
平 成 ２ ８ 年 第 ４ 回

名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１１月３０日）

……………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １

…………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ２

……………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ３

……………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ３

……………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ３

………………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３

………………………………………………………………………………………………１．開会宣告・開議宣告 ４

…………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ４

……………………………………………………………………………１．日程第２．会期の決定（１７日間） ４

………………………………………………………………………………１．日程第３．行政報告（加藤市長） ４

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １７

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １７

…………………………………………………………………………………………１．橋本副市長の訂正発言 １７

１．日程第４．議案第１号 介護保険法及び介護保険法施行令の改正に伴う介護保険関

…………………………………係条例等の整備に関する条例の制定について １７

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １８

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １８

………………………………………………………………………………………○市民福祉常任委員会付託 ２０

１．日程第５．議案第２号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（和寒町）

議案第３号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（剣淵町）

議案第４号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（下川町）

議案第５号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（美深町）

議案第６号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（音威子府村）

議案第７号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第８号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）



議案第９号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１０号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結につい

て（枝幸町）

議案第１１号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結につい

て（浜頓別町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結につい

…………………………………………………………………て（中頓別町） ２０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２０

………………………………………………………………………………………○追加説明（松岡参事監） ２０

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２０

…………………………………………………１．日程第６．議案第１３号 工事請負契約の変更について ２１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２１

………………………………………………………………………………○追加説明（中村建設水道部長） ２１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２１

１．日程第７．議案第１４号 指定管理者の指定について（名寄市北国雪国ふるさと交

流館）

議案第１５号 指定管理者の指定について（名寄市畜産物処理加工施

………………………………………………………………………………設） ２１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２

…………………………………………１．日程第８．議案第１６号 損害賠償の額を定めることについて ２２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２

…………………………１．日程第９．議案第１７号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第４号） ２２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２３

……………………………………………………………………………………○追加説明（臼田総務部長） ２３

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２４

…………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２８

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２８

１．日程第１０．議案第１８号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算

……………………………………………………………………（第２号） ２８

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２８

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２８

１．日程第１１．議案第１９号 平成２８年度名寄市下水道事業特別会計補正予算（第

…………………………………………………………………………１号） ２８



……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２９

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２９

１．日程第１２．議案第２０号 平成２８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（第１号） ２９

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２９

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２９

１．日程第１３．議案第２１号 平成２８年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予

…………………………………………………………………算（第１号） ２９

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２９

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３０

…………………１．日程第１４．議案第２２号 平成２８年度名寄市病院事業会計補正予算（第１号） ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３０

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３０

１．日程第１５．議案第２３号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について

議案第２４号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて

議案第２５号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部改正について

……………………議案第２６号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正について ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１

………………………………………………………………………………………………１．日程第１６．請願 ３１

……………………………………………………………………………………………○議会運営委員会付託 ３１

………………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ３１

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ３１



第２号（１２月１４日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ３３

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ３３

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ３３

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ３３

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ３３

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３３

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ３４

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３４

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ３４

………………………………………………………………………………………○質問（山崎真由美議員） ３４

…………………………………………………………………………………………○質問（大石健二議員） ４６

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ５６

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ５７

………………………………………………………………………………………○質問（佐久間 誠議員） ５７

…………………………………………………………………………………………○質問（川口京二議員） ６７

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ７８

…………………………………………………………………………………………○質問（塩田昌彦議員） ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ８８

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ８９

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ８９



第３号（１２月１５日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ９１

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ９１

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ９２

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ９２

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ９２

…………………………………………………………………………………………○質問（佐藤 靖議員） ９２

……………………………………………………………………………………○質問（佐々木 寿議員） １０５

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １１６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １１６

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １１６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １１６

……………………………………………………………………………………○質問（野田三樹也議員） １１６

………………………………………………………………………………………○質問（東 千春議員） １２４

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １３５

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １３５

………………………………………………………………………………………○質問（高橋伸典議員） １３５

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １４４



第４号（１２月１６日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １４５

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １４５

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １４６

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １４６

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １４６

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １４６

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １４７

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １４７

…………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 １４７

……………………………………………………………………………………○質問（高野美枝子議員） １４７

………………………………………………………………………………………○質問（山田典幸議員） １６０

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １７１

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １７１

………………………………………………………………………………………○質問（奥村英俊議員） １７１

………………………………………………………………………………………○質問（川村幸栄議員） １８５

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １９６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １９６

１．日程第３．議案第１号 介護保険法及び介護保険法施行令の改正に伴う介護保険関

………………………………係条例等の整備に関する条例の制定について １９６

……………………………………………………………○市民福祉常任委員長報告（熊谷吉正委員長） １９７

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １９８

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １９８

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １９８

１．日程第４．議案第２７号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について

議案第２８号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

………………………………………………………………………………て １９８

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １９８

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １９８

………………………………………………１．日程第５．議案第２９号 工事請負契約の変更について １９８

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １９９

……………………………………………………………………………○追加説明（中村建設水道部長） １９９

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １９９

…………………………………１．日程第６．議案第３０号 名寄市議会基本条例の一部改正について １９９

……………………………………………………………………………○提案理由説明（山田典幸議員） １９９



………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２００

１．日程第７．請願第１号 「現行の介護保険サービスの継続と介護従事者の処遇改善

…………………………………………………を求める意見書」提出の請願 ２００

…………………………………………………………………○議会運営委員長報告（山田典幸委員長） ２００

……………………………………………………………………………………………………………○採択 ２００

１．日程第８．意見書案第１号 子ども医療費助成制度の創設を求める意見書

意見書案第２号 ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整

備促進により駅ホームの安全性向上を求める意見書

意見書案第３号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方

財政措置を求める意見書

意見書案第４号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求め

る意見書

意見書案第５号 現行の介護保険サービスの継続と介護従事者の処遇改

善を求める意見書

…………………………………意見書案第６号 ＪＲ北海道宗谷線存続を求める意見書 ２０１

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２０１

………………………………………………１．日程第９．報告第１号 例月現金出納検査報告について ２０１

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２０１

………………………………………………１．日程第１０．閉会中継続審査（調査）の申し出について ２０１

………………………………………………………………………………………○継続審査（調査）決定 ２０１

…………………………………………………………………………１．日程第１１．委員の派遣について ２０１

………………………………………………………………………………………………………○派遣決定 ２０１

………………………………………………………………………………１．日程第１２．委員の派遣報告 ２０１

……………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（奥村英俊委員長） ２０１

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２０４

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ２０４

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 ２０５

……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ２１１


