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平成２８年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２８年１１月３０日（水曜日）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 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

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）

日程第６ 議案第１３号 工事請負契約の変更に

ついて

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）

日程第15 議案第２３号 名寄市議会議員の議員
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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

日程第16 請願

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 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

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）

日程第６ 議案第１３号 工事請負契約の変更に

ついて

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）
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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

日程第16 請願

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

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４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、

６番 奥 村 英 俊 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、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１６日ま

での１７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１２月

１６日までの１７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４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、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、中舘利通さんと向井和榮さんに文化賞を

授与いたしました。

「体育部門」、「スポーツ振興」で受賞された

中舘さんは、昭和５９年に風連町体育協会事務局

長に就任して以来、平成１０年から２８年まで会

長として、各種スポーツ大会の開催や道民スポー

ツ大会への積極的な選手団の派遣などを通して、

青少年の育成はもとより高齢者の健康増進と生涯

スポーツの基盤を築かれました。

これは中舘さんが「若者から高齢者まで皆がス

ポーツを楽しめる環境をつくりたい」という強い

信念を持ち、自らが先頭に立ち行動された賜物で

あり、現在では、全道・全国大会で活躍する団体

も多く、パークゴルフ場では多くの市民が汗を流

し、交流を深める光景を見ることができます。

また、行政との関わりも深く、風連町社会教育

委員長や風連町行財政改革検討委員会会長などの

公職を歴任され、特に平成１５年からは合併に関

わる各協議会で、そのリーダシップを遺憾なく発

揮され、合併後においても、風連町合併特例区協

議会会長などの要職を務めていただき、風連町の

リーダー的存在として合併前後の風連地区を牽引

し、スポーツの振興、地方自治の育成発展に御貢

献いただきました。

「芸術部門」、「写真」で受賞されました向井

さんは、昭和４０年代後半から写真作品の制作に

打ち込まれ、鋭い感性から生まれてくる作品は数

々のコンテストで優秀な成績を収めており、特に、

平成元年には、「ひまわり」が国内最難関の写真

公募展の一つである、ニッコールフォトコンテス

トにおいて最高賞であるニッコール大賞「長岡

賞」を受賞されました。

写真作品の制作は一人でも情熱を傾けられる芸

術であると考えられますが、向井さんは写真愛好

者との対話と連携を何よりも大切にされ、数多く

の写真団体を創設し、「自分の心の表現である写

真」の腕を磨くとともに、後進への指導にも力を

注いできました。

また、名寄文化協会役員をはじめ、町内会役員

や防犯パトロール巡視員なども長年務められ、そ
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の優しい人柄から地域の良き相談役としても御活

躍いただきました。

このように、個性豊かな作品を数多く発表し、

活躍されるとともに、市内のみならず道北の写真

文化の礎を築き、さらには地域文化の発展に御貢

献いただきました。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、教育文化、住民運動実践の各分野で市勢の発

展に寄与された１０個人に功労表彰を、多額の寄

附によりお力添えをいただいた１０個人、２３団

体に善行表彰を、芸術、文化、スポーツなどの分

野で輝かしい活躍をされた３個人に栄誉賞を、ま

た２個人に特別栄誉賞をそれぞれお贈りいたしま

した。

特別栄誉賞の授与は、平成２４年度の佐藤愛子

さん以来となりますが、本年２月にリレハンメル

で開催された第２回ユースオリンピック冬季競技

大会に出場し、混合ダブルスにおいて金メダルを

獲得された松澤弥子さんと、４位入賞を果たされ

た佐々木穂香さんに贈らせていただきました。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝を祈念いたします。

次に、総合計画について申し上げます。

平成２８年第３回定例会において、名寄市総合

計画（第２次）基本構想・基本計画の集中審議を

いただき、原案通り可決いただきました。

この間、まちづくり懇談会において話題提供し

意見交換を行ってきたところですが、今後、基本

構想・基本計画で示した分野毎の施策及び、重点

プロジェクトの実現に向けた実施計画を含め、わ

かりやすいダイジェスト版の作成などを通じて、

市民の皆様への周知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。

国においては、地方版総合戦略に基づく自主的

・主体的な地域拠点づくりなどの事業について、

地方の事情を尊重しながら未来への投資につなが

る施設整備などの取組を推進するため、「地方創

生拠点整備交付金」を創設しました。

この交付金は、未来への投資という経済対策の

主旨に重点を置きつつ、ローカルアベノミクス、

地方への人材還流、小さな拠点形成などに資する

緊急性の高い施設整備などを対象としています。

本市においては、地方創生の取組を深化させる

ため、地方創生推進交付金事業に採択された「冬

季スポーツ拠点化推進プロジェクト」及び「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」に取り組むとともに、関連したソフト事業と

の連携などにより地方創生への波及効果が期待で

き、未来への投資の基盤につながる施設整備につ

いて、地方創生拠点整備交付金の活用を検討して

まいります。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

町内会連合会との連携のもと、全９会場で「まち

づくり懇談会」を開催し、１５０人を超える市民

の皆様の参加をいただきました。

本年度は、第２次総合計画や災害への備えをテ

ーマに話題提供したほか、市政全般に関して意見

交換を行いました。いただいた貴重な御意見につ

いては、市政への反映に努めてまいります。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

平成２９年度からの新たな推進計画策定に向け

た取組では、男女共同参画に関する状況などを把

握するため、市民及び市内事業所を対象にアンケ

ート調査を行いました。

また、男女共同参画推進委員会においては、こ

れまでに５回にわたり熱心な議論を行なっていた

だいており、引き続き、計画策定に向けて議論を

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、名寄・藤島

交流友の会が、１０月１５日から１６日まで鶴岡

市小真木原公園で開催された「つるおか大産業ま

つり２０１６」に出展し、藤島・名寄交流友の会
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会員や藤島庁舎職員などの協力を得て、なよろ煮

込みジンギスカンなどの特産品を販売しました。

東京都杉並区との交流については、１１月５日

から６日まで杉並区立桃井原っぱ公園で開催され

た「すぎなみフェスタ２０１６」において、なよ

ろ煮込みジンギスカンやいかめしなどの販売を行

ったほか、本市で８月に合宿を行った香川調理製

菓専門学校の学生が、ひまわりパウダーともち玄

米を活用して開発した商品を販売しました。

ふるさと会との交流については、東京なよろ会

の総会が１１月１３日に東京都内のホテルにおい

て、会員をはじめ約７０人の出席により開催され、

スキーやゴルフツアーなどの事業計画が承認され

ました。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

については、市内高校生２人を７月２６日から９

月２５日まで交換学生として派遣し、ホームステ

イを通じて交流を深めてきました。

友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流に

ついては、名寄・ドーリンスク友好委員会が中心

となり、橋本副市長、黒井議長に市民公募の方な

ども加えた１３人が、９月７日から１１日までの

日程でドーリンスク市を訪問しました。残念なが

ら、悪天候によりドーリンスク市創立１３３周年

記念式典は中止となりましたが、歓迎会や公共施

設の視察などを通じ友好を深めています。

台湾との交流については、交流自治体中学生親

善野球大会が杉並区などで開催され、本市からも

中学生１２人が参加し、１０月８日から１０日ま

で、台湾の中学生などとの交流を深めてきました。

また、昨年１２月に参加した日台教育旅行交流

会の成果として、国立員林高級中学が１０月２３

日から２４日まで本市を訪れ、名寄産業高等学校

の生徒などと交流を深めてきました。

次に、移住の推進について申し上げます。

本年度から、風連地区のお試し移住住宅に加え、

名寄市移住促進協議会による名寄地区市街地の

「名寄まちなかお試し移住住宅」が供用されてい

ます。１０月末現在の利用状況は、両地区合わせ

て９件１７人の御利用があり、本市での生活を体

験いただいています。

また、首都圏でのプロモーション活動について

は、１０月２２日に「名寄市ＵＩターンＣＡＭ

Ｐ」と題して相談会を開催し、約３０人の参加者

には、道内移住経験者の体験談やグループ討議を

通じて、移住の目的や考え方、本市への認識を深

めていただきました。

さらに、１１月１２日、「北海道暮らしフェア

２０１６」にハローワーク名寄の職員とともに出

展し、移住希望者の相談に応じてきました。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

平成２５年１０月から農業支援員として活躍さ

れていた第１期生２人が、１０月６日で３年間の

任期を満了しました。現在は、風連日進地区に定

住し、平成２９年春の就農及び経営開始に向けて

準備を進めているところです。

この地域おこし協力隊受入が、農業の新たな担

い手確保につながり、移住促進に一定の成果をあ

げたことから、今後は農業以外の分野も含め、そ

の活用策を検討してまいります。

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」については、本年度２

回目の会議が９月３０日に開催され、ダウン・ザ

・テッシ・オ・ペッ２０１６の事業報告や本年度

後期事業について協議がなされました。

また、北海道の命名者で天塩川地域を調査した

松浦武四郎生誕２００年及び北海道命名１５０年

である平成３０年に向け、協議会と連携しながら

記念事業などの準備を進めてまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

平成２３年に名寄市、士別市を複眼型中心市と

する１３の市町村間において、北・北海道中央圏

域定住自立圏形成協定を締結し圏域を形成すると

ともに、共生ビジョンを策定し、広域連携の推進

を図ってまいりました。
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１１月１１日には定住自立圏構成市町村長会議

を本市で開催し、医療・福祉分野におけるさらな

る連携について確認されましたので、これに基づ

き協定の一部変更について、本定例会で提案させ

ていただきますので御審議のほどお願いいたしま

す。

また、共生ビジョンは本年度で計画期間を終え

ることから新たなビジョンの策定に向けて作業を

進めてまいります。

次に、行財政改革について申し上げます。

これまで、「新・名寄市行財政改革推進計画」

に基づき、組織機構や事務事業などの見直しに取

り組んできたところですが、当該計画の期間が本

年度末をもって終了することから、新たな計画の

策定に向けて現在作業を進めています。

この間、推進計画実施本部及び総合計画推進市

民委員会を経て、基本的な考えをまとめましたの

で、これに基づいて具体の計画策定を進めてまい

りたいと考えています。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

第２９回を迎えた「なよろ健康まつり」は９月

２４日、「みんなで広げよう健康の輪」をテーマ

に、名寄市立大学など各団体との協働のもと名寄

市総合福祉センターにおいて開催しました。

本年度も「スタンプラリー形式」による体内健

康測定、骨密度測定、ストレス測定などの体験や

抽選会に３９６人の市民の皆様に参加をいただき、

生活習慣の見直しや健康への啓発を図りました。

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。

１０月１４日、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普及啓発を図るため、

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールで開催し、

全道各地から多くの参加をいただきましたが、特

に若い世代から健康的な生活習慣やがんの知識を

身に付けてもらうため、市内・近隣の高校生や大

学生にも呼びかけを行いました。

当日は、北海道対がん協会常務理事兼センター

長の山口由美子氏による講演のほか、道民健康大

使で落語家の桂枝光さんによる落語などを通して、

がん予防と健康への意識を高めることができまし

た。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の経営

状況について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ５万６１４

人で前年比６７４人の増となり、外来患者数は延

べ１０万 ４８７人で前年比４０３人の減となっ

ています。

収支状況については、医業収益は４０億 ３５

７万円で、前年比１０ ７パーセント、金額で２

億 ３５５万円の増となりました。主な内訳とし

ては、入院収益が前年比１０ ０パーセント、金

額で２億 ２１０万円の増、外来収益が前年比１

０ ８パーセント、金額で６億 ５４４万円の増

となっています。

また、医業費用は４４億 ８１４万円で、前年

比１０ １パーセント、金額で２億 １１５万円

の増となりました。主な内訳としては、給与費が

前年比１０ １パーセント、金額で１億 ４３９

万円の増、薬品費・診療材料費などの材料費が前

年比１１ ６パーセント、金額で１億 ７１７万

円の増となっています。

この結果、上半期の医業収支は、差し引き３億

４５７万円の損失となり、これに医業外収支と

特別収支を加えた全体の収支では、１億 ２１３

万円の純損失となりました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努力してまいります。

次に、院内保育所の改築工事について申し上げ

ます。

院内保育所については、本年４月から、新たな

施設の整備を進めてまいりましたが、１１月２４

日に工事が完了し、建物の引き渡しを受けたとこ

ろです。新保育所では、現在の定員から１０人増

の５０人の定員で運用を開始するとともに、新た
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に給食の提供及び２４時間保育を実施する予定と

なっています。

現在は、新保育所への移転作業を順次進めてお

り、１２月中を目途に移転を完了し、新保育所で

の保育を実施してまいります。

今後とも、職員の勤務環境の整備などを通じて、

医療スタッフの確保に取り組んでまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 ３４

３人で前年比１６８人の減となり、外来患者数は

延べ ５７２人で前年比３３人の増となりました。

また、収支状況では、事業収益は３億 ５２７

万円で前年比１０ ６パーセント、金額で ５９

８万円の増、事業費用は３億 ３０９万円で前年

比９ ５パーセント、金額で４９６万円の減とな

り、事業収支では差し引き ２１８万円の純利益

が計上されました。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

ファミリー・サポート・センター事業について

は、名寄市社会福祉協議会に委託し、１０月２日

に市内商業施設の１階テナントにオープンした多

分野・多世代地域活動拠点「ここほっと」におい

て事業を実施しています。

１０月３０日現在の会員数は、利用会員１００

人、提供会員２４人、重複を除く実会員数で１１

７人となっています。今後も、引き続き会員の募

集を行い、子育て支援の充実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。

低所得の高齢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、７月１１日で申

請受付を終了し、 ８４９世帯 ５８２人に対し

１億７４６万円を給付いたしました。

また、平成２８年度の臨時福祉給付金事業につ

いては、９月６日から申請受付を開始し、１１月

２１日現在で、 ４１０人の方が申請を終えてい

ます。

さらに、臨時福祉給付金事業（経済対策分）に

ついては、一億総活躍社会の実現の加速に向けた

「社会全体の所得と消費の底上げ」の施策として、

年度内において申請受付ができるよう準備を進め

ているところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２８年度「長寿を祝う会」については、市

内関係団体と実行委員会を組織し、９月１７日に

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールで開催しま

した。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、

男性１０７歳と女性１０６歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた方々２００人と金婚を迎

えられた７７組の御夫婦をお招きし、お祝いを申

し上げ、記念品を贈呈しました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１４日

から１９日まで開催し、市民の皆様に御覧いただ

きました。

また、町内会など７８団体が開催した「敬老

会」では、７５歳以上の方々 １５５人が温かい

祝福を受けました。

１０月２２日には、勤医協中央病院名誉院長で

ある伊古田俊夫氏を講師に迎え、「認知症の早期

発見と予防」と題した介護予防・認知症講演会を

開催しました。１５０人を超える市民の皆様に参

加をいただき、認知症への理解を深めるとともに、

生活習慣病の予防が認知症予防につながることを

学ぶ機会となりました。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

循環型社会の形成には、廃棄物の適正な処理が

必要なことから、環境衛生推進員の協力により、

６月に風連最終処分場で、９月には内淵最終処分

場でそれぞれ一般搬入者に対する分別周知を実施

し、ごみの排出方法の啓発とごみ減量化、リサイ

クルの推進を図りました。

また、８月には、なよろ産業まつり会場におい

て、ペットボトルや空き缶などの資源ごみの出し

方、食べ残しなどの食品残渣や埋立ごみの分別周

知を実施したところ、来場された皆様の御協力に

平成２８年１１月３０日（水曜日）第４回１２月定例会・第１号
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より、快適で衛生的な環境のもとにイベントを実

施することができました。

次に、消防行政について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数が７件で前年比１件の減

となり、１人の負傷者が発生しています。

また、救急出動件数は、８９４件で前年比４１

件の増、救助出動件数は、２６件で前年比１件の

減となっています。

住宅防火対策の推進は、「秋の全道火災予防運

動」期間中に、一般家庭と高齢者宅の防火訪問、

防火対象物や危険物施設の立入検査の実施、防火

ポスターの配布、大型店舗での火災予防広報など、

防火対策の啓発や火災予防のＰＲ活動を実施しま

した。

また、建築物の大規模化などに伴い、予防業務

が専門化していることから、本年１人を含む１８

人の予防技術資格者を養成し、予防要員の育成に

努めています。

次に、防災対策について申し上げます。

防災対策の一環として、本年１０月１８日と１

９日の２日間、本市において、天塩川流域自治体

１１市町村、約７０人の参加により豪雨災害対策

職員研修会を開催しました。

２回目の開催となる同研修会は、国の「水防災

意識社会再構築ビジョン」を受けて実施し、職員

や北海道地域防災マスターが研修や図上訓練を通

して、地域防災力や自助・共助力の向上を図りま

した。

また、水防法の一部改正及び８月の３つの台風

による影響を踏まえ、年度末に向けて地域防災計

画の修正を行ってまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

年々巧妙化する特殊詐欺や悪質商法などによる

消費者被害を未然に防止するため、広報などによ

る情報提供ほか、出前講座を５回開催し、主に高

齢者への啓発活動を進めています。

また、情報通信を悪用した犯罪被害を未然に防

止するため、消費生活セミナーにおいて、スマー

トフォン・インターネットのモラル講座を開催し、

小中学生及び教員・保護者など９３１人の参加を

いただき、情報機器を安全に利用するための啓発

を図りました。

今後におきましても、消費者の安全・安心を確

保するため、消費生活に関する啓発を推進すると

ともに、迅速な情報提供と適切な相談業務に努め

てまいります。

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については、昨年度

着手した北斗団地の鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸が１０月に完成、６月に着手した新北

斗団地の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が１０月に完成していま

す。

また、北斗団地の本年度着手分としては、鉄筋

コンクリート造２階建て１棟１０戸については９

月に着手し、１１月末現在の進捗率は約１０パー

セントとなっているほか、北斗・新北斗団地の平

成２９年度建設分の実施設計については８月に着

手し、平成２９年１月の完了を予定しています。

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戸が１０月に完成し

ているほか、ノースタウンなよろ団地の実施設計

については７月に着手し、平成２９年１月末の完

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よる公園施設整

備工事については、本年度計画していた風連西町

公園の遊具更新を１１月に完了しました。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」については、本年度、環境省の「二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金」を活用して、「Ｌ

ＥＤ照明導入事業」を実施しています。

具体的には、本市が設置している防犯灯約 ２

０７灯のうち、水銀灯 ３２２灯をＬＥＤ灯へ取

り替える計画で、１２月に着手し来年２月末まで
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に取替工事を完了し、平成２９年度から１０年間

のリース事業として取り組んでまいります。

これにより、街灯電気料金の負担軽減と二酸化

炭素排出量の抑制を図りながら、快適な環境整備

の推進に努めてまいります。

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４

路線、延長 ２７９メートルを１１月に完成して

います。

配水管網整備工事については、風連新生１条線

配水管網整備工事ほか３路線、延長７６２メート

ルを９月に完成しています。

また、上水道第２期拡張事業に伴う、名寄地区

から風連地区への簡易水道統合整備送水管新設工

事については、延長 ５０８メートルを１０月に

完成しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場沈砂池及び水処理設備更新

工事は、６月に着手し、来年３月上旬の完成を予

定しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

８基の合併浄化槽が供用開始され、今後、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

た西４条仲通、南１１丁目右仲通、風連東８号北

線の３路線については、工事を完了しています。

また、南３丁目通については、８月に工事発注

を終え、１２月初旬の完了を予定しています。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１９１路線、約３ ９キロメートルを完了し

ています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

１１月８日、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールにおいて、北・北海道に高速道路を実現する

住民の会と共催し、「北海道縦貫自動車道士別市

～稚内市間 北・北海道高速交通フォーラム」を

開催いたしました。約７００人の関係機関、地域

住民の皆様の参加のもと、この道北の地における

高規格幹線道路の必要性を強く主張する機会とな

りました。

本市においては、昨年９月の地権者への事業説

明会に続き、本日、風連庁舎において、用地説明

会が開催される予定となっていますが、引き続き、

関係機関などと連携を図り、早期開通に向けて取

り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

去る１１月１８日、ＪＲから、当社単独では維

持することが困難な線区の発表が行われ、宗谷線

のうち名寄・稚内間がその対象とされたことは、

本市をはじめ道北圏域における極めて重大な課題

と受け止めているところです。

この間、本市が会長を務める宗谷本線活性化推

進協議会においては、新たに旭川市、比布町、幌

加内町、西興部村の４市町村と議会を構成員とし

て、また上川総合振興局、宗谷総合振興局をオブ

ザーバーとして迎え、１１月２日には、国土交通

省北海道運輸局、北海道及びＪＲ北海道へ、１４

日には国土交通省北海道運輸局及び道内選出国会

議員へそれぞれ宗谷本線の維持・存続に向けて要

望を行ったところです。

引き続き、市議会をはじめ沿線自治体や関係団

体と連携し、国、北海道の役割を求めながら、地

域を結ぶ鉄道交通網の維持・存続に向けて取り組

んでまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４４

４キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを

計画しています。

効果的な除排雪体制の確立と安全安心な冬期間

の道路交通網を確保するため、幹線道路の複数回

の排雪と積上げ除雪を実施し、車道の幅員確保に

努めるとともに、交差点の見通しを確保するため、

交差点排雪を引き続き実施してまいります。

また、市民と協働による除排雪事業を進めるた



－11－

平成２８年１１月３０日（水曜日）第４回１２月定例会・第１号

め、広報用パンフレット「なよろの除雪」で市民

周知に努めてまいります。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

水稲については、１０月２８日現在で公表され

た農林水産省の作況指数は、全国で１０３、北海

道、上川ともに１０２となりました。本市の１１

月８日現在の出荷状況については、もち米１９万

８３９俵、うるち米１万 ４７９俵、合計２０

万 ３１８俵となり概ね７割の出荷率で、一等米

比率は１００パーセントとなり、品質・収量とも

に平年並みの状況となっています。

畑作については、春小麦、秋小麦、スイートコ

ーン、玉ねぎ、馬鈴しょ、てんさいは、「平年並

み」、大豆は「やや良」、かぼちゃは「やや不

良」となっています。なお、平年より早い降雪に

より、大豆の一部で収穫作業に影響が出ている状

況です。

次に、米政策について申し上げます。

本年度の米の生産数量目標は、前年比 ５パー

セント増の１万 ９４７トンの配分が行われまし

たが、本年度実施された自主的取組参考値では１

万 ８０９トンとなっています。また、加工用米

・備蓄米を含めた水稲作付面積は前年比 ０パー

セント増の ５６９ヘクタール、水稲作付耕作者

は１８戸減の３４３戸となりました。

次に、経営所得安定対策などについて申し上げ

ます。

まず、水田関係では、米の直接支払交付金につ

いては、対象農家３４３戸、対象水田 ５２３ヘ

クタールで、交付額は１億 ６４９万円となって

います。同じく転作部分では、対象農家５８９戸、

対象面積 ０１３ヘクタールで、交付額は、水田

活用の直接支払交付金が５億 ９２２万円、産地

交付金が地域枠で３億 ３２３万円、北海道枠で

４億 ８３４万円となっています。これに耕畜連

携加算が、３件１ ０ヘクタールで１６９万円を

それぞれ見込み、合計１５億 ８９７万円の年内

交付を予定しています。

畑作関係では、北海道が設定する畑地産地交付

金については、てん菜、でん粉原料用馬鈴しょを

対象に、３３戸１３ ５ヘクタールの交付対象を

見込み、年明けの交付を予定しています。また、

畑作物戸別所得補償交付金については、既に営農

継続払い３億 ８１４万円が交付されており、今

後は、数量払いの交付を見込んでいます。

そのほかでは、環境保全型農業直接支援対策に

ついては、２団体１９ ８ヘクタールで、２４５

万円の交付を見込んでいます。

また、総合的なＴＰＰ関連政策大綱において、

中山間地域等における担い手の収益力向上を図る

施策が位置づけられ、「中山間地域等担い手収益

力向上支援事業」として、高収益作物の新規導入

などに取り組む生産者に対し１２４万円の交付を

予定しています。

次に、農業・農村振興計画について申し上げま

す。

第２次農業・農村振興計画については、検討委

員会でまとめた素案にもとづき、関係機関・団体

などと協議を進め、年度内の策定に向けて取り組

んでまいります。

次に、労働力確保に向けた取組について申し上

げます。

農繁期における雇用労働力の確保に向けて、現

状の課題を明らかにするため、ＪＡや農業者、ハ

ローワーク名寄から聞き取りによる実態調査に取

り組んでいるところです。今後は、他業種の調査

に取り組むとともに、調査結果の分析に基づき必

要な対策について検討してまいります。

次に、名寄産農産物の消費拡大について申し上

げます。

８月３１日から９月２日まで、東京都杉並区役

所前において、道北なよろ農業協同組合による

「名寄とうもろこしまつり」が開催されました。

本市をはじめ、杉並区及び東京なよろ会の協力

をいただきながら、旬のスイートコーンのほか、
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かぼちゃや玉ねぎなどの特産品の販売を行うとと

もに、名寄産スイートコーンの取扱店を紹介する

など、産地ＰＲと販売促進を図りました。

次に、地産地消について申し上げます。

１１月１２日、市民文化センターにおいて、１

７団体の出展により「２０１６地産地消フェアｉ

ｎなよろ」を開催し、名寄産農産物の販売や催し

に多くの市民の皆様の御参加をいただきました。

今後とも、食育を通じた食生活の改善や食文化

の向上と併せ、地場農産物の活用による地産地消

を推進してまいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「多

面的機能支払交付金」について申し上げます。

農村部においては、農業者や関係者の協定によ

り、集落における耕作放棄の発生防止と農道・水

路の保全活動を通じて、多面的機能が維持されて

おり、これらの活動に対し支払われる交付金は総

額で３億 ９５２万円となっています。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度のエゾシカ駆除については、４月１日か

ら９月３０日まで実施し、昨年より７９頭多い４

３３頭を駆除しました。また、アライグマ駆除に

ついては、１１月８日現在で３０頭となっていま

す。

次に、ヒグマの出没について申し上げます。

本年度のヒグマ出没情報は、１１月１５日現在

で４６件が確認されております。

当初、捕獲許可申請は９月３０日までとしてい

ましたが、１０月においても、数カ所で出没の形

跡があったことから、箱罠、銃器による捕獲許可

期間を延長するなど、関係機関と連携して対応し

ています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧野については、市内酪農家１９戸から、

名寄市営牧野では、５月２６日から１０月２０日

までの１４８日間に３０９頭、母子里地区共同牧

場では、６月６日から１０月２４日までの１４１

日間に７８頭を受け入れ、適正な飼養管理により

高い受胎率と個体の資質向上を図ってきました。

次に、商工業について申し上げます。

北海道が公表している７月から９月までの上川

北部の地域別経済動向調査によると、土木建設業

は本格稼働期に入り業況は回復傾向にあるものの、

宿泊業は前年をやや下回る状況となっています。

また、消費者の購買力は足踏み状態が続いており、

今後も同様の状況が続くと予想されますが、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、１０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お

り、経営資金については、融資件数で９６件、融

資額４億 ５８３万円となっており、前年比３件

の増、金額では ８パーセントの増となっていま

す。また、設備資金については、融資件数２７件、

融資額は２億 １９０万円となっており、前年比

１２件の増、金額では ４９８万円の減となって

います。

次に、名寄市住宅改修等推進事業について申し

上げます。

１０月３日から受付を開始し、１１月１８日現

在の申請件数は４６件で、申請をされた改修費用

の合計は約７千万円となっています。このことは、

施工事業者説明会や産官金連携「なよろ経済サポ

ートネットワーク」において情報共有を行った効

果のほか、降雪期を間近に控えて、早期の申請に

つながったものと分析していますが、引き続き制

度の周知を図ってまいります。

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９月末現在の月

間有効求人倍率は １９倍で、９カ月連続で前年

同月を上回っており、依然として高い水準を維持

しています。職業別では、運輸業、製造業、公務

等、農林業、サービス業の求人が増加しており、

全体の求人数についても前年同月比で ３パーセ

ントの増となっています。一方、求職者について

は、前年同月比で ０パーセントの減で、特に４

５歳未満の若年層の求職者の減少が、求人倍率を
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引き上げた要因と考えられます。

また、９月末現在の来春の新規高等学校卒業予

定者の状況については、管内卒業予定者６６３人

のうち、就職希望者は２０５人で前年比３７人の

増、有効求人倍率は ７０倍で前年同月比 ２３

パーセントの増、職業別求人状況ではほぼすべて

の分野で増となっています。９月末の就職内定者

数は５３人で前年同月比１４人、３ ９パーセン

トの増、就職内定率は２ ９パーセントで前年同

月比 ７パーセントの増となっています。

次に、観光の振興について申し上げます。

市民地域資源モニター事業については、９月１

１日に名寄市グリーンツーリズム推進協議会との

共催による『なよろで「農」・「食」体験』を実

施しました。子ども７人を含む１９人の市民に参

加をいただき、農作物の収穫体験と収穫した野菜

を使ったピザ作りを通じて、名寄の魅力を実感す

るとともに食育の実践を行いました。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が３５万 ５

５４人で前年度比１万 ０５８人の増となり、過

去最高だった昨年度を上回る入込となりました。

今後とも、地場特産品などの販売とＰＲにより、

指定管理者と連携した魅力ある施設づくりに取り

組んでまいります。

ふうれん望湖台自然公園については、４月下旬

から１０月下旬までの開園期間中の施設利用人数

は４７４人で、前年度比１１ ２パーセントとな

りました。

名寄ピヤシリスキー場については、ゲレンデや

リフトの整備のほか、一部照明のＬＥＤ化などを

行い、早期にオープンができ、安全で快適に御利

用いただけるよう計画的に整備を行なってきまし

た。１１月１７日の安全祈願祭では、シーズン中

における安全と無事故を祈願し、本格的なスキー

シーズンを迎えるにあたり、現在、全面オープン

に向け準備を進めています。

次に、物産振興事業について申し上げます。

道北観光連盟では、１０月１４日から１５日ま

で、道庁赤れんが庁舎前庭特設会場において「た

くさん！特産！きた北海道フェアｉｎ道庁赤れん

が」を開催し、多くの札幌市民や全国から訪れた

観光客に、上川北部地域９市町村の観光・特産品

のＰＲを行いました。

また、１０月２９日から１１月２日まで札幌市

内ホテルレストランにおいて、名寄産の食材を使

用したランチビュッフェを開催し、さらに最終日

の１１月２日には同ホテル特設会場にて「名寄市

物産展」を開催し、農産品や特産品の販売とＰＲ

を行いました。

首都圏では、１０月２１日から２２日まで、東

京都杉並区役所前などにおいて、「北海道名寄市

物産展」を開催し、生産者などが旬のじゃがいも

やかぼちゃ、トマトジュースなどの販売とＰＲを

行いました。

今後とも、民間を主体とした地場産品の知名度

の向上や魅力を発信する機会を提供してまいりま

す。

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、１

１月１１日に名寄西小学校と風連中学校を会場と

して名寄市教育研究大会を開催しました。各会場

校では、北海道教育委員会の指定事業、名寄市教

育改善プロジェクト委員会の取組を踏まえた研究

発表や公開授業が行われました。

名寄西小学校では、児童の基礎学力の向上を図

るため、学習の見通しを持ち、振り返る活動を重

視した国語科の授業が公開され、指導過程や指導

方法などについて活発な協議が行われました。

風連中学校では、生徒の思考力・判断力・表現

力を育むため、生徒が互いの考えを伝え合う場面

を工夫した外国語や道徳などの授業が公開され、

各教科などの特質に応じた言語活動や発問のあり

方などについて活発な協議が行われました。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、１

１月１４日に実践指定校の名寄小学校、１１月２
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１日に近隣実践校である風連中央小学校において、

公開授業、ワークショップ型の研究協議、道内外

のアドバイザーによる教育講演会が行われました。

「ほっかいどう学力向上推進事業」では、拠点

校である名寄中学校において、上川教育局と管内

の教育委員会、学校により地域の学力向上支援事

業協議会を開催し、全国学力・学習状況調査の自

己採点結果から明らかになった課題や家庭学習の

充実を図る取組の成果などについて協議を行いま

した。今後は１２月９日に、学力向上に係る講演

会や公開授業などの取組を進めてまいります。

なお、平成２９年度からスタートする第２次名

寄市教育改善プロジェクト委員会の組織や研究内

容については、名寄市教育研究所の所長や校長会

の会長など６人で構成する準備委員会を立ち上げ、

協議を重ね、１２月中に原案を決定する予定とな

っています。

豊かな心を育てる教育の推進については、１０

月７日に、児童生徒の豊かな情操を育むため、市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを会場に、名

寄市小中学校音楽発表会を開催しました。

また、１０月１９日には、名寄中学校において、

「私たちの道徳」を活用した問題解決的な学習を

取り入れた道徳の時間の研究授業を行いました。

さらに、１０月２４日には、福島県で開催され

た文部科学省主催の道徳教育指導者養成研修に風

連中学校の教員が参加し、児童生徒の発達段階に

応じた指導内容の重点化や道徳教育推進教師を中

心とした指導体制のあり方について研修を深めま

した。

特別支援教育の推進については、１０月３日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学の教授

を招き、市内小中学校の管理職などを対象に研修

会を行い、参加した５３人の教職員らが特別支援

教育の視点を生かした学校・学級経営のあり方に

ついて学びました。

また、１１月１７日には、駅前交流プラザ「よ

ろーな」において、市内小中学校の特別支援教育

コーディネーターなどを対象に、校内におけるコ

ーディネーターの役割について研修を深めました。

信頼される学校づくりの推進については、名寄

市教育改善プロジェクト委員会の校内研修及び研

究の改善充実に関する研究グループが中心となり、

教職員の資質向上を図るために、１０月２６日に

児童生徒の学力・体力向上の取組に成果を上げて

いる石狩管内の江別小学校、江別中学校への視察

を行いました。今後、１２月には視察の成果を日

常の授業改善に生かすため報告会を開催します。

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・スクールの実現に向けた取組につ

いては、１０月２１日札幌市で行われた「地域と

ともにある学校づくり推進フォーラム」に参加し、

コミュニティ・スクールの効果的なあり方につい

て学びました。

また、１１月１６日に智恵文中学校で行われた

第３回コミュニティ・スクール推進委員会では、

各学校の運営状況や小中連携の取組などを踏まえ、

目指す学校像や児童生徒像について意見を交流し

ました。

さらに、１１月２２日には、初山別小学校と初

山別中学校の小中一貫教育研究大会に参加し、算

数科と数学科の授業参観や講演会を通して、小中

連携による確かな学力の育成について研修を深め

ました。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

名寄南小学校の屋外運動場整備工事と名寄東小

学校の改修工事については、降雪により工事の進

捗に若干の影響はありますが、予定工期内で完了

するよう工事が進められています。

風連中央小学校の改築については、基本設計に

引き続き、実施設計を行い、より良い教育環境の

整備を行うために検討を進めているところです。

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。

大学教育に対する国の動向や本学を取り巻く情

勢などを踏まえて策定作業を進めている「将来構
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想」については、第２次総合計画に合わせて、平

成２９年度から今後１０年間における大学の目指

すべき基本的な方針を示すものであり、年度内の

策定を予定しています。

保健福祉学部再編事業に係る新棟の建設工事に

ついては、９月３０日から作業を開始しており、

付近を通行される市民の皆様に御不便をおかけし

ていますが、平成３０年２月末の完成に向けて、

安全対策に最大限配慮しながら工事を進めてまい

ります。

また、大学図書館の建設工事については、１０

月末で９ ９パーセントの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。

本年で１０年目となる名寄高校との高大連携事

業「大学授業体験」については１０月１２日に実

施し、名寄高校１年生１３６人が希望する学科の

模擬授業や学生との交流を体験し、進路選択の一

助としました。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食においては、台風などの影響により野

菜の価格高騰や品不足が見られますが、納入業者

と連携を図り影響が最小限となるよう取り組んで

まいります。

また、１１月７日から１１日にかけて残食調査

を実施し、献立の改善を行うなど、今後も、子ど

もたちに喜ばれる給食の提供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。

１０月２３日、市民文化センターにおいて生涯

学習フェスティバルを開催しました。体験ワーク

ショップブースでは、なよろ伝統文化伝承教室に

よる「お茶席」や、国立大雪青少年交流の家によ

る「缶バッジ作成体験コーナー」など１５件が出

展したり、サークルが発表を行う「出会いの広

場」では、本年８月に発足した「名寄市少年少女

オーケストラ」の初舞台を含む６団体が発表を行

うなど、市民の皆様に発表の場と鑑賞の機会を提

供することができました。

１１月２３日には、新たな取組として、講師に

カントリーキッチン四季菜の有田晋氏を招き、市

民講座「まちのプロに学ぶ！おいしい料理教室～

第１弾～」を開催しました。今後も、まちの料理

人を講師とし、地元食材を活用した講座として、

洋食やパン、デザートなど第４弾までの開催を予

定しています。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

本年で３８回目を迎えた文学講座では、「夏目

漱石その人と作品」をテーマに９月３日から全７

回開催され、延べ２０６人が受講し、漱石の人柄

や作品への理解を深めていただきました。

９月６日には、智恵文小学校の低学年と中・高

学年向けの「ブックトーク」を行い、読書に対す

る関心を高めることができました。

文化の日には、「特別開館」に併せて、「雑誌

のリサイクル」や「フィルムコートサービス」な

どを行い、とりわけ、本館では「図書館まつり」

として、乳幼児から小学校低学年向けに「おたの

しみ会」を開催し、多くの方々に参加をいただき

ました。

１１月６日には、読み聞かせ講演会を開催し、

絵本作家でもある名寄市立大学の堀川真准教授か

ら、「えほんをつくりながらかんがえたこと」を

テーマに講演をいただき、絵本が持つ楽しい世界

に触れることができました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

９月１３日から５日間、毎年、十五夜に合わせ

て実施している「お月見観望会」を開催しました。

１７日には「きたすばる星と音楽の集い実行委員

会」が主催し、なよろもち大使の協力を得て、来

館者にお月見もちのお汁粉を提供しました。

９月２４日と２５日には、日本天文愛好者連絡

会による「天文愛好者ミーティング」が開催され、

本州、四国からの参加も含め４０人の愛好者が集

まりました。地元参加者からはライトダウンへの

取組が発表され、名寄と星空の関わりを大きくア

ピールすることができました。
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１１月３日から５日間、昨年度に引き続き、移

動式天文台車ポラリスⅡを東京都杉並区へ派遣し

ました。小学校２校での理科授業や桃井原っぱ公

園での観望会などに、延べ ８９４人の区民の皆

様に参加をいただきました。

また、本年で６年目となる「小学生による小惑

星発見プロジェクト」を１０月に行いました。残

念ながら小惑星の発見には至りませんでしたが、

国立天文台石垣島天文台からの技術的アドバイス

も受け、これまで以上に発見の可能性が高まる取

組となりました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

第５９回市民文化祭は、市民文化センターを会

場に、展示発表を１１月１日から３日まで、芸能

発表を１１月３日に開催しました。展示発表では、

４０以上の団体や個人から短歌や俳句、書道、写

真、織物など １９３点が展示され、３日間で延

べ約２千人の方に観覧いただきました。また、芸

能発表では、名寄太鼓保存会の演奏を皮切りに、

ピアノやバレエ、舞踏、詩吟、合唱など、２５団

体３１３人が出演され、約１千人の市民が訪れま

した。

風連文化祭は１１月２日と３日に、ふうれん地

域交流センターを会場として、１７団体、５個人

から８００点を超える作品が展示されました。ま

た、演芸の部では、小学生から高齢者まで１８団

体、１３５人が演奏や踊り、歌などを披露し、会

場一杯に集まった３００人を超える市民と、楽し

いひと時を過ごしていただきました。

１０月１９日には、市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホールを活用した市主催の文化芸術鑑賞事業

として、公益財団法人北海道文化財団との共催で、

ポップス歌手の渡辺美里コンサートを開催し、満

席近くの来場者が、その歌声に酔いしれました。

今年度も引き続き、「芸術文化の拠点」「市民

のコミュニティの醸成の場」として文化芸術に触

れる機会を提供するとともに、市民に親しまれる

ホールづくり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。

１０月２２日から１１月２７日まで、企画展

「オーロラ～天空の神秘～」を開催しました。極

地方の天空に神秘的な光のカーテンを現すメカニ

ズムを解説するとともに、市民が北欧やカナダ、

アラスカで撮影した約３０点の写真を展示しまし

た。

また、関連企画として１０月２９日には、「オ

ーロラの謎～その発生をアラスカで捉えた～」と

題し、北海道大学名誉教授の福田正己氏に講演を

いただき、市内外から２０人が集まりました。

北国体験講座としては、「樹木染めとアイヌ文

様刺繍」を２回に分けて実施し、身近にあるシラ

カバやクルミなどを染料としてエコバッグと糸を

染め、アイヌ文様の特徴を学びながら刺繍を施し

ました。完成した作品はロビー展として、市民の

皆様に観覧いただきました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月７日に、風連町剣道スポーツ少年団並び

に風連町野球スポーツ少年団が、文部科学大臣が

表彰する平成２８年度生涯スポーツ優良団体に選

ばれ受賞となりました。これまでの取組に敬意を

表するとともに、市内少年団活動の弾みになると

考えています。

１０月１０日の体育の日には、「スポーツフェ

スティバル」を開催し、市内体育施設を無料開放

したほか、バブルサッカー大会、体力測定会、街

中ノルディックウォーキングなど、屋内外で様々

な大会や催しが行われ、約１千人の市民がスポー

ツを楽しみました。

１０月１４日から１６日にかけては、なよろ健

康の森及び名寄自動車学校のほか、国内初の試み

である駅前商店街通りを中心とする市街地を会場

として、独立行政法人日本スポーツ振興センター

が北海道へ委託した「ウィンタースポーツコンソ

ーシアム」事業の選手選考会を兼ねたローラース

キー競技会が開催されました。

平成２８年１１月３０日（水曜日）第４回１２月定例会・第１号
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本事業の開催にあたり、御理解と御尽力をいた

だいた多くの市民、団体、企業などの皆様に厚く

お礼を申し上げます。

なお、本市からは、中・高校生３人の選手が出

場し２人が選考会を通過し、１２月に開催される

国内キャンプ選考会に進みました。

また、１０月２３日と２４日には、公益財団法

人日本オリンピック委員会主催による、平成２８

年度ＪＯＣ地域タレント研修会が東京都にある味

の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、

本市からクロスカントリー、ジャンプ、スノーボ

ード競技を行っている小中学生５人を派遣し、全

国から集まったタレント生とともに、将来、世界

で活躍できるトップアスリートを目指す意識を高

めました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成事業では、１０月３０日に美瑛町

で開催された上川地区地域子ども会育成連絡協議

会主催の交流会に、本市の児童１０人が参加し、

管内市町村の児童と交流を行いました。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

東児童クラブについては、建物の増改築工事が

完了し、１２月１日からの開設となります。また、

現在のところ２３人の申込みを受け付けており、

利用について保護者への説明を行っています。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月３日に、平成２８年度名寄市青少年表彰

式を行い、学校や地域活動などにおいて顕著な功

績のある５個人、２団体を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

１５日に最優秀作品の表彰を行いました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

ハートダイヤルでは、電話や面談による相談対

応のほか、月２回開催している夜間相談日にレク

リエーションを取り入れて相談業務の充実を図っ

ています。

また、適応指導教室では２人の児童生徒を受け

入れ、登校への支援指導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。

１１時２０分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ただいまの平成２８年

第４回名寄市議会定例会行政報告の記載におきま

して、まことに申しわけございません。２カ所誤

記がございましたので、訂正させていただきたく

思います。

１カ所目でありますけれども、１１ページであ

ります。地域医療の充実から数えまして１０行目

になります。外来収益が前年比１０ ８％、金額

で６億 ５４４万円とありますけれども、この６

億 ５４４万円を １５５万円と訂正させていた

だきたいと思います。

それから、もう一カ所目でありますけれども、

２１ページになります。２１ページ、これは上か

ら１５行目でございますけれども、１４日には国

土交通省北海道運輸局とございますけれども、こ

の北海道運輸局の部分を鉄道局というふうに訂正

させていただきたく思います。

まことに申しわけございません。今後このよう

なことがないように取り進めてまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、日程第４に

移りたいと思います。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を議題と

いたします。
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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 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、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年の介護保険法改正により、

同法第１１５条の４５第１項に規定をされ、本市

では平成２９年４月１日事業開始予定の介護予防

・日常生活支援総合事業について事業の概要が固

まったことから、関係各条例の文言整理を行うと

ともに、平成２８年９月７日公布の介護保険法施

行令の一部を改正する政令に基づき、平成２９年

度の介護保険料の段階の判定に関する基準の特例

を適用するため、名寄市介護保険条例ほか２件の

条例を一部改正するものでございます。

改正の内容といたしましては、介護予防・日常

生活支援総合事業の実施に当たり条例で規定をす

る介護予防通所介護を第１号通所事業に変更する

ことを初めとした文言や規定条文の変更等を行う

ものでございます。総合事業の実施に当たり事業

内容に変更はありませんが、根拠となる法の規定

が改正をされていることから、各条例の文言整理

を必要とするものであります。

２点目は、介護保険料の段階判定に際し、所得

をはかる指標として用いる合計所得金額に租税特

別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲

渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用い

ることができるよう介護保険法施行令の改正がな

されました。介護保険料につきましては、３年間

同一の保険料を用いることとされておりますが、

特例的に平成２９年度から新しい所得指標を用い

ることができるようになったために、名寄市介護

保険条例に附則を設け、保険料に係る規定を定め

ることとするものでございます。

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。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点か確認をさせてい

ただきたいというふうに思います。

まず、提案説明資料にもありますが、議案第２

条の自立支援デイサービスの利用料について、１

回 １００円だったところをということで、１回

４００円に変更するというふうな御説明がありま

した。この部分について詳しくお知らせをいただ

きたいというふうに思います。

また、もう一つは、今回の条例制定の趣旨の中

で名寄市は２９年、来年の４月１日から支援総合

事業がスタートするわけですけれども、今行われ

ている介護の６期計画が２７年度から２９年度ま

で行われるわけですけれども、総合事業を国の制

度ではありますけれども、来年４月１日から新た

な制度の中で進めていかなければならない。そこ

との今行われていること、そして総合事業との関

連、それで文言整理を行うということですから大

きく変わらないという御説明はありましたけれど

も、その点についてやはり市民の皆さんからは非

常に大きな不安が寄せられているところでありま

すので、この時点でちょっと時間は足りないかも

しれませんけれども、わかる範囲で御説明をいた

だければというふうに思います。

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） 川村

議員からは２点御質問いただいたかと存じます。

１点目の高齢者自立支援事業条例の一部改正に伴

う料金の改定の内容でございます。これにつきま

しては、現在二次予防高齢者といいまして、チェ

ックリストというのがございますが、それに該当

する方と、あとその他高齢者自立支援事業条例の

自立支援デイサービス等に該当する方に対して自

立支援デイサービスを行っています。ただ、実際

内容的には二次予防高齢者の方がほぼ１００％と

いう状況になっておりますが、これの利用料金で
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ございますけれども、現在社会福祉協議会さんの

ほうに委託をさせていただいておりますけれども、

ここに書いてありますとおりサービスの利用単価

が一応６００円、それからほかに昼を挟むという

形になっておりますので、食事代の実費が５００

円というところでいただいているところでござい

ます。ただ、一般の現行の介護予防サービス、要

支援１、２の方々の利用料につきましては、それ

ぞれの事業所、市の場合につきましてはデイサー

ビス条例において定めさせていただいております

が、これ原則食費につきましては実費ということ

で対応させていただいておりまして、今回この改

正に伴いまして、食費については委託先の事業者

さんに実費を徴収していただくということで現在

予算協議も含めて対応させていただいて、おおむ

ねの協議が調ったところから、食事については実

費対応ということで抜かせていただきまして、あ

とこれに伴う要支援１、２の方々の利用料の１割

ということで、４００円ということで値段のほう

も若干御負担のほうは下げさせていただくという

ような対応をさせていただいたところでございま

す。

もう一点の総合事業について今後どのような流

れで進んでいくのかというふうな御質問だったか

というふうに思いますが、今回御提案させていた

だいたとおり要支援１、２の方々のサービスにつ

きましては現行相当に移行したいという事業者さ

んがほぼ１００％ということでございました。内

容につきましては、直接集まっていただいたりだ

とか、書面によって今後の御意向について取りま

とめさせていただいた結果、現行相当に移行した

いという事業者さんがほとんどというか、１００

％でございましたので、要支援１、２の今でいう

保険給付を行っている事業者さん方につきまして

は現行相当に移行するという形になります。

今申し上げました高齢者自立支援事業条例で行

っています自立支援デイサービス、これが国のた

てつけでいうところの通所型サービスＡといいま

して、現行の通所介護の内容を一部緩和した基準

によるサービスという形になるかと思いますけれ

ども、それを市が委託して行うというたてつけで、

２本の流れでいくというような形で、来年の４月

からは当初は現行の形でいくということで、現在

そういうことで予定を進めさせていただいている

ところでございます。ただ、いずれにいたしまし

ても御承知のとおり総合事業になりますので、現

在要支援１、２の現行型のサービスの方々が例え

ばチェックリストに基づいて二次予防サービスに

なった場合について、そちらも利用できますし、

反対に自立支援デイサービスの方々がいて要支援

１、２のサービスの方々がそちらの自立支援デイ

サービスを使うという相互利用は今後ケアマネジ

メントに基づいて可能になってくるというふうに

思っておりますが、いずれにいたしましても過去

に御答弁申し上げましたとおり現状のサービスは

現行使われている方については変わらないという

御答弁をさせていただいたと思いますけれども、

それについては一定担保できたかなというふうに

思っ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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 現状と変わらない内容

であるということでありましたけれども、やはり

６期計画が今実施される最中である中での総合事

業への移行、そして今後７期計画も、先ほど介護

保険料のことも出されていましたけれども、そう

いった部分で市民の皆さん、特に今利用している

人はいろいろな介護施設なりで御説明もいただい

ているかとは思うのですけれども、今後利用しな

ければならないという方々、そういった家族を抱

えている方々、非常に不安を抱いておりますので、

いつもお願いしているのですが、周知の徹底、計

画もこれから今言いましたように７期の計画が進

んでいくのだとは思うのですけれども、その途中

で総合事業が入ってくるわけですので、整合性の

ところも不安を大きくしていくのかなというふう
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に思いますので、周知の徹底をお願いして、終わ

りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第１号は、市民福祉常任委員会に付託をい

たします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託いたしまし

た議案第１号については、１２月１５日までに審

査を終了するよう期限をつけることにいたしたい

と思いますが、これ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号については１２月１５日ま

でに審査を終了するよう期限をつけることに決定

をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 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

結についてから議案第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、以上１

１件について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号から議案第１

２号までの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、一括して提案の理由を申し

上げます。

定住自立圏構想につきましては、都市機能を有

する中心市と近隣の町村とが役割分担と連携、協

力のもとに、総体として生活機能を確保すること

を通じ定住促進を目指す構想でございまして、今

回医療、福祉分野においてさらなる連携した取り

組みを推進をするため、名寄市、士別市の複眼型

中心市と和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威

子府村、中川町、幌加内町、西興部村、枝幸町、

浜頓別町及び中頓別町の９町２村とのそれぞれの

間におきまして協定変更の協議が調いましたので、

名寄市議会基本条例第１０条第２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、協定の概要につきましては参事監から説

明させますので、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） 追加説明を松岡企画担

当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 定住自立圏形成協定内

容の一部変更につきまして、その内容を申し上げ

させていただきます。

今回の協定の一部変更につきましては、圏域の

住民が安心して地域に定住し続けることができる

ように、そのために必要な医療、福祉分野の人材、

こちらの人材育成を名寄市立大学あるいは名寄市

立総合病院などと連携をして、あるいはこれまで

以上に連携することで医療、福祉分野の人材育成

を進めることで圏域全体でその人材確保につなげ

ていくというものになっております。このため、

枝幸、浜頓別、中頓別の３町との締結しておりま

した協定につきまして、医療分野の一部を改め、

福祉分野については新たに追加をしております。

また、その他の町村との協定につきましては、医

療分野、福祉分野の一部を改めております。これ

により、圏域全体での医療、福祉人材の確保をこ

れまで以上に進めることとしております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外１０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。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。
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議案第２号外１０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２号外１０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６ 議案第１３

号 工事請負契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１３号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

名寄市立大学図書館建設工事における建築主体

工事につきましては、平成２７年６月１５日に荒

井・大野組・新谷・坂下特定建設工事共同企業体

と１５億 ２８０万円で契約をし、現在施行中で

ございますが、本件は建物内部及び外部の仕様等

に一部変更が生じたため、設計を変更し、当初の

契約金額に７７４万 ６００円を加え、１５億

０５４万 ６００円で当該企業体と契約変更を締

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条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長から説明をさせ

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） 追加説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第１３号の

市長提案の追加説明を申し上げます。

名寄市立大学の図書館建設工事につきましては、

平成２７年６月１５日の議決後の翌日から工事に

着手し、現在平成２９年１月３１日の完成に向け

て施行中でありますが、このたび建築主体工事の

内容及び外部の仕様変更に伴う設計変更の概要に

ついて御説明を申し上げます。

初めに、建物内部の仕様変更についてでござい

ます。各諸室のうち１階講堂に隣接をしているコ

ミュニティケア教育研究センターについて、発注

時には運営方法や運営体制等が決定していなかっ

たため、昨年１０月に改めて検討した結果、運営

の基本である大学と地域の課題を産官学で研究し

ていく上で機能の充実を図る必要があると判断し、

面積をふやして対応しようとするものでございま

す。

次に、建物外部の仕様変更では、図書館東側の

出入り口に隣接する駐車場の舗装につきまして設

計では建物本体に関連する部分の舗装補修のみと

しておりましたが、工事後半において改めて調査

を行ったところ、舗装の劣化に加えて駐車場に設

置されている雨水桝が適切に雨水を処理できない

状態となっていることから、改修により水勾配を

確保するものでございます。

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１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第１４
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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）、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１４号及び議案第

１５号 指定管理者の指定について、一括して提

案の理由を申し上げます。

議案第１４号及び議案第１５号の２施設につき

ましては、名寄市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第２条による公募による施

設でございます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえて、指定管理者の候

補者の選定を行いましたので、指定管理者の指定

をいたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により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、議案第１４

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。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号外１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１４号外１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８ 議案第１６

号 損害賠償の額を定めることについてを議題と

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１６号 損害賠償

の額を定めることについて、提案の理由を申し上

げます。

平成２５年１１月２０日に名寄市立総合病院に

おいて手術を受けた相手方の体内において残存ガ

ーゼが発見をされました。その後の調査の結果、

平成１０年７月に当院で実施をした開腹手術の際

のガーゼ残存であると判明をしたため、損害賠償

について御本人と話し合いを進めてきたところ、

合意に至りました。本件は、解決金である損害賠

償の額を２００万円に決定をするために、地方公

営企業法第４０条第２項及び名寄市病院事業の設

置等に関する条例第９条の規定により議会の議決

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）

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１６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１６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１７
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号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第４

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１７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と事業

の確定に伴う事業費の調整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

１０２万 ０００円を追加して、予算総額を２４

３億 ９８６万 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臨時福祉給付金給付事業費

（経済対策分） ７２７万円の追加は、消費税率

の引き上げに伴う負担の影響を緩和をするため、

所得の低い方々に対し臨時的な給付措置を行うも

のでございます。

同じく３款民生費におきまして介護人材確保緊

急対策事業補助金８４万円の追加は、市内の介護

人材が不足していることを鑑み、市内介護保険事

業所への就職を促進をするため介護職員初任者研

修の受講費用または就職支度金を補助するもので

ございます。

６款農林業費におきまして新規就農者支援事業

補助金１９０万円の追加は、就農認定を受け就農

された方や農業研修生受け入れ農家の方などに対

し助成をしようとするものでございます。

７款商工費におきまして商店街等活性化関連補

助金４６８万 ０００円の追加は、街なかにぎわ

い事業や店舗支援事業など名寄市中小企業振興条

例に基づき助成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。

１９款繰入金におきまして教育振興基金繰入金

２００万円の追加は、名寄市教育振興補助金の追

加に対応するために基金を繰り入れしようとする

ものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では名寄庁舎

環境衛生管理業務委託料ほか２３件を追加をし、

道路維持作業車購入費を廃止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、農業振興施設

等整備事業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が、

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） 追加説明を臼田総務部

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追加の説明をさせていた

だきます。

初めに、歳出から御説明を申し上げます。恐れ

入ります。議案第１７号の１０ページ、１１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。２款総務費、

１項３目情報化推進費の中間サーバープラットフ

ォーム利用負担金２１１万円の追加につきまして

は、社会保障・税番号制度システム運用の際に利

用します自治体中間サーバープラットフォームの

利用負担金の確定に伴いまして予算を計上しよう

とするものでございます。

次に、１２ページ、１３ページをごらんいただ

きたいと思います。３款民生費、１項８目民生委

員費の民生委員児童委員連絡協議会補助金７万

０００円の追加につきましては、北海道の民生委

員等関係経費負担金取扱要綱の改正に伴いまして

補助金を追加しようとするもので、財源といたし

まして道負担金７万 ０００円を計上させていた

だきました。

１４ページ、１５ページ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

の中山間地域等担い手収益向上支援事業交付金１

２４万円の追加につきましては、新たな高収益作
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物の導入や作物のブランド化に取り組む農業者に

対し支援を行おうとするもので、財源といたしま

して同額を道補助金に計上させていただきました。

１６ページ、１７ページをお開きいただきたい

と思います。１０款教育費、５項２目学校管理費

の大学維持管理事業費４６６万 ０００円の追加

につきましては、完成後の大学図書館の維持管理

経費として補正しようとするものでございます。

次に、歳入について御説明を申し上げます。恐

れ入ります。お戻りいただきまして６ページ、７

ページをごらんいただきたいと思います。１６款

道支出金、２項４目農林業費補助金で造林事業補

助金１５２万 ０００円の追加につきましては、

補助事業の変更と補助対象に係る事業量の増加に

伴い補助金を追加しようとするものでございます。

１８款寄附金で民生費寄附金から教育費寄附金

まで合わせまして１０３万 ０００円の追加につ

きましては、これまで寄附採納をいただいたもの

を予算計上しようとするものでありまして、寄附

者の意向に沿いまして地域福祉基金に５万円を積

み立てるほか、がん検診事業、ごみ減量化推進事

業、大学図書館整備事業、大学コミュニティケア

教育研究センター特別研究事業、文化センター運

営事業の財源としてそれぞれ充当しようとするも

のでございます。

以上、追加しての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） それでは、議案第１７

号の１３ページ、民生費の介護人材確保緊急対策

事業補助金８４万円にかかわってお尋ねをしたい

と思います。

初任者、資格のない方々もというようなことで、

そういった方々への初任者研修等への補助金とい

うことという御説明でありましたけれども、例え

ば新しく介護施設に就職をされて、初任者研修を

受ける状況にあるのかどうかという。今でさえ本

当に手が足りなくて大変なところなのに、どうい

うふうにして研修、また資格取得のための支援を

していくのか、ちょっと具体的にお示しをいただ

きたいなというふうに思います。

もう一点なのですが、今回８４万円が補助金と

して補正がされましたけれども、もっとたくさん

の方々が応募される、そういうことになれば非常

にうれしいのですけれども、そういった場合はま

た引き続き補正を組んでふやしていく予定がある

か。

さらには、これ一般財源から出されているので

すけれども、やっぱり私は国の介護制度というか、

介護保険制度のこういった中での大きな影響が末

端の私たちの市民であったり、自治体であったり

というふうに思っているのです。それで、国への

要望等というか、そういう要請等、どのように働

きかけていくのか、その点についてお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 川村

議員から２点ですか、どのように研修を行ってい

くのかということと、あと財源の関係というふう

に思いますけれども、まず１点目のどのように研

修を行っていくかという内容でございますが、議

員おっしゃるとおり当然今無資格で従事されてい

るという方も中には数は少ないみたいなのですけ

れども、いらっしゃる場合もあると思いますので、

それについては事業者の方の御理解得ながらとい

う形になるかというふうに思いますが、今のとこ

ろの予定のたてつけといたしましては、実は上川

北部地域人材開発センターさんのほうで介護職員

初任者研修につきましては北海道知事の認可がな

いとできない形になっておりまして、従来人材セ

ンターさんのほう社会的なことも含めて､付託も含

めて、過去失業者対策だとか、あと資格を取得す
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るための事業として年に２回ほど行っていただい

ていたというふうにお聞きしております。ただ、

６月のときにも一部答弁させていただいたかと思

いますけれども､今年度失業者対策につきましても、

あと一般の資格取得の形につきましても人数が若

干定員に満たなかったということもありまして、

できなかったということをお聞きしておりまして、

実はこういう事態ということと、あと私ども秋の

時点で初任者研修について実施していきたいとい

うことで助成していきたいというお話をさせてい

ただいておりましたので、センターさんのほうに

お伺いしまして実施の可否について御検討いただ

きまして、ことしの２月から３月の間の中で実施

できることで準備をしていただけるということで、

現在それぞれ調整しながら進めさせていただいて

いるところでございます。

また、この研修につきましても通信課程という

課程が実はあるそうでございまして、既存１３０

時間受けなければならない形らしいのですけれど

も、どうしても通わなければならないのというよ

うな部分は１７日間程度で圧縮するということが

通信課程を行うとできるということをお聞きして

おりまして、そこの部分で通う日数を少し少なく

するということもお互いの調整の中でさせていた

だいているところでございます。

また、既に働いているという方の部分も全く考

えていないわけではありませんが、実は今働いて

いない方とか、介護に興味があるのですけれども、

なかなかまだつけていないという方を掘り起こし

をしたいということが市としての一番の考え方で

ございまして、この間ハローワークにも市として

も行かせていただいて、御相談させていただいて

おりますし、名寄産業高校に生活文化課程という

ところがございまして、保育・福祉コースという

のがあるのをお聞きしておりまして、現在２年生

で進路調査をしているところ、数人の方々が福祉

方面に進みたいというお話を聞いているというこ

とで、大体高校生の進路を決定していくのが３者

面談で１２月から１月ぐらいというふうにお聞き

しておりますので、その方々がそれを受けていた

だけるような体制をこの人材センターさんと調整

をさせていただきながら、ぜひこれから進路を決

めていく高校生さんにも門戸を広げながら実施し

ていければいいなというふうに思っているところ

でございます。

それとあと、８４万円をふやすつもりはないの

かということで、これ一応当該補正させていただ

いていますけれども、新年度においても実施をし

ていきたいというふうに思っておりますので、当

該年度はおおむね一般の方で人材センターさんで

今予定している受講料が８万 ０００円というこ

とで考えているということで、１０名程度の助成

ができるかなということで考えているところでご

ざいます。

それと、国への要望等ということで、この間市

長会を通じて、実は積雪寒冷地である当市の状況

とかということも含めて、移動だとか、あと例え

ば今一番喫緊で大変だという部分は施設の夜勤の

方々がなかなかいないということで、夜出てくる

方が朝早く帰るだとかといった部分で、都会とは

ちょっと違う状況にあるということを含めて現在

この間何年間か市長会のほうも通じて国には要望

させていただいております。議員の皆様からも御

指摘いただいておりましたが、この間人材確保に

つきましては国のたてつけでは国または都道府県

で行うということでございましたけれども、もう

そういうことを言っている状況でもありませんの

で、市としても行ってやりとりさせていただきな

がら、議員のおっしゃるとおり要望等につきまし

ても今後も意向を反映していけるような形にして

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 現在勤めながらも資格

がない。だけれども、何とか資格を取りたいとい

うふうに思っていても、先ほどおっしゃったよう

に通信教育といってもなかなか、きつい仕事の中
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での勉強というのは非常に時間とるのも難しいの

かなというふうに思うのですけれども、やはりそ

ういう事業所のところで現在働いている方々への

そういう研修、スクーリングを受ける、また通信

教育で勉強する、そういったところの保障という

か、支援も必要ではないかなというふうに私は思

っているのです、やる気があって頑張っている方

々を支援していくという。将来の高校生も必要だ

とは思うのですけれども、そういった方々への支

援をさらに進めていただきたいというふうに思い

ますのと、あと最後のほうにありました国への要

望、本当にこれは強く求めていくことが必要かな

というふうに思っていますし、私たちもいろんな

形で要望していきたいというふうに思っています。

その前にいち早く取り組みがされていたことに私

も評価をしながら、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） 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） 先ほ

どちょっと答弁、ここで現在働いている方々につ

きましては、初任者研修につきましては訪問系の

事業所の方々につきましては初任者研修は必須に

なっておりまして、持っていない方が働いている

ということはございません。ただ、施設系や居住

系の場合は一部資格が必要ないとされている、デ

イサービスも含めてございますので、その方々に

つきましては実は国や道の事業で、例えば介護福

祉士等を取得するために一定期間施設を離れなけ

ればならないといったときに、国や道の補助のも

と派遣職員を雇い上げる補助金をそこの事業所に

出してもらえるというたてつけがございます。そ

のような内容につきましては、北海道が実施して

いるのですけれども、市のほうから市内の事業者

さんのほうにはお伝え申し上げまして、そういう

スキルアップしていきたい、資格を取って長期に

勤めていきたいだとかという職員さんに向けての

御案内はさせていただいているところでございま

すので、答弁漏れがございまして、大変申しわけ

ございませんが、申し添えさせていただきます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） １点お聞きいたしま

すけれども、これは確認の意味ですけれども、１

３ページの食肉センター事業特別会計繰出金６０

万 ０００円、落雷の対応ということで、同じく

振興公社も同じように落雷の対応ということです

が、これは今までも公共施設で電気や電話の被害

というのがあるのですけれども、専決処理は全く

しないで１次応急的な対応で業務上の支障がなか

ったのか、時間を置いていわゆる通信設備の修繕

が必要になったのか、ちょっとその辺の経過につ

いてお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 食肉センターの１０

月に起きた落雷の関係でございますけれども、そ

れで通信機器の損傷を受けておりました。そうい

った部分で通信機器ということもございますので、

予算の流用を含めて早期に対応しなければいけな

いということで対応させていただいて、今現在こ

の１２月に補正予算として御提案をさせていただ

いているという内容でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 専決処分をして終わ

ったという認識でよろしいのか、改めて確認をし

ておきたいと思いますし、市役所全体がそうです

けれども、こういう電気設備あるいは通信設備を

含めて通常の保守契約みたいのがこういうときの

対応についてどんなような現状になっているのか

お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 保守の関係、例えば

システム関係については当然保守をしなければな

らないということでありますが、通常の通信等に

ついては特段の保守という形にはなっておりませ
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んので、ただメンテナンス等をいただいている業

者がございますので、事故等が起きたときについ

ては速やかに対応はできるような形はとってござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 臼田総務部長の答弁

わからなかったのですけれども、今回の例ですと

たまたま振興公社と食肉センターなのですけれど

も、保守契約はあったのかどうか、あるいは軽微

なものについては通常保守契約の中で対応、緊急

な事態ですから対応ということはあるのですけれ

ども、現実どうなっていたのか、これは３回目の

質問ではなくて、答えていないので、２回目なの

ですけれども、議長。そしてあと、専決はもうし

てしまったものなのか、提案のときにそういう話

も何もなかったので、どういう事務処理をされた

のか、やられることについては全く問題ないので

すけれども、改めてわかるようにお答えいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ちょっと答弁漏れあっ

て申しわけございません。設備自体については、

その設備がうまく使えるかどうかのそういう保守

はやっておりますが、それと同時に市の持ち物で

ありますので、保険を掛けております。今回の保

険がまだ後からということでありますので、予算

は計上しておりませんが、ちょっとうろ覚えで申

しわけございませんけれども、たしか市長会の保

険使っていると思いますので、この金額につきま

しては状況によりまして半分しか出ない場合もあ

りますけれども、そういう形で今進めている最中

でありますので、そこについては保険のほうで費

用負担ができているということでありますので、

設備については壊れたからそのときどうするとい

うことではなくて、管理部分の保守ということで

説明させていただければと思います。壊れた場合

については、その責によらない部分については保

険が適用になると、そういうような仕切りでやっ

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） ３回目として、熊谷議

員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう終わりますけれ

ども、とりあえず即座に対応してもらわなければ

ならぬのは事実だと思うのです、使えない状態で

はなくて、業務に支障出るので。それはそれでい

いのでしょうけれども、保守契約のあり方そのも

のを改めて緊急、電話にしても電気にしてもほか

の関係もそうですが、即座に即決で対応して、修

理は応急だろうと、本復旧だろうとしていただか

なければならないのですが、この辺の事務処理に

ついてもう少し全施設しっかり点検した上で事務

的に問題ないように対応すべきかなというような、

内部点検をすることを求めておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 再度確認させていただ

きたいと思います。ただ、大概のケースにおきま

しては当然設備が使えなくなりますと業務に支障

が出ますので、そこの保守契約しているところと

応急処置の形で、何日間かは余裕があるというよ

うなところまではいけていると思いますが、本格

復旧という部分になりますとやはり設備の交換等

がございますので、そこは保険金などで対応とい

うことであります。もう一度ここのあたり事務的

にスムーズに流れるような形になるかどうか点検

させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 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。
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議案第１７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１７号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩といたします。

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時０２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）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１８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歳入

歳出それぞれ ４６７万 ０００円を追加をし、

予算総額を３８億 １８８万 ０００円にしよう

とするものでございます。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。１款総務費ではシステム改修などにより５１

万 ０００円、４款前期高齢者納付金等では納付

金の金額変更により ０００円をそれぞれ追加を

し、また９款基金積立金では国民健康保険支払準

備金基金積立金として ４１５万 ０００円を追

加しようとするものでございます。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。５款道支出金では道財政調整交付金に係る特

別調整交付金として１２万 ０００円を追加をし、

９款繰越金では前年度繰越金として ４５４万

０００円を追加するものでございます。

次に、直診勘定におきましては歳入歳出それ５

３４万 ０００円を追加をし、総額を２億 １８

０万 ０００円にしようとするものであります。

直診勘定の歳出について申し上げます。１款総

務費では報酬で２５３万 ０００円を追加し、給

料で１３１万 ０００円の減額、職員手当では２

４６万 ０００円を追加、共済費では３３万 ０

００円を減額、委託料では１２万円を追加し、負

担金補助及び交付金では１２万円を減額しようと

するものでございます。

２款医業費では、予防接種ワクチンなどの増に

より２００万円を追加しようとするものでありま

す。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で２００万円を

追加し、５款雑入で嘱託医収入として３６０万円

を追加し、４款繰入金で２５万 ０００円を減額

し、収支の調整を図ろ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１８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１８号は原案のとおり決定され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第１

９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）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 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について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１４６万 ０

００円を追加し、予算総額を１２億 ５１７万

０００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款下水道

事業費では、人件費の調整に伴い１４６万 ００

０円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

では、歳入歳出予算調整のため一般会計繰入金で

１４６万 ０００円を追加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、風連浄

水管理センター等維持運転管理業務委託料を追加

し、限度額を ７６０万円にしようとするもので

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１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第２

０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）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

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

であり、個別排水処理施設保守点検清掃業務委託

料の限度額を ７３０万円に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２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」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 議案第２

１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）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に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、落雷により被害を受けた施設の
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修繕に必要な経費を補正しようとするものでござ

いまして、歳入歳出それぞれ６０万 ０００円を

追加し、予算総額を ０１５万 ０００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款衛生費

では、故障した通信設備の修繕料として６０万

０００円を追加しようとするものでございます。

次に、歳入につきましては、１款繰入金を６０

万 ０００円追加をし、収支の調整を図ろうとす

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２１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２１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１４ 議案第２

２号 平成２８年度名寄市病院事業会計補正予算

（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２２号 平成２８

年度名寄市病院事業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、市立病院において医療事故に伴

う損害賠償について補正しようとするものでござ

います。

補正内容について申し上げます。１款病院事業

収益では、医療事故賠償に係る保険会社からの損

害賠償保険金として２００万円を追加をし、総額

を９６億４７９万 ０００円にしようとするもの

でございます。

次に、２款病院事業費用では、医療事故賠償金

として２００万円を追加をし、総額を９９億 ６

２３万 ０００円に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２２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２２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２

３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、

以上４件についてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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〇市長（加藤剛士君） 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、一括して提案の

理由を申し上げます。

本件は、本年８月８日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与等及び議員特別職の期末手当の

額について同様の措置を講ずるために関係条例を

改正しようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額の改定につ

きましては、名寄市特別職報酬等審議会から一般

職員に準じて改定を行うことが適当であるとの答

申に基づき今回の改正を行お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。議案第２３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２３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２３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２４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２４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２５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２５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２６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２６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 請願を議

題といたします。

本日までに受理した請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり議会運営委員会に付託をしまし

たので、御報告をいたします。

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１２月１日から１２月

１３日までの１３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１２月１日から１２月１３日まで

の１３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。
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お疲れさまでした。

散会 午後 １時１６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 奥 村 英 俊

署名議員 塩 田 昌 彦
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