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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２８年９月１日（木曜日）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 行政報告

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備

に関する条例の制定について

議案第５号 名寄市私法上の債権の放

棄に関する条例を廃止する条例の制定

について

日程第５ 議案第２号 名寄市税条例及び名寄市

税条例の一部を改正する条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

日程第７ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第８ 議案第７号 平成２８年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第９号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第12 議案第２０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

議決第１号 市長の専決処分事項につ

いて

日程第13 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第14 報告第２号 平成２７年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第15 決議案第１号 ＪＲ北海道に公共交通

機関としての使命を果たすことを求
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め、共に道北地域の創生を目指す決議

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 行政報告

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備

に関する条例の制定について

議案第５号 名寄市私法上の債権の放

棄に関する条例を廃止する条例の制定

について

日程第５ 議案第２号 名寄市税条例及び名寄市

税条例の一部を改正する条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

日程第７ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第８ 議案第７号 平成２８年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第９号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第１６号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１８号 平成２７年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１９号 平成２７年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第12 議案第２０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定につ

いて

議決第１号 市長の専決処分事項につ

いて

日程第13 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第14 報告第２号 平成２７年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第15 決議案第１号 ＪＲ北海道に公共交通

機関としての使命を果たすことを求

め、共に道北地域の創生を目指す決議

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



－3－

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号

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

参 事 監 松 岡 将 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

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３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、

５番 川 村 幸 栄 議員

９番 塩 田 昌 彦 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、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２９日まで

の２９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９月２

９日までの２９日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 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） おはようございます。本

日、平成２８年第３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。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で６億 ５４４万６千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源 １

６８万４千円を差し引いた実質収支は、６億 ３

７６万２千円となりました。ここから、名寄市基

金条例に基づき、財政調整基金へ３億２千万円を

積み立て、残り３億 ３７６万２千円を平成２８

年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で ２６１

万７千円、介護の保険事業勘定で ６１３万８千

円、それぞれ黒字となりました。

また、簡易水道事業特別会計では水道事業会計

への統合に伴い、打ち切り決算となり、２３万３

千円の決算剰余金については水道事業会計へ引き

継いでいます。

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

を行い、収支同額となっています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２７年度末の基金残高は

８０億８２２万５千円で、前年度末に比べて、９

億 ７５８万４千円の増加となりました。

地方交通確保基金など、基金の設置目的に応じ

て経常的な経費の財源として取り崩したほか、医

療従事者確保の財源として市立総合病院整備基金

から、また文化センター大ホールの運営などの財

源として文化センター大ホール基金からなど、総

額１億 ０６９万３千円を取り崩しましたが、財

政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、名寄

市立大学振興基金、名寄東病院振興基金などに、

合計１０億 ８２７万７千円を積み立てたことか

ら、基金全体では、前年度比１ ９パーセントの

増となりました。

主な基金の残高は、財政調整基金１８億 ２４

６万２千円、減債基金１４億 ０２３万４千円、

公共施設整備基金１０億 １８９万５千円、合併

特例基金１２億 １６０万円、名寄市立大学振興

基金８億 ６０６万２千円、名寄東病院振興基金

７億１８０万４千円となっています。

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



－5－

６８１万４千円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

第２次総合計画の策定にあたり、公募委員など

市民で構成する名寄市総合計画策定審議会に対し

て、昨年１２月１８日に諮問を行い、策定審議会

及び６つの専門部会合わせて合計３３回の審議を

重ね、７月２２日に答申をいただきました。

答申をもとに第２次総合計画素案を作成し、８

月中旬からパブリック・コメントを実施するとと

もに、住民説明会を２回開催し、市民の皆様から

いただいた御意見を踏まえて、第２次総合計画案

を作成してまいります。

案がまとまり次第、議会に提出させていただき

ますので、御審議のほどをよろしくお願いいたし

ます。

次に、地方創生について申し上げます。

国による地方創生人材支援制度により、本年７

月１日付で、松岡将参事監が着任しました。財務

省から２年間の派遣となり、主に企画担当として

総合計画をはじめ施策間連携などを所管するとと

もに、さらなる情報収集や国との連携に御尽力い

ただくことになっています。

また、国においては、地方版総合戦略の本格的

な推進に向け、先駆的な取組などを後押しするこ

とにより、地方における安定した雇用創出や地方

への新たな人の流れ、まちの活性化など地方創生

の深化のための新型交付金として地方創生推進交

付金を創出しました。

本市におきましては、官民が連携して冬季スポ

ーツの拠点化を図り交流人口の拡大を目指す「冬

季スポーツ拠点化推進プロジェクト」、名寄市立

大学の教育・研究資源を活用して、保健・医療・

福祉・保育などの専門職の人材確保を目指す「名

寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロジェ

クト」について採択の内示を受けたことから、こ

れらの事業を着実に推進し、地方創生の取り組み

を深化させてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政

との懇談会は、７月４日にグランドホテル藤花に

おいて開催されました。平成２８年度における市

の主な事業などについて報告し、情報共有を図っ

たほか、地域の課題などについて意見交換を行い

ました。

次に、男女共同参画の推進について申し上げま

す。

男女共同参画週間に合わせて、市内小中学生に

リーフレットの配布を行ったほかパネル展を実施

し、男女共同参画に対する理解を深めるとともに、

４月に施行した名寄市男女共同参画推進条例につ

いての周知も図りました。

また、新たな男女共同参画推進に関する計画の

策定に向け、男女共同参画推進委員会をはじめ、

アンケート調査などを通じて市民の皆様の御意見

を伺いながら検討を進めてまいります。

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については、８月１日に

開催された「鶴岡市・名寄市姉妹都市盟約２０周

年記念式典・祝賀会」に、鶴岡市から榎本市長を

はじめとする訪問団３０人が出席され、市民とと

もに盟約２０周年を祝い、両市の絆をさらに深め

るとともに、藤島・名寄交流友の会訪問団２６人

も合わせて来名され、市民との交流を深めました。

東京都杉並区との交流については、６月１９日

に開催された第３７回ふうれん白樺まつりに、田

中区長をはじめとする代表団６人と高円寺阿波お

どり親善訪問団３４人に加え、東京商工会議所杉

並支部から宇田川会長をはじめ１１人が来名され、

阿波おどりなどを通じて広く市民との交流を深め

ました。８月２７日と２８日に開催された第６０

回東京高円寺阿波おどりには、本市から代表団と

市民合わせて３１人が参加して、本市のＰＲと友

好を深めてきました。
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ふるさと会の交流については、７月８日から４

日間、東京なよろ会会員など４４人が来名され、

ゴルフや市内見学のほか、市民交流会などを通じ

て、ふるさとでの楽しいひとときを満喫していた

だきました。

台湾との交流については、６月２３日に「北・

北海道インバウンド促進協議会」の設立総会が本

市で開催され、台湾からの教育旅行の受入などに、

本市、美深町及び下川町が連携して取り組むこと

が確認されました。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

８月４日に、北海道の命名者である松浦武四郎

の出身地、三重県松阪市から竹上市長が本市を訪

れ、天塩川流域１１自治体の首長とともに、武四

郎生誕２００年に向けた意見懇談会を実施し、テ

レビドラマ化ヘの取組や松阪市との物産交流など

について意見を交わしました。

また、意見懇談会終了後、松浦武四郎記念館の

主任学芸員・山本命氏を講師に招き、「テッシ・

オ・ペッ賑わい創出協議会」主催による特別講演

会が開催され、近隣自治体からも多くの参加のも

と、松浦武四郎について見識を深めました。

今後とも、北海道遺産である天塩川を中心とし

た地域住民や関係機関・団体のほか、北海道命名

１５０年事業の取組を進めている北海道とも連携

を図りながら、天塩川とその流域の魅力を発信し

てまいります。

次に、統計調査について申し上げます。

事業所の経済活動などを明らかにする経済セン

サス活動調査については、６月１日を基準日とし

て、市内全事業所及び企業を対象に実施しました。

今後、北海道の最終審査を経て、来年度に集計

結果が順次公表される予定となっています。

調査員の皆様の御尽力に感謝を申し上げますと

ともに、市内事業所及び企業の皆様の御協力に対

しまして厚くお礼を申し上げます。

次に、平和行政の取組について申し上げます。

本市は、平成１９年３月に恒久平和と幸せな市

民生活を守るため、非核平和都市宣言を行い、過

去に多くの人が犠牲となった戦争を二度と繰り返

さないことを固く誓いました。この宣言の趣旨に

のっとり、本年は７月１３日に名寄市戦没者追悼

式や平和音楽大行進が開催され、また８月１５日

には全国戦没者追悼式に合わせて、正午に１分間

のサイレン吹鳴を行いました。

加えて、昨年度加入した「日本非核宣言自治体

協議会」から、原爆に係るパネルの貸出しを受け、

８月２２日から２５日まで駅前交流プラザ「よろ

ーな」において開催されました、名寄原爆の絵を

見る会実行委員会主催の「原爆の絵 名寄展」に

併せて展示いただいたところです。

今後とも、戦争や原爆の記憶を風化させず、恒

久平和への願いを後世に伝えていくため、様々な

取組を進めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の第１四半期における一般科の患者取扱

状況については、入院患者数は延べ２万４０８人

で前年比６２０人の減、率にして ９パーセント

の減少、また、外来患者数は、延べ４万 ０６５

人で前年比４３９人の減、率にして ９パーセン

トの減少となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１３億 １２９万円で前年比 ９１

５万円の増、率にして ７パーセントの増加、ま

た、外来収益は５億 ５２６万円で前年比 ６７

８万円の増、率にして ０パーセントの増加とな

っています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

９億 ６５５万円となり、前年比 ５９３万円の

増、率にして ０パーセントの増加となっていま

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。

本年６月１６日から１カ月間、パブリック・コ

メント手続を実施し、１件の意見が寄せられまし

た。検討の結果、寄せられた意見を反映すること
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が適当であると判断し、プラン案を修正したうえ

で、パブリック・コメントの結果と合わせて、プ

ランを市立総合病院及び東病院のホームページに

おいて公表いたしました。今後は、広報や市民公

開講座などを通じて、プランの内容や今後の病院

機能の分担など市民周知を図ってまいります。

今後も、急性期医療を担う道北の地方センター

病院として、地域完結型の医療提供体制の構築や

救急医療の充実・強化に取り組んでまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

名寄幼稚園については、本年４月から「子ども

・子育て支援法」に基づく新制度に移行し、８月

からは来年度の認定こども園への移行に向けた施

設整備を開始しています。引き続き、順調に移行

できるよう支援を進めてまいります。

ひとり親家庭への支援では、児童扶養手当法の

一部改正により、８月分から第２子及び第３子以

降の加算額が増額となったため、対象世帯から提

出された現況届に基づいて加算額を決定し、支給

月である本年１２月までに通知を行います。

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、地域福祉の推進について申し上げます。

戦没者追悼事業は、実行委員会を組織して７月

１３日に実施しました。追悼式は市民文化センタ

ーを会場に、御遺族をはじめ約２００人の参列の

もと、厳粛に執り行いました。

また、第６０回を迎えた平和音楽大行進は、晴

天のもと、１３団体の力強い演奏を多くの市民が

楽しむとともに、悲惨な戦争が繰り返されないよ

う願いが込められました。

国が実施する２つの給付金、消費税率の引き上

げによる影響を緩和する臨時福祉給付金事業と、

障害及び遺族基礎年金受給者を対象とした年金生

活者等支援臨時福祉給付金事業については、９月

６日からの受付業務開始に向け、現在準備を進め

ているところです。

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

高齢化が進む中、本市においても認知症高齢者

が増加を続けています。

早期に認知症に気づくことが介護予防へとつな

がることから、認知症への「気づき」のきっかけ

作りとして、昨年度から取り組んでいる「もの忘

れ めやすリスト」のチェック期間を２年分に変

更し、平成２８年度介護保険料納入通知書に同封

して、６５歳以上の市民に配布しました。

高齢者の方々が、住み慣れたこの地域で暮らし

続けることができるよう、認知症の早期発見、介

護予防への取組を充実させてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

視覚障がい者などが、図書館窓口で、「本を朗

読したデータ」を借りて聞くことができる情報ネ

ットワーク「サピエ」に加入し、８月から市立名

寄図書館で利用可能となりました。

旭川を除く道北のエリアでは、初めての導入に

なり、７月２３日に開催した市民向け研修会「視

覚障がいと点字を学ぼう」の中でも、サピエの説

明を行ない、広く周知を図っているところです。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担と、保険

税負担の格差是正や税収増を図るため、基礎賦課

分及び後期高齢者支援金に係る限度額の改正を行

いました。

さらに、国保税の軽減拡大として、軽減判定所

得算定額について５割軽減対象世帯を２６万円か

ら２６万５千円に、２割軽減対象世帯を４７万円

から４８万円に引き上げる措置をそれぞれ実施し

ました。

当初賦課の状況は、被保険者数が ４７７人で、

前年度比２６３人の減、世帯数は ０６６世帯で、

前年度比１３９世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が ４１３世帯、５割が６

７７世帯、２割が５１５世帯となり、全体では国

保加入世帯の６ １パーセントにあたる ６０５

世帯となりました。
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今後は、平成３０年度から始まる国民健康保険

の都道府県化を見据えながら、市民の皆様が安心

・信頼できる医療保険制度を確立するため、事業

の円滑な運営に努めてまいります。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災件数は４

件で、前年比２件の減、火災種別では、建物火災

１件、車両火災３件となり、火災による死傷者の

発生はありません。

救急件数は５４０件で、前年比２６件の増、事

故種別では、急病３７３件、一般負傷７６件、転

院搬送３８件、交通事故２６件、そのほか２７件

となっています。

救助件数は２１件で、前年比６件の増、交通事

故によるもの１４件、そのほか７件となっていま

す。

火災予防については、４月から７月末までに防

火対象物５６事業所、危険物施設５４カ所の立入

検査を実施し、法令違反の対象物・施設に改善指

導を行っています。また、一般住宅 １３６世帯

と高齢者独居住宅４４０世帯の防火訪問を実施し、

住宅防火対策の推進に努めています。なお、住宅

用火災警報器の設置率は７８パーセントとなって

います。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年４月に発生した熊本地震から４カ月が経ち

ました。改めて多数の尊い命とかけがいのないも

のを失われた被災地、被災者の皆様に心からお見

舞い申し上げますとともに、一刻も早い復興を強

く念願するものであります。

本市においては、公共施設に義援金箱を設置す

るなど、日本赤十字社名寄支部と連携して取り組

んでおり、７月末現在で３０件 ３２ ４３４円

の心温まる義援金が寄せられており、市民の皆様

の御協力に心より感謝申し上げます。

また、被災地の復興支援として、土のう袋の提

供に加えて、６月１９日から７月４日まで熊本県

益城町に職員１人を派遣し、家屋被害調査などの

業務支援に従事してきました。

今後とも、被災地が一日でも早く復興できるよ

う支援に努めてまいります。

６月２５日に、名寄大橋上流左岸において、河

川の洪水及び決壊を想定した天塩川水系天塩川水

防演習が１２年ぶり２回目として実施されました。

前日のリハーサルから当日まで、上川北部８市

町村の消防団員や関係機関のほか、地域住民を含

む約４００人の参加があり、住宅浸水防止訓練や

住民避難訓練、炊き出し訓練など、本番さながら

の訓練となり、防災意識の高揚や水防に対する理

解を深めていただくことができました。

また、自治体スクラム支援会議の取組の一環と

して、８月３日から８日まで「なよろ夏季林間学

校２０１６」を開催し、福島県南相馬市の小学５、

６年生２０人を招いて、パークゴルフ、子供相撲

やひまわりリレーランへの参加、搾乳体験のほか、

市内各施設の見学などを行い、ストレス解消や市

民との交流を図りました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、市

民の皆様や関係団体の御理解と御協力のもと、

「交通事故死ゼロ」を目標に交通安全運動を進め

てまいりましたが、６月１９日午前中に、風連町

字豊里の市道交差点において自動車同士の衝突事

故が発生し、高齢者の女性が犠牲となりました。

このことから、名寄警察署、交通安全協会、町

内会などの関係機関・団体による事故発生現場の

道路診断を実施し、市では警察署の指導に基づき、

ドット線や中央線の整備のほか、交通安全旗を増

設し、また警察署では道路上に「止まれ」を表示

し、このような痛ましい事故が起きないよう改善

してまいりました。

今回は、発生すると大事故につながる田園型事

故と呼ばれるものであることから、前方や左右に

十分注意した運転について周知を図っていくとと

もに、今後の交通安全意識の高揚と交通事故防止

に向け、関係機関・団体と連携した啓蒙・啓発活

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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動に取り組んでまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

安全安心な住環境の確保は市民共通の願いです。

市内においても適正に管理されていない空家が周

辺地域に悪影響を及ぼしていることもあり、空家

に対する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

名寄市空家等対策協議会を設置し、名寄市空家等

対策計画（素案）を策定しました。また、７月か

ら８月にわたり、パブリック・コメントを実施し

ましたが、御意見はありませんでした。

今後においては、計画に沿って空家などの利活

用促進を目的とした空家バンクの開設をはじめ、

空家や空家となる見込の所有者に適正管理を促す

啓蒙・啓発の取組、相談窓口の開設、管理不全の

空家に対する措置などを通して、空家の利活用や

適正管理に向け対応していただくよう取り組んで

まいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業の北斗団地について

は、昨年度着手した鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸の８月末現在の進捗率が約７０パーセ

ントとなっており、１０月の完成を予定していま

す。本年度建設分の鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸の工事は、９月に着手し、平成２９年

１０月の完成を予定しています。

また、新北斗団地については、６月に着手した

プレキャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の

全面的改善工事の８月末現在の進捗率が約２０パ

ーセントとなっており、１０月の完成を予定して

います。

さらに、長寿命化型改善工事については、６月

に着手した風舞団地３棟２４戸の８月末現在の進

捗率が約６０パーセントとなっており、１０月の

完成を予定しています。

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公園施設

整備工事は、本年度計画していた名寄公園の遊具

の更新工事、浅江島公園のＬＥＤ照明への更新工

事を８月に完了しました。風連西町公園の遊具の

更新工事については、現在施工中であり、１０月

の完了を予定しています。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」について、「ＬＥＤ照明導入調査事業」の実

施にあたり、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金」の交付決定を受けたことから、

公募型プロポーザル方式による「名寄市防犯灯Ｌ

ＥＤ化事業公募型プロポーザル選定委員会」を本

年８月８日に開催し、実施業者を選定したところ

です。

今後については、９月末頃に既設防犯灯の設置

状況を把握するとともにＬＥＤ化計画を策定し、

この計画に基づいた取替工事を予定しています。

引き続き、環境に配慮したまちづくりを進めるた

め、本事業に取り組んでまいります。

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老朽管更新工事

については、中央東７号線老朽管更新工事ほか１

路線、延長４９１メートルが完了し、現在は風連

東１号線ほか２路線、延長８３７メートルの整備

を６月上旬に着手し、１０月中旬の完成を予定し

ています。

配水管網整備については、風連新生１条線配水

管網整備工事ほか３路線、延長７５１メートルを

着手しています。

サンルダム建設事業に伴う上水道第２期拡張事

業については、名寄から風連地区への簡易水道統

合整備送水管新設工事を３工区に分け、延長 ５

０８メートルの整備を６月下旬に着手し、１０月

下旬の完成を予定しています。

なお、８月７日に、サンルダム定礎式が開催さ

れ、工事関係者や近隣市町村から約２３０人が出

席し、ダムの永久堅固と安泰が祈願されました。

また、有収率向上のための漏水調査業務や清浄

な水道水の供給を図る配水管洗浄業務を引き続き

実施してまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。
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老朽化した施設の改築工事については、６月上

旬に、名寄下水終末処理場における沈砂池機械設

備の更新工事に着手し、来年３月上旬の完成を予

定しています。

公共桝取替工事については、３工区に分けて５

月下旬に着手し、合計７０カ所の取替を７月下旬

に完了し、併せて管路長寿命化計画に基づく管渠

長寿命化工事についても８月下旬に完了しました。

また、個別排水処理施設整備事業については、

名寄地区１基、風連地区２基の合併浄化槽の設置

が完了し、現在は両地区で５基の整備を進めてお

り、９月下旬の完成を予定しています。今後、両

地区合わせて４基の工事発注を予定しています。

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丁目通については工事を完了しています。

また、西４条仲通、南１１丁目右仲通、風連東

８号北線は９月の完成を予定しており、南３丁目

通については８月に入札を終え、現在工事を進め

ています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

鉄路については、宗谷本線活性化推進協議会で

本年７月２５日から７月２７日にかけて、初めて

北海道・国への要望活動を行いました。

現在、道北地域の人口減少や交通網の整備が進

むにつれ、鉄道利用者数の減少が続き、ＪＲから

路線やダイヤなどの大幅な見直しが提案されてき

ています。今後は、沿線自治体や関係機関・団体

と連携し、鉄路を存続していくためのさらなる取

組に努めてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、８月１５日現在の農作物の生息状況

について、水稲はもち米・うるち米ともに平年よ

りやや遅れています。

小麦は、秋小麦・春小麦ともに収量・品質にお

いて平年並みの見込みで、現在調整作業を行って

いるところです。

また、畑作物を含めて、馬鈴しょ・てん菜など

の生育は順調に推移していますが、玉ねぎは一部

で生育不良が見受けられる状況です。また、アス

パラガスは、一部で雹の被害もあり、収量は平年

よりやや少ない状況で終了しました。

薬用植物振興事業については、７月２日に「薬

草・花まつり」として大橋地区の薬用植物資源研

究センターにおいて、現地観察会を独立行政法人

医薬基盤研究所と共催で開催し、多くの市民の皆

様をはじめ市外からも御来場いただき、薬用植物

に取り組むまちとして広く情報発信ができました。

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。

８月２１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度より１０６頭多い３９２頭、アライグマは７頭

の駆除を行ってきたところです。

次に、ヒグマの出没について申し上げます。

本年度は、８月２１日時点で、昨年度の５３件

に対し１９件少ない３４件の報告件数となってい

ます。

今後、農作物の収穫時期やキノコ採りのシーズ

ンを迎えることから、広報・ホームページによる

出没状況の情報提供を行うとともに、警察をはじ

め関係機関・団体と連携して注意喚起を図りなが

ら、被害防止対策を実施してまいります。

次に、もっともち米プロジェクト事業について

申し上げます。

名寄産農産物の消費拡大に向けたＰＲとして、

８月９日に開催されたサッポロビアガーデンにて、

なよろ産もち米のＰＲを行ってまいりました。

次に、産業まつりについて申し上げます。

地産地消の推進と地場産品の良さを広め、農業

・農村の理解と農畜産物の消費拡大を図るため、

８月２１日に、なよろ健康の森を会場に開催し、

多くの市民の皆様に御来場いただきました。

薬用作物の生産のつながりから、新たに参加さ

れた小林製薬をはじめ、御協力をいただきました

関係機関・団体の皆様にお礼申し上げます。

次に、商工業の振興について申し上げます。
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北海道が公表した平成２８年第２四半期（４～

６月）の上川北部地域の地域別経済動向調査では、

土木建設業、運送業は堅調に推移していますが、

製造業を含め引き続き人材不足が続いています。

また、宿泊業についても堅調に推移していますが、

小売・サービス業に関しては、消費者の購買力の

低い状況が続いており、地域全体の業況としては

普通と判断されています。

市の融資関係では、７月末現在、経営資金、設

備資金ともに融資件数は増加傾向で推移していま

す。経営資金は２２件、１億 ９２０万円の融資

となっており、前年同期比では件数で８件の増、

金額では１６ ５パーセントとなっています。ま

た、設備資金は１７件、１億 ２３３万円の融資

となっており、前年同期比では件数で５件の増、

金額も ５５０万円上回っています。

次に、名寄市中小企業振興条例及び支援制度に

ついて申し上げます。

一部改正した中小企業振興条例に基づき、その

支援制度についても見直しを行ないました。商工

関係団体、金融機関と様々な情報を共有し、事業

者ニーズを的確に把握し、きめ細かなサポートが

できるよう、産官金の連携による「なよろ経済サ

ポートネットワーク」を６月に立ち上げ、新しい

支援制度を周知していくほか、国や道の施策を含

め情報発信体制を整備してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ０５倍で、前年同月比 １３ポイ

ント上昇し、平成２８年３月から比べますと ０

６ポイント下回っていますが、依然として求職者

に対し求人数が上回っている状況となっています。

３月末の新規学卒者の就職内定率も平成２４年度

以来の高水準と求人が増加傾向となっていますが、

若年層の持続的な就労の場の確保が一層重要とな

ってきていることから、７月１日、名寄公共職業

安定所長、上川総合振興局長、上川教育局長と４

者で、名寄商工会議所に対し平成２８年度新規学

卒者の求人要請を行ったところです。

就職希望の生徒たちが実際の職場体験を通して

就職への意欲を高める取組として、昨年度まで名

寄地区で行っていた企業見学会を本年度から士別

地区と合同で７月２７日に実施しました。当日は、

３７人の生徒が参加され、管内３社の企業などを

見学しています。

また、７月２９日にはハローワーク名寄、上川

総合振興局、上川教育局、ジョブカフェ旭川及び

士別市と連携した高等学校卒業者向け企業説明会

が開催され、前年よりも８社多い３３の企業など

と、近隣の高等学校から１１５人の生徒が参加し、

各企業の経営理念や求められている人材などにつ

いて学ぶ貴重な機会となりました。

今後も関係機関と連携して情報収集に努め、就

職活動を支援してまいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本年度もひまわりボランティアを募集し、６月

１１日には苗の定植作業を、７月９日と２６日に

は、市民の皆様や名寄高校陸上部による除草作業

を道立サンピラーパークで行うなど、市民のおも

てなしの心を育み、ホスピタリティあふれる観光

地づくりに努めました。

サンピラーパークひまわり事業については、６

月の低温と日照不足による天候不順の影響で、生

育に遅れが生じたものの、１２万５千本のひまわ

りが咲き誇りました。さらに、７月３０日から８

月２１日までは「なよろひまわりまつり」を開催

し、ひまわり案内所の設置やなよろひまわり観光

マップの作成など、観光客の受入体制を整備する

とともに、ライトアップひまわりや市民文化セン

ターＥＮ―ＲＡＹホールで「エンレイひまわりフ

ェスタ」を開催し、夏の風物詩である名寄のひま

わりを楽しんでいただきました。

また、８月７日には名寄ひまわりまちづくり大

使の有森裕子氏を招いて、なよろ健康の森や道立

サンピラーパークをコースとした「第４回有森裕

子なよろひまわりリレーラン」を開催しました。
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海外を含む市内外から９３チーム３７２人の参加

があり、地域資源を活用した交流人口の拡大が図

られました。

次に、ホスピタリティ事業について申し上げま

す。

本年度も、地域の特産品素材を活用した新商品

の開発に取り組んでいる東京の香川調理製菓専門

学校の学生が、８月１８日から５日間の日程で名

寄合宿を行いました。

本年のテーマは「もち米」と「スイートコー

ン」、「ひまわりパウダー」を活用した商品開発

として、なよろ産業まつりで試食コーナーを設け

て味わってもらうとともに、アンケートにも御協

力をいただくなど、実り多い交流の場となりまし

た。

次に、イベント関係について申し上げます。

「第３７回ふうれん白樺まつり」は、６月１８

日、１９日にふうれん地域交流センター及びふう

れん望湖台自然公園において開催され、１８日開

催の全道阿波踊り大会と合わせて、多くの阿波踊

りの連に参加をいただき、大いに盛り上げていた

だきました。

本市の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

７月３１日に天塩川曙橋下流河川敷において開催

され、野外ライブや各種団体のステージ、さらに

はフィナーレを飾る花火など、多彩な催しに約７

千人の来場者で賑わいました。

第３８回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１４団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の学習指導の工

夫改善に関する研究グループにおいて、児童生徒

の思考力・判断力・表現力を育成する指導方法に

ついて理解を深めるなど、中堅教職員の力量を高

めるためのミドルリーダー育成研修会を行いまし

た。

小学校外国語活動巡回指導教員研修事業では、

小学校教諭の外国語活動などの指導力と英語力向

上を図るため、これまで巡回指導教員が市内全て

の小学校を計１７０時間巡回し、学級担任とのテ

ィーム・ティーチングによる授業や模範となる授

業を行いました。

豊かな心を育てる教育の推進については、いじ

めの根絶に向け、７月２０日、風連中学校におい

て、名寄市小中学校いじめ防止サミットを開催し

ました。同サミットでは、いじめを許さない意識

と態度を育成するため、全小中学校の児童会・生

徒会の代表者が一堂に会し、名寄市小中学校いじ

め防止宣言の浸透状況について意見を交流したり、

各学校のいじめ根絶に向けた取組の良さや工夫し

なければならない点などについて話し合いました。

昨年同様に、いじめ防止標語を募り、優秀な作

品についてはポスターを作って市内の各学校のほ

か教育関係施設などに掲示し、地域全体でいじめ

をなくす取組を進めました。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小中学校において、「全国

体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しまし

た。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の校

内研修の充実に関する研究グループが中心となり、

５月１８日に名寄西小学校を会場に、新体力テス

ト実施に向けた学校体制のあり方や同テストの実

施上の留意点にかかわる研修会を行いました。

とりわけ、研修会では、本市の児童生徒の体力

における課題となっている「走力」を高めるため、

名寄市特別参与スポーツ振興アドバイザーの阿部

雅司氏を講師に、効果的な準備運動や腕の振り方、

スタート時の姿勢などについての実技研修を行い

ました。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
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の結果を分析し、児童生徒の体力などのより一層

の向上に向けて、体育指導などの充実を図る取組

を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、学校の要請に

基づき、専門家チームを５回派遣し、障がいの有

無にかかわらず困り感を抱えている児童生徒に対

する適切な支援のあり方についての協議、研修を

行いました。

信頼される学校づくりの推進については、教職

員の資質向上を図るため、５月１０日に学校力向

上に関する総合実践事業アドバイザーを招いて教

育講演会を開催しました。当日は、市内外から約

９０人の教職員が参加し、日常授業の改善や学級

経営のあり方などについて研修を深めました。

智恵文小学校・智恵文中学校における小中一貫

コミュニティ・スクール導入の取組については、

教育委員会が設置要領に基づき、保護者や地域代

表者、学校関係者など２０人で構成される「智恵

文小学校・智恵文中学校コミュニティ・スクール

推進委員会」を組織しました。

６月２９日に第１回推進委員会を行うとともに、

文部科学省のコミュニティ・スクール導入等促進

事業の講師を招いて講演会を開催し、推進委員の

ほか、保護者や市内各小中学校の教職員など約５

０人の参加を得て、コミュニティ・スクールにか

かわる先進的な事例や関係法令についての理解を

深めました。

その後、８月２３日の第２回推進委員会では、

智恵文小学校と智恵文中学校の学校運営や学校評

価などの概要や、小中連携の取組状況などについ

て意見交換を行いました。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

本年度、大規模改修を予定している名寄東小学

校については、国からの補助金の交付はありませ

んでしたが、老朽化や緊急度を考慮し、改修工事

を実施することとし、８月の臨時議会において工

事契約の議決をいただき、工事に着手したところ

です。

また、風連中央小学校の改築事業については、

昨年度の基本設計に引き続き、実施設計を行い、

来年度から予定されている本体工事に向けた準備

を進めています。

さらに、豊西小学校の閉校に伴う、通学路にお

ける２カ所の横断歩道の新設については、夏休み

期間中に整備を終えています。

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。

本市の総合戦略の推進施策として位置付けてい

る「名寄市立大学卒業生の地元定着化推進事業」

については、大きく２本立ての組み立てを予定し

ています。

一点目は、市内の事業者などに就業する市立大

学の学生が日本学生支援機構から奨学金の貸与を

受けている場合、就業後にその返済額の一部を支

援しようとするものです。

二点目は、市内の事業所などに就業する学生に

対して、地元就業支度金を本年度内に交付するも

ので、関連する補正予算案を本定例会に提出をさ

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。

大学図書館の建設工事については、７月末で５

６パーセントの工事進捗率となっており、来年１

月末の完成に向けて引き続き工事を進めてまいり

ます。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

の参考としていただくため、７月２３日と８月２

０日に、高校生と保護者を対象にオープンキャン

パスを開催し、２回合わせて高校生３７６人、保

護者２６２人の参加があり、昨年と比較して高校

生で８人の増となりました。なお、３回目のオー

プンキャンパスは１０月１５日に予定しています。

北海道教育委員会が主催する特別支援学校教諭

免許状の取得向上に向けての取組は、本年で６年

目を迎え、名寄市立大学が指導大学となる免許法

認定講習として、７月２７日から１２日間にわた

り開催しました。道内では、北海道教育大学が指
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導大学となって実施した３会場と合わせて４会場

で実施されています。名寄会場では、市内小中高

校から参加した２１人の教員をはじめ、道内の教

員、幼稚園教諭など９１人が、先進的な教育理論

や教育実践について受講しました。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食センターの改築時に導入しました調理

用オーブンは、経年劣化により機器のふぐあいが

発生し、調理に支障を来していることからスチー

ム方式のオーブンに更新しました。

このことにより、魚やハンバーグなどの焼き物

を、より一層、美味しく提供することができるよ

うになりました。また、調理の幅が広がり新たな

献立を研究しているところです。

学校給食では、新鮮な地元産食材の積極的な使

用による地産地消にも取り組んでおり、７月４日

には「煮込みジンギスカン」を、８月には地元産

のメロンを提供し、児童生徒から好評を得ていま

す。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

青少年のオーケストラ発足を視野に７回にわた

り実施した市民講座「バイオリン教室」は、最終

日の７月２日に成果発表会を開催しました。

参加者の大部分は初心者でしたが、最終日には

８曲を演奏し、来場された８０人の方に上達した

姿を披露することができました。

８月７日には、どさんこジュニアオーケストラ

協会の協力のもと、市民実行委員会による名寄市

少年少女オーケストラが誕生し、活動を開始して

います。

夏を締めくくる市民盆踊り大会は、８月１４日

と１５日の両日開催し、子ども盆踊りに３９６人、

仮装盆踊りには、個人１５人、団体８組の参加を

いただき、期間中延べ ９８１人の人出で賑わい

ました。実施にあたり御協力をいただきました実

行委員及び協賛事業所などの皆様に感謝を申し上

げます。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

７月２６日には、名寄西小学校図書館において、

北海道立図書館の学校図書館運営相談事業を活用

し、司書教諭と学校司書を対象に、本棚や机のレ

イアウトの変更や除籍本の選び方などの演習を行

いました。

「名寄市子どもの読書活動推進計画」について

は、本年度が第２次５カ年計画の最終年度にあた

ることから、第３次計画の策定作業を進めるため、

７月２９日に庁内策定委員会を立ち上げました。

さらに、８月１７日には「市民ワーキンググル

ープ」を組織し、これまでの子どもの読書活動に

関する検証と今後の取組について検討しました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

６月には、「日本人の約７割が天の川を見られ

ない所に居住」という欧米の研究が新聞報道され

た中にあって、７月７日には、なよろ市立天文台

から生の天の川の映像がテレビの全国ニュースや

インターネット放送によって使われ、名寄が天体

観測に適した地であることを大きくアピールでき

ました。

また、６月２８日から７月７日にかけては、七

夕の短冊飾り付けイベントを行いました。市内外

の保育所や幼稚園児、大学生、来館者などの協力

をいただき７００枚以上の短冊を飾り付け、週末

には多くの家族連れで賑わいました。

７月３０日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星と音楽の集い２０１６」が

開催され、９６０人が参加し、多彩なイベントが

行われました。子どもたち向けの星の絵本の読み

聞かせや、石垣島天文台とのインターネット中継

も行われ、星に対する関心が高まり、石垣島天文

台との交流も深まりました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

芸術文化鑑賞バスツアーは、市内で鑑賞するこ

とができない芸術文化に接することで、豊かな感

性を育み、文化活動の振興を図ることを目的とし

て実施しています。
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本年度は５回のツアーを計画しており、７月に

は札幌方面へ「劇団四季ウィキッド」の観劇、８

月には帯広方面へ「六花の森」「中札内美術村」

の見学など４回実施しました。

引き続き、質の高い優れた芸術文化鑑賞の機会

を提供できるよう、事業の充実に努めてまいりま

す。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月２日から８月２８日にかけて、特別展「道

北の湿原」を開催しました。当市周辺には、ピヤ

シリ湿原や松山湿原があり、道北地方全体では１

０カ所を超える湿原が分布しています。

今回の特別展では、湿原の種類や性質、特有の

地形や動植物などを解説し、湿原の一種である泥

炭地の開拓と農業の歴史についても振り返りまし

た。また、関連企画として、７月２２日に講演会

を開催したほか、翌２３日には松山湿原観察会を

開催し、湿原に対する学習を深めることができま

した。

８月９日には、専門家を招き、昨年度好評であ

った夏休み体験講座「コウモリ観察会」を開催し

５２人の参加がありました。日頃あまり目にする

ことのできないコウモリについて、捕獲調査の体

験を通して、子ども、大人を問わずコウモリの生

態などについて学んでいただきました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

８月８日には、市民文化センターを会場に、公

益社団法人誕生学協会認定バースコーディネータ

ーの菊池咲十子氏を講師に迎え、「誕生学～うま

れてきてくれてありがとう～」をテーマとした家

庭教育学級３学級の合同研修会を開催しました。

参加した親子５１人は、命の大切さや命をつなげ

る尊さなどについて学びました。

次に、スポーツ振興について申し上げます。

６月１４日に、なよろスポーツ講演会が開催さ

れ、約２５０人の市民の参加を得て、名寄市特別

参与スポーツ振興アドバイザーの阿部雅司氏を講

師として「夢への挑戦」をテーマに、本市が取組

を進めている「冬季スポーツの拠点化」事業の紹

介をしました。

また、７月３１日には、サンピラー国体開催記

念第１４回サマージャンプ大会を開催し、男子の

葛西紀明選手、伊東大貴選手、女子の高梨沙羅選

手、伊藤有希選手ら国内トップクラスの選手など

１２４人が出場して熱戦を繰り広げました。

スポーツ合宿については、７月中旬から北海道

が主催をする北海道タレントアスリート発掘事業

３競技合同合宿を皮切りに、ノルディックスキー

競技、高校陸上部、大学バスケットボール部など、

多くのアスリートが本市を訪れているほか、特に

２０１２年ソチ五輪の銀メダリスト・渡部暁斗選

手を有する全日本ノルディックコンバインドチー

ムが十数年振りに合宿をしており、世界を舞台に

活躍しているトップアスリートも本市でトレーニ

ングを行っています。

名寄旅館業組合への聞取調査では、夏合宿の１

カ月間で３１団体３５７人が本市でスポーツ合宿

をしており、今後は合宿に帯同している指導者な

どの意見・要望を参考に、市内関係団体と連携を

図りながら、選ばれる合宿地を目指して環境整備

を進めてまいります。

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・プールについては、

Ｂ＆Ｇ財団の修繕助成を受けて、鉄骨及びプール

槽の塗装のほか、上屋シートの全面張替などの改

修工事を行い、７月１日にリニューアルオープン

しました。

改修後は、透明度が増した上屋シートの効果で

室内が広く感じられるほか、幼児用プールに「な

よろう」のイラストを描いて楽しく水あそびがで

きる環境を整えるなど、今後も多くの皆様に利用

していただけるよう環境整備の充実に努めてまい

ります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催のリーダー養成事業

「わくわく！体験交流会」は、本年度３０人の児

童が登録し、６月１８日には飯ごう炊飯による調
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理実習、７月２日にはキャンプなどの野外体験活

動を予定していましたが、天候不良のため屋内で

の軽スポーツやテント設営体験、危険予知トレー

ニングなどに変更しました。

また、８月２０日から２１日にかけては、ネイ

パル砂川でカヌーやニュースポーツ、石窯ピザ作

りを体験し、集団生活を通してリーダーとしての

心構えを学びました。

本年度で２７回を迎える野外体験学習事業「へ

っちゃＬＡＮＤ」は、小学４年生から６年生まで

の３５人が参加し、７月２６日から３泊４日の日

程で実施しました。

悪天候のため、２日目夜から生活拠点をトムテ

文化の森キャンプ場から市民文化センターに移し

ての実施となりましたが、テント生活や九度山登

山、わらじ作り、スポーツ交流など、家族を離れ、

野外などでの団体生活を経験した子どもたちは、

ひとまわりたくましく成長しました。

名寄市・杉並区小学生体験交流事業では、小学

４年生から６年生までの市内児童２５人と東京都

杉並区の児童２５人が参加し、７月２８日から３

１日までは名寄会場、８月５日から８日までは杉

並会場において、それぞれの生活環境や自然環境

などについて学び、交流を深めました。班行動で

は、本交流会に参加経験のある方を含む一般、大

学生、専門学校生、高校生の各ボランティアリー

ダーを中心に小学生同士が交流し、お互いに協力

し合いながら友情を深め、たくさんの友達や思い

出をつくることができました。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

東児童クラブの開設については、７月に名寄東

小学校保護者及び学童保育所コロポックル保護者

に対し、利用説明会を開催しました。

また、８月から改築・増築工事が始まり、本年

１２月からの開設に向けて順調に準備を進めてい

ます。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２１日と２２日に名寄警察署の協力を得て、

北海道青少年健全育成条例に基づく立入調査を実

施し、青少年に対して有害となる図書類の販売状

況の確認、カラオケボックスにおける青少年の深

夜入場禁止の指導、携帯電話販売店へのフィルタ

リング機能の利用徹底などを行いました。

最後に、台風７号、台風９号、台風１０号、台

風１１号の北海道通過に伴う大雨、強風対応の概

要について報告をいたします。

台風７号は、９年ぶりの北海道上陸となり、ま

た台風１１号及び９号も北海道を通過し、観測史

上初となる１週間に３つの台風が北海道に上陸を

しました。さらに、台風１０号が暴風域を伴いな

がら北海道に接近をし、通過をいたしました。

初めに、台風７号ですが、台風の通過に伴い８

月１７日明け方から夜にかけて大雨となり、２日

間で合計８４ミリ、西風連地域では１７５ミリの

降雨がございました。また、この降雨による豊栄

川の増水により、豊栄町内会の遊水地周辺の住民

及び徳田しらかば団地の住民に避難準備情報を発

令をし、北国博物館及び名寄南小学校を避難所と

して開設をいたしました。

次に、台風７号通過後の前線による降雨に加え

て、台風１１号による影響が重なった大雨ですが、

８月２０日から２１日の２日間の降雨量が６３ミ

リ、特に西風連地域では８ ５ミリの降雨がござ

いました。このため、大橋町内会を初めとする４

町内会に避難準備情報を発令し、避難の準備を促

したところでございます。

８月２３日に上陸をした台風９号の影響による

大雨は、全道的に甚大な被害をもたらしました。

本市においては、２０日からの大雨による河川の

増水があることから、最大級の警戒態勢を準備を

したところでありますが、想定されていた大雨は

経路がそれたことにより大事には至りませんでし

た。

また、これら台風の影響による施設被害等につ

いては、市道２路線の路肩崩れのほか風連日進地

区においては南２番東線での道路崩壊による通行

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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どめ、御料１２線橋が落橋をしたほか、北海道河

川である風連別川の堤防が一部洗掘をする被害が

発生をいたしました。また、林道については、１

路線で路盤崩壊、路面洗掘があったほか、農業被

害では農地の冠水や倒伏等８８件、範囲にして約

１２０ヘクタールと報告を受けており、施設被害

ではハウスの浸水や畦畔の崩壊などの被害で２８

件の報告を受けております。また、住宅の浸水で

は、台風７号により風連地区で床下浸水が４件発

生をいたしました。

８月３０から３１日にかけて接近をした台風１

０号による強風での被害は現在調査中ですが、街

路灯が折れたり、倒木が数件あったと報告を受け

ております。現在全体の被害状況を調査中であり、

被害額についても目下全力で調査を進めていると

ころであります。

自然災害は、今後いつ発生するとも限らず、課

題を整理をし、平時からの災害に対する備えを行

うとともに、市民の方々とともに自然災害に備え、

対応できる災害に強い地域づくりを目指してまい

ります。

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。

１１時２０分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第１号 地方自治法による審査

請求に係る公の施設の関係条例等の整備に関する

条例の制定について、議案第５号 名寄市私法上

の債権の放棄に関する条例を廃止する条例の制定

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） 議案第１号 地方自治法

による審査請求に係る公の施設の関係条例等の整

備に関する条例の制定について、議案第５号 名

寄市私法上の債権の放棄に関する条例を廃止する

条例の制定について、一括して提案の理由を申し

上げます。

本件は、新行政不服審査法の施行における行政

手続条例に基づく審査の基準、処分の基準作成に

伴い、議会の権限として整理をする事項のほか、

必要な整備を図り、根拠規定を明確化するための

一連の改正でございます。

初めに、議案第１号 地方自治法による審査請

求に係る公の施設の関係条例等の整備に関する条

例の制定については、地方自治法に規定をする審

査請求に係る行政手続条例に基づく審査の基準、

処分の基準作成に当たり、同法で定める公の施設

に限って権利の制限等に関する規定の整備につい

て合計３５件の条例の整備を行おうとするもので

ございます。

なお、この規定の整備では、これまで公の施設

の条例及び規則に規定をされている根拠規定につ

いて、条例で定めるべき事項とされているものに

ついて整備するものであり、現在市が設置をして

いる公の施設の施設の運営に変更があるものでは

ございません。

次に、議案第５号 名寄市私法上の債権の放棄

に関する条例を廃止する条例の制定については、

地方自治法第１８０条を根拠とする議会の権限に

整理を行うため、本条例を廃止するものでござい

ます。

以上、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、議案第１号

外１件について一括質疑に入ります。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。

今御説明あったように、変更があるものではな
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いというふうな御説明でしたが、議案第１号の３

４条ですが、動物の類いを携行する者の後に括弧

して盲導犬または介助犬を除くというふうにあり

ました。これを記載しないということになってい

るわけですけれども、この盲導犬、説明文書の中

に身体障害者補助犬法の中では同伴することを拒

んではならないというふうな説明があるのですけ

れども、今まで同様盲導犬または介助犬等を一緒

に同伴しても構わないというふうに理解していい

のかどうか確認をさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今御質問いただきま

したが、この件に関しては川村議員が言われたよ

うに国の法の中で拒むことができないというふう

になっておりますので、条例の中で改めて表現す

る必要はないだろうということから、今回の整合

も含めて削除をさせていただいたところでありま

す。よろーなの中には、盲導犬、介助犬とありま

したけれども、実は法の中では聴導犬というのも

入っておりますので、そういった意味では法の拡

充されたのに伴って名寄市における条例について

も拡充をして対応してまいりたいと、そのように

考えておりますので、御理解いただければと思い

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。議案第１号外１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。

お諮りいたします。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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市税条例及び名寄市税条例の一部を改正す

る条例の一部改正について、議案第３号 名寄市

都市計画税条例の一部改正について、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） 議案第２号 名寄市税条

例及び名寄市税条例の一部を改正する条例の一部

改正について、議案第３号 名寄市都市計画税条

例の一部改正について、一括して提案の理由を申

し上げます。

本件は、本年３月３１日に地方税法の一部を改

正する法律等が公布されたことに伴い、平成２９

年度以降の課税に向けて名寄市税条例及び名寄市

都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたこ

とから提案を申し上げるものでございます。

今回の条例の一部改正につきましては、所得税

及び法人税に対する納期限後の職権更正中に生じ

る延滞金徴収の取り扱いが国税徴収の例により改

正をされたほか、新築住宅等における課税特例期

間の延長、特定一般用医薬品等購入医療費控除特

例の創設などのほか、対象条文に条ずれ、項ずれ

が生じたことから条文の改正を行うものでござい

ます。

以上、２件の条例の一部改正について提案をい

たします。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。



－19－

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外１件について一括質疑に入ります。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。議案第２号外１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。

お諮りいたします。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６ 議案第４号

名寄市国民健康保険税条例の一部を改正する条

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４号 名寄市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正

について、提案の理由を申し上げます。

所得税法等の一部を改正する法律が本年３月３

１日に公布をされたことに伴い、外国居住者等所

得相互免除法が改正をされ、平成２９年１月１日

に施行することとなりました。平成２９年度以降

の課税に当たり、市民税で分離課税をされる特例

適用利子等の額を国民健康保険税の所得割額の算

定及び軽減判定等に用いる総所得金額に含めるも

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７ 議案第６号

工事請負契約の締結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 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度北斗団地公営住宅建設工

事について、本年８月２３日３社による一般競争

入札を執行した結果、中舘・吉田経常建設共同企

業体が１億 ９５０万円で落札をいたしました。

本件は、これに消費税及び地方消費税 ４３６万

円を加え、１億 ３８６万円で契約を締結しよう

とするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説
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明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第６号、市

長提案の補足説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき老朽化した北斗団地、新北斗団地の建てかえ

事業により建設をするものであり、昨年度の実施

設計に基づき平成２９年１０月中旬の完成に向け

準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成２８年度北斗

団地公営住宅建設工事の事業概要について御説明

いたします。本工事は、鉄筋コンクリート造２階

建て、延べ面積は住宅部分が８９ ８６平米、物

置、自転車置き場が４ ７９平米で、合計が９４

６５平米であります。住宅戸数は、２ＤＫが６

戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが２戸で、合計１

０戸の建築工事であります。また、工事期間は議

決後の翌日から平成２９年１０月１３日までを予

定しております。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

初めに、資料１の建物概要、配置図をお開きくだ

さい。図面上部は来年度発注する駐車場であり、

台数は住宅戸数分を確保しております。図面中央

は公営住宅で、図面下部は入居者が自由に使える

菜園等のスペースとなっております。

次に、資料２の１階平面図をお開きください。

図面上部が雁木や物置及び自転車置き場などの共

用スペースであり、下部が住宅となっております。

次に、資料３の２階平面図をお開きください。

各住戸の配置及び戸数は、１階と同様となってお

ります。

次に、資料４の立面図をお開きください。入居

者の除排雪作業軽減に配慮し、無落雪屋根を採用、

外壁は東西面を金属板仕上げ、南北面を塗装仕上

げとしております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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６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７号

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第２

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７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、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ３億 ５４９万円を追加をし、予算

総額を２４２億４３４万 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ひまわりらんど改修工事１０

７万 ０００円の追加は、冬期間における必要な

子育て支援の環境を確保するため吹き抜け部分へ

のシート張りや間仕切り壁などの設置を実施しよ

うとするものでございます。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費２１

２万 ０００円の追加は、定期予防接種の対象疾
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病にＢ型肝炎が追加されたことに伴い予防接種に

要する経費を補正しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして産地パワーアップ事

業費２億 ５６０万 ０００円の追加は、道北な

よろ農業協同組合が実施をする穀類乾燥調製貯蔵

施設の整備事業と４つの生産組合が実施をするリ

ース方式による農業機械の導入に対し補助しよう

とするもので、財源として道支出金で２億４７万

０００円と市債で ５１０万円を計上してござ

います。

７款商工費におきまして創業支援事業補助金１

００万円の追加は、本市で創業する店舗または事

業所の新築及び増改築に対し補助しようとするも

のでございます。同じく７款商工費におきまして

住宅改修等推進事業補助金 ３００万円の追加は、

中小企業の振興並びに地域経済の活性化を図ると

ともに、良質な住環境の整備などを促進をするた

め補助しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして地元就業支度金助成

事業助成金２００万円の追加は、市内に居住し、

かつ市内の事業者に就業する名寄市立大学の卒業

生に対し支度金を助成し、本市に定着することを

推進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東児童クラブ

運営事業費４２３万円の追加は、１２月１日から

開設予定の東児童クラブに係る運営経費について

補正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。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をいたしました。

１５款国庫支出金で地方創生推進交付金３２５

万円の追加は、冬季スポーツ拠点化推進プロジェ

クトほか１事業の交付対象事業の決定に伴い補正

しようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では防犯灯Ｌ

ＥＤ照明導入賃借料を追加しようとするものでご

ざいます。

次に、第４表、地方債補正では、認定こども園

施設整備事業ほか２件を追加し、名寄東小学校校

舎改修事業ほか２件を変更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。細

部につきましては、総務部長より説明をさせます

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、歳出から申し上げます。議案第７号の

１０ページ、１１ページをごらんいただきたいと

思います。２款総務費、１項３目情報化推進費の

情報化推進事業費８２５万 ０００円の追加につ

きましては、地方公共団体の情報セキュリティー

強化対策としてメール及びデータ転送に係る強化

システム及び機器を導入しようとするものでござ

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１４万 ０

００円の追加につきましては、風連豊里町内会か

ら町内会館の改修工事に係る補助申請に対しまし

て予算を計上しようとするものでございます。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費の社会福

祉一般行政経費８３７万 ０００円の追加につき

ましては、各種事業の精算に伴う国、道費負担金

の返還が生じたことにより補正を行おうとするも

のでございます。

同じく３款民生費、１項４目市民活動費の婚活

応援事業補助金４０万円の追加につきましては、

未婚化、晩婚化の対策として出会いの機会を創出

する婚活イベントに対し補助しようとするもので

ございます。

１２ページ、１３ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。３款民生費、２項３目保育所

費の保育システム改修委託料７７万 ０００円の
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追加につきましては、国の規則改正に伴いまして

多子世帯及びひとり親家庭などへの負担軽減措置

に伴う保育システムの改修経費を補正するもので

ありまして、財源といたしまして国庫支出金にて

３８万 ０００円を予算計上させていただいてお

ります。同じく子ども・子育て支援運営事業費２

００万円の追加につきましては、保育対策総合支

援事業費補助金としまして大谷認定こども園及び

風連さくら保育園の園児管理システムの導入に対

し補助を行うものでありまして、財源といたしま

して保育対策総合支援事業費補助金１５０万円を

予算計上させていただきました。

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。６款農林業費、１項２目農業

振興費の名寄東部地区簡易給水施設修繕事業補助

金３１万 ０００円の追加につきましては、名寄

東部地区の共同飲料水供給施設改修に係る補助申

請に対応し予算を計上しようとするものでござい

ます。同じく多面的機能支払交付事業費 ６１５

万 ０００円の追加につきましては、施設の長寿

命化に対する活動分として追加交付の決定がなさ

れたことによる補正でありまして、財源といたし

まして道支出金で ７１１万 ０００円を計上さ

せていただきました。

恐れ入ります。１６ページ、１７ページのほう

をお開きいただきたいと思います。８款土木費、

３項１目河川総務費の河川維持管理事業２２０万

円の追加につきましては、緊急的に改修が必要と

なった２つの河川につきまして予算を追加計上し

ようとするものでございます。

１０款教育費、１項４目教育研究指導費の教育

研究指導事業費１３４万 ０００円の追加につき

ましては、特別支援教育学習支援員の増員に対し

予算を追加しようとするものでございます。

２０ページ、２１ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。１０款教育費、７項２目体育

施設費の名寄スケートリンク場管理運営事業費

１６６万 ０００円の減額につきましては、当初

南小学校グラウンドに開設予定のスケートリンク

につきまして南小学校外構工事によるグラウンド

造成時の養生期間を確保するため、今年度におき

ましては昨年同様旧豊西小学校グラウンドにてス

ケートリンクを開設することとなったことから、

管理棟などの事業費につきまして今回減額しよう

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。恐れ入りま

すが、６ページ、７ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。１４款使用料及び手数料、１

項７目教育使用料の児童クラブ使用料１２０万

０００円の追加につきましては、新たに開設をい

たします東児童クラブの使用料及び南風連の各児

童クラブの増員に伴い、使用料を追加補正しよう

とするものでございます。

１５款国庫支出金、２項５目教育費補助金の学

校施設環境改善交付金 ５４５万 ０００円の減

額につきましては、名寄東小学校の校舎改修事業

に係る交付金不採択に伴いまして予算を減額しよ

うとするものでございます。なお、名寄東小学校

校舎改修事業につきましては、８ページ、９ペー

ジの２２款市債におきまして名寄東小学校校舎改

修事業債として ５５０万円を補正して対応して

まいります。

お戻りいただきまして、６ページ、７ページの

ところになります。１８款寄附金で民生費寄附金

及び教育費寄附金合わせまして２７１万 ０００

円の追加につきましては、これまでいただいた寄

附につきまして予算計上するものでありまして、

寄附者の意向に伴い地域福祉基金に１０万円、教

育振興基金に２００万円をそれぞれ積み立てるほ

か、交通安全推進事業費や国際交流事業費、文化

事業費の財源として充当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

く御審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三お伺いをいた

しますが、議案第７号の４ページあるいは２２ペ

ージ、２３ページ関連ですけれども、行政報告に

もありましたけれども、防犯灯のＬＥＤの取り組

みなどについてお話がありましたし、債務負担行

為補正の中でも来年度から１０年間１億 ８３０

万円ということで、調書のほうにも関連をします

けれども、具体的にこれは財源の内訳について、

それから防犯灯の数はまた９月に調査をするとい

うことで最終的な確定をするのでしょうけれども、

おおよそつかんでおられるというふうに思います

が、その状況、それから１０年間どのようにその

数を消化をされて、市内全域ということになろう

と思いますが、面的にやっていくのか、優先順位

をつけてやっていくのか、その状況についてお知

らせをいただきたいと思います。

もう一つは、今後段に言いました２３ページの

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度

末及び当該年度末における現在高の見込みに関す

る調書、前々年度末の最終合計が２３４億 ８９

９万 ０００円と当該年度末が２８２万 ５０６

万 ０００円ということで、これは近年市民の期

待に応えようということで大型事業がずっと続い

ている数字のあらわれで、そうは心配をしており

ませんけれども、どちらかといえば島市政時代に

は緊縮財政でいろいろ４００億円ぐらいあった市

債の償還に力を注いでいただいたり、加藤市政に

なってからはここ数年総合計画あるいは見直しも

含めてそれぞれ大型事業に手をつけてきておりま

すけれども、中期財政計画のときも議論はさせて

いただいていますけれども、今後の状況について

少し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） 今議員のほうか

らＬＥＤの関係で御質問がございましたので、ど

ういった形で整備を進めていくのだということで

よろしいでしょうか。実は、これまで２６年、２

７年と学校の通学路周辺を含めて整備をＬＥＤ化

ということで、防犯灯あるいは街路灯も大通とか

やりましたけれども、一部ＬＥＤ化を進めてきま

した。今回については、来年の４月以降につきま

しては１０年間のリース事業ということで、防犯

灯を既存の約 ２００ございますけれども、その

うち今七百少し整備が終わっているということで、

残りの ４００につきまして防犯灯につきまして

ＬＥＤ化を進めていくということでございます。

既存の防犯灯について、ＬＥＤ化になっていない

ものについて交換をしていくという中身になって

おります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ＬＥＤの財源でありま

すけれども、これは全て一般財源での形になって

おります。仕組みとしては、ＬＥＤのリース事業

者、こちらのほうに補助金が流れるという形にな

っております。合算ですけれども、約 ８００万

円程度の補助金が流れるということでございます

ので、単純にいたしますと１億 ８００万円に

８００万円ですから、大体１億 ０００万円より

ふえるぐらいの事業費という形で今組んでいる、

財源についてはそういう状況でございます。

それから、後段の地方債の関係でありますけれ

ども、地方債残高ふえているという状況につきま

しては議員おっしゃるとおりで、大型事業が出て

くるということでございますので、どうしても現

在高ふえているというような状況はありますけれ

ども、残高の中身につきましては交付税が入って

くるような起債を中心という形で今財政運営して

おりますので、実質的ないわゆる自腹分について

は半分より下がるのではないかなということで考

えています。これは、また計算させていただきま

して、決算委員会の中で御説明していきたいと思

っております。

それから、今後についてなのですけれども、起

債そのものの償還条件について今考えているとこ
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ろであります。１つは、利率が今非常に低い状態

であるということ、それから起債の種類によって

は償還の年数が非常に幅が出ております。過疎債

ですと１２年が標準ですけれども、大きな建物に

なると償還年数が長くなりまして、その中で償還

するという形になっておりますけれども、償還年

数に応じましてどのぐらいその年度において払わ

なければならないかというのも今後の財政運営に

ついては焦点になるかと思います。その中で起債

ではなく基金をある程度入れてみたり、いろんな

工夫がこれから考えられることになりますけれど

も、どれぐらいの事業規模になるか、総計の後の

いろんな地域財政計画のところに今少しずつやっ

ておりますけれども、その中で今後の財政運営に

ついて少し見やすい形でお示しできればと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ＬＥＤの関係、先ほ

ど聞いてまだ漏れている点が１点。どのような方

法で取りかえをやっていくのかということで、そ

れぞれ地域の中でもいろいろ各地から早期取りか

えを要望されているかと思うのですけれども、い

わゆる名寄市内全体的に効率的に、面的に整理を

していくのか、あるいは地域の要望をしっかり反

映した上で優劣つけながら、ある面では言葉悪い

ですけれども、ばらばらにやるのか、その辺につ

いてのお答えを改めて聞いておきたいと思います。

中期財政計画あるいは総合計画の議論がまたこ

れから年内ありますので、そのほうに詳細は譲り

ますけれども、今回の議案、４ページの地方債補

正の追加の部分の償還の方法を今副市長も触れて

おりましたけれども、財政の都合によって据置期

間及び償還期限を短縮もしくは延長、繰り上げ、

繰り下げみたいなことで、自来ちょうど金利が非

常に下がっているということがありますから、名

寄市側としてみればどっちの選択も財政状況を見

ながら選択できるようにということなのですが、

トータルとしてやっぱりどちらを市として頭に置

いておられるのか、改めてお聞きをしたいと思い

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） 防犯灯につきま

しては、これから現在市内に設置をされています

防犯灯の位置ですとか、あるいは防犯灯の照度、

これらを調査をいたします。その上で市内にあり

ます防犯灯の台帳をつくりながら進めていくとい

うことになりますけれども、どのような、基本的

には今設置をされている場所について、既存の防

犯灯について取りかえをするということでござい

まして、場所を移動するとかということについて

は考えておりません。ただ、それぞれ町内会から

増設の要望ですとか、そういった部分もあります

が、その辺は今回の調査がまとまった段階でまた

事業者のほうと協議を進めていきたいというふう

に考えてございまして、今既存の市内における防

犯灯については一定程度市民の皆さんの要望に沿

った内容になっているというふうに考えていると

ころでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 起債の借り入れあるい

は残高、いわゆる公債費の適正な管理という形に

なるかと思いますけれども、前提条件としてはや

っぱり事業の厳選というところから始めなければ

ならないというのは考えております。その上でも

う一つ考えなければならないのがいわゆる健全化

判断比率の中の実質公債費の分であります。これ

は、割と低目に今推移しておりますけれども、中

身はやはり交付税が入ってくる起債を使っている

というのが大きな要因であります。ここは、やっ

ぱり堅持していきたいなと思っております。

それから、利率が今低いという状況であります

けれども、こればかりは今後どうなるかわかりま

せん。そういったことも踏まえて、まず情報収集

がこれから大事なことになるかと思います。国の

補正でいきますと、公共投資という部分に少し軸
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足が移ってきているような情報も来ておりますの

で、そうなりますといろんな償還については今後

大きく振れてくる可能性があります。まだ来年度

予算あるいは総合計画の中でも個別事業の組み立

て、今着手しているところでありますけれども、

総体的に見てどれぐらいが一番いいのか、あるい

はそして財政規律を守りながらどういう方法がい

いのか、幾分時間をかけながら進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 財政管理については、

橋本副市長ですから心配ないと思いますけれども、

まさに金利の動向などについて財界の中ですら今

の日銀の金融政策あるいはマイナス金利の問題に

ついてはもういいかげんにしたほうがいいのでは

ないかという動向があったり、あるいは株や為替

の関係が日本の経済運営について非常にまだ目の

離せないことがたくさんあるような気がいたしま

すので、よりしっかり情報をとりながら、過度な

負債はできるだけ圧縮をしていくということだと

いうふうに思いますから、また総計の議論あるい

は中期財政計画の議論の中で後に譲っていきたい

と思います。

ちょっと私の質問の仕方が悪いのかもしれませ

んけれども、 ４００だろうという今の防犯灯の

残りについて、地域の声を優先をしながらばらば

らにやって、例えば１年間３００やるのなら、２

００でもいいけれども、あるいは北からやってい

くとか、南からやっていくとか、東から、作業効

率は業界のほうでは続けてやっているほうがもち

ろんいいのではないかと思いますが、その基本的

な考え方だけ少し。正式には、また調査後中村部

長の提案があろうかと思うのですけれども、改め

て最後にお聞きをし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） 今回のリース事

業につきましては、現在調査をいたしまして、こ

の後具体的に取りかえの工事に入ります。１２月、

１月、２月までについて、地域を限定ではなくて

一括で全市的に残りの部分について全面的に取り

かえをするという内容になってございますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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７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７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 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き会議を開きま

す。

日程第９ 議案第８号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（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８号 平成２８年

度名寄市国民健康保険特別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、保険事業勘定におきまして前年

度繰越金を中心に補正をしようとするものであり

まして、歳入歳出それぞれ ８２８万 ０００円

を増額をし、予算総額３７億 ７２０万 ０００
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円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では委託料として２１万 ０００円、３款後期高

齢者支援金等では支援金の額の決定により２１万

円、同じく４款前期高齢者納付金等では納付金の

額の決定により７万 ０００円、７款共同事業拠

出金では１０７万 ０００円、１１款諸支出金で

は平成２７年度療養給付費等負担金の確定に伴う

精算返還金として ９７６万 ０００円、退職者

療養給付費等交付金の確定に伴う精算返還金とし

て６５６万 ０００円、平成２７年度国民健康保

険特定健康診査、保健指導負担金の確定に伴う精

算返還金として国庫分及び道費分合わせて３８万

０００円を追加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。２款国庫支

出金では国保の都道府県化に係る国保制度関係業

務準備事業費補助金として２１万 ０００円を追

加、９款繰越金では前年度繰越金のうち ８０６

万 ０００円を追加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８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８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１０ 議案第９

号 平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正予

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９号 平成２８年

度名寄市介護保険特別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、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ０６６万 ０００円を追加し、予

算総額２４億 ５８９万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。平成２７

年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還分とし

て６款諸支出金に ０６６万 ０００円を追加す

るものでございます。

歳入におきましても同様に平成２７年度介護給

付費負担金等の精算に伴い９款繰越金に ０６６

万 ０００円を追加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９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１１ 議案第１
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０号 平成２７年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１１号 平成２７年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

２号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第１３号 平成２７年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第１４号 平成２７年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

１５号 平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会

計決算の認定について、議案第１６号 平成２７

年度名寄市食肉センター事業特別会計決算の認定

について、議案第１７号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定について、議案

第１８号 平成２７年度名寄市病院事業会計決算

の認定について、議案第１９号 平成２７年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、以上１０

件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号から議案第

１９号までの平成２７年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算の認定につい

て及び名寄市水道事業会計決算の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１０号か

ら議案第１７号までは平成２８年５月３１日、議

案第１８号及び議案第１９号は平成２８年３月３

１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行い

ましたので、地方自治法第２３３条第３項及び地

方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の

認定に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、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） お諮りいたします。

議案第１０号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

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、議案第１０号外９件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第２

０号 名寄市議会会議規則の一部改正について、

議案第２１号 名寄市議会委員会条例の一部改正

について、議案第２２号 市長の専決処分事項に

関する条例を廃止する条例の制定について、議決

第１号 市長の専決処分事項について、以上４件

を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第２０号 名寄

市議会会議規則の一部改正について、議案第２１

号 名寄市議会委員会条例の一部改正について、

議案第２２号 市長の専決処分事項に関する条例

を廃止する条例の制定について、議決第１号 市

長の専決処分事項について、一括して提案の理由

を申し上げます。

本件は、新行政不服審査法の施行に伴い、地方

自治法による審査請求の諮問に係る議会の意見に

関する根拠を明確化するための改正及び地方自治

法に定める審査期間内に審査を的確に行うため根

拠規定を設けるほか、市の行政手続条例に基づく

審査の基準、処分の基準作成に当たり議会の権限

を明確化するための検討を行ったことから規定を

整備しようとするものであります。

また、これらの改正のほか、議決第１号 市長

の専決処分事項についてでは議会の議決で軽易な

事項に限り行うことができる市長の専決処分につ

いて、上限の金額に関する規定の追加を行おうと



－28－

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号

するほか、さきに議決いたしました議案第５号

名寄市私法上の債権の放棄に関する条例を廃止す

る条例の議決を受けて、軽易な範囲で認められる

債権の放棄に関し、根拠規定を議会の権限として

追加し、整備を行おうとするものであります。

以上、一括して提案理由といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２０

号外３件について一括質疑に入ります。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。議案第２０号外３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２０号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 報告第１

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１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４月７日午前９時４

５分ごろ、名寄市風連町西町１９６番１、名寄市

役所風連庁舎北側駐車場におきまして公用車を駐

車しようとしたところ前方に駐車をしていた相手

方車両の後部に過って追突し、破損させたもので

ございます。過失割合は本市が１００％であり、

相手方車両の修理代として本市が７万 ６４１円

を負担をすることで示談が成立をし、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

り専決処分をしましたので、同条第２項の規定に

より御報告申し上げます。

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１４ 報告第２

号 平成２７年度名寄市一般会計継続費精算報告

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 平成２７年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度から平成２７年度まで事

業を実施をしてまいりました北斗・新北斗公営住

宅建設事業及び名寄南小学校校舎屋内運動場等改

築事業が完了したことに伴い、地方自治法施行令

第１４５条第２項の規定により報告するものでご

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。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 決議案第

１号 ＪＲ北海道に公共交通機関としての使命を

果たすことを求め、共に道北地域の創生を目指す
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決議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名があ

りましたので、これよりＪＲ北海道に公共交通機

関としての使命を果たすことを求め、共に道北地

域の創生を目指す決議案の提案を行います。

既に御承知かと思いますが、ＪＲ北海道は鉄道

事業を抜本的に見直す方針を正式に表明し、秋ま

でにＪＲ単独では維持困難な線区を公表して地元

の自治体との協議に入りたいとの考えを示してい

ます。ＪＲは、具体的な線区名は明らかにしてい

ませんが、輸送密度 ０００人未満の宗谷本線を

含む１１路線１６区間が協議対象として有力視さ

れているところであります。

これまで上川、宗谷、留萌２０市町村５団体で

宗谷本線活性化推進協議会を組織して、宗谷本線

の高度化及び利便性の向上、沿線自治体の振興活

性化のため、国や北海道などの関係機関に要請活

動を行ってきているところでありますが、名寄市

議会としましても先日開催した議会報告会におき

ましては市民要望として議会独自の活動を求める

声が多くあったところであります。今回宗谷本線

の沿線自治体の議会が連携して取り組むことにし

ており、名寄市議会としても意思を明らかにして

いきたいと考えております。

以下、読み上げて御提案を申し上げますので、

議員各位の御賛同を切にお願いするものでありま

す。

ＪＲ北海道に公共交通機関としての使命を果た

すことを求め、共に道北地域の創生を目指す決議。

北海道、とりわけ道北に住む地域住民にとって、

ＪＲ北海道の宗谷本線は自らが暮らすまちと、そ

れぞれの都市を結ぶ大切な公共交通機関である事

は論を待たないところです。

そのような中、ＪＲ北海道は鉄道事業の大幅見

直しの方針を打ち出し、地元自治体との協議を始

める考えを示しました。その理由として経営環境

の悪化の改善が挙げられています。我々も、決し

てＪＲ北海道の経営改善に反対するものではあり

ません。

しかし、今回ＪＲ北海道が打ちだした経営改善

策は、鉄道事業の規模縮小という手段で経営改善

をしていこうという、縮小再生産的な手法としか

思われません。ＪＲ北海道の経営は非常に厳しい

事は理解していますが、同様に北海道、道内市町

村も厳しい財政状況のなか、何とか知恵を絞って

北海道の活性化、地域の活性化に取り組んでいま

す。

道北地域では国鉄の民営化に伴って天北線、名

寄線、深名線の廃止を受け入れました。確かにバ

ス事業への経営転換によれば、経営効率が上がる

事は容易に試算、想定できる事です。しかし、上

記の長大三線の廃止によって、転換バスの本数は

増え、見かけ上は沿線住民にとって利便性が改善

されたにもかかわらず、沿線地域のその後の著し

い衰退を見れば、鉄道事業が単なる経営効率以上

の大きな影響を地域に与えている事を、われわれ

道北に住む地域住民は身をもって学んできました。

ＪＲ北海道は国の基本方針である、地方の創生の

理念と相反する経営規模縮小という手法を採るの

ではなく、いずれも財政難の団体である事を踏ま

えた上でも北海道、関係市町村、ＪＲ北海道の三

者が中核となり、国、関係団体、地域住民の協力

や知恵を借り、道北地域の活性化を図る事が、Ｊ

Ｒ北海道の使命であり、ひいては道北地域の創生

に繋がると考えます。

ＪＲ北海道におかれましては、今までにも増し

て、道北地域における主要交通機関の主役を担う

使命を果たしていただき、共に地域の活性化に取

り組んでいただきますよう強く要望するものです。

本市議会といたしましても、ＪＲ北海道はもと

より、国や道及び市、関係団体や地域住民の皆さ

んと協力し、一致団結し、地域の活性化のため行

動します。

以上、決議する。

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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平成２８年９月１日、名寄市議会。

各議員の切なる賛同を求めて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

決議案第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、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２日から９月１９

日までの１８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９月２日から９月１９日までの１

８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２１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 塩 田 昌 彦

平成２８年９月１日（木曜日）第３回９月定例会・第１号


