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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２９年２月２４日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について

議案第２号 名寄市情報公開条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市個人情報保護条例

等の一部改正について

日程第５ 議案第４号 名寄市税条例等の一部改

正について

日程第６ 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第６号 名寄市ふるさと応援寄附

条例の一部改正について

日程第８ 議案第７号 名寄市育英奨学条例の一

部改正について

日程第９ 議案第８号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市農業・農村振興条

例及び名寄市新規就農者等に関する条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第12 議案第１１号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第13 議案第１２号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第14 議案第１３号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１４号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５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２号）

日程第17 議案第１６号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１７号 平成２８年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２８年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算

１．本日の会議に付した事件

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号



－2－

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について

議案第２号 名寄市情報公開条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市個人情報保護条例

等の一部改正について

日程第５ 議案第４号 名寄市税条例等の一部改

正について

日程第６ 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第６号 名寄市ふるさと応援寄附

条例の一部改正について

日程第８ 議案第７号 名寄市育英奨学条例の一

部改正について

日程第９ 議案第８号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市農業・農村振興条

例及び名寄市新規就農者等に関する条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第12 議案第１１号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第13 議案第１２号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第14 議案第１３号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１４号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５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２号）

日程第17 議案第１６号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１７号 平成２８年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２８年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 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
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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（０名）

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２９

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１１番 山 田 典 幸 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３月１７日まで

の２２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３月１

７日までの２２日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより平

成２９年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成２９年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成２９年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

まもなく合併から１２年目を迎え、私が、市長

として２期目の任を担わせていただいてから３年

が過ぎようとしています。

昨年は、旧風連町と旧名寄市が合併して１０年

という大きな節目を迎え、また、名寄市立大学に

おいては、開学１０周年を迎えることができまし

た。

平成２９年度は、このたび策定いたしました第

２次総合計画を中心に、今後１０年、本市の目指

すべき姿に近づいていけるよう、さらにその先も

見据え、多くの市民の皆様とともに課題を解決し、

明るく元気なまちづくりを進めてまいります。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「民間会社的発想での行財政運営」

についてです。

人口減少、普通交付税の段階的な縮減などによ

り、今後も厳しい財政状況が続くと想定されると

ころ、明確な政策目標を立て、コスト意識を持ち、

適切な事業の選択・健全な財政運営を行う必要が

あります。

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略や、第

２次総合計画において新たに掲げた３つの重点プ

ロジェクトにおいては、成果指標（ＫＰＩ）を掲

げ、ＰＤＣＡサイクルの中で進捗管理を行い、施

策を磨き上げてまいります。

また、持続可能なまちづくりを推進するため、

昨年「名寄市公共施設等総合管理計画」を策定し、

平成４７年度までに公共施設の総延床面積を１３

パーセント削減する目標値を設定しました。目標

達成に向け、住みやすく、効率的なまちづくりを

着実に進めてまいります。

二点目は、「さらなる市民参加とよりわかりや

すい行政運営・情報公開」についてです。

まちづくりの主体は市民であり、主体的、能動

的にまちづくりに参加することが大切であるとす

る「名寄市自治基本条例」に基づき、パブリック

・コメントや各種説明会などを通じ、市民との意

見交換やその反映に努めています。

三点目は、「地域の宝・財産・特色に徹底的に
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こだわったスケールの大きなまちづくり」につい

てです。

昨年末に改定された国のまち・ひと・しごと創

生総合戦略においても、地域を担う人材育成・知

の拠点としての地方大学の振興が掲げられたとこ

ろです。まさに地域の宝・財産・特色である名寄

市立大学を活用し、道北地域の知の拠点・名寄市

の財産の一つとして環境整備を進めるとともに、

地域と連携した事業を推進してまいります。

また、「冬季スポーツの拠点化」にも取り組ん

でおり、合宿・大会などの誘致も増加し、雪・寒

さを強みとした取組が形になろうとしています。

本市の「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の目的で

ある「雪や寒さを活かして、冬の生活をより暮ら

しやすく、楽しいものにすること」を推進するた

め、市民の皆様と協力し一体となり、継続して取

り組み、活力あるまちづくりを進めてまいります。

私は、この三つの基本的な考え方のもと、新た

な総合計画を施策の基本としながら、市民の皆様

との協働により、効果的、効率的、持続可能なま

ちづくりを推進し、この名寄をこれからも住み続

けたいと思っていただけるまちにするため、全力

で取り組んでまいります。

平成２９年度の予算編成

次に、平成２９年度の予算編成について申し上

げます。

本市の平成２９年度各会計予算は、多くの市民

の意見を踏まえて策定した第２次総合計画の将来

像の実現に向け、確実な一歩を踏み出すためにも、

健全な財政を基調としながら、第２次総合計画の

重点プロジェクトや総合戦略を中心とした様々な

施策や事業の展開、さらには未来への投資を着実

に実施していくことなどの基本的な考え方のもと、

また、平成２８年度における地方創生のさらなる

深化に対する国の補正予算なども活用し、予算編

成をいたしました。

主な事業については、ハード事業では北斗・新

北斗公営住宅建設事業、名寄市立大学保健福祉学

部再編事業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等

改築事業などを、また、ソフト事業では要介護高

齢者への紙おむつ用ごみ袋支給事業、町内会と連

携し、より快適な除排雪体制の構築を目指すレン

タル＆ゴー事業のほか、総合計画の重点プロジェ

クトの推進として、不妊治療に要する費用の一部

を助成する特定不妊治療費助成事業、新規就農者

や農業後継者の円滑な就農を支援する農業担い手

支援事業、冬季スポーツによる地域活性化を図る

冬季スポーツ拠点化事業などの事業を盛り込みま

した。

これにより、一般会計の予算案は、前年度比

７パーセント減の２２１億 ９３６万１千円とな

りました。

また、６つの特別会計予算案は前年度比 ３パ

ーセント減の８２億 ８６６万６千円、企業会計

予算案は前年度とほぼ同額の１２８億 ４０４万

９千円、全会計の総額では前年度比 ４パーセン

ト減の４３２億 ２０７万６千円となりました。

財源調整として、財政調整基金で５億 ００３

万４千円の取崩しを、また、老朽化した公共施設

設備の更新などに係る事業の財源として、公共施

設整備基金で２億８００万円の取崩しを計上しま

したが、今後の起債償還に備え、減債基金の積み

立てを行い、将来の財政健全化を視野に入れた予

算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組むとともに、財政

規律を遵守し、健全な財政運営に努めてまいりま

す。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、地方創生について申し上げます。

地方創生に関する施策を具現化するために、国

による財政面の支援として、これまで様々な地方

創生関連交付金を活用するとともに、人材面の支

援では地方創生人材支援制度で財務省から松岡参

事監をお迎えし、「名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の着実な推進に向け尽力いただいて
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います。

引き続き、地方創生のさらなる深化のため、意

欲と熱意をもって取組を推進してまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織

である町内会については、住みよい地域社会を築

くため、財政的・人的支援や加入促進に向けた啓

発など、その活動に対する積極的な支援を継続し

てまいります。また、町内会相互の連携を図るた

め、町内会連合会に対する支援も継続してまいり

ます。

さらに、単位町内会の枠を超えた活動などに取

り組んでいただいている地域連絡協議会について

は、地域特性を活かしたより良いまちづくりを推

進するため、地域の自主性と自発性を尊重した活

動の支援を継続するとともに、地域の持続的な発

展を促すことのできる地域コミュニティ確立に向

け、地域連絡協議会の活性化を図り、地域自治の

向上及び市民主体のまちづくりを推進してまいり

ます。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

をまちづくりに反映させていくため、名寄市利雪

親雪推進市民委員会との連携を図り、地域におけ

る利雪・親雪の取組を推進するとともに、情報発

信などを通じ、意識啓発及び取組の周知を図って

まいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

昨年４月から施行された名寄市男女共同参画推

進条例に基づき策定を進めている「第２次名寄市

男女共同参画推進計画」については、市民で組織

された名寄市男女共同参画推進委員会の検討を踏

まえ、パブリック・コメントを実施し年度内の策

定を予定しているところです。

今後、この第２次計画の推進にあたり、市はも

とより市民をはじめ、各種団体や企業、各関係機

関が、それぞれの役割を果たすとともに連携を図

りながら、引き続き男女共同参画社会の実現に向

け、積極的に取組を進めてまいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２７年１０月に社会保障・税番号制度が施

行され、多くの住民情報を扱う地方自治体に対し、

情報セキュリティの抜本的な強化が求められたこ

とから、当市においては関係する部署で組織する

セキュリティ会議の中でその対策及び適正な管理

運用について検討し、国の指針に沿ったシステム

改修やセキュリティ対策を講じてまいりました。

現在は、本年７月から始まる国の情報提供ネッ

トワークシステムを活用した各行政機関による情

報連携に向けて、準備を進めているところです。

今後も引き続き、情報セキュリティ対策の強化

に取り組み、より強固な態勢で個人情報の保護に

努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市、東京都杉

並区との交流において、人的交流や特産品販売な

ど、さらに充実した交流となるよう推進してまい

ります。

ふるさと会については、会員相互や本市とのさ

らなる交流の推進に努めるほか、本市からの情報

発信や会員拡大などへの支援を通じて、活動の充

実が図られるよう連携を強化してまいります。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイから交換学生を受け入れる

とともに、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市か

ら訪問団を迎えることにより、これまで育んでき

た交流の絆をさらに深めるよう支援してまいりま

す。

さらに、台湾との交流については、中学生によ

る野球を通じた交流や高校生の教育旅行の受入を

行うなど、国際感覚豊かな青少年の育成や交流人

口の拡大に努めてまいります。

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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交流居住の推進については、本市の魅力や生活

環境の良さを知っていただくため、風連地区に

「お試し移住住宅」を２棟整備し維持管理を行っ

ていますが、移住を希望するより多くの方々に本

市の住みよさを実感してもらえるよう、昨年、名

寄地区の市街地にも「お試し移住住宅」を整備い

たしました。今後とも、本市の魅力について様々

な媒体を通じた情報発信を行うことにより、道内

外からより多くの方々に訪れていただけるよう取

組を進めてまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

北海道では、北海道命名から１５０年を迎える

平成３０年に合わせて、記念事業に向けた新たな

組織を立ち上げて取組を始めました。

１１市町村で構成する「テッシ・オ・ペッ賑わ

い創出協議会」においては、天塩川周辺地域が北

海道の命名者とされる「松浦武四郎」とのゆかり

が深いことに加え、出身地である三重県松阪市と

の連携事業がすでに実施されていることから、構

成市町村における独自事業が開催されるようイニ

シアチブを取るとともに、北海道と連携しながら、

記念事業への取組を進めているところです。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸とした

地域連携を行うとともに、地域の魅力を内外に情

報発信しながら交流人口の拡大に努めてまいりま

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、「定住自立圏共生ビジョン」に基づき広

域連携事業を推進してきました。

平成２８年１２月、医療・福祉分野におけるさ

らなる連携を行うため、定住自立圏形成協定の一

部変更を行い、平成２９年度からは「定住自立圏

共生ビジョン」に掲載する施策・事業に成果指標

（ＫＰＩ）を設定することで、達成状況などを踏

まえた施策・事業のＰＤＣＡサイクルを構築し、

広域連携事業の着実な推進を図ってまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

平成１９年２月に「新・名寄市行財政改革推進

計画」を策定以降、推進項目の検証と見直しを行

い、効果・効率的な行政運営に努めてまいりまし

た。現在、平成２９年度以降の新たな推進計画の

策定を行っており、自主財源の確保策としても有

効な施策であるふるさと応援寄附制度の見直しな

どによる持続可能な財政運営の推進をはじめ、本

計画に基づき引き続き効率的な行財政運営に取り

組んでまいります。併せて、公共施設の使用料の

見直しなど、公平・公正な受益者負担についても

適正化を図ってまいります。

また、これまでの組織のスリム化や急激な世代

交代により、職員の人材育成が急務になってきて

いることから、「新・名寄市人材育成基本方針」

に基づき、職員研修の充実や適正な人事管理に取

り組み、職員の意識改革や資質向上のため、職種

・職階に応じた研修や政策形成能力の養成に向け

た取組を進めていくとともに、平成２９年度にお

いても、地域活性化センター、北海道経済産業局、

北海道への職員派遣を継続するほか、新たに姉妹

都市である山形県鶴岡市との相互人事交流を実施

し、知識・経験豊富な人材の育成に努めてまいり

ます。

平和行政の推進

次に、平和行政の推進について申し上げます。

当市においては、平成１９年３月に制定した

「非核平和都市宣言」の趣旨にのっとり、これま

で平和首長会議や日本非核宣言自治体協議会への

加盟をはじめ、各種事業の実施や民間団体などが

行う事業との連携を図りながら、恒久平和を念願

し平和の尊さを市民と共有してきました。

今後は、これまで取り組んできた事業の内容や

資料などを、市ホームページに新たに項目を設け

て掲載することで、より積極的に情報発信を行っ
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てまいります。

“市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり”

健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき、特定健診や各種がん検診の受診

率向上を図り、生活習慣病の発症予防と合併症や

症状の進展などの重症化予防の徹底、乳幼児期か

ら高齢期まで生涯を通じた健康づくりを推進する

ことで、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指

します。

また、市民の主体的な健康づくりを促進するた

め、引き続き「なよろ健康マイレージ事業」を実

施してまいります。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで切

れ目ない支援体制の充実を図るとともに、平成２

９年度から新たに「名寄市特定不妊治療費助成事

業」を開始し、不妊に悩む夫婦に対して、高額と

なっている治療費用の一部を助成し、経済的負担

の軽減を図ってまいります。

感染症予防については、予防に関する正しい知

識の普及啓発や予防接種の充実を図り、感染症予

防の推進に努めてまいります。

地域医療の充実

次に、地域医療の充実について申し上げます。

市立総合病院の平成２９年度の診療体制につい

ては、新たに総合内科を開設するなど、市民や圏

域の皆様が利用しやすい体制の整備を進めてまい

ります。

医師の配置については、減員となっていた麻酔

科に旭川医科大学から、増員を要望していた泌尿

器科に北海道大学から、それぞれ常勤医師の派遣

が予定されているほか、北海道医師養成確保修学

資金制度による「地域枠」の医師３人が配置され

る予定であり、さらに充実した診療体制となる見

込みとなっています。

加えて、６人の定員で募集をしていた初期臨床

研修医については、マッチングシステムで決定さ

れた６人の１年次研修医を採用する予定であり、

協力型や２年次の研修医と合わせて１４人が当院

で研鑽することとなっています。

新名寄市病院事業改革プランの取組については、

平成３０年度から地方公営企業法の全部適用に移

行する計画であり、本年は条例改正などの準備作

業に取り組んでまいります。

院内保育所については、昨年１２月に新しい保

育所での保育を開始し、２月１日からは新たに給

食の提供を開始したほか、４月からの２４時間保

育の開始に向けた準備を進めており、保育士の確

保を行ったところです。

今後とも、道北第３次保健医療福祉圏の地方セ

ンター病院として、医療スタッフの人材確保に努

めるとともに、圏域内の限られた医療資源を最大

限に活用して、引き続き地域の病院や診療所と連

携し、診療・看護体制の充実を図ってまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、昨年１０月にファミリ

ー・サポート・センター事業を開始し、子育て環

境の向上に努めてまいりました。

平成２９年度は、さらなる子育て支援を推進す

るため、子育て支援活動を実施する団体への補助

事業の開始に向け準備を進めてまいります。

幼児教育・保育については、平成２９年４月か

ら１つの幼稚園が認定こども園となり開園し、１

号・２号認定された子どもの保育を実施すること

となります。引き続き、関係機関と連携を図り、

市内各園の支援を実施してまいります。

また、平成２７年度からスタートした「名寄市

子ども・子育て支援事業計画」については、引き

続き計画に盛り込まれた事業の実効性の確保に努

めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。



－9－

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

平成２９年度から始まる「第２期名寄市地域福

祉計画」に基づき、こども、高齢者、障がい者な

ど、全ての市民が安心して健やかに暮らしていく

ことができる「自立と共生」の地域社会づくりを

推進してまいります。

また、施設整備について、地域福祉の総合的な

拠点施設である総合福祉センターの屋上防水改修

工事を、本年７月頃に行う予定となっています。

高齢者福祉の推進

次に、高齢者福祉の推進について申し上げます。

平成２９年度は「名寄市第６期高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画」の最終年度にあた

り、計画に基づく事業の推進を図るとともに、高

齢者の方々が住み慣れた地域において自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの構築に向け取組を進めてまいります。

平成２９年度から事業開始となる「介護予防・

日常生活支援総合事業」については、従来の介護

予防給付のサービスからの移行をスムーズに行っ

ていくとともに、新たに「通いの場」を主催する

団体や個人への支援を行う「地域介護予防活動支

援事業」を実施しながら、生活支援サービスの拡

充に向け、名寄市生活支援等サービスネットワー

ク会議での検討を継続してまいります。

また、在宅で生活をされている要介護高齢者へ

の経済的支援として、要介護３以上の高齢者への

紙おむつ用ごみ袋の支給を実施し、本年４月以降

速やかに対象者に配布できるように対応を進めて

まいります。

さらに、屋根雪おろしに対する安全確保対策と

して、低所得者向けに屋根雪おろし費用の助成を

実施してまいります。

喫緊の課題である介護職員の確保については、

介護職員初任者研修受講費用の助成、資格保持者

に対する就職支度金の助成を継続するともに、介

護職員の定着・確保に向けた対策事業に取り組ん

でまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が、住み慣れたこの地域で安心して健

やかに暮らせるよう、「第２次名寄市障がい者福

祉計画」「第４期名寄市障がい福祉実施計画」に

基づき、円滑な福祉サービスの提供に努めていま

す。平成２９年度は、両計画とも最終年度となる

ことから、障がい福祉行政及びサービス提供体制

に関する検討を行い、それぞれ次期計画の策定を

行ってまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険は、国民皆保険制度の根幹として

重要な役割を果たしていますが、財政基盤が脆弱

であるという構造的な問題を抱えており、加えて

高齢化の進展や医療の高度化などにより、市町村

で安定した運営を行うことが難しい状況となって

います。

このような中で、平成３０年度から国民健康保

険の都道府県単位化が始まり、都道府県が安定的

な財政運営や効率的な事業運営のための責任主体

となり、市町村は北海道が示す納付金を納めるた

めの賦課・徴収業務、医療費の適正化に向けた保

健事業など、地域におけるきめ細やかな事業を引

き続き担うことになります。

納付金の額については、今後確定となりますが、

市民の皆様の関心も高く、引き続き丁寧な市民周

知を図る一方、納付金の算定には所得や医療費の

水準などが反映されることから、今後も医療費の

適正化に努めるとともに、国や北海道に対して確

実な財政支援の実施と納付金算定における負担の

軽減を求めてまいります。

“自然と調和した環境にやさしく快適で安全安

心なまちづくり”

循環型社会の形成

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会の形成の実現

には、市民や事業者が自らごみの発生抑制と減量
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化、資源化を図ることが重要なことから、再生資

源集団回収事業、段ボールコンポストの普及、古

着や廃食用油の拠点回収のほか、使用済み小型家

電の回収推進、適正な分別排出に向けた周知活動

に取り組んでまいります。

広域最終処分場の建設については、平成３０年

４月供用開始に向け、浸出水処理施設建設工事及

び埋立処分地施設建設工事を名寄地区衛生施設事

務組合により進めてまいります。

消防

次に、消防について申し上げます。

防火対策については、火災から大切な命を守る

ため、一般世帯や高齢者世帯への防火訪問を実施

し、町内会、女性防火クラブ、消防団などと連携

した住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理を

行い、火災による死者の発生抑止に努めてまいり

ます。

消防体制については、地域防災力の中核を担う

消防団との連携を強化し、地域住民の安全安心の

確保を図ってまいります。

また、火災、交通事故、自然災害など様々な救

助事案に対応できる救助工作車の導入を図り、消

防力の充実強化に努めてまいります。

防災対策の充実

次に、防災対策の充実について申し上げます。

自然災害の激化に対する防災対策については、

「減災」の考え方に基づき、国の「水防災意識社

会再構築ビジョン」により、関係機関と連携した

防災活動を推進してまいります。

また、住民の確実な避難のため、自助及び地域

の共助力の向上を柱とした住民の防災意識の高揚、

自主防災組織及び防災リーダーの育成を図ってま

いります。

このほか、農村地域などに対しては、忠烈布ダ

ムや西風連ダムによる地震被害を想定したハザー

ドマップを作成し、対象地域住民に周知などを行

ってまいります。

次に、これまで被災地支援事業として実施して

きた南相馬市児童受入事業の「夏季林間学校」に

ついては、平成２９年度から南相馬市の復興を見

据え「復興元気事業」として実施し、防災・科学

をテーマとして交流を行うほか、双方向の交流事

業として実施してまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

昨年、市道交差点の事故により１人の尊い命が

犠牲となりました。こうした痛ましい事故の再発

防止に向け、市民一人ひとりが積極的に交通安全

ルールや、思いやりのある交通マナーを遵守され

るよう、関係機関・団体などと緊密に連携しなが

ら、市民の交通安全意識の高揚を図ってまいりま

す。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室の参加促進、高齢者への夜光反射材の配布

など、交通事故の根絶に向けた運動と周知活動に

取り組んでまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

本市では、不審者による声かけやつきまといな

ど、子どもや女性を狙った事案が報告されていま

す。犯罪のない安全安心な地域づくりを目指し、

地域住民や関係機関・団体などと情報を共有し、

防犯対策や防犯意識の高揚を図ります。

また、空家等対策については、市内全域の空家

の把握に努めるとともに、名寄市空家等対策計画

に基づき、所有者自らによる適切な管理や宅地建

物取引業者と連携した名寄市空家バンク制度の周

知活動、空家等に関する相談窓口の対応などに取

り組んでまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化や

情報化などの進展により大きく変化し、近年は消

費者トラブルが広範化・複雑化していることに加

え、主に高齢者を狙った特殊詐欺や電子マネーで

支払いを要求する架空請求詐欺が横行しています。

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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今後も、高度化する消費生活相談に対応できるよ

う、専門相談員の資質向上に努めてまいります。

また、消費者被害を未然に防止するために、市

民への情報提供や出前講座による啓発活動などの

施策を継続して進めてまいります。

住宅の整備

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、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地２棟８戸の全面

住戸改善、９棟３６戸の既存公営住宅の解体及び

平成３０年度事業の実施設計を予定しています。

市営住宅環境整備事業については、ノースタウ

ンなよろ団地１棟３０戸の長寿命化改善工事を実

施するほか、平成３０年度着手予定の風舞団地の

改修実施設計及び西町団地２棟８戸の解体を予定

しています。

また、市民が安心して快適に暮らすことができ、

環境にやさしい住まいをつくるためのガイドライ

ンとして「名寄市住宅マスタープラン」の策定業

務を実施いたします。

さらには、地震から生命と財産を守るため、耐

震診断、耐震改修に対する補助制度について、広

く市民に周知してまいります。

都市環境の整備

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、長寿命化計画に基づき老

朽化した遊具などの改修を行い、安全安心な遊び

場や憩いの場を確保してまいります。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」について、平成２６年度から、市内の街路灯

及び防犯灯のＬＥＤ化を行ってまいりましたが、

平成２８年度においては、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、本市が

設置していました水銀ランプ防犯灯 ３２２灯の

ＬＥＤ化を終えています。

平成２９年度からは、防犯灯施設の保守管理を

含めた賃貸借り上げを１０年間実施することによ

り、市民の安全安心の確保と、環境負荷の低減と

なる電力消費量及び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一層努めてま

いります。

上水道の整備

次に、水道の整備について申し上げます。

水道事業については、安全安心な水道水を安定

供給するために、老朽管更新事業として６路線を

更新するほか、配水管網整備事業として３路線を

整備してまいります。

併せて、健全経営を維持するために漏水調査を

継続し、有収率の向上を図ってまいります。

また、川西浄水場においては、老朽化した機械

・電気設備の更新と水源井の新設を予定していま

す。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、名寄下水終末処理場及

び風連浄水管理センターにおける機械設備の更新

に着手してまいります。

また、下水道汚水管渠については、長寿命化計

画に基づき、管渠更生工事を計画的に実施し、効

率的な維持管理に努めてまいります。

次に、個別排水整備事業について申し上げます。

個別排水整備事業については、郊外地区におけ

る快適な生活環境の保持のため、合併浄化槽１２

基の設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路の整備及び市道の除排雪について申

し上げます。

継続路線では、西４条仲通をはじめ北１丁目通

のほか３路線の整備を行うとともに、舗装路面の

老朽化が進む幹線道路の２次改築として、風連東

８号北線の舗装改築工事を継続し、安全で円滑な

交通の確保に努めてまいります。

橋梁については、長寿命化計画に基づき平成３

６年度までの１０年間で修繕を計画している２６

橋のうち、「東恵橋」及び「二十一線橋」の修繕
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工事を実施するほか、実施設計及び近接目視点検

を行い、利用者の安全安心の確保と快適な道路サ

ービスの提供に努めてまいります。

平成２９年度の除排雪対策については、除雪延

長４４４キロメートル、排雪延長１４９キロメー

トルの実施を予定しており、冬の快適な生活環境

の確保や生産活動の維持を図ってまいります。

また、効率的で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、積

み上げ除雪を実施し、車道の幅員確保に努めると

ともに、交差点の見通しの確保を図ってまいりま

す。

さらに、広報用パンフレット「なよろの除雪」

による市民周知のほか、市道及び私道除排雪助成

事業や排雪ダンプ助成事業の実施、雪堆積場の確

保を図りながら、円滑な事業の推進に向けて取り

組んでまいります。

平成２９年度から新たな事業として、町内会に

対し、小型タイヤショベルと排雪用４トンダンプ

を１シーズン３回まで無料で貸し出し、道路脇に

積み上がった雪山や交差点の見通し向上など、町

内会が自主的に行う排雪作業を支援するモデル事

業を実施いたします。今後とも、冬の生活をより

快適なものとするため、町内会との連携協力を図

りながら、市民と協働による除排雪を推進してま

いります。

次に、高規格幹線道路の整備について申し上げ

ます。

北海道縦貫自動車道「士別剣淵～名寄間」につ

いては、昨年１１月３０日に用地説明会が開催さ

れ、北海道開発局から地権者に対し用地補償につ

いての説明がありました。北海道開発局は、平成

３０年度に用地買収を完了する予定で進めたいと

しています。引き続き、地元期成会をはじめ関係

機関などと連携を図りながら、早期開通に向けて

取り組んでまいります。

地域公共交通

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、昨年１１月１８日、ＪＲ北海

道単独では維持することが困難な線区の発表が行

われ、宗谷本線のうち名寄・稚内間がその対象と

されました。

本市としては、会長を務める宗谷本線活性化推

進協議会において、国や道、ＪＲ北海道に対し宗

谷本線の維持・存続に向けて要望を行ってきてお

り、また、本年に入り上川・宗谷・オホーツクの

３期成会の連名で要望を行ってきています。

２月には、北海道の鉄道ネットワークワーキン

グチームが、鉄道網のあり方をまとめた報告書を

知事へ提出しており、公表された内容では、宗谷

本線の重要性も確認されたと考えています。

今後も引き続き、沿線自治体や関係団体と連携

し、路線維持・存続に向けて取り組んでまいりま

す。

昨年３月に実証運行を終え、本運行となってい

るコミュニティバスについては、西まわり・東西

まわりともに利用者が増加傾向にあり、名寄地区

中心部の移動手段として定着してきているものと

認識しているところです。今後についても、バス

運行事業者と連携し、利便性の高いバス路線の運

行が継続できるよう努めてまいります。

また、ほかのバス路線についても、利用状況や

地域の実情を考慮し、利用しやすく効率的な公共

交通を確保できるよう必要に応じ、多様な交通手

段の導入も含めた具体的な調査・検討を行ってま

いります。

“地域の特性を活かしたにぎわいと活力のある

まちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

地域の特色と財産を活かした持続可能な農業を

目指し、第２次「名寄市農業・農村振興計画」を

策定し、将来的な方向性を示しながら様々な課題

解消と農業振興に向けて取り組んでまいります。

担い手の育成・確保については、第一期の地域

おこし協力隊２人が昨年で任期を終え、新規就農
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者として迎え入れることができました。引き続き

就農支援に取り組むとともに、今後も就農モデル

を基に募集活動について進めてまいります。また、

新規就農者や農業青年のニーズに応えられるよう、

新たな支援制度による取組を進めてまいります。

また、優良農地の確保と耕作放棄地の解消につ

いては、国の制度を十分検討し、関係機関・団体

との連携、生産者との話し合いを通じて、名寄の

特色を活かした担い手育成支援策や産地づくりを

推進してまいります。

さらには、農繁期における労働力不足への対応

として、雇用労働力の確保に向けた農業者の取組

を支援するとともに、労働力確保に向けた対策に

ついて検討してまいります。

農産物のブランド化については、もち米文化の

振興と名寄産農産物の付加価値向上に向けたブラ

ンド化とＰＲを推進してまいります。

食育の推進については、第２次「名寄市食育推

進計画」に基づき、市民・地域・行政・関係機関

・団体との連携により、情報提供や安全安心な農

産物の地産地消を推進するとともに、次期計画の

策定に向けて取り組んでまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２９年産米の配分については、前年比 ４

２パーセント減の１万 ８４４トンとなり、内訳

では、もち米１万 ３０７トン、うるち米 ５３

７トンの配分となりましたが、自主的取組参考値

が示されたため、最終的に１万 ８０９トンの配

分となっています。今後とも、配分数量に基づく

良質米の生産に向けた取組を進めてまいります。

また、経営所得安定対策制度については、産地

交付金の有効活用など、関係機関・団体と協力し

農家経営の安定に努めてまいります。

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事業」について申し上げます。

中山間地域等直接支払交付金は、名寄及び風連

地域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不

利地における営農の継続と集落での共同取組活動

が行われており、第４期対策の３年度目となる平

成２９年度は、名寄地域 ２０１万円、風連地域

４３９万円がそれぞれ交付される見込みとなっ

ています。

多面的機能支払交付金は、農地維持及び資源向

上取組支援として９活動組織に１億 ２４３万円、

施設の長寿命化に取り組む５活動組織に ６１５

万円が交付される見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

ＩＣＴの活用など高い技術に根ざした体質の強

い地域農業を目指し、関係機関・団体と農業者が

連携し、引き続き営農技術指導体制の確立、地域

適応試験及び実証試験圃の設置、土壌診断などに

取り組んでまいります。

また、薬用植物振興については、カノコソウの

栽培や出荷とともに、名寄市薬用植物研究会や関

係機関と連携して新たな品目の栽培試験に取り組

んでまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、引き続き実施時期を

早め、被害防止に努めるとともに、アライグマ対

策についても駆除に向けて関係機関・団体と連携

し取り組んでまいります。

ヒグマ対策については、広報なよろなどによる

市民への注意喚起はもとより、関係機関・団体と

の連携のもと、生態状況や対応策に関する情報収

集を行ってまいります。さらに、農地における電

気柵の設置など人里にヒグマを寄せ付けない対策

についても普及啓発するとともに、巡回パトロー

ルの実施、出没箇所への看板設置など予防と安全

対策を強化してまいります。

また、昨年３月から、道による「ヒグマ対策技

術者育成のための捕獲」の対象地域となったこと

から、引き続き残雪期における捕獲活動を実施し

てまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

現在原料を輸入に頼っている配合飼料などの飼

料価格は高い傾向にあり、酪農・畜産経営は依然
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として厳しい状況にあります。

このため、飼料の自給率や生産性の向上による

経営コストの低減を図ることを目指し、畜産クラ

スター計画を基本とする事業について関係機関・

団体と連携し進めるとともに、市営牧場の整備に

よる育成環境の改善に取り組んでまいります。

また、名寄市立食肉センターについては、畜産

振興による地域経済の活性化、雇用拡大に努めて

まいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

を図るため、農業生産基盤の整備、保全事業を推

進してまいります。

国営事業では、「国営施設機能保全事業」風連

地区として、引き続き御料ダム、風連ダム、日進

頭首工、導水幹線用水路の施設補修が平成３３年

度まで実施されます。

道営事業では、「道営水利施設整備事業」忠烈

布地区として、忠烈布ダムの長寿命化対策を進め

ており、平成２９年度での完了を予定しています。

また、引き続き天塩川第５支線地区として、幹線

用水路の長寿命化対策が実施されます。

「道営農地整備事業」では、名寄東地区として

区画拡大、用排水路の整備を進めており、平成２

９年度での完了を予定しています。また、引き続

き風連東第１地区並びに第２地区、第３地区の区

画整理、暗渠排水などの基盤整備が実施されます。

市の「農道整備事業」では、中名寄９線沢道路

を３カ年事業として実施してまいります。

森林保全と林業の振興

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、健

全な育成が必要となっています。

市有林については、国の補助事業を活用して、

計画的な間伐と主伐、再造林を進め、自然環境と

市有財産の保全に努めてまいります。

また、民有林についても、名寄市森林整備計画

の基本方針に基づき、良好な森林育成の推進に向

けて、関係機関・団体と連携のもと森林経営計画

を推進するとともに、低コスト化森林施業に向け、

国や道の助成制度の活用に加え、市としても除間

伐や造林に対する支援を行ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業の振興について申し上げます。

本市の商工業振興を図るため、昨年、名寄市中

小企業振興条例及び本条例に基づく施行規則の一

部を改正いたしました。今後においても、市の制

度融資などの活用を促進するほか、中小企業の経

営基盤強化の支援を行っていくとともに、中小企

業者の主体的な取組に基づき、地域経済を牽引す

る事業者への支援を行ってまいります。

また、地域経済の活性化を図り、良質な住環境

の整備など市民及び移住者が安心して住み続けら

れる住まいづくりを促進するため、昨年１０月か

ら「住宅改修等推進事業」を実施しており、本年

１月末まで６２件の申請があったところです。本

事業は、居住している住宅改修のほか、転入予定

者が改修後に入居する場合においても助成対象と

しており、平成２９年度においても移住の推進や

空家対策の施策とも連動しながら事業を継続して

まいります。

引き続き、中小企業振興審議会及び商工団体、

さらには産官金「なよろ経済サポートネットワー

ク」と連携をしながら、時代の変遷を的確に捉え

中小企業者のニーズに沿った施策を推進するとと

もに、風連及び名寄地区で独自に取り組んでいる

様々な商工振興施策についても支援してまいりま

す。

企業誘致施策においては、北海道より「食関連

企業誘致に向けた道と市町村の連携モデル事業」

に選定されたことから、今後も国、道、関係機関

・団体などと連携して取り組んでまいります。
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駅前交流プラザ「よろーな」については、平成

２７年度からＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会が指定管理者となり、施設の賑わい創出を含む

施設管理業務を行ってまいりました。

施設の利用状況については、平成２６年度と２

７年度との比較で、利用件数５０件、利用人数

５３６人の増となっており、本市の新たなコミュ

ニティ醸成の場として、市民認識も深まっている

ところです。

また、一部商店街においては、中心市街地の賑

わい創出に向けてよろーなの取組事業と連携した

イベントを行うなど、商店街として主体的な取組

も見られるようになってまいりました。

今後とも、このような取組を積極的に支援して

いくとともに、名寄商工会議所、なよろ観光まち

づくり協会及び各商店街振興組合などと連携し、

賑わい創出施策を推進してまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

昨年１２月末におけるハローワークなよろ管内

の雇用情勢については、月間有効求人倍率が ２

５倍で、前年同月比 ２１ポイント増、１２ヶ月

連続して前年同月を上回り、２００８年のリーマ

ンショック以降の最高値として、引き続き高い水

準を維持しています。

職業別では、特に建設土木技術、運転業務、看

護師・福祉関連で人材不足の状況が続いています。

建設関係団体からは、特殊技能労務者の高齢化や

若年後継者不足が深刻な問題になっており、地域

建設産業の衰退を懸念する声も上がっていること

から、これまで以上に建設関係団体や商工団体、

教育機関と連携を図り、中小企業振興条例に基づ

く人材確保につながる支援制度の周知と業界の担

い手育成の支援を推進してまいります。

昨年１２月末現在の高等学校新卒者の就職内定

状況については、卒業予定者６６３人のうち就職

希望者は２０８人で、前年比２ ６パーセントの

増、そのうち管内就職希望者は１２９人で、前年

比４ ２パーセントの増、これに対し管内求人数

は２８４人で、前年比３ ５パーセントの増とな

っています。

また、就職内定者数は１８９人で、前年比２

２パーセントの増となりましたが、就職内定率は

前年比 ３ポイント減の９ ９パーセントとなっ

ています。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や現場見学会などを関係団体、事業所、

学校関係者などと連携し実施するとともに、事業

所に対する求人要請、求人開拓などを引き続き実

施しながら、新卒者の地元定着につながる施策を

進めてまいります。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計

画については、観光を取り巻く環境の変化に対応

するため、現行計画における事業の進捗状況を確

認しながら、平成２９年度から推進されることに

なる第２次総合計画に基づき、市民検討委員会を

開催して見直し作業を行なってまいりました。今

後とも、引き続き見直し作業を行うほか、新たに

加えた個別の戦略事業に基づき、さらなる観光振

興に向けた事業を実施してまいります。

観光関連施設については、計画的な補修や整備

を行うなど、多くの皆様に快適に御利用いただけ

るよう受入環境の充実を図ってまいります。特に、

スキー場及び温泉・宿泊施設については、施設の

長寿命化を含めた整備について検討を進めてまい

ります。

“生きる力と豊かな文化を育むまちづくり”

幼児教育の充実

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、平成２９年４月から幼児

教育を実施している全ての市内施設が「子ども・

子育て支援法」に基づく新制度へ移行し、施設型

給付費による運営が実施されることから、引き続

き保護者が安心して預けることのできる環境や、
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園児を安定して受け入れることのできる体制づく

りを支援してまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学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、平成２９年度から、今後の１

０年間における大学の目指すべき基本的な方針を

示す「将来構想」について、教授会の手続を経た

のち、学長から報告を受け、市議会総務文教常任

委員会にお示しいたしました。

将来構想では、名寄市立大が将来にわたり、地

域に根差した市立大学として、ケアの未来をひら

き、小さくてもきらりと光る大学であり続けるこ

とができるよう、教育、研究、社会連携・貢献、

学生支援などについて、今後の方向性を明らかに

しています。

今後は、将来構想の推進に向けて、大学当局と

設置者との間による定期的な協議の場を設け、そ

の進捗状況などを見守り、大学内外での取組を進

めてまいります。

次に、施設整備について申し上げます。

新図書館については、本年１月３０日に引き渡

しを受けており、現在、４月からの供用開始に向

け、図書の移行作業を進めているところです。

今後とも、教育と学術研究の核となる施設とし

て、学生への学修支援を基本としながら、地域住

民の皆様への利活用など、ソフト面の充実に取り

組んでまいります。

また、昨年９月３０日に着工した保健福祉学部

再編事業に係る新棟建設工事については、来年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。

生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平昌冬季オリンピック・パラリンピックの開幕

を控え、スポーツに対する関心が高まっているこ

とから、引き続き、市民皆スポーツを推進しなが

ら、スポーツ施設の整備や改修など環境整備に努

めてまいります。

また、スポーツ合宿の推進については、冬季ス

ポーツ拠点化事業の中心的な役割を担う「なよろ

スポーツ合宿誘致推進協議会」の活動を通じて、

交流人口の拡大による地域活性化と地域資源を生

かしたスポーツ産業の創設により、地域経済の活

性化を目指す取組を推進します。

さらに、拠点化事業の象徴的な取り組みとして、

上川北部地域の豊かな自然環境、集約化された冬

季スポーツ施設を生かした「冬季版ナショナルト

レーニングセンター」の誘致活動を北海道、関係

機関、冬季スポーツ競技団体などと連携しながら

本格化させてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２９年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成２９年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） Ⅰ はじめに

平成２９年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げます。

現在、国においては、教育基本法が目指す教育

の目的や目標に基づき、現行の学習指導要領の成

果と課題を踏まえ、新しい学習指導要領の告示に

向けた準備を進めております。

このような中、昨年１２月、中央教育審議会で

は「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策

等について」の答申において、これからの社会を

作り出していく子どもたちが、社会や世界に向き

合い関わり合い、自らの人生を切り開いていくた

めに求められる資質・能力とは何かを、教育課程

において明確化し育んでいくことなどを「社会に
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開かれた教育課程」を目指す理念として位置付け

ることの重要性が指摘されたところであります。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の基本理念の実

現に向けて、社会で活きる実践的な力の育成や豊

かな心と健やかな体の育成などを基本目標として

進めてきた教育施策も最終年度を迎えようとして

おります。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ

るとともに、第２次総合計画の主旨を受け止め、

「生きる力と豊かな文化を育むまちづくり」を教

育・文化・スポーツ分野における基本目標に掲げ、

教育行政の推進に努めてまいります。

とりわけ、学校教育においては、平成２４年か

ら取り組んできました名寄市教育改善プロジェク

ト委員会の５年間の成果と課題を踏まえ、第２次

名寄市教育改善プロジェクト委員会を立ち上げ、

新たに教育経営の充実に関する研究グループ、教

育研究（研修）の充実に関する研究グループ、教

育指導の充実に関する研究グループなど３つの研

究グループを編成し、生きる力を育む学校経営や

学級経営、インクルーシブ教育システムの構築を

目指す特別支援教育、地域と共にある学校づくり

など、今日的な教育課題に対応してまいります。

以下、平成２９年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

平成２９年度の学校教育については、名寄市学

校教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念で

ある「生きる力」を育てるために、学校と家庭、

地域が一体となった教育活動の推進を目指し、次

の７つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力を育成するため、

第２次名寄市教育改善プロジェクト委員会の取組

を充実してまいります。

具体的には、主体的・対話的で深い学びの実現

のため、アクティブ・ラーニングの視点に立った

授業改善に努めるとともに、ＩＣＴ機器の効果的

な活用、生徒指導の機能を生かした学習指導の充

実を図ってまいります。

また、児童生徒の主体的に学習に取り組む態度

を育むため、天文台や市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホール、名寄市立大学の学生支援員など、地

域の教育資源の積極的な活用に努めてまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、実

践指定校の名寄小学校と近隣実践校である４つの

小学校及び４つの中学校が連携して、基礎学力保

障の取組、本事業の道内外アドバイザーによる教

育講演会の実施、他地区の実践指定校の視察等の

取組を推進してまいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら市内の小中

学校が一体となった学力向上の取組を推進してま

いります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

の時間を要として、家庭や地域社会との連携を図

りながら学校の教育活動全体を通じて推進してま

いります。

道徳の時間の指導では、ねらいに即して、問題

解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習

等を適切に取り入れるなど、指導方法の工夫に努

めてまいります。
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また、地域の先人や文化等を題材とした教材や

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール等の施設を

積極的に活用し、児童生徒のふるさとへの愛着や

豊かな情操を養うよう努めてまいります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用して、蔵書の配置を工夫したり、本

への興味関心を高める環境を整備して、児童生徒

の豊かな感性や創造性を高めてまいります。

さらに、生徒指導では、教師と児童生徒との信

頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を基

盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい

集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて取組を強化してまいります。また、「名

寄市小中学校いじめ防止サミット」については、

名寄市小中学校のいじめ防止宣言の内容が児童生

徒に確実に定着するよう取り組むとともに、市内

の高等学校等にも参加を呼びかけ、いじめの根絶

を目指してまいります。

なお、いじめについては「いじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行等

については「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」を有効に活用し、早期発見、

早期解消に努めるとともに、中学校に配置してお

ります心の教室相談員による教育相談の実施や教

育相談センターの教育推進アドバイザー、教育専

門相談員等との連携に努めてまいります。

不登校の対応については、学校や教育相談セン

ターなどの関係機関が連携し、組織的、計画的に

支援することが重要なことから、児童生徒理解・

教育支援シートを作成、活用し、一人一人の児童

生徒に応じた支援に努めてまいります。

携帯電話などの利用による問題行動、薬物乱用

防止などについては、生徒指導連絡協議会や関係

機関、家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくり「１校１実践」の取組や

「早寝、早起き、朝ごはん」運動、薬物乱用防止

の指導等の充実に努めてまいります。

また、スキー、カーリングなど地域の教育資源

を生かした活動やチームチャレンジなどの地域行

事への積極的な参加を促進してまいります。

さらに、全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習会を

実施したり、体育の授業の工夫改善を図るなど体

力向上の取組を一層充実させてまいります。

学校における食育の推進については、栄養教諭

が中心となり学校給食を生きた教材として活用し、

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習

慣を身に付けることができるよう、各学校と連携

を図りながら指導の充実に努めてまいります。

学校給食では、安全で安心な地場産食材の積極

的な使用により地産地消の推進を図るとともに、

地域で生産される農畜産物について知ってもらう

ために、献立表や給食だより「いただきたいむ」

に地場産食材の紹介や生産者の声、人気献立の給

食レシピなどを掲載し、家庭も含め食育の推進が

図られるよう取り組んでまいります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒

一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとと

もに、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶインクルーシブ教育システ

ムの構築のため、特別支援教育学習支援員の増員

を図ります。また、名寄市立大学との連携による

ティーチング・アシスタント事業の有効な活用や

特別支援教育専門家チームによる巡回教育相談の

充実に努めてまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を
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進めるため学校等の管理職や転入職員対象の研修

会を実施したり、幼稚園や保育所、学校、関係機

関等との情報交流の促進に努めてまいります。

また、個別の支援計画「すくらむ」の普及促進を

図るため、学校等におけるリーフレットを活用し

た啓発活動を充実するとともに、内容や活用方法

等の改善に向けて検討を進めてまいります。

（４）社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動の指導時数を確保するため、短時間

学習を含めた弾力的な授業時間の設定や時間割編

成に努めてまいります。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノートを活用するなどして、教育

相談や進路指導等の充実に努めてまいります。

情報活用能力の育成については、児童生徒の発

達段階を踏まえ、情報技術が急速に進化していく

時代にふさわしい情報モラルを確実に身に付けさ

せることや目的に応じてコンピュータ・情報通信

ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的に

活用できるようにするための学習活動の充実に努

めてまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育活動の目標を共有し、ともに協働

して組織的に課題に対応し、学校改善に努めるこ

とが大切であります。

このため、学校経営では、各学校において立案

している学校経営計画が学校改善に結び付く経営

計画となる必要があることから、教育委員会、校

長会が教育大学旭川校や上川教育局と連携しなが

ら、市内各学校の経営計画の様式や文言等を整理、

統一するなどして、本市共通のモデル的な学校経

営計画の作成に努めてまいります。

また、学校評価については、各学校が年度の重

点目標の達成状況等について評価する自己評価と、

保護者や地域住民等が学校の自己評価の結果につ

いて評価する学校関係者評価を実施し、公表して

学校運営の改善に生かしてまいります。また、学

校の年度の重点教育目標と学校職員評価の自己目

標を関連させるなどして、円滑な学校運営を推進

してまいります。

コミュニティ・スクールについては、地域や学

校の実態に応じて、制度説明会やコミュニティ・

スクール推進委員会の運営などを工夫し、地域や

保護者のコミュニティ・スクールへの理解が深ま

るよう取組を推進してまいります。智恵文小学校、

智恵文中学校においては４月に、名寄東小学校、

風連中央小学校においては準備が整い次第コミュ

ニティ・スクールに指定する予定であります。

学校間の連携については、児童生徒の交流はも

とより、指導内容や指導方法等についても十分に

連携を図るよう進めてまいります。智恵文小学校、

智恵文中学校における小中一貫教育は平成３０年

度からの本格実施に向けて支援してまいります。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育改善プロジェクト委員会による

全小中学校共同で行う研修会や中堅教職員のマネ

ジメント力を高める研修会などを通して、教職員

のキャリアステージに応じて求められる資質能力

を高めるとともに、外国語教育の早期化・教科化、

ＩＣＴの活用などの新たな課題に対応できる力量

を高める研修の充実に努めてまいります。

さらに、学校力向上に関する総合実践事業や名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取組を全小中
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学校に効果的に波及させる観点から、名寄市教育

研究大会や名寄市教育研究集会の内容をより一層

充実させてまいります。

服務規律の保持については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務を遂行できるよう、

道教委からの各種通知や服務規律ハンドブック等

を活用して校内研修を進めてまいります。

（６）安全・安心な教育環境の整備

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全安心な教育環境づくりについては、各小学

校区に組織しています安心会議などと連携を図り

ながら、交通安全指導や安全マップを用いた児童

生徒の通学路の安全確保に努めております。また、

「地域１１０番の家」の協力や登下校時の見守り

などを通して、地域ぐるみで不審者への対応を行

ってまいります。

風連中央小学校の校舎・屋内運動場の改築につ

いては、国庫補助金受入の関係から、平成２８年

度の補正予算に事業費を一部計上し、継続事業と

して行うこととしておりますが、平成２９年度か

ら２年間の予定で本体工事に取り組んでまいりま

す。

学校給食センターでは、平成３年の改築後２５

年が経過しており、施設や調理機器の年次的な更

新を進めております。機器の更新により調理の幅

が広がり、新たな献立の導入や調理の円滑化が図

られるなどの成果が表れていることから、平成２

９年度も施設整備・更新を進め、安全安心で安定

した学校給食の提供に努めてまいります。

（７）高等学校教育との連携

次に、高等学校教育との連携について申し上げ

ます。

名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減少に

より定員割れが続いている状況にあります。各高

等学校では、魅力ある学校づくりを進めるととも

に、ホームページ等を活用した情報発信を行いな

がら定員確保に努めております。

本市としても、各高等学校との連携を図りなが

ら定員確保等の取組を支援してまいります。具体

的には、平成２９年度から各種資格取得に対する

支援制度を開始いたします。

２ 社会教育の重点施策の展開

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

平成２９年度の社会教育については、名寄市社

会教育の重点施策に基づき、市民の皆様が生きが

いのある人生を送ることができる生涯学習社会の

実現を目指して、次の５つの重点的な取組を進め

てまいります。

（１）生涯学習社会の形成

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

市民講座では、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹ

ホールを活用し、少年少女の文化の意識の向上に

取り組むとともに、市民の自治活動の充実を図る

講座についても道民カレッジと連携しながら実施

してまいります。

また、新たなグループやサークルの組織化及び

活性化のための支援事業「ジャックの豆事業」の

奨励、さらには、既存団体への支援及び協力等を

行いながら、市民が自主的な学習に取り組めるよ

う努めてまいります。

風連地区については、文化交流施設として定着

した「ふうれん地域交流センター」を中心に、各

種団体等と連携しながら地域を活性化するととも

に、風連陶芸センターや風連公民館等を活用した

生涯学習事業の推進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズを把握する

とともに、農村地区という地域性に配慮しながら、

関係機関との連携をさらに深め、生涯学習事業の

推進に努めてまいります。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民の生涯学習を支援する地域の

拠点として、幅広い図書資料の収集や、レファレ

ンスサービスを充実させるとともに、各種事業を
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積極的に実施してまいります。

現在、稼働しています図書館システムは、平成

２３年に導入し５年が経過したことから、機器の

更新を行い、利用者のサービス向上に努めてまい

ります。

子どもの読書活動に関する取組については、

「第３次名寄市子どもの読書活動推進計画」に基

づき、図書館が中心となり、家庭、地域で活動す

る読み聞かせのボランティア団体、幼児施設、小

中学校等と連携し、子どもたちが本と親しみ、本

を楽しむことができる環境を整えてまいります。

大学図書館が４月にリニューアルオープンを予

定していることから、これまで以上に連携を深め、

利用者へのサービス向上に努めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

学校教育との連携では、天文台の施設や移動式

天文台車を理科教育や総合的な学習の時間、体験

的な学習などにおいて積極的に活用してまいりま

す。

また、天文講座やプラネタリウムを活用したイ

ベントの開催など、天文教育普及活動を通して、

利用者の拡大を図ってまいります。

東京都杉並区との交流事業では、移動天文台車

を利用した観望会と名寄の星空資料を活かした天

文授業を実施してまいります。

北海道大学との連携では、ピリカ望遠鏡を利用

した研究を一層進めるとともに、研究者による授

業や講演会、小学生による小惑星発見プロジェク

トや新天体捜索などを行ってまいります。

交流事業としては、国立天文台石垣島天文台や

台北市立天文科学教育館と天文に関するグローバ

ルな情報交換や南北の地理を生かした共同観測な

どを通して交流を深めてまいります。

また、天文台の価値を維持し、より高めるため、

名寄の夜空の暗さを守っていく必要があることか

ら、星空環境の保護について啓発を行ってまいり

ます。

さらに、星と音楽をテーマにした星祭りや音楽

イベントを、より多くの市民や全国の方々に利用

していただけるように開催方法など工夫をしてま

いります。

（２）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育においては、「早寝、早起き、朝ごは

ん」をはじめとする子どもの基本的な生活習慣の

定着を支援するため、幼児と就学児の親を対象と

した家庭教育支援講座などの家庭教育支援事業を

進めてまいります。

また、「家庭教育サポート企業制度」について

は、北海道教育委員会と協定を締結している市内

事業所とも連携し、さらなる普及啓発を図ってま

いります。

（３）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成３０年（西暦２０１８年）の平昌冬季オリ

ンピック・パラリンピックの開幕を控え、スポー

ツに対する関心が高まっています。スポーツに親

しむことは体力の向上を図るだけではなく、爽快

感や達成感といった精神的な充足も図り、心身両

面にわたる健康保持・増進に大きな効果をもたら

します。平成２９年度も引き続き市民皆スポーツ

を推進しながら、スポーツ施設の整備や改修など

環境整備に努めてまいります。

例年開催しているスポーツフェスティバルは、

市民の健康増進を図り、健康意識を高めるため、

幅広い世代がスポーツを楽しめる市民参加型のイ

ベントとして取り組んでまいります。

また、地域と一体となって新たに取り組んでい

る、健康づくりを目指したスポーツイベントを通

して地域の活性化を図ってまいります。

さらに、競技力向上を図るため、幼少期から運

動能力を高める仕組みづくりに取り組むとともに、

指導者の育成・確保にも努めてまいります。

スポーツ合宿の推進では、冬季スポーツ拠点化

事業の中心的な役割を担う「なよろスポーツ合宿
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誘致推進協議会」の活動を通して、交流人口の拡

大や地域資源を生かしたスポーツ産業の創設を目

指すなど、地域経済の活性化に努めてまいります。

また、冬季スポーツ拠点化事業の象徴的な取組

として、上川北部地域の豊かな自然環境、集約化

された冬季スポーツ施設を生かした「冬季版ナシ

ョナルトレーニングセンター」の誘致活動を北海

道、関係機関、冬季スポーツ競技団体等と連携し

ながら本格化させていきます。

（４）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学ぶ野外体験学習事業

「へっちゃＬＡＮＤ」、友好交流都市である東京

都杉並区の児童との「都会っ子交流」や冬季の自

然体験交流事業を引き続き実施してまいります。

また、子ども会育成連合会などと協力して、様

々な体験事業や育成者研修等の事業に取り組みな

がら、青少年の健全育成や育成環境の整備に努め

てまいります。

名寄市成人式については、実行委員会を中心に

企画運営を行い、趣向を凝らした内容で開催して

まいります。

名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として児童の安全安心な居場所とな

るよう努めるとともに、遊びやスポーツ、各種行

事など様々な体験ができるよう施設運営の充実を

図ってまいります。

放課後児童クラブでは、保護者の仕事と子育て

の両立を支援する施設として、放課後における児

童の安全安心な居場所として施設運営の充実や環

境整備を図り、児童の健全育成に努めてまいりま

す。

また、民間学童保育所に対しては、児童の安全

安心な居場所となるよう環境整備、運営に対して

必要な支援を行ってまいります。

青少年センターでは、青少年を取り巻く社会環

境の変化が子どもたちの健全な育成に大きな影響

を及ぼすことから、各町内会からの推薦指導員と

共に巡視活動を行い、青少年の問題行動の未然防

止や適切な指導を行ってまいります。

また、市内の小学校、中学校、高等学校、関係

機関との協力で名寄市青少年表彰、名寄市青少年

健全育成標語の取組を実施し、青少年健全育成の

啓発に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話や面接等で相談に応じてまいります。

なお、昨年よりフリーダイヤルを導入し、料金を

気にすることなく相談できる体制を整えておりま

す。

また、ひきこもりの解消や日中相談できない方

のために夜間相談日を設けて対応してまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。

不登校は本人だけの問題ではなく、学校や家庭

を含む様々な要因が複雑に絡み合って生じる傾向

にあります。教育推進アドバイザーを中心に学校

や関係機関との連携に努め、相談体制の充実を図

ってまいります。

放課後子ども教室については、平成２４年度よ

り、小学４年生から中学３年生までを対象に児童

センター、市民文化センター、ふうれん地域交流

センターを会場に実施してまいりました。

これまで、児童生徒の「自ら学び自ら考える

力」を育むなど、所期の目的を達成し大きな成果

を上げてきたところです。平成２９年度も、地域

の教育経験者などを活用し、自学自習の充実やテ

ーマ学習の工夫を図り、児童生徒にとって有意義

な教室となるよう努めてまいります。

（５）地域文化の継承と創造

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

文化芸術の振興に当たっては、名寄市文化芸術

振興条例に基づき、地域文化を継承し発展させる

とともに、助成事業の推進などに努めてまいりま
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す。なお、名寄市全体の文化芸術振興を図るため、

引き続き見識者を文化芸術アドバイザーとして委

嘱いたします。

優れた文化芸術を鑑賞する機会の提供について

は、芸術文化鑑賞バスツアーを実施するとともに、

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを核とした

様々なジャンルの鑑賞事業及びアウトリーチを含

めた参加型事業を実施してまいります。また、市

民が芸術文化を体験・発表する場として、市民文

化祭と連動しながら生涯学習フェスティバルを開

催いたします。

北国博物館では、第２次総合計画に掲げた「常

設展示室リピーター確保事業」として、新規映像

番組の制作に取りかかります。その内容は、「冬

季スポーツ拠点化」事業推進の一助となるよう名

寄とスキーをテーマとした１０分程度の番組を計

画しております。新番組は、博物館内で上映する

だけでなく、市内の教育施設や交流施設などでの

上映、小学校の郷土学習の教材としての利活用も

検討しております。

普及事業のメインとなる各種展示会ですが、特

別展として「宗谷線」をテーマとしたものや「名

寄とスキー」に関わる展示内容を計画しておりま

す。その他に地域の歴史や文化財、自然を伝える

企画展を季節ごとに展開するなど、地域を知る機

会を提供しながら、地域学習の拠点施設としての

役割を果たしてまいります。

また、関連団体の作品展や集積された歴史的資

料の活用、道内博物館との連携を図り、郷土の歴

史や文化、自然を紹介してまいります。

学校教育との連携では、社会科、理科の調べ学

習や体験的な学習の教育資源としての活用などに

対する支援をしてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２９年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に、

学校、家庭、地域社会との連携を深めながら、本

市の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいり

ます。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成２９年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について、議案第２号

名寄市情報公開条例の一部改正について、議案第

３号 名寄市個人情報保護条例等の一部改正につ

いて、以上３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 名寄市個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市情報公

開条例の一部改正について、議案第３号 名寄市

個人情報保護条例等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、平成２７年９月９日の個人情報の保護

に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部

を改正する法律の公布後、平成２８年１２月２８

日に施行期日を定める政令が公布され、平成２９

年５月３０日から施行されることとなったことに

伴い、番号法の一部改正条例の追加による条項ず

れや文言整理のほか、情報提供等記録に関する規

定が施行をすることから、これに関する条例規定

を整備をするために条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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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） 今御説明がありました

ように、この個人番号にかかわってなのですけれ

ども、個人番号法が制定されて、２７年度、２８

年１２月２８日にはということで、５月３０日か

ら施行するというふうなことで、法の整備が着実

に進んでいるようですけれども、しかし私たち市

民にとってはどういうふうに捉えているかといっ

たところら辺が重要かなというふうに思っていま

す。

報道によりますと、この番号の通知、一番最初

の通知のところで、不在によって自治体が保管さ

れている通知書が全国でいうと１００万以上、全

道でも約５万 ０００枚が保管されていると言わ

れています。さらには、カード化された、カード

を取得した方、これ国の見込みの３分の１にも届

かず、人口の８％程度だというふうに言われてい

ます。そこで、名寄市の実態、どのようになって

いるのかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今川村議員からは、

通知カード、そちらのほうの現状がどうなってい

るのかということで、１月の末の時点で内容を確

認させていただきました。通知カード、一部新聞

報道等では廃棄をするというような報道もありま

したけれども、現状名寄市の保管数は１０９通で

ございます。名寄地区が１０６で、風連地区が３

通という内容になってございまして、保管のため

のスペースが困るという状況にはないものですか

ら、当面このまま保管をしておくというふうに考

えております。

それともう一点、マイナンバーカードの交付の

状況ですが、こちらは１月末の時点で正確な数字、

実は確認はしなかったのですが、現状は住基人口

がおおむね２万 ３００人ということで、マイナ

ンバーカードが交付されているのは約１割に当た

る ８００件という内容になってございます。必

要であれば正確な数字確認いたしますけれども、

現状ではこういう数字ということで御理解いただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 名寄では１０９通が保

管されているということですが、今部長もおっし

ゃったように廃棄するところも出ているというふ

うな報道もありますけれども、当面保管していく

ということですが、今後どのような対応をされて

いくのか、その点についてもお聞きしたいなとい

うふうに思います。

カードをカード化された方が約１割ということ

で、なかなか進んでいかないというところでは、

やはり私も何度も取り上げさせていただいていま

すけれども、使い道としては身分証明書、そのほ

かにほとんど私たち市民にとって使い道はないと

いうふうに言わざるを得ないのかなと思います。

それよりもか、何よりもか、なくしたときにはど

うしようという不安のほうが大きい。持ち歩いて

いてなくしてしまったり、また拾われたらどうし

よう、そんなような不安のほうが大きいのではな

いかなというふうに思っています。

また、事業者さんと、あと従業員さんとの関係

でも大きな負担がありますし、さらには事業者さ

んではパソコンのソフトを買い入れるのに非常に

大きな負担があるというふうなこともお聞きして

います。今確定申告の時期になっていますけれど

も、個人番号の記入が求められていますけれども、

法的な根拠がないというようなお話も私はつかん

でいるところですけれども、名寄市として対応は

どのようにされているのかお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今川村議員から御指

摘をいただいたとおりなのですけれども、実は余

り浸透はされていないということで、今ほど申し
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上げました１割程度しかカードが普及していない。

どうしてかということになれば、実は使い道が余

りないというような、こういう御意見もいただい

たりしております。ただ、実態としましては、税

金の申告、こちらのほうは必ず記入していただき

たいというような事前の指導がありました。ただ、

その後申告の直前になりまして、とりあえずはわ

かる分は記載をしていただきたいというようなこ

とで、税務署のほうの指導のほうも若干トーンダ

ウンをした経過もございます。ただ、国のほうの

肝いりでやっている事業ですから、交付の組織と

も相談をしながら普及促進に一層取り組んでいか

ないとだめなのかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 東京中野区では、漏え

い等もあるということで、記載をしないで通知を

したりということを今決めているというような情

報も得ているのですけれども、名寄市としてはあ

くまでも国の方針に沿って進めていくということ

なのだというふうに今お話を聞いていましたけれ

ども、税務署のほうでも法的根拠はないと、強制

はしないのだというようなことで言われていると

ころでありますので、やはり市民の皆さん、確定

申告なり、また年金の申告なり、いろんな形でマ

イナンバー提出を求められます。今言っているよ

うに、５月３０日からは強制的にはならないとは

思うのですけれども、やはりそういったことにな

っていくのかなというふうに思っているのです。

そうなると、市民の皆さんの不安が払拭されずに、

まだまだ膨らんでくるのではないかというふうな

ことで、法的根拠のところでは強制はないのだと

いったところはやっぱり伝えていただかなければ

ならないかなというふうに思っています。そうい

ったところを今後どのようにしていこうとされる

のかお聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 以前の議会の中でも

答弁させていただきました。窓口で、基本的には

例えば国保の窓口でもマイナンバーは求めており

ます。ただ、一般的には皆さん通知カードなりマ

イナンバーカードを持ち合わせていないというよ

うなことがありますので、御本人さんに確認をと

って、調べさせていただいて記載させていただい

てよろしいですかというような、こういうような

対応をとっております。１割の普及率しかないと

いうことですから、まだまだそういう対応が続く

のかなというふうには認識をしておりますけれど

も、先ほども申し上げました、これが一層普及し

てくる、さらには税金関係でもやっぱり普及をし

ていかなければならないという流れの中では、し

っかりと周知啓発含めて対応していかないとなら

ぬというふうに考えておりますので、御理解をお

願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第１号外２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号外２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１号外２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５ 議案第４号

名寄市税条例等の一部改正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４号 名寄市税条

例等の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成２８年３月３１日に地方税法の一

部を改正する法律等が公布をされたことに伴い、

その改正案を平成２８年第３回定例会に提案をし、

議決をいただいたところでございますが、消費税

法とのかかわりが密接な自動車車体課税に係る制

度については平成２８年１１月２８日付で消費税

の増税の延期にかかわる地方税法関連法令が公布

をされたほか、住宅ローン控除の適用期間や軽自

動車税グリーン化特例も延長されたことから、関

連する条例の一部改正について提案をいたします

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） 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６ 議案第５号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、省エネ関連法令の改正等により、引用

している条項のずれや申請期間の変更に伴う語句

の変更について、低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請手数料、建築物エネルギー消費性能基準適

合認定申請手数料等に関しての名寄市手数料徴収

条例の一部改正を行うものございます。

よろしく御審議を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７ 議案第６号

名寄市ふるさと応援寄附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６号 名寄市ふる

さと応援寄附条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

ふるさと応援寄附でいただきました寄附金の使

途指定につきましては、現在大学を活かしたまち
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づくり事業など５事業となっておりますが、新た

に策定をした総合計画２次等々の整合性を図りな

がら見直しを行い、冬季スポーツの拠点化、農業、

子育てなど特色ある７事業を掲げることにより、

寄附者がよりわかりやすく事業を選定できるよう

にするため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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

名寄市育英奨学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７号 名寄市育英

奨学条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、修学資金の貸し付けについて学資の支

弁が困難であることの判定基準を日本学生支援機

構で定める有利子奨学金候補者の選考基準と同等

のものとするために、本条例の一部を改正しよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第８号

名寄市児童クラブ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８号 名寄市児童

クラブ条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

利用者の円滑な施設利用の促進に向け、保護者

の出勤時間や児童の小学校登校時間の状況を踏ま

え、開館時間を午前８時とするために、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は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 名寄市農業・農村振興条例及び名寄市新規就

農者等に関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９号 名寄市農業

・農村振興条例及び名寄市新規就農者等に関する

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

名寄市農業・農村振興条例の一部改正につきま

しては、主に農業施策の円滑な推進を図るための

名寄市農業振興対策協議会を条例に規定をし、農

業施策の諮問に応じた答申を役割とする名寄市農

業・農村振興審議会の位置づけを明確にするため

の規定を整備しようとするものでございます。

次に、名寄市新規就農者等に関する条例の一部

改正につきましては、担い手への支援体制の充実

強化を図るために、新規就農者等の育成支援に関

する規定の整備のほか、名寄市農業担い手育成審

議会に関する規定の追加を行おうとするものでご

ざいます。名寄市農業振興対策協議会及び名寄市

農業・農村振興審議会等とあわせて一体的に法的

な位置づけの整理を行うことにより、役割の明確

化及び安定した農業施策の推進を図ろうとするも

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、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。

議案第９号は、経済建設常任委員会へ付託とい

たします。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第９号については、３月１６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。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９号については３月１６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１１ 議案第１

０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１０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。

名寄南小学校屋外運動場整備工事、旧校舎解体、

屋外運動場整備につきましては、平成２８年６月

１７日に昭和産業・第一建設・明石組特定建設工

事共同企業体と３億 ８３２万円で契約をし、現

在施行中でありますが、本件は建物解体及び屋外

運動場整備において数量等に変更が生じたため、

設計を変更し、当初の契約金額に １７１万 ０

００円を加えて、３億 ００３万 ０００円で当

該企業体と変更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条の規定により議会

の議決を求め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。
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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） 屋外運動場整備にかか

わってなのですけれども、前の南小学校の屋外運

動場の周辺の樹木の件なのですけれども、近隣に

住む方、また離れている方々からも当時伐採され

たときの経緯もいろんな御意見もあったかなとい

うふうに思うのですけれども、そういった部分、

今後この整備にかかわってどのようにお考えにな

っているのかをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました南

小学校の校舎敷地内にありました樹木の関係です

けれども、近隣からは落ち葉の関係とかで大分以

前から伐採の意向もあったりしていました。ただ、

記念樹とか、いろいろありましたので、それを知

る方の御意見等もいただきながら、一部移植した

木もありますけれども、全て伐採ということで、

それと屋外運動場の整備の関係でネットの設置含

めて、これはちょっと伐採の必要があるというこ

とで伐採をしております。

今後につきましては、校舎の東側のほうにニオ

イヒバという余り背の高くならない、落ち葉の落

ちない木を植樹しながら、子供たちが新しい校舎

とともに成長を見守る、そういったような環境づ

くりに努めながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今部長からお話があっ

たように、落ち葉の部分もあったり、だけれども

せっかく大きくなった樹木を本当に一瞬にして切

ってしまったことへの何か寂しさといいますか、

そういった部分もありますので、ぜひとも周辺の

住民の皆さんの御意見も聞きながら、話し合いを

進めながら適切な樹木を植えていただくことがや

はり教育面からも子供たちの心の安らぎも含めて

必要ではないかというふうに思っていますので、

そのことを求めて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 今回の設計変更、契

約の変更でありますけれども、基本的には工事の

追加であるとか変更が起きた場合にはこのように

手続を踏んで進めていただきたいなというふうに

思っております。

ただいまの説明の中で、この中で数量の変更と

いう説明をいただきましたけれども、何をどのよ

うに変更されたのか、具体的に中身を説明をして

いただければと思います。

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） 変更の内容につ

いての数値ということでございますけれども、ち

ょっと事細かに全てということにはならないもの

ですから、おおよそということで報告をさせてい

ただきたいと思いますが、まず外構関係で、これ

は ９００万円ほどふえております。解体工事関

係で、これは概算発注も含めて約５００万円ほど

減ったと。そのほか電気設備工事関係で約２００

万円ほど減額という内容で、トータル約 １００

万円ほどという内容になっております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ふえた分と減った分

とあるという部分については理解をさせていただ

きましたけれども、この外構工事の ９００万円

増の部分についてもう少し詳しくお伝えいただけ

ないかなというふうに思いますけれども、いかが

でしょうか。

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） 外構部分の ９

００万円については、この工事自体が校舎の解体

とあわせてグラウンド整備と、これを一体にとい

うことの内容になっています。それで、旧校舎を

解体をしてグラウンド整備をする際に、もともと

の校舎の下に基礎ぐいがありまして、そのくいを
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抜く際に、一部時間もかかりましたけれども、く

いを抜いてそれを撤去をする。あるいは、くいを

当然そのままにもおけないものですから、今言っ

たように抜いて、実は抜く作業に、済みません。

何回も言っていますけれども、時間がかかったと

いうのとあわせて、くいを抜くに当たって随分水

を使って処理をしたという状況がありまして、も

ともと校舎の下の基礎ぐいについて抜く際に大量

の水を使ったということで、その地盤が相当軟弱

になったということでありまして、その土につい

て撤去をして、そこに３０センチほど新たな土を

入れたと。この関係の支出が多いという内容にな

っているところであります。

あと、例年になく降雪時期が早かった関係もあ

りまして、冬季における工事日程などが少し延び

た関係もあって、除排雪の費用がふえたというよ

うな内容になっているところであります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） おおむね理解をさせ

ていただこうと思いますけれども、くいの本数と

かではなくてくいを抜く作業に手間がかかったと

いうふうな説明をいただいたかなというふうに思

いますけれども、こういった変更については当初

の契約の中でもこういったことがあった場合に変

更していいというふうな契約の中身だったかなと

いうふうに、ちょっと私は見ていないので、わか

らないのですけれども、そういったことで今回契

約に至ったということでよろしいのかどうなのか

確認をさせていただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回は、通常の設計変

更ということでありますので、契約書の条項に従

いまして、手続上問題なくこういう形で進んでい

るところであります。御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定をすることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第１２ 議案第１１号 平成２８年度名寄

市一般会計補正予算（第６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１１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、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ２億 ８１５万 ０００

円を減額をして、予算総額２４２億 ８８８万

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。４款

衛生費におきまして病院事業会計繰出金１億 ２

３３万 ０００円の追加は、名寄市立総合病院に

係る普通交付税の算定において病床割の単価アッ

プがあったこと、また特別交付税の算定において
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救命救急センターの単価アップがあったこと等か

ら繰出金を増額するものであります。

６款農林業費におきまして防衛施設周辺整備事

業費９３５万 ０００円の追加は、道北なよろ農

業協同組合が実施をする防除用無人ヘリコプター

導入に対し補助しようとするもので、同額を国庫

支出金で計上しております。

１０款教育費におきまして風連中央小学校校舎

・屋内運動場等改築事業費のうち建築工事費５億

４２３万 ０００円の追加は、平成２９年度当初

予算から前倒しで実施をすることから事業費を追

加しようとするもので、財源として国庫支出金と

市債を計上しております。

同じく１０款教育費におきまして模擬保育室整

備事業費１億 ６８４万 ０００円の追加は、看

護師や保育士のリカレント教育、復職支援等を行

うことで地域における人材不足に対応するために

名寄市立大学に模擬保育室を整備しようとするも

ので、財源として地方創生拠点整備交付金 ５７

７万 ０００円を計上してございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１１款地方

交付税におきまして普通交付税で６億 ６８２万

０００円の追加は、本年度算定をされました普

通交付税の金額の確定に伴い予算を計上しようと

するものでございます。

１９款繰入金では、財政調整基金、公共施設整

備基金など繰入金を減額をし、収入の調整を図ろ

うとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、風

連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業の追加

のほか、北斗・新北斗公営住宅建設事業（６棟

目）ほか３件の予算を変更しようとするものでご

ざいます。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、設備資金利子補給ほか１件の追加をしようと

するものでございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、名

寄市立大学模擬保育室整備事業ほか１件の追加、

解体整備事業のほか１７件の変更、徳田１８線緑

丘連絡線道路改良舗装事業の廃止をしようとする

ものであります。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない住民基本台帳ネットワーク管

理事業費ほか２件を追加をし、繰り越ししようと

するものでございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきまして総務部長から説明をさせます。

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市長より申し上げた分と

の重複を避けまして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。恐れ入ります

が、議案第１１号の２６ページ、２７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

１目一般管理費の基金積立金３億 ００９万 ０

００円の追加につきましては、今後の財政運営に

備えるため、財政調整基金に１億 ５７３万 ０

００円、公共施設の老朽化への対応として公共施

設整備基金に１億 ９９２万円をそれぞれ積み立

てようとするものでございます。

恐れ入ります。２８ページ、２９ページのほう

をお開きいただきたいと思います。同じく２款総

務費、１項８目企画振興費の総合計画策定・推進

事業費２０４万円の追加につきましては、第２次

総合計画のダイジェスト版作成に係る企画・制作

委託料などについて補正をしようとするものでご

ざいます。

続きまして、３２ページ、３３ページをお開き

いただきたいと思います。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のうち償

還金 ４１１万 ０００円の追加につきましては、
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各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。

続いて、６２ページ、６３ページのほうをお開

きいただきたいと思います。１０款５項１目、大

学の学校総務費、地元定着化推進事業費、地元就

業支度金助成事業助成金６０万円の追加につきま

しては、対象者数の増加に伴い助成金を増額しよ

うとするものでございます。

続きまして、歳入について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１８ページ、

１９ページのほうをごらんいただきたいと思いま

す。１８款寄附金１５万円の追加につきましては、

既に予算化されたものを除き１月１２日までに寄

附採納させていただいた教育費寄附金を予算計上

しようとするものでありまして、寄附者の意向に

沿いまして図書の購入などの財源として充当しよ

うとするものでございます。

以上、追加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。

（「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１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

２号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３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１２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年度

末における事業費の見込みによる調整を行うもの

でありまして、歳入歳出それぞれに７０８万 ０

００円を減額し、予算総額３８億 ４７９万 ０

００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款総務費では人件費で総額７４７万円を減

額し、８款保健事業費では使用料及び賃借料で３

９万 ０００円を増額しようとするものでござい

ます。

次に、保険事業の歳入について申し上げます。

２款国庫支出金では補助金の申請に伴い３９万

０００円を増額をし、８款、一般会計繰入金では

その他一般会計繰入金で７４７万円を減額しよう

とするものでございます。

次に、直診勘定におきましては診療収入などが

増額になったことから一般会計繰入金の減額など

費目間の調整を行うものであり、歳入歳出それぞ

れに３４７万 ０００円を減額し、総額を２億

８３２万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

直診勘定の歳出について申し上げます。１款総

務費では人件費等で１５１万 ０００円、２款医

業費では医療用器械器具費等で６５万円、３款施

設整備費では医療機器等の事業費の確定により１

３０万 ０００円をそれぞれ減額しようとするも

のでございます。

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８３１万 ０

００円、２款使用料及び手数料では１４万 ００

０円を増額をし、３款道支出金では電源立地地域
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対策交付金の確定に伴い７万 ０００円を、５款

諸収入では８５万 ０００円、６款市債では起債

事業の確定に伴い２０万円をそれぞれ減額をし、

４款借入金の一般会計繰入金で ０８０万 ００

０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１２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１２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１

３号 平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正

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１３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は歳

入歳出それぞれ ６４７万円を増額し、予算総額

を２５億 ２３６万 ０００円に、サービス事業

勘定・名寄におきましては歳入歳出それぞれ８万

０００円を増額し、予算総額２億 ５６８万

０００円に、サービス事業勘定・風連におきまし

ては歳入歳出それぞれ４万 ０００円を増額をし、

予算総額１億１９８万 ０００円にしようとする

ものでございます。

補正の主な内容につきまして保険事業勘定の歳

出から申し上げます。４款基金積立金におきまし

て平成２７年度決算剰余金を介護給付費準備基金

に積み立てるため ５４７万円を増額するもので

ございます。

歳入につきましては、９款繰越金におきまして

平成２７年度決算剰余金の繰り越し分として ５

４７万円追加しようとするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定について申し上

げます。サービス事業勘定・名寄では、歳出にお

きまして人事院勧告に伴う職員手当等の増額分と

して一般管理費に８万 ０００円を、サービス事

業勘定・風連におきましても同様に一般管理費を

４万 ０００円増額しようとするものでございま

す。

歳入におきましてサービス事業勘定・名寄、風

連ともに歳出と同額を一般会計繰入金にて増額す

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。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

４号 平成２８年度名寄市下水道事業特別会計補

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１４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、主に年度末における各費目の調

整を行うものでございまして、歳入歳出それぞれ

１億 ６２９万円減額をし、予算総額を１０億

８８８万 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。１款

下水道事業費におきましては、一般管理費、上水

道事業会計負担金 ８７５万 ０００円の減額を

初め事業費の確定に伴う各費目の調整により総額

で１億 ５２０万 ０００円を減額しようとする

ものでございます。

２款公債費におきましては長期債償還元金で９

７万 ０００円、長期債償還利子及び一時借入金

利子で７０４万 ０００円を減額、３款諸支出金

におきましては消費税で３０６万 ０００円減額

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。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金の減額に

より６万 ０００円、２款使用料及び手数料では

使用料の減少により３４６万 ０００円、３款国

庫支出金では事業費の確定により ７４７万 ０

００円、４款繰入金では一般会計繰入金で ２２

６万 ０００円をそれぞれ減額をし、５款諸収入

では６８万 ０００円を増額、６款市債では事業

費の確定により ３７０万円を減額をし、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更し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１４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１４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 議案第１

５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１５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、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ７３７万円を

減額し、予算総額 ４８９万 ０００円にしよう

とするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により６６

２万 ０００円、２款公債費では長期債償還利子

で６４万 ０００円、３款諸支出金では消費税で

１０万円をそれぞれ減額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。１款分担金
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及び負担金では４３万 ０００円、２款使用料及

び手数料では１０３万 ０００円、３款繰入金で

は２２１万 ０００円それぞれ減額をし、４款諸

収入では消費税の確定等により２１万 ０００円

を増額、５款市債では３９０万円を減額し、収支

の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更し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１５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１５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１７ 議案第１

６号 平成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会

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１６号 平成２８

年度名寄市後期高齢者医療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３１６万 ０

００円を減額し、予算総額３億 ３９８万 ００

０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

では事業の決算見込みにより総額９５万円を減額

し、２款後期高齢者医療広域連合納付金では平成

２８年度基盤安定拠出金の額の確定及び広域連合

共通経費分において平成２７年度の精算による減

額により総額２２１万 ０００円を減額しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、歳出減に伴い総額３１６万 ０００円減額

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１８ 議案第１

７号 平成２８年度名寄市病院事業会計補正予算

（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１７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、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものでございます。
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補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院患者数の減少等により入院収益で１億 ３７９

万 ０００円を減額し、外来検査件数の増等によ

り外来収益で ９５４万 ０００円、救命救急セ

ンターへの交付金確定額の増等により他会計負担

金で２億 ３９７万 ０００円をそれぞれ追加し

ようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

医師確保対策に要する経費等で ８０２万 ００

０円を減額しようとするものでございます。

次に、特別利益におきまして過年度損益修正益

で ６０９万 ０００円を追加をし、収益の総額

を９７億 ６９４万 ０００円にしようとするも

のでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で ６６３万 ０００円を減額をし、材料費でカ

テーテル治療件数の増による診療材料費の増加等

により２億 ０２３万 ０００円を追加し、経費

で東病院診療交付金等の減少により ８７７万

０００円を減額しようとするものでございます。

次に、医業外費用におきまして雑支出で控除対

象外消費税の減少により ６１５万円を減額しよ

うとするものでございます。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で ５９７万 ０００円を追加をし、費用の総額

を１００億 ２２７万 ０００円にしようとする

ものでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で本年度予定をし

たＣＴ装置更新を厳しい経営状況から１年先送り

にしたことなどから２億 ０９０万円減額をし、

総額を８億 ９９５万 ０００円にしようとする

ものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。資本

的支出におきまして資産購入費でＣＴ装置更新先

送りにより２億円を、施設費で施設整備事業等で

０９０万 ０００円それぞれ減額をし、総額を

１２億 １７８万 ０００円にしようとするもの

でございます。

なお、資本的支出の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金

及び一時借入金で補填をするものでございます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で ６７３万

０００円を、給食材料で２５万 ０００円をそれ

ぞれ追加をし、燃料で ４１３万 ０００円を減

額をし、総額を１０億 ９０５万 ０００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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

８号 平成２８年度名寄市水道事業会計補正予算

（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１８号 平成２８

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。
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今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益２５７万 ００

０円の増額やその他営業収益 ７７４万 ０００

円の減額、その他特別利益 ８２２万 ０００円

の増額により収益全体で １８８万 ０００円を

増額し、総額６億 ５９１万 ０００円にしよう

とするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で ９４２万 ０００円を

減額、総額を６億 ９６７万 ０００円にしよう

とするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では ９９６万 ００

０円を減額し、総額を３億 ８１９万 ０００円

に、また４款資本的支出では ７７２万 ０００

円を減額をし、総額を６億 １７４万 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号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

９号 平成２９年度名寄市一般会計予算、議案第

２０号 平成２９年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２１号 平成２９年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２２号 平成２９年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２３号

平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２４号 平成２９年度名寄市

食肉センター事業特別会計予算、議案第２５号

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２６号 平成２９年度名寄市病院事業会計

予算、議案第２７号 平成２９年度名寄市水道事

業会計予算、以上９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１９号 平成２９

年度名寄市一般会計予算及び議案第２０号から議

案第２７号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算につきまして、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２８年１１月１日付市長

訓令に基づき、多くの市民の意見を踏まえて策定

をした第２次総合計画の将来像の実現に向けて健

全な財政を基調としながら重点プロジェクトや総

合戦略を中心としたさまざまな施策や事業の展開、

さらには未来への投資を着実に実施をしていくこ

となどの基本方針に沿って予算を編成いたしまし

た。

一般会計予算案は、前年度比 ７％減の２２１

億 ９３６万 ０００円となりました。名寄市立

大学保健福祉学部再編事業や風連中央小学校校舎

・屋内運動場改築事業等の大型事業を計上したほ

か、重点プロジェクトの推進として不妊治療に要

する費用の一部を助成をする特定不妊治療費助成

事業、新規就農者や農業後継者の円滑な就農を支

援をする農業担い手支援事業、冬季スポーツによ

る地域活性化を図る冬季スポーツ拠点化事業など

のソフト事業を計上したところでございます。ま

た、収支不足を補う財政調整基金の取り崩し額は
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５億 ００３万 ０００円を計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

９年度国民健康保険特別会計外５特別会計の予算

総額は、前年度比 ３％減の８２億 ８６６万

０００円となっております。増減の大きなものは、

介護保険事業特別会計のサービス事業勘定・風連

分で指定管理委託料の増や老朽設備の改修予算計

上などの影響により ７％の増となりました。食

肉センター事業特別会計では、施設整備事業費を

平成２８年度で計上していたため４ ３％の減と

なりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度と

ほぼ同額の１２８億 ４０４万 ０００円となり

ました。病院事業会計で医業収益及び費用の増並

びに大型医療機器導入事業の実施により ７％増

の１１５億２６８万 ０００円、水道事業会計で

川西浄水場改修事業や老朽管更新事業が増となる

ものの、送水管布設工事の完了により拡張事業費

の減にて水道事業会計全体では ６％減の１３億

１３６万 ０００円となりました。

以上によりまして、平成２９年度全会計の予算

総額は前年度比 ４％減の４３２億 ２０７万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、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１９号外８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予算審査特別委

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１９号外８件については、全議

員をもって構成する予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、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２５日から３月６

日までの１０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２月２５日から３月６日までの１

０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。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 １時３７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 野 田 三樹也

署名議員 山 田 典 幸
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