や町内会などの団体に無料配布しているところで

す。

また、市民によるおもてなしの心を醸成するた

め、「ひまわりボランティア」を募集し、多くの

観光客が訪れる道立サンピラーパークのひまわり

畑での作業に御協力をいただくことで、市民参加

型の観光地づくりを目指します。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村に及ぶ道北観光連盟の総会が

５月２６日に士別市で開催されました。本年度の

事業として、北海道庁赤レンガでの道北地域の物

産や観光のＰＲを実施するほか、９市町村を周遊

するルートの検討など道北の魅力発信について協

議してまいります。

また、現在、シーニックバイウェイの候補ルー

トとなっている「天塩川流域ミュージアムパーク

ウェイ」のルート指定に向けて、取組を進めてま

いります。

次に、イベント関係について申し上げます。

かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタ

～なよろアスパラまつりは、５月２９日に駅前交

流プラザ「よろーな」駐車場を会場として開催さ

れました。本市の特産品であるグリーンアスパラ

ガスの直売をはじめ、上川管内を中心としたご当

地グルメを集めたグルメ市、市内で活動する団体

のステージイベント、スペシャルお笑いライブな

どが行われました。当日は、市内外から訪れた多

くの方々がまつりを楽しんでいただきました。

次に、学校教育について申し上げます。

４月７日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２２８人、中学校では２１５人の児童

生徒が入学し、本年の教育活動が始まりました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２６日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。特に、本年度は、平成２４年度から

取り組んできた５年計画の最終年度となることか

ら、これまでの研究の成果と課題に基づき、より

一層の研究の充実を図る実践的な取組を推進して

まいります。

具体的には、学習指導の工夫改善に関する研究

グループでは、児童・生徒の思考力、判断力、表

現力などを育むための授業研究及び実践交流と、

読み物資料「名寄岩」を活用した道徳の時間の授

業交流を行います。

校内研修の充実に関する研究グループでは、５

月に名寄市特別参与スポーツ振興アドバイザーを

講師に、体力・運動能力などの調査に関する実技

研修を行いました。今後は、前年度の本調査の分

析に基づいた指導改善を図る研修を行うとともに、

中堅教職員の力量を高めるミドルリーダー育成の

研修も実施します。

教育資源などの活用に関する研究グループでは、

生活リズムなどを示した「家庭で取り組む７つの

ポイント」の徹底を図る各校の取組の情報交換を

行うほか、ＩＣＴ機器の効果的な活用に係る調査

研究・授業実践を推進してまいります。

国際理解教育については、道教委の「小学校外

国語活動巡回指導教員研修事業」の指定を受け、

外国語活動巡回指導教員をすべての小学校に派遣
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し、教員の指導力向上と授業改善に取り組んでい

ます。

また、文部科学省の「コミュニティ・スクール

導入等促進事業」の指定を受け、智恵文小・中学

校と推進計画を立案する会議を行ってきました。

今後、智恵文地区の地域の方々などで構成する推

進委員会で検討を重ね、智恵文小・中学校におけ

る小・中一環コミュニティ・スクールの導入に向

けて取り組んでまいります。

豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進につ

いては、本年度から読書活動の充実を目指し、す

べての小学校に学校司書を配置し、子どもたちが

読書に親しむことができる指導体制を整えました。

また、心の教室相談員については、風連中学校

に１人を、名寄中学校と名寄東中学校の両校で勤

務する相談員１人を配置し、生徒が悩みなどを気

軽に話せる環境を整え、生徒の心のケアに努めて

います。

特別支援教育の推進については、４月２２日に

第１回目の名寄市特別支援連携協議会を開催し、

委嘱状の交付と本年度の取組について協議を行い

ました。特に、本年度は、特別支援連携協議会の

組織の充実を図り、名寄市立大学の６人の先生や

認定こども園、高等学校からも新たに加わってい

ただき、児童生徒の個に応じた支援体制の整備を

進めています。

５月２３日に行われました第１回目の名寄市特

別支援教育研修会では、本市に転入した教職員や

初任者、新たに特別支援学級の担任となった教員

などを対象として、本市の特別支援教育の現状と

課題について研修し、共通理解を深めました。今

後、特別支援教育専門家チームの活用促進、特別

支援教育コーディネーターの連携促進を図ってま

いります。

また、これまで小中学校７校に配置してきまし

た特別支援教育学習支援員を本年度から名寄中学

校と名寄東中学校にも配置し、児童生徒一人ひと

りのニーズに応じた支援の充実を図っています。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活用

し、習熟の程度に応じた指導の工夫や「困り感」

のある児童生徒への支援のより一層の充実に取り

組んでまいります。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

４月から新たな校舎の利用が始まった名寄南小

学校については、５月２７日に新校舎落成記念式

が執り行われたところです。また、本年度は旧校

舎などの解体と屋外運動場の整備などを行い、全

体事業が終了することになります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２７年度卒業式を３月１７日に行い、保健

福祉学部栄養学科３８人、看護学科５１人、社会

福祉学科４８人、計１３７人と短期大学部児童学

科４８人、合わせて１８５人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科及び看護学科は１００パーセント、社

会福祉学科は９８パーセントとなり、保健福祉学

部全体では９ ２パーセント、短期大学部児童学

科は１００パーセントと、いずれも高い就職率と

なりました。

国家試験の結果については、管理栄養士では２

９人が合格し、合格率７ ３パーセントで新卒の

全国平均８ １パーセントを下回ったものの、看

護師は５０人が合格し、合格率は９８パーセント、

保健師は受験者２０人全員が合格し、それぞれ新

卒の全国平均合格率９ ９パーセント、９ ６パ

ーセントを上回っています。また、社会福祉士で

は３０人が合格し、合格率は６ ２パーセントで

大学新卒の全国平均４７パーセントを上回りまし

た。

次に、平成２８年度入学式については、４月５

日に行われ、新たに設置した社会保育学科に５２

人が入学したほか、栄養学科４０人、看護学科５

３人、社会福祉学科５２人の保健福祉学部全体で

は１９７人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉
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の現場から求められる豊かな人間性と専門性を備

えた職業人を育て、社会に送り出せるよう取り組

んでまいります。

次に、保健福祉学部再編事業に伴う新棟の建設

については、本年３月に基本設計が終了し、建設

事業費に係る補正予算を本定例会に提出させてい

ただきますのでよろしく御審議をお願いいたしま

す。

次に、開学１０周年記念式典について申し上げ

ます。

５月２８日に、北海道教育委員会教育長の柴田

達夫様をはじめとする多くの御来賓、関係者の皆

様の御出席をいただき、開学１０周年記念式典を

挙行いたしました。

式典では、開学時の設置者である前市長の嶋多

慶志様と初代学長の故・久保田宏様に開学１０周

年特別功労表彰を、また、前学長の青木紀様には、

佐古学長から名寄市立大学名誉教授の称号を授与

しました。

これまで本学の発展に御尽力いただきました関

係者の皆様に改めてお礼申し上げるとともに、今

後も、教育・研究活動などを通して、地域貢献に

努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度で３７年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生１１人と９人の大学院生を、また４５年目

を迎える風連瑞生大学は、新入生８人と９人の大

学院生を迎え、それぞれ４月１９日と２７日に入

学式を行いました。

新入生をはじめ学生の皆様は、生涯学習社会を

見据えた今後の学習活動へ意欲を燃やしていると

ころです。

また、智恵文高齢者学級「友朋学級」では、小

中学校行事への参加や教養講座など、交流と学び

の場として１６人が受講しています。

市民講座では、新たな取組として「バイオリン

体験教室」を４月２３日に開講し、５月３日には、

群馬県・岩見沢市・江別市からジュニアオーケス

トラを招いてミニコンサートを開催した後、２回

目の教室を行いました。本教室では、幼児から中

学生とその保護者４４人の参加のもと全７回開催

することとしており、青少年の文化芸術への興味

関心の向上と健全育成に努めてまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から始まった「子どもの読書週間」

の取組として、本館では「こども図書館まつり」、

風連分館では地域子育て支援センター「こぐま」

を会場に「春のおはなし会」を開催しました。多

くの親子の方に、絵本の読み聞かせ、パネルシア

ター、ストーリーテリングなどを楽しんでいただ

きました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、風連中央小学校へ理科読図書約２３０冊の

貸出を行いました。

子どもの読書活動推進の取組としては、年代別

ブックリストを市内の保育所、幼稚園、小学校を

はじめ関係機関に配布しました。今後もブックリ

ストの改訂を順次行い、関係機関に配布してまい

ります。

これからも、本に親しめる環境づくりや、家庭

や地域における読書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

４月１７日に、ホームページの大幅なリニュー

アルなどを行っており、より一層の利用者拡大を

図っています。

４月２９日から５月８日までの連休中は休まず

開館し、５３０人の来館者がありました。また、

「ピリカウィーク」として、北海道大学のピリカ

望遠鏡を使用した観望会なども行いました。

４月２９日から上映を開始しているプラネタリ

ウムの新番組「富士の星暦」は、幅広い年代層の

方々に楽しんでいただき好評を得ているほか、５

月２４日からは、火星観望会を開催し２年２カ月

ぶりに接近した火星の姿を楽しんでいただいてい

ます。
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今後も、多くの方々に来館していただけるよう、

行事の企画や情報発信に取り組んでまいります。

次に、芸術文化の振興について申し上げます。

昨年５月に開館した市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホールは、昨年度、貸館も含め７２事業、３

万２千人を超える利用があり、順調な滑り出しと

なっています。

本年度も、開館１周年記事事業として開催した

「札幌交響楽団名寄公演 アキラさんのモダンコ

ンサート」に５２４人、「ウィーン少年合唱団」

には６１４人の来場があり、今後も多くの事業が

予定されています。

引き続き「文化・芸術の拠点」「市民のコミュ

ニティの醸成の場」として、質の高い芸術文化鑑

賞の場を提供するとともに、市民に親しまれるホ

ールづくりに取り組んでまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、１０日間で延べ ４

２２人の入館者があり、多くの家族連れで賑わい

ました。期間中は、名寄高等学校、名寄市立大学

の学生ボランティアの応援を受けて、木製遊具、

リサイクル遊具などの体験や動物とのふれあいを

楽しんでいただきました。

また、昨年度、保存４０周年の節目を迎えたＳ

Ｌ排雪列車「キマロキ」については、４月２１日

にシートの撤去作業を行い、一般公開を開始して

おり、多くの家族連れや鉄道ファンの方々がキマ

ロキの雄姿を見学していました。

５月から実施している「小さな自然観察クラブ

事業」については、小学校４年生から６年生まで

を対象に１９人の応募がありました。第１回目は

５月１４日になよろ健康の森で実施し、市の花で

あるオオバナノエンレイソウなどを観察し、春を

体感したところです。

今後も、各種普及事業を展開し地域文化の継承

と創造に努めてまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級については、本年度も引き続き３

つの幼稚園に協力いただき３学級を開設しました。

今後におきましても、各学級との連携を図るとと

もに、家庭教育支援講座など、父母が自主的・自

発的に学習する機会の充実に取り組んでまいりま

す。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

４月１日付で、リレハンメル冬季オリンピック

金メダリストの阿部雅司氏を名寄市特別参与スポ

ーツ振興アドバイザーとして招へいし、これまで

培ってきた経験と人脈を活かして、冬季スポーツ

を中心とした各種大会や合宿の誘致、ジュニア世

代の育成強化、冬季スポーツの拠点化を推進して

まいります。

また、長い歴史を誇る「なよろ憲法記念ハーフ

マラソン大会」は、本年度で６４回を迎え、５月

８日に、なよろ健康の森陸上競技場を発着として

開催しました。

本年度は、ハーフマラソンの部を取り入れて４

回目であることのほか、インターネットサイトで

の申込みが定着してきたこと、さらには名称を変

えたことでの効果から、平成３年以来、２５年ぶ

りに９００人を超えるエントリーがあり、当日は

８９０人の参加をいただきました。東京、神奈川

など関東圏からの参加もあり、それぞれの種別で

健脚を競い合うことはもとより、市民の健康と交

流人口の拡大につながるイベントとして成長して

きています。

平成３２年（西暦２０２０年）の東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会における海外との

交流事業である「ホストタウン構想」については、

現在、本市とともに台湾を相手国として登録決定

がされている士別市と連携を図るための協議を行

っています。今後も「ホストタウン構想」を推進

し、地域の活性化を図ってまいります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

南児童クラブは、４月から新たな専用施設での

運営を開始し、利用登録者数は１１８人、また風

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号



－19－

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

連児童クラブは５４人と年々増加傾向にあります。

東児童クラブは、現在、実施設計を行い、平成

２８年度中の開設に向けて関係機関との協議を進

めてまいります。

今後も、子どもたちの健全育成を図り、放課後

児童の安全安心な居場所づくりの充実に取り組ん

でまいります。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、指導員の２年任期の改選

期を迎え、各町内会から推薦された６５人の指導

員を委嘱し、非行・補導の現状などについて研修

会を実施しました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

４月からは、相談電話にフリーダイヤルを導入

し、相談者が通話料金を気にせずに相談ができる

ようになりました。

５月には、全小中学校を訪問し、ハートダイヤ

ル、適応指導教室、夜間相談に関するパンフレッ

トや安心カードの配布など、全児童生徒と保護者

への周知を依頼しました。

今後も、学校及び関係機関と連携し、適切な支

援及び指導に取り組んでまいります。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

放課後子ども教室は、４月下旬に名寄地区と風

連地区において、小学生及び中学生を対象とした

各教室を順次開講しました。

現在、４教室合わせて４４人の子どもたちが、

自ら学び自ら考える力を身に付けるため、各教室

で自学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時２５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第５ 議案第１号 名寄市駅前自転車駐車

場管理条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市駅前

自転車駐車場管理条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成１０年１２月に完成をし、平成１

１年４月から供用開始をしている名寄駅前自転車

駐輪場において、駐輪場の適正な管理を行うため

に、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律の規定に基づき、

利用期間経過後も駐車をしている自転車の撤去等

を可能とするための規定を整備をし、本条例を制

定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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） 新規条例なので、二、

三お尋ねをさせていただきたいと思います。

この駅前の自転車の駐車場、駐輪場というふう

に言っておりましたけれども、施設が平成１０年

１２月完成、そして既にそのときには当該法律が

できておりまして、規則がこの春の４月１日とい

うことで、この間いわゆるどのような根拠規定に

基づいてあそこを維持管理をされていたのかお尋

ねをしたいと思いますし、設置後もやや１７年た

っていますから、恐らくいろんな課題があって、

またこの時期に法に基づいて条例化の提案だとい

うふうに考えておりますが、この間のいろんな課

題についてお知らせをいただきたいというように

思います。

あと、設置後１７年ということでありますので、

いわゆる駅前の自転車の駐車場についての設置状

況というか、設備状況、維持管理の課題なんかも

含めてあわせてお聞かせをいただきたいと思いま
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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） 熊谷議員から３

点にわたって御質問がございました。まず、平成

１０年１２月に整備をされて１１年４月から供用

しておりますので、これまで駐車場内における自

転車については一定の処分をさせていただいてお

りました。その法令ということにつきましては、

道路管理者としての立場で駐車場の取り扱いにつ

いてはやらさせていただいていたということであ

ります。駐車場につきましては、４月１０日から

１１月３０日まで利用可能ということで期間を設

けまして、それ以降駐車場内に放置がされている

自転車につきましては一旦撤去させていただいて、

保管させていただいて、およそ１年間保管をし、

保管、撤去する場合については警察の立ち会いの

もと撤去をし、それ以降につきましては次年度ま

た対象の放置されている自転車が出てきたときに

前年度の自転車について搬送、処分費と相殺で処

分をいただいていたということでございます。法

令上ということでいえば、道路管理者としての立

場で処分をさせていただいておりました。

あと、施設の関係につきましては、１７年たっ

てはいますけれども、屋根つきの駐車場でしっか

りしたものであります。約２００平米近くござい

まして、現状は自転車が２００台ほど収容が可能

な施設ということでございまして、現在特段１７

年経過をいたしましても改めて改修等については

必要がないかなというふうに考えているところで

あります。

課題ということを御質問いただきましたけれど

も、現状先ほど２００台ということでお話をしま

したけれども、少し駐車場が大体３０台ぐらいで

すか、駐輪場からはみ出している自転車がありま

して、これについてはもちろん名寄駅のほうでも

職員の方が時々見ていただいたりもしているのか

というふうに思いますけれども、そのほか私ども

はあそこの駐車場について委託をさせていただい

ていまして、それぞれ週、利用期間については三

十四、五回ほど清掃と、あるいは自転車の整理等

行っているという状況になってございまして、自

転車の駐車場内にしっかりと自転車が配置、整頓

がされていないというのがちょっと課題かなとい

うふうに思っておりまして、この点につきまして

は改めてうちの嘱託職員も含めてできるだけ歩行

者の皆さんに迷惑がかからないような体制につい

てとっていきたいというふうに考えているところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の提案そのもの

は非常に当然といえば当然の提案で、内容も法の

６条を中心にした各項の適用で、特に放置自転車

に対する措置だとか、撤去した放置自転車の措置

の関係などについて明確化していることについて

はもともと必要だった条例であったと思いますけ

れども、私が今聞いているのはこの４月１日に名

寄市駅前駐輪場管理規則ということで施行されて、

６月の定例会での条例化ということで、それ以前

のいわゆる根拠規定の自転車の処分だとか、いろ

んな課題などについての対応については、道路管

理に基づいてということですけれども、あの道路

そのものは周辺の道路は道道ですね、Ｕ字型。そ

の適用については、それは真っ当な対応として妥

当であったのかどうかという評価の視点で私もち

ょっとお聞きしているのですけれども、規則をこ

の春にかなり、法そのものは昭和５５年か５６年

ですよね。今市長の提案説明にもありましたけれ

ども、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐

車対策の総合的推進に関する法律ということで５

５年で制定をされて、平成５年に最終的な改正で

一回終わっていますけれども、名寄の自転車の駐

輪場そのものは平成１１年４月から使っているの

ですけれども、この間の空白のところが少し気に

なっているのです。条例化への気づきについて、

それ以前から必要であったのではないかというふ
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うに思っていますけれども、まず改めてそれにつ

いてお聞きをしたいと思います。この条例そのも

のについては私も賛成で、内容的にも当然だとい

うふうに考えていますけれども。

それからあと、特に維持管理上では多分沿線の

学生さん中心に汽車に乗って学校まで行くという

方、あるいは通勤でＪＲをおりてから自転車乗っ

て職場まで行くというケースだと思うのですが、

名寄の場合は一応４月１０日からやや半年間を対

象としていますけれども、長期という、学校の休

みだとかということで、どうしてもそれはやや半

年近く自転車が放置されるという、放置という言

葉がいいのか、置かせていただいているというこ

とがいいのかわかりませんけれども、この間とい

うのは条例の中でも、法律の中でも６カ月以上た

った場合についてということでいろいろ調べたり、

該当者への対応ということになろうかと思うので

すけれども、いわゆる長期の定義について、ここ

に運用としては当然その間撤去するということは

あり得ないと思うのですけれども、その辺につい

ての考え方について改め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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほど熊谷議員

おっしゃいましたとおり、本来でいえばもう少し

早目に整備をしておかなければならなかったとい

うのは議員おっしゃるとおりかなと思っています。

実は、平成１１年４月に供用した段階では、その

段階では要綱という形で、先ほど言いましたよう

な形で警察の立ち会いのもとということでやらさ

せていただいておりました。それ以降、行政不服

審査の手続の関係とかがありまして、実は３月に

ぜひ条例化をということも考えたのですが、その

段階では法に基づいてなかなか最終的な条例改正

について手続上ちょっとできなかったものですか

ら、今回６月という形でやらさせていただきたい

ということであります。

あと、長期ということで学生等夏休みとかあり

ますから、その期間については特に撤去をすると

いう考え方は基本的には持っておりません。あく

までも１１月３０日以降冬期間において放置をさ

れている自転車についてということで考えており

ますので、夏の期間について学生等が置かれてい

る自転車について何らかの措置ということは今考

えてはおりません。

実態を申し上げますと、２００台収容の駐輪場

ですけれども、大体昼過ぎぐらいにあそこへ行き

ますとまだ８０台ぐらいの自転車が残って、つま

りは現行２００台なのですけれども、学生早朝の

利用があって、それも込みで大体２８０人ぐらい

の方が利用されているような状況にはあるのかな

というふうには把握をしておりますけれども、い

ずれにしても長期にわたってということについて

は、夏の期間ということでは考えておりません。

あくまでも１１月３０日以降ということで考えて

おります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） これで終わりますけ

れども、この施設、法律に基づきますと１５条で

国の助成措置のやや５項目にかけて、施設をする

段階で補助が出るという規定になっておりまして、

法律ができた以降改正されているのかどうかわか

りませんけれども、この国の補助事業はその時点

で活用はされていたのか、もしおわかりであれば

お知らせをいただきたいと思います。市内には、

駅前に限らず公共施設、学校もそうですけれども、

大学やらもそうでしょうし、小学校、中学校も遠

距離、自転車通学を認められているところにもそ

れは該当が、ある面では公共団体でやる都市計画

事業としての規定なのですけれども、いわゆる教

育施設やいろんな公共施設の中にも当該の該当す

るようなものがあるのではないかというふうに考

えておりますけれども、この補助事業の活用につ

いて実績及び考え方について最後にお聞かせいた

だきたいと思います。
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それから、もう一つは、同法律の中の８条には

自転車等駐車対策協議会の設置について設置する

ことができるというふうになっていますけれども、

これはいろんな各関係機関、道路管理者はもちろ

ん都道府県の警察や、あるいは製造事業者なども

含めて、あるいは必要に応じてほかに、そういう

ような構成の中で協議会を、名寄の市の中で協議

会があるとすれば私の認識不足でしたけれども、

必要なのかどうかもちょっとまだ理解に至ってい

ませんけれども、協議会の設置についての必要性

や現状についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

最後もう一つですが、これはたまたま駅前の自

転車の駐車場ということでの条例提案なのですが、

この機会に係争事件で自転車、交通上の裁判問題、

自転車乗っている人も一定の義務を負わされると

いうような判例も出ていたり、名寄の自転車のマ

ナーは私も含めて相当悪いのではないかと思って

ますから、交通安全に対する、条例制定を機会に

いろんな協議会を通しながらでも、一層のルール、

マナーあるいは法律改正などについても理解を深

めるいい機会にしていただければというふうに思

っていますので、３点について考え方を聞いて終

わります。

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） 熊谷議員のほう

から法律１５条に基づいてということで、国の助

成措置があるということでございました。大変申

しわけないのですけれども、この法律を使って、

助成措置があるということで法律上書いてありま

すけれども、具体的にどういった、例えば先ほど

ありました学校の駐車場ですとか、そういったと

ころまで該当になるかどうかちょっとまだ調べて

おりませんので、お答えできないのですが、駅前

の駐車場につきましては道道の駅前の広場の改修

ですとか、あそこの名寄停車場線の道道の改修に

あわせて駐車場の整備も一定道のほうにお願いを

したという経緯だというふうにお伺いをしている

ところです。

あと、法の８条の対策協議会の関係につきまし

ては、私ども今回大変申しわけないのですけれど

も、駅前の駐車場に限って条例整備や何かを考え

ておりまして、そこまで幅広く対策協議会等につ

いては考えておりませんでした。私としては、市

内いろいろ放置自転車があるのは知っておりまし

て、議会の中でも川口議員とかに点字ブロックの

上に駐輪が、自転車が乗っかっていますというよ

うなことも話ございましたので、改めて今、年２

回のパトロールの中でその辺は確認をさせていた

だいておりますし、また一部道路管理者として歩

道上の自転車については今月に入ってからも撤去

をさせていただいているという状況にあります。

また、この条例にあわせてということで、自転

車のマナーの関係についてということでお話がご

ざいました。これは、私ども建設水道部の担当ば

かりではなくて、市民部も含めて今後少しお話を

させていただくような案件になるかなというふう

に思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思っているのですが、撤去した放置自転車に係る

措置にかかわって伺いたいと思います。

今御説明ありましたように、駅前の自転車駐車

場のところ、秋口になると大きな看板できちっと

周知というか、告知といいますか、されているの

ですけれども、それでも雪が降ってもまだ残って

いるのを私も見ていて、何とかならないのかなと

いうふうには思っていたところなのですが、今回

こういった条例が新しくできるということで、前

へ進めばというふうに思っているのですが、この

撤去した放置自転車に係る措置の中で、経過して

もなお返還することができないときは自転車を売

却し、そしてその売却した代金を保管することか

できるというふうにされていますが、売却するこ

とができるですので、しないかもしれない。その
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辺をどういうふうに判断をしていかれるのかお伺

いをしたいと思います。

あと、撤去した放置自転車、売却しないで残っ

ている、その自転車の活用をどのようにしようと

されているのかも伺いたいと思います。

あわせて、よろーなの駐輪場のところもそんな

に残ってはいないかなというふうに時々見かけて

いるのですけれども、そこの部分についてもこの

条例化の適用するのかどうか、その部分について

お伺いをしたいと思います。

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） まず、今回の条

例でよろーなの駐輪場の関係について適用するか

ということなのですが、基本的にはあくまでも駅

前の駐輪場、私どもが管理をしている駐輪場とい

うことで考えてございますので、よろーなの部分

については適用はいたしません。

また、撤去した自転車についての売却というこ

とでお話がございました。法律に基づいて一定程

度条例を整備をしていきたいという考え方であり

まして、できるだけ売却はしない形で、先ほどお

話があった活用ですとかということも含めてやっ

ていきたいということでありまして、今のところ

担当としては特に売却をしてというような考え方

には立ってはおりませんけれども、法律上でこう

いう規定も設けなければならぬかなというふうに

思いまして、一応規定を設けたところであります。

あと、活用につきましては、自転車もいろんな

状態にありまして、もうかごがとれている、サド

ルがないというような、いろんな状況があります。

使えるものについては、これまでも庁用自転車で

活用させていただいたりということで一部利用も

させていただいておりますので、市役所全体で何

か活用があればまたそちらのほうには利活用して

いきたいというふうには考えているところです。

ただ、なかなかやはり全体的には古い自転車が年

間大体３０台ぐらい毎年あるような状況、放置さ

れている状況にありますので、それを全て活用と

いうことではなくて、一定程度一年一年の中で処

分をさせていただきたいという基本的な考え方に

は立っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今撤去した放置自転車

についての活用なのですけれども、他市の状況等

見せていただくと、リサイクルしてレンタサイク

ルに使ったりというようなことも出されているの

ですが、そうなるとまた修理にお金がかかると。

いろんな部分で難しい点はあるのかなというふう

には思うのですけれども、ただ売却というふうに

なると売却した後の、返還ができる場合は自転車

も返還しながら、また売却した場合は売却した代

金をというふうに書かれているわけですので、ど

うも売却した代金をどういうふうにというところ

ら辺が市民の皆さんにとってはちょっと疑問が残

るところになるのかなというふうに思いながら、

今回これ条例を見せていただいているのですが、

その点について法令上というお話もありましたが、

再度その辺の御説明をいただいて終わりたいと思

います。

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） 先ほど法令に基

づいて一定の条例整備ということで、売却につい

てもうたわさせていただくということでお話をさ

せていただきました。それで、先ほども言いまし

たけれども、今までもそうですけれども、基本的

には売り払いをするという事例についてはこれま

でも実はございません。今後についてもできるだ

け利活用含めてできるところについてはやってい

きたいというふうに考えておりまして、３０台売

却をしてとかということなのですが、なかなか買

い取る業者もそうそういるわけでもございません

ので、その辺は余り私どもとしては、実際にはど

れだけの対応があるのかなというところで、法律、

条例については整備をさせていただいたというこ

とで御理解をいただきたいというふうに思ってい
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ます。

以上です。

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１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１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２号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、長期優良住宅の認定基準である長期使

用構造等とするための措置及び維持保全の方法の

基準の改正により、既存住宅を増改築した場合の

長期優良住宅建築等計画の認定に係る申請手数料

及び建築物の省エネルギー性能の向上を図ること

を目的に建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律が制定をされたことに伴う建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定と建築物エネルギー

消費性能基準適合の認定に係る手数料を定め、あ

わせて第２条の表を各部に関連する所管別の別表

に区分をするため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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７ 議案第３号

名寄市指定地域密着型サービス及び指定地域密

着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定

める条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市指定

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業に関する基準等を定める条例の一

部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、介護保険法の改正により平成２８年４

月１日から地域密着型サービスに地域密着型通所

介護が新設をされたことに伴い、本条例第４条第

２項に地域密着型通所介護を示す基準省令の規定

を加えようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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（「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３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３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４号

字の区域の変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 字の区域の

変更について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２１年度から実施をしている道営

経営体育成基盤整備事業名寄東地区の換地処分に

伴い、字の区域を変更しようとするものでござい

ます。

当該地域は、名寄川の河川敷地を字界としてお

りましたが、昭和３０年代の名寄川築堤工事を経

て字界の指標物であった河川形状に変動が生じて

おり、従来の字界によれば今後の土地登記及び権

利関係が複雑になるため、今回の換地処分を機会

に字旭東の一部を字日彰に編入をするものでござ

いまして、地方自治法第２６０条第１項の規定に

基づき議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４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 議案第５号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体から北空知学

校給食組合が平成２７年１１月３０日解散により

脱退したこと、また本文の一部文言の整理及び別

表を改めることに伴い、北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について協議をするために、地

方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０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。

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） 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）
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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５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８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。

日程第１０ 議案第６号 専決処分した事件の

承認についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ２億

００２万 ０００円を追加し、予算総額２３５

億 ７８４万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の財政調整基金積立金１億 ９９１万 ０

００円の追加は今後の財政運営に備えるために、

公共施設整備基金積立金１億５１０万 ０００円

の追加はいただいた寄附金と今後の公共施設の改

修や整備のために、地域振興基金積立金２４１万

円の追加は多くの皆様から御寄附をいただいたふ

るさと納税寄附金など寄附金をそれぞれ積み立て

たものでございます。

１０款教育費の大学振興基金積立金３億円の追

加は、今後の大学の整備や運営などに対し積み立

てたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の１億 ８２８万 ０００円の追加は、特

別交付税の交付額の確定に伴い追加をしたもので

ございます。

１５款国庫支出金、地方創生加速化交付金 ２

１７万 ０００円の追加は、交付金の額の決定に

伴い予算を計上したものでございます。

１８款寄附金の一般寄附金５８０万円、ふるさ

と納税寄附金１６１万円など合計で７４７万円の

追加は、多くの皆様からいただいた寄附金でござ

います。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか１６事業を変更したもので

ございます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

移住交流促進事業費ほか２件を変更したものでご

ざいます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、同条第３項の規定により報告を申

し上げ、承認をお願いをするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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６号は承認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６号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第７
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号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でございます。

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ

０００万円を減額をし、予算総額を２２億 ８１

３万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費におきまして給付実績の減に伴い介護

サービス等諸費を １４５万 ０００円減額した

ものでございます。

また、６款諸支出金におきましては、平成２６

年度国庫補助金の確定に伴い返還金として１４５

万 ０００円を増額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきましては、平成２７年度の調整交付金

並びに国庫補助金が増額になったことから、８款

繰入金の介護給付費準備基金繰入金を ０００万

円減額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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７号は承認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７号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度下水道事業特別会計補正

予算に係る専決処分でありまして、歳入歳出それ

ぞれ８０万円を減額し、予算総額１１億 ３４７

万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、公共下水道工事費の確定に伴

い８０万円減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債８０万円を減額したものでございま

す。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分を行いましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。
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（「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８号は承認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８号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度個別排水処理施設整備事

業特別会計補正予算に係る専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ１７７万円を減額をし、予算総

額 １３７万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では浄化槽設置工事費の確定に伴

い１７７万円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、１款分担金及び負

担金で受益者分担金額の確定により１７万円を、

５款市債では額の確定により１６０万円をそれぞ

れ減額をしたものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分を行いましたので、同条第３項の規定により

これを報告をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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９号は承認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９号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

０号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２８

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

をしようとするものでありまして、歳入歳出にそ

れぞれ３億 ９５７万 ０００円を追加をし、予

算総額を２３８億 ８８５万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして障害者福祉一般行政経費のう

ち２７万 ０００円の追加は、視覚障害などの方

々に対するインターネット情報サービスサピエの

導入に要する経費を追加をしようとするもので、

視覚障害などの方々へ読書環境向上を図ろうとす

るものでございます。なお、これら事業費の財源

の一部には昨年度いただいた寄附金を原資とした

地域福祉基金から繰り入れ、充当をいたします。

７款商工費におきましてピヤシリスキー場整備

事業費 ０１２万 ０００円の追加は、利用者の
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安全性の確保のため、第１リフト支柱ブラケット

ブッシュ交換工事などの実施とともに、ジャイア

ントコース照明ＬＥＤ改修工事を実施をし、ゲレ

ンデ環境の向上と少年団を初めとする青少年の健

全育成に努めようとするものでございます。なお、

ジャイアントコース照明ＬＥＤ改修工事の財源に

は、昨年度いただいた寄附金を原資とした公共施

設整備基金から繰り入れて充当をいたします。

１０款教育費におきまして名寄市立大学保健福

祉学部再編事業費２億 ４６９万円の追加は、名

寄市立大学新棟建設に係る工事管理業務や建設工

事費などを追加しようとするものでございます。

同じく１０款教育費におきまして地域ケア力向

上事業費４００万円及び冬季スポーツ拠点化推進

事業費２５０万円の追加は、地方創生推進交付金

事業として地方総合戦略の本格的な推進に向けそ

れぞれの事業の進化を図るために事業費を追加を

し、実施をしようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加等に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財

政調整基金繰入金で調整をいたしました。

２２款市債におきまして名寄市立大学保健福祉

学部再編事業債２億 ８８０万円の追加は、名寄

市立大学新棟建設に係る財源として予算を追加を

し、計上しようとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正では名寄市立大学保

健福祉学部再編事業を追加をしようとするもので、

第４表、地方債補正においては名寄市立大学保健

福祉学部再編事業債を追加をしようとするもので

ございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきまして総務部長から説明をさせますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分と

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、議案第１０号の８ページ、９ペ

ージのほうをお開きいただきたいと思います。２

款総務費、１項８目企画振興費の町内会活動支援

事業費で町内会館等建設費補助金１０６万 ００

０円の追加につきましては、智北会館の改修工事

に係る補助申請に対応し、予算を計上しようとす

るものでございます。同じく２款総務費、１項８

目企画振興費のコミュニティ助成事業費２４０万

円の追加につきましては、風連地区町内会連絡会

が実施をしますコミュニティー活動備品の整備に

対し補助をしようとするもので、財源としまして

同額を雑入のコミュニティ助成事業助成金として

予算を追加計上してございます。

次に、１０ページ、１１ページのほうをお開き

いただきたいと思います。３款民生費、２項３目

保育所費の認定こども園施設整備事業補助金 ０

２０万 ０００円の追加及び１２ページ、１３ペ

ージの１０款教育費、４項１目幼稚園費の認定こ

ども園施設整備事業補助金 ７９２万 ０００円

の追加につきましては、補助金の積算見直しによ

り予算を追加しようとするものでございます。な

お、財源といたしまして国からの補助金も追加し

て予算計上させていただいたところでございます。

７款商工費、１項２目観光費における有森裕子

なよろひまわりリレーラン実行委員会補助金１０

５万円の追加につきましては、スポーツ振興くじ

助成金の交付決定により補助金を追加しようとす

るものでございます。

同じく７款商工費、１項３目スキー場費のなよ

ろ温泉整備事業費６４万 ０００円の追加につき

ましては、温浴施設に係るろ過器電動三方弁及び

屋外配水管の修繕を実施しようとするものでござ

います。

１４ページ、１５ページのほうをお開きいただ

きたいと思います。１０款教育費、６項４目文化

センター費のＥＮ―ＲＡＹホールサービス研修委



－30－

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

託料４９万 ０００円の追加につきましては、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールスタッフの接遇や舞台技術研修

などを実施し、ホールサービスの充実を図ろうと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６ページ、

７ページのほうをお開きいただきたいと思います。

２１款諸収入、４項５目雑入でスポーツ振興くじ

助成金２０４万 ０００円の追加につきましては、

交付決定のございました助成金について予算を追

加しようとするものでございます。

以上、補足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を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

今御説明いただいた１０ページ、１１ページの

３款２項児童福祉費、保育所費の認定こども園施

設整備事業補助金とあわせて教育費の幼稚園費、

認定こども園施設整備事業費にかかわってなので

すけれども、今全国的に保育所の待機児がたくさ

んいらっしゃるということなのですけれども、現

在名寄市では待機児はどのようになっているのか、

まずお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま名寄市における保育所の待機児童数というお

尋ねだったかというふうに思います。ことしの４

月時点で保育所の待機児童数でございますけれど

も、認定されている保育所以外で事業所内の保育

所だとかが３つほどございまして、あと認可外保

育所も１カ所ということで、それぞれ通っている

ところであきができましたら認可保育所のほうに

移転をしてまいりたいという方がいらっしゃいま

すので、現在希望していて全く通えないというお

子様についてはいないと、そういうような状況に

なっております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 入れなくて、保育所、

認定保育所、また無認可等々のところでも入るこ

とができて、保護者の方々、特にお母さんが多い

のですけれども、預かる場所がなくて働けないと

いうようなことは今のところはないというふうに

受けとめさせていただいたかと思うのですけれど

も、報道によりますと認定こども園が新しくスタ

ートすると保育部分で定員が３０人ぐらい増員さ

れるというふうな報道がありました。そして、そ

れが来年度、２９年度からということでしたので、

その間どのような対応をしていくのか、これから

ももっと保育所に預けて働きたいという方もふえ

るのではないかなというふうに思っているのです

が、その点この１年間ある中でどのような対応を

していこうとされているのかをお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員からも御質問のとおり、今回認定こども

園として整備される予定の名寄幼稚園さんにつき

ましては、幼稚園部門が１２０名、それと保育所

部門が３０名ということで、来年度は合計合わせ

まして１５０名の定員で実施されるということで

お伺いをしております。待機の状況は先ほどのよ

うな状況でございますので、勢い保育所のほうに

つきましては現在働いている親御さんが大分ふえ

てまいっておりますので、すぐどうこうというこ

とにはならないかというふうに思いますけれども、

いずれにいたしましても民間のほうの整備されて

いく状況に応じまして、今後の総合計画の中でも

含めまして公立保育所のあり方を民間保育所の整

備状況を含めながら検討をしてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やっぱり公立の保育所
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に入りたいと。近いところの、自分の住宅なり住

んでいるところの近くに入りたいと。だけれども、

なかなかそこに思うようにいかないというような

お話を聞くわけです。そういったところで、今総

合計画の中でも検討していくということでしたの

で、私もずっとお聞きしていきましたら公立の保

育所のところに十分に手配をしながら入れていた

だいて、待っている方のないように手配をしてい

ただいてきたというお話は聞いてきましたけれど

も、引き続きそういった方々の思いをやはり酌み

取っていただきながら進めていただくことを強く

求めて、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１０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１０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１５ 議案第１

１号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市過

疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本計画は、過疎地域の自立促進を図るための計

画であり、今回の計画変更につきましては国の財

政支援策を有効に活用するため事業の追加を行う

ものでありまして、北海道との協議が調いました

ので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項

で準用する同条第１項の規定に基づき議会の議決

を求めるものでございます。

なお、変更の概要につきましては総務部長から

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から変更の概要につきまして説明を申し上げます。

まず、今回の名寄市過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてでありますが、認定こども園施

設整備事業に過疎債の活用を図るために過疎地域

の自立に必要な事業としまして新たに１事業を追

加するものでございます。

本日追加をして配付をさせていただきました資

料のほうをごらんいただきたいと思います。この

資料につきましては、過疎計画登載事業のうち今

回の変更に係る事業について抜粋をして記載をさ

せていただいたものでございます。今回の変更の

内容についてでありますが、過疎計画区分の４、

高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に事業名、

（４）、認定こども園を新たに追加をし、事業内

容としまして認定こども園施設整備事業を追加し

ようとするものでございます。これによりまして

変更後の総事業費につきましては、変更前の額に

４６９万 ０００円を追加いたしまして２７４

億 ０３９万 ０００円となります。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 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
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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１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１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１６ 報告第１

号 平成２７年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２７年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告を申し上げます。

自治体情報セキュリティ強化対策事業費ほか５

事業は、平成２７年第１回定例会から平成２８年

第１回定例会までに予算計上し、平成２８年第１

回定例会により繰越明許費の設定をしていただい

たものでございます。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 公害の現況

に関する報告について、御報告を申し上げます。

平成２７年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしてきており、炭化センターにおきま

しては排出基準を大きく下回る結果となっており

ます。また、粉じん発生源と言われているスパイ

クタイヤにつきましては、低水準で推移をし、ス

タッドレスタイヤが市民生活に定着をしているも

のと思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持してございます。また、ゴル

フ場の農薬使用に関する問題につきまして、関係

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

苦情はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

二次名寄市地球温暖化防止実行計画を平成２４年

５月に策定をし、ＣＯ２削減５％を目標としてまい

りましたが、基準年の平成２２年度と比較をして

２ １％という結果となりました。これは、原子

力発電の稼働停止に伴い火力発電が中心となった

ことから、電気使用量のＣＯ２換算係数が増加をし

たことが要因と考えられます。名寄市公共施設の

二酸化炭素排出状況につきましては、引き続き調

査を実施をしております。
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以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続をした調査、啓発等を

行い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力

をしてまいります。

なお、詳細につきましては、さきにお配りをし

てございます公害の現状と対策を御高覧いただけ

ればと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告を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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３

号 株式会社名寄振興公社の経営状況について、

報告第４号 名寄市社会福祉事業団の経営状況に

ついて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号及び報告第４

号、株式会社名寄振興公社ほか１件の経営状況に

ついて、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第３号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について申し上げます。

平成２７年度第４４期の経営内容につきまして

は、５月２０日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、平成２５年度シーズンから来場者数に回復

の兆しが見えてきたことから、この流れをとめる

ことがないよう平成２７年度シーズンも索道施設、

ゲレンデ等の整備を行い、利用者に安全に利用い

ただけるよう万全の体制で臨んだところでありま

すが、降雪不足の影響でオープンが１２月２７日

と大幅におくれ、合宿等のキャンセルが相次いだ

ほか、シーズンを通して天候に恵まれず、リフト

輸送人員は前年比８ ５８％の３９万 １１６人

にとどまりました。しかしながら、集客対策とし

て北海道シーズンネットへの加盟、またフェイス

ブック等を活用し、広く情報発信を行った結果、

名寄市外からの利用者が増加をし、特に雪質にこ

だわる外国人観光客の利用が目立つなど、１２月

を除くリフト収入は前年と比べ若干ではあります

が、増加傾向となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、大会、

団体で ８０１人、前年比１２ １９％と伸びを

示したものの、合宿で ４８１人、前年比９ １

０％、工事関係者で ５４９人、前年比５ ８０

％、ビジネスで９７４人、前年比６ ５４％と軒

並み減少し、宿泊者数は１万 １９４人、前年比

８ ４５％となり、当初計画を大きく下回る結果

となりました。また、日帰り入浴者数についても

６万 ０２２人、前年比９ ２２％と微減をし、

全体を通して厳しい利用実績となりました。

北海道立サンピラーパークにつきましては、隣

接施設、関係機関、団体、住民等と連携をし、四

季折々の企画事業を実施をするとともに、ひまわ

り、コスモスの植栽等公園の魅力づくりに努めま

した。カーリング場につきましては、１０シーズ

ン目となり、愛好者はもとより学校授業や各種大

会等に多くの利用があり、とりわけこの施設で育

ったジュニアが世界大会において表彰台に上がる

などうれしいニュースもあり、今後も名寄カーリ

ング協会と連携をし、カーリングのさらなる普及

に努めてまいります。なお、サンピラーパークの

当期実績としては、利用者数は１４万６６０人、

前年度比１０ １９％となったところであります。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、また

昨年度から新たに受託をしたピヤシリシャンツェ

も含め、引き続き利用者が安全、安心、快適に御

利用をいただけるよう利用の促進及び維持管理に

努めてまいります。
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なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおり、当期におきましては厳

しい経営環境の中、原価率の低減や経費の縮減も

努めてきたところでございますが、スキー場のオ

ープンのおくれ等の要因で売上高については前年

比 ８８０万 ４７７円の減となり、当期純損失

で９２６万 ６７０円を計上する結果となりまし

た。４５期においては、今期の決算を踏まえて事

業計画に基づき黒字化に向けて営業力の強化や経

営の安定を図るよう一層の努力を促してまいりま

す。

次に、報告第４号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めてございます。平成

２７年度の名寄市社会福祉事業団の運営について、

まず特別養護老人ホームについてでありますが、

質の高いサービス、安全、安心、利用者のニーズ

に即した自立支援を基本理念として、入所者一人

一人のケアプランに基づいて提供をしてまいりま

した。

短期入所生活介護及び通所介護事業におきまし

ては、地域の老人福祉サービスの拠点として、施

設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるように努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよ

うに要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提

供事業者や行政との調整を行ってきたところでご

ざいます。さらに、高齢者世話つき住宅生活援助

員派遣事業におきましては、市営シルバーハウジ

ングの入居者が地域の中で自立して安心かつ快適

な生活が送れるように生活指導、生活相談、緊急

時の対応などの支援をしてまいりました。

平成２７年度の収支の状況について申し上げま

すと、法人全体の資金収支につきましては前期繰

越金が２億１０万９９８円、収入額が１０億 ５

６６万 ３４６円に対し、支出額が１０億 １６

２万 ７６７円となり、前期繰越金及び収入から

支出を差し引いた１億 ４１４万 ５７７円を平

成２８年度に繰り越しをしたところでございます。

平成２７年度につきましては、介護報酬の引き下

げ、さらには介護職員の人材不足により施設利用

者の稼働率が低下したことに伴い、収入減へとつ

ながり、厳しい経営状況となりました。前年度の

繰越金と比較をしますと金額では ５９６万 ４

２１円の減で、率にしますと１ ９％の減でござ

います。今後とも健全経営に取り組むとともに、

利用者のさまざまなニーズに応え、施設の機能と

特性を生かしながら地域における高齢者福祉の増

進になお一層取り組んでまいります。

以上、２件を一括して御報告をさせていただき

ました。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） 以上で報告第３号外１

件の報告を終わります。

報告第３号外１件については、本日の会議終了

後に議員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２８年１月１３日午後４時

３７分ごろ、名寄市西１条南２丁目の交差点にお

きまして経済部所管の公用車が北へ直進走行中、

右方から一時停止を無視し、交差点に進入をして

きた相手車両が公用車の右後方側面に衝突したも

のであります。過失割合は本市が２０％であり、

相手方車両の修理代として本市が１８万 ６７３
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円を負担をすることで示談が成立し、和解をした

ところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２８年９月３０日をもって

佐藤源嗣委員及び村上勝浩委員が任期満了となり

ます。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認め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、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月４日から６月１４

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月４日から６月１４日までの１

１日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時４２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 高 野 美枝子

署名議員 大 石 健 二
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