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平成２９年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２９年６月９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 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市下水道設置条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 財産の取得について

日程第６ 議案第３号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第７ 議案第４号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算）

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（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）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市後期高

齢者医療特別会計補正予算）

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市病院事

業会計補正予算）

日程第13 議案第１０号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成２９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15 議案第１２号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第16 報告第１号 平成２８年度名寄市一般

会計予算継続費繰越計算書の報告につ

いて

日程第17 報告第２号 平成２８年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第18 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第19 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第22 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市下水道設置条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 財産の取得について

日程第６ 議案第３号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第７ 議案第４号 専決処分した事件の承認
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について（平成２８年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算）

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（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）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市後期高

齢者医療特別会計補正予算）

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２８年度名寄市病院事

業会計補正予算）

日程第13 議案第１０号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成２９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15 議案第１２号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第16 報告第１号 平成２８年度名寄市一般

会計予算継続費繰越計算書の報告につ

いて

日程第17 報告第２号 平成２８年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第18 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第19 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第22 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（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 川 口 京 二 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 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 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



－3－

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 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 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 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
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 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２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、

８番 佐久間 誠 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２３日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

３日までの１５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 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２９年第２回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２８年度の各

会計決算について申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となります一般会

計及び特別会計の決算については、今後、計数整

理を行うことから、ここでは、概要について申し

上げます。

一般会計については、繰越しすべき財源を除い

て、概ね３億８千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、個人市民税の伸びなどによる市税の

増や、地方交付税では、特別交付税における救命

救急センターの交付単価の増などにより、それぞ

れ当初の予算額を上回ったことと、歳出では、各

費目における執行額の減が主な要因と思われます。

特別会計については、国民健康保険特別会計の

保険事業勘定で、概ね５千万円の黒字、介護保険

特別会計の保険事業勘定では概ね４千万円の黒字

となる見込みです。いずれも歳出での保険給付費

の減が主な要因と思われます。

なお、国保・介護の保険事業勘定を除く特別会

計については、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、約

９１億 ５００万円となり、前年度と比べ約１１

億 ６００万円の増となりました。

これは、今後の財政運営や老朽化した公共施設

への対応を見据え、財政調整基金や公共施設整備

基金へ積立を実施したこと、市立総合病院の医療

体制の充実に向け、市立総合病院整備基金に積立

を実施したことによるものです。

主な基金残高としては、財政調整基金約２３億

２００万円、減債基金約１５億 ９００万円、

公共施設整備基金約１５億 ３００万円、合併特

例振興基金約１２億 ２００万円、名寄市立大学

振興基金約８億 ６００万円、市立総合病院整備

基金約１億 ０００万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金約１億円、介護給付費準備基金約１億 ２

００万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に取り組んでまいり

ます。

次に、総合計画について申し上げます。

平成２９年度から３８年度までの１０年間を計

画期間とする「名寄市総合計画（第２次）」で示
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した分野ごとの施策及び、重点プロジェクトの実

現に向け、着実に事業を推進するとともに、この

計画が市民の身近な計画として、関心を持ってい

ただけるようなダイジェスト版を作成しました。

このダイジェスト版は、本市の現状や将来像を

イメージしやすいように、イラストなどを用いた

タブロイド版として作成し、４月広報とあわせて

全戸配布するとともに、市内の公共施設などで閲

覧できるようにしています。

今後とも、総合計画の策定・進行管理をはじめ

とした各種施策のわかりやすい説明や、先進事例

の研究などを通じて、さらなる市民議論・市民参

画の促進に努めてまいります。

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を対象に、

「地方創生拠点整備交付金」が創設され、本市の

「名寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロ

ジェクト推進に係る模擬保育室整備事業」が採択

されたことから、年度内の完了に向け事業を推進

しているところです。

また、国の地方創生加速化交付金を活用した

「冬季スポーツ拠点化推進事業」、下川町・美深

町と連携した「北・北海道インバウンド促進事

業」、東京都杉並区を中心に交流自治体で連携し

た「都市と地方の連携による移住・交流促進事

業」の３事業及び地方創生推進交付金を活用した

「冬季スポーツ拠点化推進プロジェクト」、「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」の２事業について、「名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略推進委員会」で効果検証を行

いました。

引き続き、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、国の交付金を活用しな

がら取組を進めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

町内会の枠を超えた活動などに取り組む地域連

絡協議会の活動を支援するための名寄市地域連絡

協議会等活動交付金について、継続事業に対する

交付限度額の逓減措置を廃止し、より充実した地

域自治の向上及び市民主体のまちづくりに向けた

活動を推進できるよう見直しを行ってきたところ

です。

次に、自治基本条例の取組について申し上げま

す。

名寄市自治基本条例の施行５年後の条例見直し

に係る市民有識者会議の答申において、学生にも

理解できるパンフレットの製作が要望されていた

ことから、条例内容を容易に理解できるイラスト

などを用いたパンフレットを作成し全戸配布を行

いました。

引き続き、市民主体のまちづくりを推進するた

め、自治基本条例の主旨が市民に浸透するよう努

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３４年度までの６年間を計画

期間とする「第２次名寄市男女共同参画推進計

画」をスタートしました。

計画の策定にあたり、市民の皆様をはじめ、名

寄市男女共同参画推進委員会の委員の皆様などか

ら熱心な御審議をいただきました。

計画では６つの基本理念のもと、基本目標ごと

に数値目標を設定しており、進行管理を含め、今

後も男女共同参画社会の形成に向けて取組を進め

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事業については、４月１

８日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、人的交流や特産品交流の実施のほか、

４年振りに行う少年少女交流に係る受入準備を進

めることなどを確認しました。

東京都杉並区との交流事業については、４月２

５日に開催された都市交流実行委員会において、

人的交流や杉並区での特産品販売など、幅広い分
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野で交流を図ることを確認しました。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２０日に開催され、会員相互の親

睦を深めつつ各種事業に取り組むことになりまし

た。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月から８月にかけて

リンゼイから交換学生を、友好都市ロシア連邦ド

ーリンスク市との交流事業については、７月下旬

から８月上旬にかけてドーリンスク市から訪問団

を受け入れることなどが、それぞれの友好委員会

総会で決定されました。

また、台湾との交流事業については、４月１７

日に開催された名寄市・台湾交流実行委員会にお

いて、中学生野球交流事業や教育旅行受入事業を

通じた、国際性豊かな人材の育成、地域経済の活

性化などに取り組むことになりました。

次に、移住・定住について申し上げます。

移住・定住の推進については、移住促進及び地

域の振興にオール名寄で取り組むための「名寄市

移住促進協議会」を組織し事業を行っています。

昨年開設した「名寄地区まちなかお試し移住住

宅」の利用実績を踏まえ、本年度も引き続き協議

会において、新たな物件の選定、料金の見直しを

行い利用促進を図ってまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

本年度は新たに１人の地域おこし協力隊を委嘱

する予定であり、委嘱後は東風連地区を中心に、

農作業支援や地域協力活動に従事していただくよ

う、本市としても積極的に支援してまいります。

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。

本年３月に、これまでの取組を基本としながら、

今後５年間、連携した取組が必要である施策・事

業に成果指標（ＫＰＩ）を設定した新たな「定住

自立圏共生ビジョン」を策定しました。

今後、成果指標（ＫＰＩ）の達成状況などを検

証し、必要に応じた見直しを行うなど、ＰＤＣＡ

サイクルを通じて、効率的かつ着実な広域連携事

業の推進を図ってまいります。

次に、行政改革について申し上げます。

「新・名寄市行財政改革推進計画」が昨年度末

をもって終了したことから、新たな計画として本

年４月に「第２次名寄市行財政改革推進計画・基

本計画」を策定しています。「効率的で質の高い

行政運営の推進」、「持続可能な財政運営の推

進」、「市民と協働の行政運営の推進」の３つを

基本方針とし、平成２９年度から３４年度までの

６年間を前期、平成３５年度から３８年度までの

４年間を後期と位置付けし、それぞれ実施計画を

策定し実施項目などの見直しを行いながら行財政

改革を進めてまいります。

初年度となる本年度は、５月１日に行財政改革

推進実施本部会議を開催し、実施計画に搭載した

６３の実施項目について、「組織機構検討部会」、

「事業等見直し検討部会」の２部会を設置して取

組を進めています。

組織機構については、多様化する住民ニーズや

急激な世代交代に今後も対応していくため、各職

場の状況を把握し適正な人員配置を進めるととも

に、再任用制度を活用した円滑な業務の継承がで

きる体制づくりや、知識・経験の豊富な人材の確

保を進めてまいります。

施設使用料の見直しについては、公平・公正な

受益者負担、利用者負担の軽減のあり方など、課

題の整理を図りながら新たな基準と新使用料の設

定に向け、作業を進めているところです。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２８年度の運営概要については、取扱い患

者数が入院で１０万 ９６３人、外来で２２万

９５３人となり、前年度と比較して、入院で５１

２人の減少、外来では ６６８人の減少となりま
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した。

また、収支については、病院事業収益で９１億

９２２万円、病院事業費用で９３億 ３２５万

円となり、差引き１億 ４０３万円の単年度純損

失を計上しての決算となりました。

収益の内訳では、診療報酬改定の影響により減

収となる診療科もありましたが、救命救急センタ

ーの通年稼働などにより、入院収益は前年度と比

較して２億 ４３５万円の増収となり、外来収益

では、呼吸器内科や総合内科の患者数が増加した

ことから ６３０万円の増収となりました。

一方、費用の内訳では、医療スタッフの充実を

図ったことにより、給与費で前年度と比較して、

１億 ９２７万円の増加、診療材料や薬剤単価の

増により、材料費で２億 １２５万円の増加とな

りました。

本年度の診療体制については、診療科２２科に

医師５９人と研修医１４人の合計７３人を配置、

このほか医療技術・看護スタッフ３７７人により

地域医療の充実に努めてまいります。

次に、卒後臨床研修病院評価機構の認定につい

て申し上げます。

平成１６年からスタートしました新医師臨床研

修制度の指定基準が見直され、「第三者による評

価を受審し、その結果を公表するよう努めるこ

と」とされました。

当院では、本年２月に特定非営利活動法人「卒

後臨床研修評価機構」の審査を受け、この４月か

ら道内で１１番目となる認定病院となりました。

今後も医師の育成に最善の努力を重ね、信頼され

る病院運営に努めてまいります。

次に、不妊・不育症外来の開設について申し上

げます。

本年５月から、旭川医科大学婦人科学講座の生

殖医療チームから専門医を派遣いただき、月１回

の不妊・不育症の専門外来を開設したところです。

少子化対策の一環として施行された特定不妊治

療費助成事業とともに、不妊・不育治療の体制を

整えてまいります。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

「新名寄市病院事業改革プラン」における経営

形態の見直し方策として、平成３０年４月の地方

公営企業法の全部適用の実施に向けて、本年４月

に経営形態移行担当職員を配置したところです。

今後も新たな地域医療の枠組みと、改革プラン

の趣旨に沿った経営の改善を図るとともに、医療

の質向上と安全性の確保に、より一層努力してま

いります。

次に、名寄東病院について申し上げます。

名寄東病院では、新名寄市病院事業改革プラン

における、地域に根付いた医療機関としての役割

を担うため、午後の外来診療を開始するとともに、

人間ドックを実施するなど、外来診療の拡大と健

診機能の強化を進めています。

今後も指定管理者の上川北部医師会と連携しな

がら、地域包括ケアシステムにおける、かかりつ

け医としての機能を果たしていくための取組を進

めてまいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２８年度の外来患者数は延べ１万 １６８

人で、前年度と比較して３１８人の増となりまし

た。

また、市内の特別養護老人ホームへの回診、高

齢者施設、在宅患者の往診、予防接種、健康診断

など多岐にわたる診療業務を行っています。

今後も、市立総合病院をはじめとした地域医療

機関と連携し、市民が安心して暮らせる医療体制

の充実に努めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

本年は民生委員制度創設１００周年を迎えるこ

とから、全国的に記念事業が予定されており、本

市においても民生委員児童委員活動強化週間に合

わせて５月広報での特集として、民生委員、児童

委員及び主任児童委員の重要な役割や活動を紹介

し、住民の一番身近な相談相手であることの周知
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を図っています。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２８年中の火災件数については、１２件で

前年比２件の増となり、負傷者が３人発生してい

ます。

また、火災種別では、建物火災が６件、そのほ

か６件となっています。

救急出動件数については、 ０６６件の出動で

前年比１３件の増となり、事故種別では、急病７

４２件、一般負傷１４６件、交通事故４７件、転

院搬送６９件、そのほか６２件となっています。

救助出動件数については、３１件の出動で前年

比４件の減となり、事故種別では、交通事故２０

件、機械１件、そのほか１０件となっています。

本年度におきましては、高度救助資機材を装備

した救助工作車を新規導入し消防力の強化を図り、

複雑多様化する交通事故、風水害などのあらゆる

災害救助に迅速かつ確実に対応し、市民の安全・

安心を支えてまいります。

また、市立総合病院を拠点とするドクターカー

との連携を密にし、救命処置を必要とする市民へ

早急に救急医療を提供し、救命率の向上及び後遺

症の軽減を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２４日に開催した名寄市防災会議では、

防災対策の基盤となる「名寄市地域防災計画」の

一部修正が決定されました。

主な内容は、水防法の改正などによるもののほ

か、国による避難情報の名称変更などに伴う規定

の修正となっています。

引き続き、国の「水防意識社会再構築ビジョ

ン」による天塩川流域の減災対策委員会の取組の

ほか、市民の防災・減災意識の向上と啓発を図っ

てまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

「春の全国交通安全運動」として、４月６日か

ら１５日までの１０日間、新入学児童交通安全キ

ャンペーンのほか、関係団体や地域住民による街

頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦を実施

しました。特に１４日の「交通事故死ゼロを目指

す日」には、西條デパート前において「旗の波作

戦」を実施し、沿線通行車両や市民に交通安全意

識の高揚と交通事故防止を呼びかけました。

また、４月２６日午前中に、国道２３９号線に

おいて自動車同士の接触により１人の方が犠牲と

なる事故が発生したことを受け、関係機関・団体

と再発防止に向けた検討を行い、交通安全旗の増

設や広報などの周知により交通安全意識の向上を

図ってまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗団地については、鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１０戸の建替工事を昨年９月に着手し、

５月末の進捗率は約３０パーセントとなっており、

１０月の完成を予定しています。平成３０年度建

設分の実施設計は本年８月に着手し、平成３０年

１月の完了を予定しています。

団地内道路整備については、６月に着手し、１

２月の完成を予定しています。

また、新北斗団地については、プレキャストコ

ンクリート造平屋建て２棟８戸の全面住戸改善工

事を５月に着手し、９月の完成に向けて工事を進

めてまいります。

ノースタウンなよろ団地１棟３０戸の長寿命化

改善工事については６月に着手し、１０月の完成

に向けて工事を進めてまいります。また、風舞団

地については、平成３０年度改修工事分の実施設

計を７月に着手し、平成３０年１月の完了を予定

しています。

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に「名寄市住宅マ

スタープラン」の策定業務を６月に着手し、年度

内の完成に向けて進めてまいります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、エルム公園と名寄児童公園の遊具の

更新を６月に入札を終えたほか、仲よし公園と錦

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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町公園の遊具の更新工事を７月に、栄町公園と西

町公園及び名寄南公園の遊具の更新工事を８月に

入札の予定をしています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事については、風連地区東４

号南線をはじめ、名寄地区北８丁目西通ほか１路

線について、早期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ６５４台を５工区に分けて発注しま

した。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事では、名寄下水終末

処理場における水処理及び汚泥処理機械設備の更

新工事の発注を６月中旬に予定しています。また、

公共桝取替工事は３工区に分けて発注し、管路長

寿命化計画に基づく管渠長寿命化工事及び管渠内

面止水工事を早期発注しています。

個別排水処理施設整備事業では、風連地区２基

の合併浄化槽設置工事の発注を終えています。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る西４条仲通と南１１丁目右仲通及び風連東８号

北線は６月に、北１丁目通と南３丁目通を７月に

各工事の入札の予定をしています。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の除雪状況については、３月末までの降

雪量が６５４センチ、最大積雪深は１０５センチ

となり、過去５カ年の平均との比較では、降雪量

で５９センチ、最大積雪深では２１センチ少なく

なっています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４４４キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１７１日となり、前年度と比較すると、

２０日の減少となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０５キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４４キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は２２０カ所にお

いて行い、路線の確保・維持に努めてきたところ

です。

また、排雪ダンプ助成の利用総台数は ３２５

台で、平成２７年度と比較すると約６割弱の利用

となったところです。

この冬は雪が少ない年となったものの、引き続

き、効率的で効果的な除排雪体制を確立するため、

これまでの取組を活かしながら、除排雪対策の分

析・研究を進めるとともに、市道・私道除排雪助

成事業、排雪ダンプ助成の継続及び積上除雪や雪

堆積場の確保など、除排雪水準の向上に努めてま

いります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

ＪＲ北海道の事業範囲の見直しについて、本年

２月に鉄道ネットワークワーキングチームの検討

結果が知事に提出されてから、全道で具体的な議

論が始められているところです。

本市では、宗谷本線活性化推進協議会において、

２月３日に北海道議会新幹線・総合交通体系対策

特別委員会と地域課題などに関する意見交換会を

行い、地域の実情を訴えてまいりました。

また、３月３０日に行われた協議会で、事務担

当者で構成する幹事会において、ＪＲとの協議入

りをするよう指示があり、これまで４月１４日、

５月１５日の２回幹事会を開催してきています。

さらに、５月３１日の協議会の総会において、

興部町・雄武町の２町と各議会、旭川商工会議所

を構成員として新たに加え、協議会は議会を含め

た２６市町村６団体の構成となりました。

引き続き、沿線自治体や関係団体とも連携を図

りながら、路線維持・存続に向けて取り組んでま

いります。

また、既存バス路線の課題に対し、利用状況や

地域のニーズの変化に応じた多様な運行形態の検

討を行っており、利用者が減少している風連御料
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線について、風連日進地区・旭地区を対象にアン

ケート調査を行ってきたところです。

今後は、アンケート結果や地域の意見を踏まえ、

運行形態の見直しについて、名寄市地域公共交通

活性化協議会並びに運行事業者とも連携を図り、

利用しやすく効率的な公共交通を確保できるよう

検討してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

本年の融雪期は、平年に比べ１０日早い４月６

日となりました。その後の気温経過は平年並みで

推移しています。

６月１日現在の農作業及び農作物の状況は、水

稲で、播種作業及び播種後の生育は平年並みで進

み、田植作業は、平年よりやや早めで終了してい

ます。

畑作物については、秋まき小麦において、昨年

の降雪時期が早く雪ぐされ病による被害があり、

被害発生が大きい圃場において作物の転換による

対応がなされている状況です。生育状況としては

平年よりやや進んでいる状況です。大豆・てん菜

・馬鈴薯については、播種・移植作業が平年より

早く進んでいる状況です。

牧草については、順調に生育している状況です。

次に、米政策について申し上げます。

平成２５年度から実施されている「経営所得安

定対策」については、本年度交付金の総額で約２

２億円を見込み、農業経営の安定と地域農業の発

展に向け、担い手の育成、各作物の生産振興など、

効果的に活用されるよう、農業関係団体・生産者

と連携して推進してまいります。

また、平成２９年産の水稲は、主食米生産数量

目標で、うるち米 ５３８トン、もち米で１万

３０７トンの配分があり、作付面積では、うるち

米３０１ヘクタール、もち米 ２１２ヘクタール

で前年度に比べ１４ヘクタールの減少となってい

ます。

さらに、加工用米の作付面積は、うるち米で２

３ヘクタール、もち米で ０３１ヘクタールの計

画となっており、水稲作付面積全体では、 ５６

７ヘクタールで前年度作付実績に比べ２ヘクター

ルの減少見込みとなっています。

次に、穀類乾燥調製施設整備について申し上げ

ます。

近年作付面積が増大している小麦・大豆の品質

向上に向けて乾燥・調製能力の向上を図るため、

ＪＡ道北なよろが実施主体となり、既存施設の増

強に向けた施設整備が３月末に完了しました。

これにより、適期収穫がより一層推進され品質

の向上が期待されるところです。

次に、ＩＣＴ農業の推進について申し上げます。

ＧＰＳなどの位置情報の補正信号を発信する基

地局がＪＡ道北なよろにより設置され、４月から

運用が開始されました。今後は、自動操舵システ

ムなど新たな技術導入による作業の効率化や省力

化が期待されるところです。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、平成２８年度で ６５２点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されたところ

です。また、本年度の実証試験・展示事業におい

ては、水稲の疎植栽培試験などの課題を設定し、

試験・展示圃場の移植作業などを取り組んでいる

ところです。

次に、もち米文化の創生事業について申し上げ

ます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポータ養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

１回目の講座には、もち米生産組合に御協力を

いただき、もみ播き作業及び育苗施設のほか、も

ち米低温貯蔵施設「ゆきわらべ雪中蔵」の見学を

行いました。また、２回目は、田植えの作業体験

を実施したところです。

今後は、収穫体験やもちつき体験などを通じて、

さらに農業及びもち米文化への理解を深め、農業

の魅力や、名寄のもち米の素晴らしさを発信して
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いただけるよう取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会総会を

４月２７日に開催し、エゾシカ駆除のほか、箱罠

を追加してアライグマ対策を進めることを確認し

ました。なお、エゾシカについては、４月１日か

ら駆除を開始し、４月３０日現在の駆除頭数は７

５頭となっています。

また、ヒグマ対策については、４月７日に名寄

市ヒグマ駆除隊員の委嘱状交付式を執り行い、２

２人の隊員を委嘱しました。

今後も関係団体と十分に連携し、被害防止に取

り組んでまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査の上

川北部地方においては、小売業・サービス業は消

費者の購買力低下が影響し、また、建設業・宿泊

業など、ほかの業種についても季節的要因なども

あり、収益確保が厳しい状況と分析されておりま

す。

本市においては、昨年１０月から事業を開始し

た名寄市住宅改修等推進事業について、平成２８

年度実績で７１件の申請があり、補助金交付決定

額 １９０万円、改修に要した総事業費は１億３

４万７千円となりました。

本年度は４月から事業の申請を受け付けており、

引き続き地域経済の活性化と良質な住環境の整備

を促進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１９９

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。

この背景には、北海道における新規高校卒業者

に対する求人倍率が ０３倍、前年同期比 １５

ポイント上昇となり、道内２０地域中１５地域で

前年同期を上回り、管内においても ４３倍と前

年比 ０９ポイント上昇している影響と考えられ

ます。また、道内の内定率は統計を取り始めてか

ら過去３番目に高い水準となりました。

道内における常用の有効求人倍率についても、

本年３月期の月間有効求人倍率は ０３倍で前年

度比 ０６ポイント上昇、管内においても ２８

倍で前年度比 １７ポイントの上昇となり、求職

者に対し求人数が上回っている状況となっていま

す。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成２８年

度のリフト輸送人員は４３万 ９７７人で、前年

度実績の３９万 １１６人と比較し１１ ７９パ

ーセントと大きく上回りました。

主な要因として、近年の中では積雪が早く前年

度より３週間程早くオープンとなり、１２月の利

用者が増加したことによるものです。

しかしながら、なよろ温泉サンピラーにおける

平成２８年度総利用者数は７万 ２７５人で、前

年比９ ６３パーセントとなり、当初計画を下回

る結果となりました。

本年度からピヤシリ地区を含めた名寄日進地区

の公共施設利用促進を図るため、同地区での日進

ピヤシリ線バスの乗降を無料とし、利用促進に向

けた取組を推進しています。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、平

成２８年度の利用者数は延べ５２万 ４７４人で、

前年度比の１０ ２パーセントとなり、過去最高

となりました。道内各地の道の駅でも趣向を凝ら

した催しを行うなど、集客や満足度を高める取組

を行っていることから、「立ち寄る道の駅」から

「目的地の道の駅」になるよう、指定管理者と連

携を密にし、今後も、さらに利用者の皆様に満足

いただけるサービス提供に心がけ、広く情報発信

してまいります。
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次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度もひまわりの種を市民の皆様

や町内会などの団体に無料配布しているところで

す。

また、市民によるおもてなしの心を醸成するた

め、「ひまわりボランティア」を募集し、市民参

加型の観光事業の推進を図ってまいります。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村に及ぶ道北観光連盟の総会が

５月２６日に剣淵町で開催されました。本年度の

事業として、札幌圏での道北地域の物産や観光の

ＰＲの実施、９市町村を周遊するルートパンフレ

ットの多言語版の作成など道北地域の魅力発信を

推進してまいります。

また、今月、自然や景観に配慮した地域の魅力

を道でつなぎ、個性的で美しい環境づくりを目指

す施策「シーニックバイウェイ」の候補ルートと

なっている「天塩川流域ミュージアムパークウェ

イ」のルートの審査員視察が行われる予定となっ

ており、本年度中の認定が期待されています。

次に、イベント関係について申し上げます。

なよろアスパラまつり～かみかわ「まるごと食

べに」よろーなフェスタは、５月２８日に駅前交

流プラザ「よろーな」駐車場を会場として開催さ

れました。本市の特産品であるグリーンアスパラ

ガスの直売をはじめ、上川管内を中心としたご当

地グルメを集めたグルメ市、スペシャルお笑いラ

イブなどが行われました。連携事業として商店街

においても集客イベントが開催され、当日は、市

内外から訪れた多くの方々で中心街に賑わいが生

まれたとともに、それぞれのイベントを楽しんで

いただきました。

次に、学校教育について申し上げます。

４月６日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２１０人、中学校では２１４人の児童

生徒が入学し、本年度の教育活動が始まりました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２６日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。本年度から、新しい３つのグループ

による実践的な取組を推進してまいります。

具体的には、教育経営の充実に関する研究グル

ープでは、本市共通のモデル的な学校経営計画の

作成、社会に開かれた教育課程の編成に係る研修、

コミュニティ・スクールや小中一貫教育の導入に

向けての取組などを行います。

教育研究の充実に関する研究グループでは、

「特別の教科道徳」の授業研究、小学校外国語活

動、英語の年間指導計画の作成、体力・運動能力

調査の結果・分析を踏まえた研修などを行います。

教育指導の充実に関する研究グループでは、主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業研究、

いじめ・不登校への対応についての研修などを行

います。

豊かな心を育てる教育の推進については、読書

活動の充実を目指し、全ての小学校に配置した学

校司書の勤務時間を増やし、子どもたちが読書に

親しむことができる指導体制を整えました。

また、心の教室相談員については、風連中学校

に１人、名寄中学校と名寄東中学校の両校で１人

を配置し、生徒が悩みなどを気軽に話せる環境を

整え、生徒の心のケアに努めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充

実に関する研究グループが中心となり、５月１６

日に名寄西小学校を会場に、新体力テスト実施に

向けた学校体制のあり方や同テスト実施上の留意

点にかかわる研修会を行いました。

とりわけ、実施上の留意点にかかわっては、本

市の児童生徒の体力で課題となっている「走力」

を高めるため、効果的な準備運動や腕の振り方、

スタート時の姿勢などについての実技研修を行い

ました。

学校給食センターでは、安全・安心な学校給食
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を提供するとともに地場産品を積極的に取り入れ

ており、春先には地元の越冬野菜を使用していま

す。また、旬の地場産食材としては、アスパラを

３回提供し児童生徒に好評を得たところです。

栄養教諭による食に関する指導については、各

校の要望を踏まえたうえで指導計画を立て、食育

の推進・充実に努めています。

特別支援教育の推進については、４月３日に第

１回特別支援教育専門家チーム委員会議を開催し、

委嘱状の交付と年間の取組について協議しました。

特に、本年度は、名寄市立大学の７人の先生のほ

か、新たに社会福祉課の職員、教育相談センター

の教育推進アドバイザーにも加わっていただき、

障がいの有無に関わらず、学校生活や家庭生活に

おいて「困り感」をもっている全ての児童生徒な

どを対象に巡回相談の体制の充実に努めています。

名寄市特別支援連携協議会では、４月２０日に

第１回目の会議を開催し、委嘱状の交付と本年度

の取組について協議しました。また、特別支援連

携協議会に設置されています専門委員会では、児

童ディサービスなどの職員にも新たに加わってい

ただき、児童生徒一人ひとりに応じた支援体制の

整備に努めています。

さらに、５月２３日に行われました第１回目の

名寄市特別支援教育研修会では、本市に転入した

教職員や初任の教職員、新たに特別支援学級の担

任となった教員などを対象として、本市の特別支

援教育の現状と課題について研修し、共通理解を

深めました。今後は、特別支援教育専門家チーム

の活用促進、特別支援教育コーディネーターの連

携の促進などに努めてまいります。

これまで小・中学校８校に２１人配置してきま

した特別支援教育支援員は、本年度より風連中学

校を加え合計９校に２５人の支援員を配置しまし

た。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活

用し、習熟の程度に応じた指導の工夫や「困り

感」のある児童生徒への支援のより一層の充実に

努めてまいります。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、５月に名寄市学校教育情報化推進委員

会を立ち上げました。今後は、先進校の視察やモ

デル事業の計画の立案などに取り組んでまいりま

す。

信頼される学校づくりの推進については、平成

２８年度から文科省の「コミュニティ・スクール

導入等促進事業」の指定を受け、智恵文小・中学

校にコミュニティ・スクール推進委員会を組織し

て取り組んできましたが、４月２６日に智恵文小

・中学校をコミュニティ・スクールの対象学校と

し、第１回の学校運営協議会を開催いたしました。

名寄東小学校、風連中央小学校においては、コ

ミュニティ・スクール推進委員会を組織し、制度

説明会を行うなど、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に努めています。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

風連中央小学校の校舎等改築については、実施

設計が終了し、本年度から本体工事の着工に向け

各種手続を進めているところです。

学校給食センターの施設の整備や更新について

は、自動手洗器の導入を進めています。本年度に

おいては、下処理室の手洗器の更新を実施します。

これにより調理の際の手洗時に水栓に触れないで

水、石鹸、消毒液が供給されることでより衛生的

な環境で給食提供が図られるようになります。

今後も、安全・安心な給食提供のため年次的か

つ効果的な施設の整備や更新を実施してまいりま

す。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

本年４月から「名寄市高校生資格取得支援事

業」を開始し、生徒の資格取得に対する意識を高

めるなど、市内高等学校の魅力ある学校づくりを

支援してまいります。

なお、名寄市内高等学校の間口については、２

月１５日に「名寄市内高等学校在り方検討会議」
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を開催し、出願状況や中卒者の推移などを示しな

がら、各委員から高等学校の在り方について意見

をいただきました。

その後、名寄高等学校の４間口維持など、北海

道教育委員会と協議を進めていますが、中卒者数

の大幅な減少や欠員状況などから平成３２年度か

らの１間口削減は避けられない状況にあります。

今後も、子どもたちの希望に沿った学ぶ環境を

つくることや地域の人材育成・確保などのために、

学科や学校の再編、本市の支援策などについて、

関係する皆様と連携しながら対応していきます。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２８年度卒業式を３月２３日に行い、保健

福祉学部栄養学科４４人、看護学科５２人、社会

福祉学科５５人、計１５１人と短期大学部児童学

科４９人、合わせて２００人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科は９ ７パーセント、看護学科は１０

０パーセント、社会福祉学科は９ １パーセント

となり、保健福祉学部全体では９ ２パーセント、

短期大学部児童学科は１００パーセントといずれ

も高い就職率となりました。

国家試験の結果については、管理栄養士では３

７人が合格し、合格率は８ １パーセントで新卒

の全国平均９ ４パーセントを下回ったものの、

看護師は５０人が合格し、合格率は９８パーセン

トで新卒の全国平均９ ３パーセントを上回りま

した。

保健師は受験者１４人全員が合格し、合格率は

１００パーセントで新卒の全国平均９ ５パーセ

ントを上回りました。

社会福祉士では２７人が合格し、合格率は５

９パーセントで新卒の全国平均４ ３パーセント

を上回りました。

次に、平成２９年度入学式は、４月５日に行わ

れ、栄養学科４１人、看護学科５３人、社会福祉

学科５２人、社会保育学科５０人の保健福祉学部

全体では１９６人の新入学生を迎えました。

また、同日開設した転入手続きの臨時窓口では、

７０人の新入生が手続きを済ませました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉

の現場に対応できる豊かな人間性と専門性を備え

た職業人を育て、社会に送り出せるよう取り組ん

でまいります。

次に、２月１９日に起きた大学学務システムへ

の不正アクセスに端を発した外部からの大学ネッ

トワークシステムへの攻撃について、セキュリテ

ィ強化に必要な機器の導入とウイルス対策ソフト

の強化により、４月１０日に遮断していた学外ネ

ットワークの接続とホームページの公開を再開し

ました。現在もネットワークシステムに対する攻

撃は止まないことから、より安全なネットワーク

環境を整備するためのセキュリティ強化に努めて

まいります。

次に、新図書館のオープンについて申し上げま

す。

新図書館オープン式を４月４日に挙行し、前学

長の青木紀氏をはじめとする多くの御来賓、関係

者の皆様の御出席をいただきました。

現在、学生や教職員の利用のほか、５月１日か

らは一般の利用も始まるなど、今後とも教育と学

術研究の核となる施設として、ソフト面の充実に

努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度で３８年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生１０人と７人の大学院生を、また４６年目

を迎える風連瑞生大学は、新入生１０人と大学院

生６人を迎え、それぞれ４月１８日と２７日に入

学式を行いました。

新入生をはじめ学生の皆様は、今後の学習活動

へ意欲を燃やしているところです。

また、智恵文高齢者学級「友朋学級」では、１

３人の受講者が４月２７日に開校式を行い、本年

度の活動がスタートしました。

市民講座では、昨年度開催した「バイオリン体
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験教室」をきっかけに「名寄市少年少女オーケス

トラ」が設立されたことを記念して、３月１９日

に「第２回北海道少年少女オーケストラフェステ

ィバル」が市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール

を会場に行われました。

本年度においても、バイオリン体験教室を全７

回開催いたします。

第１回目の４月２９日には、本市をはじめ、江

別市、岩見沢市で活動するジュニアオーケストラ

によるミニコンサートを開催しました。

今後も引き続き、青少年の文化芸術に親しむ機

会の創設や健全育成に努めてまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

本年４月から、子どもの読書活動の推進に関す

る法律に基づき策定した「名寄市子どもの読書活

動推進計画」の第３次計画がスタートし、学校や

関係団体などと連携しながら読書活動の推進を図

っています。

また、４月２３日から５月１２日にかけて、

「子どもの読書週間」の事業として、名寄本館で

は「こども図書館まつり」、風連分館では「春の

おはなし会」を開催し、多くの子どもや保護者の

方に参加をいただきました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、智恵文小学校へ朝読・昼読図書約１３０冊

の貸出を行いました。

本年度も、子どもたちに読んでもらいたい本を

紹介した年代別ブックリストを作成し、市内の保

育所、幼稚園、小学校をはじめ関係機関に配布し

ました。

今後も、本に親しみ、本を楽しむことができる

環境を提供するとともに、家庭や地域における読

書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

本年度の観覧年間パスポートについては、市内

の児童生徒からデザインを募集し作成いたしまし

た。また、天文台情報のメール配信を開始し、よ

り多くの方々に来館していただくよう情報発信に

努めています。

４月２８日から上映を開始しているプラネタリ

ウムの新番組「ＩＮＣＯＭＩＮＧ！」は、地球へ

接近・衝突をするような小惑星について解説して

います。４月２１日には、天文台職員が地球に接

近した小惑星の観測に成功した写真を展示し、プ

ラネタリウムと併せて来館者に観覧していただい

ています。

４月２８日から５月７日までの開館日には、

「ピリカウィーク」として、北海道大学のピリカ

望遠鏡を使用しての観望会を行いました。

期間中には９７３人が来館し、天候に恵まれた

７日間は４４９人の方が観望会に参加し星空を楽

しみました。

今後も、研究観測の成果やイベントなどの情報

を発信し、天文の普及や天文台の利用促進に努め

てまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

本年度は、２つの幼稚園に御協力いただき、そ

れぞれ家庭教育学級を開設しました。

今後も引き続き、各学級の活動を支援するとと

もに、家庭教育支援講座を開催するなど、父母が

自主的・自発的に学習する機会の充実に取り組ん

でまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

２月３日に、本市におけるスポーツ合宿などの

誘致、スポーツによる地域振興を図ることを目的

とした「なよろスポーツ合宿誘致推進協議会」が

設立されました。協議会では、地域の自然環境や

競技施設などを生かしながら合宿・大会誘致を推

進するとともに、スポーツによる健康づくり、ス

ポーツに親しむことができる環境づくり、さらに

はスポーツ関連産業の創設などに取り組んでいく

ことを決定しました。

ジュニア選手並びに指導者の育成については、

名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター

と連携し「子どもスポーツカレッジ」を開催し、

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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遊びと運動能力測定を組み合わせたプログラムで

子どもたちの運動能力の向上を図りました。

また、女子バレーボールで２度の五輪出場を果

たした成田郁久美氏やウィルチェアーラグビー日

本代表の池崎大輔氏を講師に招き、各種スポーツ

講演会や講習会を開催し、競技力や指導力の向上

を図りました。

本市で、はじめての開催となる「全日本ジュニ

アスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大

会」は、３月１０日から４日間の日程で開催され、

全国から中高生男女合わせて４４３人のエントリ

ーがありました。大会では、ノルディックスキー

競技３種目が行われ、大会期間中は天候に恵まれ

るとともに、本市の雪質と量、さらにはコース整

備、競技運営に高い評価をいただくなど、「冬季

スポーツ拠点化」事業を推進していくうえで大き

な自信となりました。

大会に訪れる選手・関係者にとって競技に専念

できるより良い環境を提供できるよう関係団体と

協議を重ねながら、今後も本市での大会開催に取

り組んでまいります。

５月１４日には、本年で６５回目となる「なよ

ろ憲法記念ハーフマラソン大会」をなよろ健康の

森陸上競技場で開催しました。

ハーフマラソンの実施、インターネットサイト

での申込みが定着してきたことで、ここ数年は右

肩上がりにエントリー人数を伸ばしてきましたが、

本年度は昨年より２３２人少ない７２３人のエン

トリー人数となりました。

特に本大会は、生涯スポーツ振興のバロメータ

ーとして位置付けていましたが、市民のエントリ

ーが昨年より１１７人少ない２３６人だったこと

から、次年度の大会に向けて市民ランナーが増え

るよう、スポーツによる健康づくりなどの取組を

推進してまいります。

平成３２年（西暦２０２０年）に開催される東

京オリンピック・パラリンピック競技大会におけ

る海外との交流事業「ホストタウン構想」につい

ては、現在、本市とともに台湾を相手国として登

録決定がされている士別市と連携を図りながら誘

致活動を進めています。

台湾では、本年８月に国際的スポーツイベント

を控えていることから、その先の東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた直前合宿などの取組

が進んでいない状況にありますが、今後も台湾の

スポーツ関係団体との連絡も取りながら「ホスト

タウン構想」を推進してまいります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

放課後児童クラブでは、本年度より小学校の休

業日における開館時間を３０分繰り上げて午前８

時からとしました。

今後においても、保護者の仕事と子育ての両立

を支援し、児童の安全安心な居場所づくりの充実

に努めてまいります。

放課後子ども教室については、４月下旬に名寄

地区と風連地区において、小学生及び中学生を対

象とし順次開講しました。

現在、４教室合わせて３２人の子どもたちが、

自ら学び、自ら考える力を身に付けるため、各教

室で自学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターでは、５月に全小中学校を訪

問し、ハートダイヤル、適応指導教室、夜間相談

に関するパンフレットを配布し、児童生徒、保護

者への周知を依頼しました。また、学校からは不

登校などの現状について報告をいただきました。

今後においても、学校及び関係機関と連携し、

適切な支援及び指導に努めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、昨年

度、主催事業を含め８１事業、３万３千人を超え

る利用があり、平成２７年度を少し上回る実績と

なりました。

本年度も、５月３０日に開催し好評を博した

「東京スカパラダイスオーケストラ」の公演をは
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じめ、多くの事業が予定されています。

引き続き、「文化芸術の拠点」「市民のコミュ

ニティの醸成の場」として、市民に親しまれるホ

ールづくりを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、９日間で延べ ４３

５人の入館者があり、多くの家族連れで賑わいま

した。期間中は、名寄高等学校、名寄市立大学の

学生ボランティアの応援を受けて、木製遊具、リ

サイクル遊具などの体験や動物とのふれあいを楽

しんでいただきました。

また、連休最終日の５月７日には、一般市民を

対象とした自然観察会「エンレイソウ観察会」を

なよろ健康の森で開催し、２３人の参加がありま

した。

ＳＬ排雪列車「キマロキ」については、４月２

５日にシートの撤去作業を行い、一般公開を開始

し、多くの家族連れや鉄道ファンが訪れました。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生までを

対象とし、２８人の応募がありました。第１回目

は５月１３日に弥生公園で開催し、エゾヤマザク

ラや野鳥類を観察し、春を体感したところです。

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１５分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第４ 議案第１号 名寄市下水道設置条例

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１号 名寄市下水

道設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

名寄市公共下水道事業は、名寄処理区、風連処

理区それぞれが北海道の事業認可を取得をし、整

備を進めてまいりましたが、本年３月末をもって

許可期限を迎えました。事業期間の延伸及び事業

区域や計画人口などについて新たに策定をした第

２次総合計画等との整合性を図りながら見直しを

行い、このたび本事業の事業計画変更が北海道知

事から認可をされたことに伴い、本条例の一部を

改正を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１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成元年に取得をした除雪グレーダー

が新車登録後２８年を経過をし、老朽化したこと

から更新をしようとするものでありまして、５社
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を指名し、本年５月２６日に指名競争入札を執行

した結果、コマツ建機販売株式会社北海道カンパ

ニー旭川支店が ４８０万円で落札をし、これに

消費税及び地方消費税２７８万 ０００円を加え

て ７５８万 ０００円で契約を締結しようとす

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りをいたします。本件は、委員会付託を省

略し、直ちに採決することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でございまして、歳入歳出それぞれ

９３５万 ０００円を追加し、予算総額２４３億

８２４万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の公共施設整備基金積立金２億 ９８７万

０００円の追加はいただいた寄附金と今後の公

共施設の改修や整備のため、地域振興基金積立金

１１２万 ０００円の追加は多くの皆様から寄

附をいただいたふるさと納税寄附金など寄附金を

それぞれ積み立てたものでございます。

４款衛生費の市立総合病院整備基金積立金１億

円の追加は、今後の医療体制の充実などに対し積

み立てたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の１億 ６０７万 ０００円の追加は、特

別交付税の交付額の確定に伴い追加したものでご

ざいます。

１８款寄附金の １３３万円の追加は、多くの

皆様からいただいた寄附金でございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか２６事業を変更したもので

ございます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

水利施設整備事業費（天塩川第５支線地区）を追

加したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 歳入にかかわって１点、

少し丁寧な御説明をいただきたいというふうに思

うのですが、１５款国庫補助金の中で認定こども

園の施設整備交付金が三角になっています。これ

がそのまま１６款の道補助金になっているわけで

すけれども、国庫補助金が道の補助金に移行した、
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その中身についてお知らせをいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

廣嶋こども・高齢者支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 大変

失礼いたしました。川村議員のほうから御質問い

ただきました関係でございますが、当初は費目と

して国庫で受け入れるということで計上してござ

いましたが、道のほうの科目が変わったというこ

とで、それにあわせて国費から道費のほうに移行

させていただいたということで、特に制度的なも

のではございませんで、単なる国庫から道費のほ

うに科目がえをさせていただいたということで今

回計上させていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 当初国庫補助金という

ことで上げていたのがどういう経緯で道の補助金

のほうにしたのかというところら辺をわかりやす

く御説明いただければということだったのですけ

れども。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 若干説明足りなくて申

しわけございません。当初は国から直接流れると

いうことだったのですけれども、今回一回道のほ

うで受けて、そこから流れるということになりま

すので、うちから考えると道から来ていると。そ

れで、国から道のほうへ振りかわったと、そうい

う形でありますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定の歳入歳出それぞれ ５８２万 ０００

円を減額をし、予算総額３７億 ８９７万 ００

０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では、一般被保険者療養給付費の減に

伴い ５８２万円を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。８款繰入金

では、保険給付費の減額に伴い ５８２万円を減

額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でございます。

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ１

億 ７９３万 ０００円を減額し、予算総額を２

３億 ４４３万 ０００円にしたものでございま

す。

補正の主なものを歳出から申し上げます。総務

費におきまして決算見込みに伴い職員給与費等に

ついて ０５７万 ０００円を減額、また２款保

険給付費におきましては居宅介護サービス給付費

及び施設介護サービス給付費等の給付実績の減少

などに伴い１億 ７７４万 ０００円を減額、３

款地域支援事業費におきましても決算見込みに伴

い９６１万 ０００円を減額したものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。保険給付費

の減額に伴い３款使用料及び手数料、４款国庫支

出金、５款支払基金交付金、６款道支出金をそれ

ぞれ減額したものでございます。

また、８款繰入金におきましても保険給付費の

減額及び職員給与費等の減額に伴い、一般会計繰

入金及び基金繰入金を減額したものでございます。

次に、サービス事業勘定・風連におきましては、

総務費の決算見込みに伴う減額をしたものでござ

います。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告をし、承認を求めるものでございま

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５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま
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す。

本件は、平成２８年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ２５０万円を減額し、予算総額１０億

６３８万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、下水道整備事業費の確定に伴

い工事請負費７０万 ０００円の減額を初め各費

目の調整により総額で１７１万 ０００円を減額

したものでございます。

２款公債費では、一時借入金利子で７８万 ０

００円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債を２５０万円減額したものでござい

ます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成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係る専決処分でござ

いまして、歳入歳出それぞれ１７０万円を減額し、

予算総額 ３１９万 ０００円にしたものでござ

います。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では浄化槽設置工事費の確定に伴

い１７０万円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、１款分担金及び負

担金では受益者分担金額の確定により１７万円を、

３款繰入金では一般会計繰入金を３万円、５款市

債では額の確定により１５０万円をそれぞれ減額

したものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ
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んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算に係る専決処分でございまして、

歳入歳出それぞれ５９９万 ０００円を追加し、

予算総額３億 ９９７万 ０００円にしたもので

ございます。

まず、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、保険料の増により５９９万

０００円を追加したものでございます。

次に、歳出について申し上げます。２款後期高

齢者医療広域連合納付金において保険料の増に伴

いまして５９９万 ０００円を追加したものでご

ざいます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市病院事業会計補正

予算に係る専決処分でありまして、今回の補正は

年度末における給与費の過不足を調整したもので

ございます。

補正の内容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 ０

０２万 ０００円、医業外費用におきまして保育

施設費で６９万 ０００円を追加したものでござ

います。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

をしようとするものでございまして、歳入歳出そ

れぞれに ９７１万 ０００円を追加して、予算

総額を２２１億 ９０７万 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。２款

総務費におきまして地域交通対策事業費２９０万

円の追加は、風連御料バス路線の運行形態見直し

に係る調査や実証運行の実施に対する費用を追加

しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして経営体育成支援事業

費３５３万 ０００円の追加は、地域の担い手の

育成確保を推進をするため農業用機械等の導入に

対し支援をするもので、財源として同額を道支出

金にて計上しております。

１０款教育費におきまして大学振興事業費 ６

９６万 ０００円の追加は、昨年度の不正アクセ

ス防止に対するセキュリティー体制強化に伴う保

守料の追加とより一層のセキュリティー環境の構

築に対する費用を補正しようとするものであり、

これら費用については名寄市立大学振興基金を

６００万円繰り入れをし、対応してまいります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加等に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財

政調整基金繰入金で調整をいたしました。

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） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） 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の

重複を避けて追加説明をさせていただきます。

議案第１０号の６ページ、７ページをお開きく

ださい。歳出におきまして２款総務費、１項８目

企画振興費の町内会活動支援事業費で町内会館等

建設費補助金６７万円の追加は、豊西福祉会館の

ほか２つの町内会館の改修工事に係る補助申請に

対応し、予算を計上しようとするものであります。

同じく２款総務費、１項８目企画振興費の地域お

こし協力隊事業費９４万円の追加は、新たに採用

となる農業支援員の住宅について改修を実施しよ

うとするものであります。

６款農林業費、１項３目農業施設管理費の名寄

東部・西部集落センター管理事業費６９万円の追

加は、西部集落センターのトイレ等の改修工事に

係る補助申請に対応し、予算を計上しようとする

ものであります。

７款商工費、１項３目スキー場費におきまして

ピヤシリスキー場整備事業費１８２万円の追加は、

ゲレンデ環境の向上を目的として第１ゲレンデ暗

渠管設置工事などを実施しようとするものであり

ます。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。大変申

しわけございません。今追加説明させていただき
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ましたけれども、後段の部分の商工費の部分で第

１ゲレンデ明渠管を暗渠管というふうに説明をし

てしまいましたので、訂正をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

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１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 平成２９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１１号 平成２９

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、軽減判定誤りによる保険料変更

に伴い補正をしようとするものでありまして、歳

入歳出それぞれに３１万円を追加し、予算総額を

３億 ６６２万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。３款諸支出

金では、保険料軽減判定誤りによる保険料変更に

伴う償還金及び還付加算金として３１万円を追加

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款諸収入

では、後期高齢者医療広域連合から償還金及び還

付加算金に対する補填があることから３１万円を

追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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１５ 議案第１

２号 名寄市議会会議規則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。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第１２号 名寄

市議会会議規則の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会に

おいても男女共同参画を考慮した議会活動を促進

するため、会議等の欠席の理由に出産に関する条

項を追加するものであります。

また、委員会活動が活発化してきていることか

ら、協議または調整を行うための場に委員長会議

を設置し、当該活動を正規の議会活動として位置

づけ、議員の議会活動のさらなる充実を図ろうと

するもののほか、所要の改正及び規定の整備を行
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おうとするものであります。

以上、提案理由とさせていただきます。

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１６ 報告第１

号 平成２８年度名寄市一般会計予算継続費繰越

計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２８年

度名寄市一般会計予算継続費繰越計算書について

御報告を申し上げます。

継続費の逓次繰り越しは、平成２８年度から平

成３０年度までの継続費を設定をいたしました風

連中央小学校校舎・屋内運動場改築事業について、

初年度目である平成２８年度事業費の全額を翌年

度に繰り越しをするためのものであり、地方自治

法施行令第１４５条第１項の規定により御報告を

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 平成２８年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２８年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告を申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、平成２８年度に完了しない住民基本

台帳ネットワーク管理事業費のほか５事業を翌年

度に繰り越しするためのものであり、地方自治法

施行令第１４６条第２項の規定により御報告を申

し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 公害の現況

に関する報告について申し上げます。

平成２８年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をしておりますが、
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排出基準を大きく下回る結果となっております。

また、粉じん発生による大気汚染や舗装路面の損

傷が社会問題となりましたスパイクタイヤの装着

率については、低水準で推移をしており、スタッ

ドレスタイヤが市民生活に定着しているものと思

われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

水道水源である名寄川の水質調査を実施をしてお

り、調査結果は近年横ばいに推移をしております。

名寄川については、監視の強化に努めることで安

全な水道水の供給を確保しております。また、ゴ

ルフ場の農薬使用に関する問題につきまして、関

係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を

２回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保た

れております。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的となっており、建設作業による

苦情はございませんでした。

そのほか、地球温暖化対策といたしましては、

第二次名寄市地球温暖化防止実行計画を平成２４

年５月に策定をし、ＣＯ２削減５％を目標としてま

いりましたが、基準年の平成２２年度と比較をし

て平成２７年度は２ ０％増加という結果となり

ました。これは、原子力発電の稼働停止に伴い火

力発電が中心となったことから、電気使用量のＣ

Ｏ２換算係数が増加したことが要因と考えられます。

名寄市公共施設の二酸化炭素排出状況につきまし

ては、引き続き調査を実施をしております。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお配

りをしてございます公害の現状と対策を御高覧を

いただければと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようにお願い申し

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。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第４

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について申し上げます。

平成２８年度第４５期の経営内容につきまして

は、５月２９日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、平成２５年度シーズンから来場者数に回復

の兆しが見えてきたことから、この流れをとめる

ことがないように平成２８年度シーズンも索道施

設やゲレンデ等の整備を行い、利用者に安全に利

用いただけるよう万全の体制で早期オープンを目

指し、準備を進めてきたところでございまして、

近年では最も早い１２月４日オープン、また年内

に全コースを開放できたことから、多くのスキー

ヤー、ボーダーでにぎわいを見せ、好調なシーズ

ンインとなりました。また、ＳＮＳでの情報発信

や宣伝エリアの拡大、レストランにおける限定メ

ニューの販売などの集客対策の効果もあり、リフ

トの輸送人員は前年比１１ １８％の４４万 ５

６５人となり、リフト収入も前年と比べ３３５万

円の増となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、スキー

客で ４６１人と一般、ビジネスで ３１３人、

伸びを示したものの、合計で ４２４人、工事関

係者で７２０人と減少、宿泊者数は１万５４６人

で当初計画を下回る結果となりました。また、日
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帰り入浴者数についても５万 ５４１人と減少し、

全体を通して厳しい利用実績となりました。しか

しながら、営業損益については飲食、物販の収益

が増加をしたことから宿泊部門全体としては増収

となったところでございます。

北海道立サンピラーパークにつきましては、隣

接施設、関係機関、団体、住民等と連携をし、四

季折々の企画を実施をするとともに、ひまわり、

コスモスの植栽等公園の魅力づくりに努めました。

カーリング場につきましては、１１シーズン目と

なり、愛好者はもとより学校授業や各種大会等に

多くの利用がございました。今年度新たにカーリ

ング専用設備の整備が行われることから、今後さ

らに全国規模の大会開催も期待が持てるところで

ございます。引き続き名寄カーリング協会と連携

をし、カーリングのさらなる普及に努めてまいり

ます。なお、サンピラーパークの当期の実績とし

ては、利用者数は１３万 ２８３人、前年度比９

４７％となったところでございます。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、また

平成２７年度から受託したピヤシリシャンツェも

含め、引き続き利用者が安全、安心、そして快適

に御利用をいただけるように利用の促進及び維持

管理に努めてまいります。

なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおりですが、当期においては

厳しい経営環境の中、原価率の低減や経費の縮減

に努めてきたことから、当期純利益で８７６万

６３１円を計上する結果となりました。４６期に

おいても、今期の決算を踏まえて事業計画を達成

をし、引き続き純利益を計上できるように一層の

努力を促してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第４号の報

告を終わります。

報告第４号については、本日会議終了後に議員

協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２９年１月１０日午後２時

２５分ごろ、名寄市西３条南２丁目の交差点にお

きまして経済部所管の公用車が南２丁目通の一時

停止場所で停止をしたものの、左方から来ていた

相手方車両に気づかず左へ直進走行したために相

手方車両と公用車が衝突をし、破損したものでご

ざいます。過失割合は本市が８０％であり、相手

方車両の修理代として本市が１１万 １８６円を

負担をすることで示談が成立をし、和解したとこ

ろでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 報告第６

号及び報告第７号 専決処分した事件の報告につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第６号及び報告第７
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号 専決処分した事件の報告について申し上げま

す。

本件は、病院事業及び水道事業の債権の放棄に

係る専決処分でございます。

まず、病院事業におきましては、患者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない入院、外来

診療費について６５件、２２４万 ４７３円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては、使用者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない水道料金に

ついて１０２件、３２万 ９２８円を放棄したも

のでございます。

以上２件につきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をしたので、同条第

２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第６号

について質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

これより、報告第７号について質疑に入ります。

御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市は８名の人

権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行っ

ておりますが、本年９月３０日をもって古瀬和之

氏、今田佳子氏、長谷川良雄氏の３名の委員が任

期満了となります。

本件は、退任となる古瀬和之氏の後任として上

口里美氏を候補者として、また再度今田佳子氏、

長谷川良雄氏を候補者として推薦をいたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月１０日から６月２

０日までの１１日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月１０日から６月２０日までの

１１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 ０時０３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。

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 高 橋 伸 典
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