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平成２８年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２８年２月２９日（月曜日）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２７年第４回定例会付託議案第２

号 名寄市空家等対策協議会条例の制

定について

日程第４ 平成２８年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市簡易水道事業の名

寄市水道事業への統合に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市議会基本条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 行政不服審査法の全部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例等の一部改

正について

日程第９ 議案第６号 名寄市議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について

議案第７号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第８号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市立食肉センター条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１１号 平成２７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13 議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第18 議案第１７号 平成２７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２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１９号 平成２８年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３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予算

議案第２４号 平成２８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２８年度名寄市後
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期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２８年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算

日程第21 議案第２８号 専決処分した事件の承

認について

日程第22 議案第２９号 名寄市財産の交換、譲

与、無償貸付等に関する条例の一部改

正について

日程第23 議案第３０号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の策定について

日程第24 議案第３１号 新市建設計画の変更に

ついて

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

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 平成２７年第４回定例会付託議案第２

号 名寄市空家等対策協議会条例の制

定について

日程第４ 平成２８年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市簡易水道事業の名

寄市水道事業への統合に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市議会基本条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 行政不服審査法の全部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例等の一部改

正について

日程第９ 議案第６号 名寄市議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について

議案第７号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第８号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市立食肉センター条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１１号 平成２７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13 議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第18 議案第１７号 平成２７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２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１９号 平成２８年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算
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議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３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予算

議案第２４号 平成２８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２８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２８年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算

日程第21 議案第２８号 専決処分した事件の承

認について

日程第22 議案第２９号 名寄市財産の交換、譲

与、無償貸付等に関する条例の一部改

正について

日程第23 議案第３０号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の策定について

日程第24 議案第３１号 新市建設計画の変更に

ついて

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

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 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

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

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



－4－

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号



－5－

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

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、

８番 佐久間 誠 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、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２４日まで

の２５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２

４日までの２５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２７年

第４回定例会付託議案第２号 名寄市空家等対策

協議会条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） おはよ

うございます。平成２７年第４回定例会付託議案

第２号 名寄市空家等対策協議会条例の制定につ

いて、委員会の審査の経過並びに結果について御

報告を申し上げます。

委員会は、昨年の１２月２４日及びことし１月

２０日の２回開催し、慎重に審査を進めました。

第１回では、本件は市民の皆さんの強い関心分

野であり、市議会においてもこれまでに１０回以

上の一般質問を受けてきたが、今後法律に基づい

て行うこととなりました。条例案は全１０条で構

成され、対策協議会を設置する条例であり、空家

等対策の推進に関する特別措置法第７条の規定に

基づいて対策協議会を設置する内容となっている

と説明を受けました。

第２回では、提案をされた条例案中第８号の正

誤表の確認を行った後質疑を行いました。委員か

らは、条例案中第４条の協議会は委員１０人以内

となっているが、金融機関は入るのか。庁内検討

委員会の作業でいろんな危険家屋についての判断

基準のたたき台は出ているのか。どの段階で出る

のか。当初から空き地等の管理について今回の空

き家等に含まれるか。法第６条第２項の空き家等

対策計画について、協議会の中ではどのように列

記するのか。市民説明はどのように進めるのか。

法第１５条の国、道における財政措置については、

名寄市の取り組みにおいてどうなるのか。今回の

条例提案は市民部担当だが、全国的には建築、都

市計画等の部署での担当が多く、所管事務等から

妥当なのかという他の関連職場との連携等、多岐

にわたる質疑が行われました。これに執行者側か

らは、金融機関の協議会への参入は現時点で予定

していないが、金利政策上連携していく。計画の

たたき台は庁内検討委員会で策定するが、建築や

福祉等と連携する部分もあるので、整理したもの

を計画にのせていき、５月に協議会を設置した段

階で意見反映をしていただき、完成させたい。そ

して、パブリックコメントで市民周知に取り組む。

空き地等の管理は、担当業務としてあるので、特

定家屋を含めて対応する。空き家等対策計画に記

載する方法は、市民の皆さんにとってわかりやす

い形で計画をつくりたい。財政措置は、基本的に

交付税措置と聞くが、社会資本整備総合交付金の

活用もある。ただ、代執行に対する措置はないと

聞いている。他のまちでは、建物担当係が所管し

ているところが多いというのが事実である。これ
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は、縦系統でいえば上川総合振興局の担当は建築

課であり、そちらのほうからかなり頻繁に情報提

供があり、さらに国土交通省が控えているという

ことで、情報提供の量としては多い。別ルートで

特別交付税の情報が総務省ルートで来ていないか

期待しているが、今のところ来ていない現状であ

る。庁内検討委員会の中では、除却の制度をどう

するのか、空き家バンクは市で持つのが正しいの

か、リフォームについても市民部でやるのか、そ

れとも経済担当でやるのかということで議論を深

めながら、移住、定住の関係や総合戦略とも若干

関係する部分が発生してくるので、庁内検討委員

会の中でしっかりと議論を尽くして取り組んでい

きたいと考えているとの答弁がありました。

その後採決の結果、平成２７年第４回定例会付

託議案第２号 名寄市空家等対策協議会条例の制

定については、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定をしました。

以上、委員会の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。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。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告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、平成２７年第４回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ これより平成２８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２８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２８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

私が、市長として２期目の任を担わせていただ

いてから、間もなく２年を迎えることとなります。

この間、多くの市民の皆様や企業、関係機関・

団体などと連携し、御協力をいただきながら、政

策課題の解決に正面から取り組んでまいりました。

今後におきましても、官民の連携や自治体間の連

携など、地域が一体となってのまちづくりを進め

てまいります。

さて、我が国の経済状況は、経済財政政策の推

進により、雇用・所得環境が改善するなど緩やか

な回復傾向が続いていますが、中国をはじめとす

るアジア新興国などの景気減速の影響が懸念され

ています。

また、財政状況については、平成２８年度末に

おける公債残高の見通しが約８３８兆円、公債依

存度が３ ６パーセントにも及び、国と地方を合

わせた長期債務残高が約 ０６２兆円、対ＧＤＰ

比で２０５パーセントとなるなど、極めて深刻な

状況となっています。

このようなことから、国では、「経済財政運営

と改革の基本方針２０１５」いわゆる「骨太の方

針」において、社会保障制度を持続可能なものと

し、財政を健全化するため、政府はもとより広く

国民全体が参画する社会改革として、「経済・財

政一体改革」を断行することとしています。

このような状況の中、地方においては、本年度

中に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定

されることとなり、平成２８年度からは、具体的

な事業を本格的に推進する段階に入ることとなり

ます。
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国においても、情報支援や人的支援の拡充を図

るとともに、新型交付金などの財政支援を行うこ

ととしていますが、地方創生の原動力はそれぞれ

の地方の「情熱」であります。

本市においても、昨年１０月に、総合戦略を策

定したところであり、今後は各施策を着実に推進

していく必要がありますことから、市民の皆様と

ともに知恵を出し合いながら地方創生の取組を深

化させてまいりますので、一層の御理解と御協力

を賜りますようお願いいたします。

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。

今後は、人口減少や普通交付税の段階的な縮減

などにより、さらに厳しい財政状況となることが

想定されるため、職員一人ひとりが強いコスト意

識を持ち、計画的かつ効率的な行財政運営を進め

ていくとともに、自らの創意工夫により政策提案

ができるよう、職員の資質の向上を図り、市民の

皆様に信頼していただける市政運営に努めてまい

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。

本市においては、これまでも、名寄市自治基本

条例に基づき、まちづくり懇談会やパブリック・

コメントの実施などにより市政への市民参加の推

進に努めてきています。

昨年、自治基本条例の施行後５年目を迎えたこ

とから、市民で構成する有識者会議を設置し、条

例の規定について検討を行ったところ、条例の改

定は必要ないものの、条例を市民に浸透させるた

めの取組や自治を促すための取組に是正の余地が

あるとの答申をいただいたところです。

本市としましては、答申の内容を踏まえ、条例

の普及啓発やわかりやすい情報発信に努めるとと

もに、まちづくりへの市民参加を促すため、対話

型の議論を促進するなど、市民主体のまちづくり

を推進してまいります。

三点目は、「地域の宝・財産・特色に徹底的に

こだわったスケールの大きなまちづくり」につい

てです。

昨年は、農産物の販売高が農協合併以来の最高

額を記録したことに加えて、市民文化センターＥ

Ｎ―ＲＡＹホールが開館となり、市民会館と比べ

４倍以上の来客数となったほか、市立総合病院に

日本最北となる「救命救急センター」を設置する

など、市民の福祉の向上や「明るく元気なまちづ

くり」が一歩ずつ着実に前進していることを実感

することができた年でありました。

本年は、名寄市立大学において、開学１０周年

を迎え、社会保育学科の新設と保健福祉学部の再

編、さらにはコミュニティケア教育研究センター

を新設するなど、魅力ある大学づくりをさらに推

進することにより、本市にまた新たな財産が加わ

ることとなります。

今後も、このような自然の恵みや先人が残して

くれた財産をさらに磨いて、名寄ならではのまち

づくりを進めてまいります。

本年は、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る年であります。また、

第２次の総合計画をつくり上げる年でもあります。

私は、開拓以来、先人たちが築いてきたそれぞ

れの地域の歴史と文化を受け継ぎ、人のつながり

や絆を尊重しながら、前に進んでいきたいと考え

ております。そのためには、市民の皆様との対話

と連携に加えて、「市民力」を付け加えさせてい

ただきたいと思います。

私は、名寄市民の力は本当に素晴らしいという

ことを常々感じております。この市民一人ひとり

の力を結集した「市民力」を活かして、「オール

なよろ」によるまちづくりを全力で進めてまいり

ます。

平成２８年度の予算編成

次に、平成２８年度の予算編成について申し上

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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げます。

国の平成２８年度予算編成の基本方針は、平成

２８年度は「経済・財政再生計画」の初年度にあ

たることから「デフレ脱却・経済再生」と「財政

健全化」の双方をともに前進させること、また、

少子高齢化という構造的な問題について正面から

取り組むことにより将来への安全を確保し、誰も

が生きがいを持って充実した生活を送ることがで

きる「一億総活躍社会の実現」に向けた取組を進

めるという基本的な考え方のもとに、昨年１１月

２７日に閣議決定されました。

地方財政対策については、地方が地方創生など

の重要な課題に取り組みつつ、安定的な財政運営

を行うことができるよう、地方交付税などの一般

財源総額が確保され、地方財政計画の規模は東日

本大震災を除く通常収支分で、前年度比約 ６パ

ーセント増の約８５兆 ６００億円となりました。

また、一般財源総額では、前年度比約 ２パーセ

ント増の６１兆 ７９２億円となりました。

このうち地方交付税は、交付税の別枠加算が、

地方税収の動向などを踏まえ、平時モードへの切

替えの観点から廃止されたものの、地方財政計画

に計上された「重点課題対応分」に対応した算定

経費の創設などから前年度とほぼ同額の約１６兆

００３億円となり、地方の実情に一定の配慮が

なされたものとなっています。

こうした中、本市の平成２８年度各会計予算は、

人口減少社会を見据えながら、持続可能なまちづ

くりを進めていくためにも総合計画及び総合戦略

を着実に取り組むことなどの基本的な考え方のも

と、また、平成２７年度における地方創生加速化

の補正予算などとあいまって、今後の総合戦略に

おける施策展開も考慮し、予算編成をいたしまし

た。

主な事業については、ハードでは北斗・新北斗

公営住宅建設事業、名寄東小学校校舎改修事業、

風連中央小学校校舎・屋内運動場など改築事業、

大学図書館建設事業、東児童クラブ整備事業など

を、また、ソフトでは障がい者の相談支援の中核

的な役割を担う基幹相談支援センター事業のほか、

総合戦略の推進として、子育て世帯の経済的支援

を目的とした乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、

深刻な農業者の高齢化や担い手不足に対し、農業

労働力確保に向けた調査を実施する農業補助労働

力確保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

９パーセント増の２３４億 ９２７万５千円とな

りました。

また、６つの特別会計予算案は前年度比 ０パ

ーセント減の８４億 ０８２万１千円、企業会計

予算案は前年度比 ２パーセント増の１２８億

５４９万２千円、全会計の総額では前年度比 ２

パーセント増の４４７億 ５５８万８千円となり

ました。

財源調整として、財政調整基金で６億 ５９６

万１千円の取崩しを、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１億８千万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みながら、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、第２次総合計画の策定について申し上げ

ます。

第２次総合計画の策定にあたっては、これまで

も、関係団体との意見懇談会をはじめ、市民ワー

クショップやタウンミーティングなど、広く御意

見を伺うとともに、昨年１２月には、総合計画策

定審議会を設置するなど、市民の皆様の計画づく

りへの参画の場の確保に努めてきています。

今後、まちづくりの基本理念や基本目標、主要

施策などについて具体的な検討を進めていくこと

となりますが、策定審議会において議論を重ねて
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いただくことはもとより、市議会の場においても

十分に御審議をいただくなど、市民の皆様と市が

一体となって、ともに本市の将来像を描いてまい

りたいと考えています。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

住みよい地域社会を築くための基盤である町内

会については、協働のまちづくりを進める上で最

も重要な組織であり、これまでも財政的・人的支

援や加入促進に向けた啓発など積極的な支援に努

めてまいりました。今後とも、町内会連合会との

連携のもと、町内会の活動に対する継続した支援

を行ってまいります。

また、単位町内会の枠を超えた活動などについ

ては、地域連絡協議会に取組をいただいています

が、地域特性を生かした活動の助長に向け、地域

の自主性と自発性を尊重しながら支援するととも

に、第２次総合計画において、市民と行政との協

働によるまちづくりを促進できる組織となるよう

検討を行ってまいります。

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。

名寄市男女共同参画推進条例については、市議

会での御審議を経て、昨年１２月に制定したとこ

ろであり、本年４月からの施行に向けて、条例の

周知に努めているところです。

平成２８年度は、条例の推進に関する基本的な

計画を策定することとしており、男女共同参画推

進委員会をはじめ、市民の皆様の御意見を伺いな

がら検討を進めてまいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

地方自治体の情報システムに対する外部からの

攻撃や、個人情報の漏えい・流出などのリスクに

対応するため、国は、高度なセキュリティ対策の

実施計画をまとめ、情報ネットワークを抜本的に

強化するよう全国自治体に求めています。

本市においては、昨年１２月に国が示したセキ

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に交換学生を、友好都市ロ

シア連邦ドーリンスク市に訪問団をそれぞれ派遣

することとしており、より強い交流の絆が育まれ

るよう支援してまいります。

また、台湾との交流では、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。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島地域との交流において、子どもを含めた

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。

特に、鶴岡市藤島地域との交流では、姉妹都市

提携２０周年を記念して訪問団を迎える予定です。

ふるさと会については、本市からの情報発信と

相互の情報交流に努めるほか、人的交流や会員拡

大などの支援を通じて、活動の充実が図られるよ

う連携を強化してまいります。

交流居住の推進については、現在「お試し移住

住宅」を２棟供用していますが、より多くの移住

を希望する方々に本市の住みよさを実感してもら

えるよう名寄地区の市街地に新たに「お試し移住

住宅」を整備し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。

平成２３年９月に、２市１１町村による「北・

北海道中央圏域定住自立圏」を形成し、この間

「定住自立圏共生ビジョン」に基づき連携事業を

推進してきました。

「定住自立圏共生ビジョン」の期間は、平成２

４年度から２８年度までの５年間としていること
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から、平成２８年度において、本市とともに中心

市である士別市と共同し、近隣町村との協議や圏

域の関係者で構成する「共生ビジョン懇談会」で

の検討を行いながら、平成２９年度を初年度とす

る新たな共生ビジョンの策定を進めてまいります。

次に、天塩川周辺１１市町村で構成する「テッ

シ・オ・ペッ賑わい創出協議会」について申し上

げます。

「住んでよし訪れてよしの天塩川王国」を実現

するため、地域づくり人材に資する研修会や、首

都圏での移住フェアへの出展などのほか、木製マ

グカップ「天塩川ククサ」を天塩川ブランドとし

て発信するなど、北海道遺産である天塩川を軸と

した広域連携と交流人口の拡大に努めてまいりま

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。

毎年３月に「新・名寄市行財政改革推進計画

（後期実施計画）」を改訂し、推進項目の見直し

や追加を行ってきましたが、当推進計画が平成２

８年度までの計画であることから、平成２８年度

においては、新たに平成２９年度以降の推進計画

を策定して引き続き効率的な行政運営に取り組ん

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改めて

検証し適正化を図ってまいります。

また、組織のスリム化や世代交代により、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

研修の充実と人事管理制度の確立などに取り組み、

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２８年度においても、

（財）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し、知識・経験豊富な

人材の育成に努めてまいります。

“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。

全ての市民が生涯を通じて、健やかで質の高い

生活を送るために、健康寿命の延伸と健康格差の

縮小を実現することが重要となっています。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき、生活習慣病の発症予防と合併症

や症状の進展による重症化予防を徹底し、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

してまいります。

また、本年１０月に、本市で開催を予定してい

る「第４８回がん予防道民大会」において、がん

予防に対する正しい知識とがん検診の重要性につ

いて普及啓発を図ってまいります。

さらに、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り、安心して子ども

を産み育てる環境づくりに努めてまいります。

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。

市立総合病院については、平成２８年度の診療

体制は、新たに旭川医科大学から麻酔科に常勤医

師を派遣いただける予定となっており、さらに充

実した診療体制が可能となる見込みです。

また、６人定員で募集を行った初期臨床研修医

については、マッチングシステムで決定された５

人の１年次研修医を採用する予定です。

新名寄市病院事業改革プランについては、現在、

策定検討会議において議論を行っているところで

すが、道が策定作業を進めている地域医療構想の

調整会議における議論経過も踏まえながら、３月

末の原案策定、６月公表に向けて、引き続き準備

を進めてまいります。
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高額医療機器の整備については、昨年８月に指

定を受けた救命救急センターの機能充実・強化を

図るため、血管造影装置を増設し、４月からは２

台体制で稼働できるよう準備を進めているところ

です。

院内保育所改築事業については、昨年の入札に

おいて不調となりましたが、以前から要望のあっ

た２４時間保育に対応し、人材の確保、離職防止

及び復職支援を推進するため、本年、改めて改築

事業に取り組みます。

今後も道北第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月に地域子育

て支援センター「ひまわりらんど」を開設し、子

育て環境の向上を図りました。

平成２８年度は、ファミリー・サポート・セン

ター事業の実施に向けて準備を進めており、さら

なる子育て環境の向上に努めてまいります。また、

子育て世帯の経済的支援として、乳幼児紙おむつ

用ごみ袋支給を実施し、４月以降速やかに対象者

へ配布できるよう対応してまいります。

幼児教育・保育については、平成２７年４月か

ら施行された「子ども・子育て支援法」に基づき、

今後も、新制度へ移行希望を持つ市内施設に対し

て支援してまいります。

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。

平成２９年度から始まる「第２次名寄市地域福

祉計画」の策定については、福祉懇談会でいただ

いた市民の皆様の御意見を踏まえ、名寄市保健医

療福祉推進協議会地域福祉部会において審議を進

めてまいります。

また、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金

受給者などを支援する年金生活者等支援臨時福祉

給付金事業、並びに消費税率の引き上げに際し、

低所得者への影響を緩和する臨時福祉給付金事業

については、速やかに給付できるよう準備を進め

てまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２７年度からスタートした「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」に

基づき、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

包括的に確保される体制である「地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けた取組を進めてまいります。

本年１月、様々な事業所及び団体で構成される

「名寄市生活支援等サービスネットワーク会議」

を設置し、情報共有や連携強化、方針策定などを

行うほか、地域包括ケアシステムを構成する「予

防」及び「生活支援」の充実に向けて協議を開始

しています。

また、本会議での議論を踏まえ、本市では、平

成２９年４月から取り組む「介護予防・日常生活

支援総合事業」の整理・検討を行い、団塊の世代

が７５歳を迎える平成３７年に向けて、地域の支

え合いと高齢者に対する効果的な支援などの体制

づくりを進めてまいります。

施設関係については、特別養護老人ホームしら

かばハイツの西棟ボイラーの改修工事を行ってま

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。

本年４月に、地域における障がい者の相談支援

の中核的な役割を担う機関として「基幹相談支援

センター」を設置し、身体、知的、精神、発達障

がいなどの相談支援業務を、ワンストップで総合
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的・専門的に行ない、障がいのある方々が生活し

やすい環境づくりを進めてまいります。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

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。

廃棄物処理については、ごみの発生抑制と減量

化を図るとともに、環境問題も含め新たな社会シ

ステムの構築に向けた３Ｒ運動の推進が重要とな

っています。

資源化に向けた取組では、資源集団回収事業、

段ボールコンポスト、古着や廃食用油の拠点回収

のほか、使用済み小型家電回収の推進と分別指導

などの啓発活動を継続してまいります。

広域最終処分場の建設については、現在、浸出

水処理施設建設工事及び埋立処分場実施調査設計

業務に着手しており、平成２８年度から埋立処分

場造成工事に着手してまいります。

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、建物火災による死者の９

割が住宅で発生しており、そのうち７割が高齢者

であることから、一般住宅や高齢者世帯の防火訪

問を実施し、町内会、自主防災組織、消防団など

との連携協力により、住宅用火災警報器の設置と

適切な維持管理、家庭における出火防止対策など

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、近年、様々な自然災害が

発生していることから、消防団との連携を密にし、

迅速で確実な出動体制の充実を図ってまいります。

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。

近年、自然災害が激化する中、防災対策につい

ては「減災」の考え方に基づき、自助及び地域の

共助力の向上を中心に、防災対策を進めてまいり

ます。

特に、昨年９月の関東東北豪雨による災害によ

り、国土交通省による「避難を促す緊急行動」が

全国で取り組まれていることから、本市において

は、関係機関と連携した防災活動などを通して防

災力向上に努めるほか、本年６月２５日に開催が

予定されている天塩川水系天塩川総合水防演習の

訓練を通して、防災意識の高揚、自主防災組織に

よる自助、共助力の向上及び公助による連携強化

を図ってまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

痛ましい交通事故の防止に向け、市民一人ひと

りが交通安全ルールや、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、通年運動をはじめ、４期４０日間の期別

運動及び２期２０日間の特別運動や、児童・高齢

者を対象とした交通安全教室など、交通事故の根

絶に向け幅広い運動を展開してまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全安心な市民生活のため、関係機

関・団体などとの連携により、犯罪防止に向けた

運動を推進するとともに、名寄市安全安心地域づ

くり推進協議会、安全安心円卓会議において、地

域の状況把握・情報交換に努めるほか、青色回転

灯装備車及び公用車による啓発活動を進めてまい

ります。

また、適正に管理されていない空家については、

ごみ飛散などにより周辺住民に与える住環境の悪

化などが懸念されることから、安全安心な住環境

の確保を目指し、名寄市空家等対策協議会を設置

し、「名寄市空家等対策計画」の策定や特定空家

の認定などについて、御意見をいただきながら、

空家対策を総合的かつ計画的に推進してまいりま

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。



－13－

近年の情報通信技術の発展と機器及びサービス

の急速な普及により、広範化、複雑化する相談内

容への対応に向け、消費生活相談員の資質向上を

図り、適切な相談業務に努めるとともに、高齢者

を狙う特殊詐欺や悪質商法に関する啓発活動と迅

速な情報提供を引き続き進めてまいります。

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、１２棟４３戸の既存公営住宅の解体及

び平成２９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、風舞団地３

棟２４戸の長寿命化改善工事を実施するほか、西

町団地１棟４戸の解体や平成２９年度着手のノー

スタウンなよろ団地の実施設計を予定しています。

また、公営住宅の延命化を進め、安全安心な既

存ストックの有効活用を図るため、「名寄市公営

住宅等長寿命化計画」の見直しを行ってまいりま

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」については、２年間にわたり、通学路の防犯

灯のＬＥＤ化を実施しました。今後は、更新数の

確定など事前調査を行い、ＬＥＤ防犯灯の整備を

進めることで、歩行者の安全安心の確保と管理コ

ストの抑制を図るとともに、なよろ市立天文台を

はじめ天体観測環境の改善に努めてまいります

上水道・簡易水道の整備

次に、上水道・簡易水道の整備について申し上

げます。

水道事業については、安全な水を安定供給する

ために、緑丘浄水場導水管の更新と、老朽管更新

事業として４路線の老朽管を更新するほか、配水

管網整備事業として２路線を整備してまいります。

併せて漏水調査を継続することにより、有収率

の向上を図ってまいります。

また、簡易水道事業統合計画により、平成２８

年３月３１日をもって簡易水道事業を廃止し、平

成２８年４月１日に水道事業に統合する準備を進

めており、関係条例案について、本定例会に提出

させていただきます。

なお、統合事業としての名寄・風連間の送水管

布設については、平成２８年度で完成予定となっ

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、平成２８年度において

名寄下水終末処理場における沈砂池機械設備の更

新に着手してまいります。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境向上のため、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、「南大橋」の修繕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。

総合交通体系

次に、地域公共交通について申し上げます。

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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本年度で実証運行を終える「なよろコミュニテ

ィバス」については、平成２４年度の運行開始か

ら、この間、乗継の改善やダイヤの見直し、時刻

表の配布などによる利用促進を図り、利便性の向

上に努めてまいりました。

今後、これまでの実証運行結果を踏まえ、最終

的な課題を整理の上、バス事業者に引き継いでま

いります。

また、ほかのバス路線についても、利用状況や

地域の実情に応じ、利用しやすく効率的な公共交

通を確保できるよう、多様な交通手段の可能性も

含め、調査検討を行ってまいります。

次に、総合交通体系について申し上げます。

現在整備が進められている北海道縦貫自動車道

「士別剣淵～名寄間」については、その役割を最

大限に発揮できるよう、現在着手している区間の

早期完成はもとより、「士別市多寄町～名寄市

間」の早期着工について、市民期成会や関係団体

と連携を図りながら関係省庁などに対して強く要

請してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、雪を活かし雪に強いまちづくりの推進に

ついて申し上げます。

冬の快適な生活環境の確保や生産活動を維持す

るために、車道の除雪については４４７キロメー

トル、排雪については１４９キロメートルの実施

をそれぞれ予定しています。

また、車道の幅員を確保するために積上除雪を

実施するとともに、スリップ事故防止対策として

危険個所への砂の散布を行ってまいります。

さらに、市道及び私道除排雪助成事業、排雪ダ

ンプ助成事業の継続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。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

を継承し、利雪・親雪の取組を推進するため、名

寄市利雪親雪推進市民委員会との連携はもとより、

庁内検討委員会による施策の検証を行いながら取

組の周知を図ってまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

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。

国においては、昨年３月に閣議決定された「食

料・農業・農村基本計画」において、農業や食品

産業の成長産業化を促進する「産業政策」と、多

面的機能の維持・発揮を促進する「地域政策」と

を両輪として農政改革の推進を図るため、経営所

得安定対策の推進、多面的機能支払制度の推進、

農林水産物・食品の輸出拡大、６次産業化の促進

などの方針が示されました。

また、ＴＰＰ「環太平洋経済連携協定」が大筋

合意に至り、将来的な輸入農産物にかかる輸入枠

の拡大・関税などの引き下げが示される一方で、

重要品目を中心に再生産可能となるよう、成長産

業としての力強い農林水産業をつくりあげるため

の対策を講じる必要があるとしています。

このように農業・農村を取りまく環境は大きく

変化しており、本市としては、地域の特色と財産

を生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」の策定に取り組むとと

もに、「人・農地プラン」に基づき、地域におけ

るこれからの農業経営について検討し取組を進め

てまいります。

また、ＴＰＰ「環太平洋経済連携協定」につい

ては、農業を基幹産業とする本市にとって将来的

に大きな影響が予想されることから、北海道をは

じめ関係市町村や農業団体などと連携し対応して

いくとともに、経営感覚に優れた担い手の育成や

地域の強みを生かしたイノベーション支援事業な

ど、国が示す制度を十分検討し取り組んでまいり

ます。

担い手の育成・確保については、第一期の地域

おこし協力隊が本年で任期を終えることから、就

農に向けた支援に取り組むとともに、引き続き今

後の隊員の就農モデルについて検討するほか、農

業青年のニーズに応えられるよう取組を進めてま

いります。
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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

特色を生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、総合戦略の推進として、海外への輸

出や原産地呼称管理制度をはじめとする名寄産農

産物・加工品のブランド化や６次産業化に取り組

むほか、農繁期における労働力不足への対応とし

て、市内に潜在する労働力や他産業の状況を調査

し対策を検討してまいります。

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

や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してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２８年産米の配分については、前年比 ４

８パーセント増の１万 ８９８トンとなり、内訳

では、もち米１万 ３１４トン、うるち米 ５８

４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 ８７６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２年度目となる平成

２８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 ２３０万円、

施設の長寿命化に取り組む２活動組織に４６６万

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。

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・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、ヒグマの生態状況や対応策に関す

る情報収集を行い普及啓発するとともに、箱わな

を２基増設して予防と安全対策を強化してまいり

ます。

また、本年３月から、道による「ヒグマ対策技

術者育成のための捕獲」の区域が拡充され、本市

も対象となったことから、地元猟友会の技術伝承

が図られるものと期待しています。

次に、畜産の振興について申し上げます。

円安の影響により、飼料穀物や配合飼料などの

生産資材価格の高止まりは続いており、酪農・畜

産経営は依然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を図る

ため、関係機関や団体と連携し、経営安定に向け

た取組を進めるとともに、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、国か

らの食肉卸売市場として認定を受けることでさら

なる利用向上と生産者負担の軽減を図り、畜産振

興による地域経済の活性化、雇用拡大に努めてま
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いります。

なお、関係条例案について、本定例会に提出さ

せていただきますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

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

頭首工の補修及び機器更新、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、引き続き忠烈布ダムの長寿命化対

策事業が平成２９年度まで実施されます。また、

新規に天塩川第５支線地区として、幹線用水路の

長寿命化対策事業が実施されます。

「道営農地整備事業」では、引き続き名寄東地

区及び風連東第１地区と第２地区の基盤整備が実

施され、新規に風連東第３地区の基盤整備が実施

されます。

林業の振興

次に、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、市としても間除

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。

「名寄市中小企業振興条例」に基づく各種中小

企業支援制度については、これまでも随時見直し

を行ってまいりましたが、中小企業を取り巻く新

たな課題も生じていることから、支援制度の見直

しと、それに伴う同条例の改正について、中小企

業振興審議会に諮問し、本年１月８日に答申をい

ただきました。また、総合戦略においては、「創

業」などの新たな施策を登載しているところです。

今後、審議会からの答申や総合戦略の施策をも

とに、中小企業が抱える課題の解決に向け、議会

にお諮りしながら、条例及び支援制度の改正を進

めてまいります。

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 ０

４倍で、前年同月比 ０７ポイント減、３ヶ月連

続して前年同月を下回っています。

職業別では、建設土木技術、運転業務、看護師

・福祉関連で人材不足が続く一方で、一般事務、

軽作業員関連の職が不足しており、求人と求職の

ミスマッチが続いています。

市内建設業関係者から、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となっており改

善についての要望をいただいていることから、今

後、中小企業振興条例に基づく支援制度の改正を

はじめとした雇用対策を進めてまいります。

一方、昨年１２月末における高等学校新卒者の

就職内定の状況については、就職希望者は１７１

人で、前年比 ９パーセントの減、そのうち管内

就職希望者は９２人で、前年比１ ４パーセント

の減、それに対し管内求人数は８２人で、前年比

９パーセントの減となっています。

また、就職内定者数は１５６人で、前年比 ６

パーセントの減となりましたが、就職内定率は前

年比 ０ポイント増の９ ２パーセントとなって

います。
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大学・高校などの卒業生の就職対策についても、

関係機関や団体、学校関係者などと連携しながら、

求人の要請や開拓などの取組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３月に策定した名寄市観光振興計画

については、現在検討を進めている第２次総合計

画に併せて平成２８年度に見直しを行う予定であ

り、現行計画の検証、観光を取り巻く環境の変化

を踏まえ、改善や新たな視点での方策を検討して

まいります。

なお、観光振興は、地域の魅力を高めるととも

に、交流人口の拡大により、地域経済の活性化な

どに寄与することから、今後とも市内イベントの

充実はもちろんのこと、着地型観光や外国人観光

客の受入体制の整備などについて、広域的な視点

を持ちながら観光関係組織と連携し取組を進めて

まいります。

スキー場及び温泉・宿泊施設の老朽化に伴う改

修・拡張などについては、安全安心な施設運営の

ため、計画的な補修や整備などを行うとともに、

本年度中に温浴施設などの整備に係る方向性を示

してまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

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。

名寄市文化芸術振興条例の施行及び市民文化セ

ンターＥＮ―ＲＡＹホールの開館から２年目を迎

えることから、条例のさらなる市民周知を図り、

助成事業による支援を推進するとともに、事業企

画委員会と連携の上、様々なジャンルの鑑賞事業

を実施するなど、芸術・文化の継承と、地域文化

の創造の振興を推進してまいります。

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。

保健福祉学部の再編による社会保育学科の開設

については、学科設置の届け出を終え、教職課程

の認定を受け、近日中には指定保育士養成施設の

指定を受ける予定となっています。

所属教員の教授会承認も終了し、４月からの受

入に向けて万全の準備を進めており、第１期生の

入学を教職員一同心待ちにしております。

また、道北地域研究所と地域交流センターを統

合して新設する「コミュニティケア教育研究セン

ター」については、規程の整備を終えており、学

部教育と合わせて、教育、研究、地域貢献の３つ

を柱に据え、本市はもとより、道北地域における

知の拠点となるような取組を進めてまいります。

次に、施設整備については、社会保育学科を中

心とする新棟の基本設計を本年度中に終了し、平

成２８年度においては、４月から実施設計を実施

し、年度後半に建設工事に着手してまいります。

また、平成２９年１月に完成予定の新図書館に

ついては、平成２９年度の供用開始に向け、運営

形態の検討を進めるとともに、学生に対する学修

支援や地域住民の皆様の利活用など、ソフト面の

充実を図ってまいります。

次に、開学１０周年記念事業について申し上げ

ます。

平成２８年度は、平成１８年４月の開学以来、

１０周年を迎えることから、５月２８日の記念式

典の開催に向けて、学内に実行委員会を設置し、

準備を進めているところです。

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。

平成２８年度から本市で開催する「ＪＯＣジュ

ニアオリンピックカップ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（ノルデ

ィック種目）」については、関係団体と連携を図

りながら実施してまいります。

また、冬季スポーツを中心とした各種大会や合

宿の誘致については、合宿誘致に関わる組織を設

立し、大会出場選手、合宿者や監督・コーチなど

の受入体制を整え、交流人口の拡大に向けた取組
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を推進してまいります。

なお、なよろ健康の森クロスカントリーコース

は、ＦＩＳ公認コースとして毎年各種大会が開催

されており、平成２８年度においては大会運営に

欠かせない圧雪車の更新を行ってまいります。

さらに、平成３２年（西暦２０２０年）の東京

オリンピック・パラリンピック競技大会における

「ホストタウン構想」において、本市では台湾を

相手国として第一次登録の決定を受けています。

今後は、これまでの台湾との交流実績を生かし、

名寄市全体で事前合宿の受入や選手との交流を行

うなど、具体的な交流事業を推進し、地域の活性

化につなげてまいります。

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。

放課後児童クラブについて、南児童クラブでは、

新たな専用施設での運営となり、３教室での受入

体制をとりながら安全性を確保するなど、きめ細

かな運営を行ってまいります。

また、長年の懸案事項であった名寄東小学校区

内への放課後児童クラブについては、平成２８年

度中の開設に向け準備を進めてまいります。これ

により、市街地区の小学校区毎にそれぞれ１カ所

の放課後児童クラブ、学童保育所を設置すること

となり、児童の安全面の確保や子育て支援を図る

ことができるようになります。

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２８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２８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２８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、第２期教育振興基本計画

のもと、教育改革を着実に進めております。

このような中、昨年１２月、中央教育審議会で

は「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた

学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方

策について」の答申において、未来を創り出す子

どもたちの成長のために、学校のみならず、地域

住民や保護者等も含め、社会総がかりで教育の実

現を図ることの重要性を指摘したところです。

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、重視すべき基本

目標を掲げ、具体的な教育施策の推進に努めてお

ります。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ、

新名寄市総合計画後期基本計画の主旨を受け止め、

「心豊かな人と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として関係

部局や関係機関、団体等との連携を図り、市民の

期待と信頼に応える教育行政を推進してまいりま

す。

以下、平成２８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。

新年度の学校教育については、平成２８年度名

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５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、確かな学力の育成に努めてま
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いります。

このため、教育改善プロジェクト委員会の取組

を一層充実してまいります。具体的には、児童生

徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、各学校の

学習規律を確立するための取組の共有化、各教科

のねらいの明確化と言語活動を適切に位置付けた

指導の充実、ＩＣＴの効果的な利活用に係る調査

研究・授業実践の推進、家庭学習の充実などを図

ってまいります。

特に、新年度は、平成２４年から取り組んでき

ました教育改善プロジェクト委員会の５年計画の

最終年度となることから、平成２９年度以降は、

現在の教育改善プロジェクト委員会の研究グルー

プを再編し、第２次の活動計画を立案してまいり

ます。

また、児童生徒の学習意欲や主体的に学習に取

り組む態度を育むため、天文台や市民文化センタ

ーＥＮ―ＲＡＹホール、学生支援員等の地域の教

育資源を積極的に活用してまいります。

「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。

このほか、平成２６年度から名寄中学校を拠点

校として取り組んできました道教委の「ほっかい

どう学力向上推進事業」が最終年度となることか

ら、新年度は学習内容の確実な定着や家庭学習の

充実を図る取組等を積極的に進めてまいります。

今後も、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」や「ほっかいどう学力向上推進事

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。

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

校外国語活動については、道教委の指定事業を受

け、外国語活動巡回指導教員を配置するなどして

教員の指導力向上と授業改善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。

（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。

また、新学習指導要領の内容を視野に入れなが

ら、指導のねらいに即して、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。

さらに、地域の先人や文化等を題材とした教材

の効果的な活用により道徳の時間の改善に努めて

まいります。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールについて

は、児童生徒の豊かな情操を養うため、学校の文

化的行事等で積極的に活用されるよう促してまい

ります。

読書活動については、全ての小学校に学校司書

を配置し、子どもたちが読書に親しむことができ

る環境を整えるなどして、学校図書館を活用した

教育活動を支援してまいります。

生徒指導については、教師と児童生徒との信頼

関係を基盤として指導体制を充実させ、家庭や地

域社会及び関係機関等と緊密に連携して進めてま
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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組の充実を目指してま

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」を実施し、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より対応してまいります。

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の「１校１実践」の取組や

「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に努め

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。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校における食育の推進については、児童生徒

の発達段階に応じ、食に関する正しい知識や望ま

しい食習慣などを身に付けることができるよう指

導の充実に努めるとともに、栄養教諭の専門性を

生かし、給食の時間をはじめとする特別活動、関

連する各教科などにおいて、教育的な効果を引き

出すよう取り組んでまいります。

学校給食で使用する食材は、安全性を第一とし

ながら、生産者や関係団体と連携を図り、新たな

食材をはじめ可能な限り地元の農畜産物を積極的

に活用し、地産地消の拡大に取り組んでまいりま

す。

名寄市立大学が毎年実施する給食経営管理実習

生受け入れでは、栄養教諭や給食センター職員に

よる、栄養学科学生への講義や調理場での実習な

ど、引き続き大学と連携を図ってまいります。

学校給食センターは、改築後２４年を経過して

おり、施設や厨房機器が老朽化していることから、

施設の整備・更新を年次的に且つ効果的に進め、

安全・安心で美味しい学校給食の提供に努めてま

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。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るため、名寄市立大学との協定によるティー

チング・アシスタント事業を有効に活用したり、

特別支援教育学習支援員を増員するとともに、相

談内容に応じて市立大学や小中学校の専門的知識

を有する教員を派遣するなど、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、名寄市の特別

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、様式や内容等

の改善に向けて検討を進めてまいります。

（４）安全・安心な教育環境の整備
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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、校区

ごとに組織しています安心会議など、地域住民や

関係機関と連携を図りながら、交通安全指導や安

全マップを活用した指導に努めてまいります。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。

名寄南小学校の校舎等の改築については、最終

年次として旧校舎等の解体工事と屋外運動場の整

備を行います。併せて築後２４年を経過した名寄

東小学校の改修工事を実施してまいります。また、

風連中央小学校の校舎等の改築に向け、基本設計

に引き続き実施設計に取り組んでまいります。

（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。

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、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進めてまいりま

す。

さらに、学校力向上に関する総合実践事業や教

育改善プロジェクト委員会の取組を全小中学校に

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。

また、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。

学校評価については、各学校が年度の重点教育

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、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。

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

連携を図ってまいります。また、智恵文小学校、

智恵文中学校における小中一貫教育の実現に向け、

学校が地域コミュニティの核となるような学校づ

くりの取組を支援してまいります。

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。

新年度の社会教育については、平成２８年度名

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）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます。

新年度の市民講座では、生活課題や地域課題な

ど市民の学習ニーズの把握に努め、趣味の講座に

とどまらず、住民自らが課題を掘り起こし、解決

に向けた取組を調査研究していく講座についても

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、中心交流施設である「ふ

うれん地域交流センター」を核として、地区の各

種団体と連携しながら地域振興を推進するととも

に、風連公民館を活用した生涯学習事業の円滑な

推進と施設の有効利用に努めてまいります。

市立名寄図書館については、子どもからお年寄

りまですべての人たちが生涯にわたって、知的情

報や地域情報を、いつでも自由に得られる施設と
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しての役割を果たしてまいります。

「第２次名寄市子どもの読書活動推進計画」に

ついては、新年度がその最終年度にあたることか

ら、ワーキンググループ及び検討委員会を立ち上

げ、第３次計画の策定に取り組んでまいります。

また、家庭での読書活動を支援するため、「年

齢別おすすめ本リスト」の作成や、読み聞かせボ

ランティアとの協力により、図書館内外での読み

聞かせ会の開催など、より良い読書環境づくりに

努めてまいります。

学校との連携では、学校での読書活動の支援と

して、北海道立図書館が行う市町村支援事業の活

用や、ブックトークなどの事業を推進し、本の魅

力を伝え読書への興味へとつなげる活動に努めて

まいります。

なよろ市立天文台については、新年度において

も、本市の地の利を生かした天文教育普及活動や

情報発信を推進し、市民をはじめ、道内外、海外

からの利用者拡大に努めてまいります。

東京都杉並区との交流事業では、移動天文台車

を派遣した観望会と名寄の星空資料を活かした天

文授業を実施いたします。また、インターネット

回線等を利用した、天文に関する情報発信や講演

会の中継についても取り組んでまいります。

北海道大学との連携については、ピリカ望遠鏡

を利用した学校教育に活用できる教材作成や研究

観測、平成２３年度から実施している「小学生に

よる小惑星発見プロジェクト」や新天体捜索等、

宇宙に対する夢や好奇心を育て、幅広い年齢層に

も利用していただけるよう努めてまいります。

協定に基づく交流事業としては、国立天文台石

垣島天文台との交流はもとより、平成２７年度に、

新たに交流協定を結んだ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とおして連携を図

ってまいります。

また、５年目となる「きたすばる星と音楽の集

い実行委員会」による星祭りや音楽イベントの内

容を更に充実させ、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情報発信に努めてまい

ります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

名寄市文化芸術振興条例が施行され２年目を迎

えることから同条例のさらなる市民周知を図り、

芸術・文化の継承、地域文化の創造の振興と、同

条例に基づく助成事業の推進などに努めてまいり

ます。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。

新年度においても、優れた芸術文化を鑑賞する

機会の提供として、芸術文化鑑賞バスツアーを実

施するとともに、昨年５月に開館いたしました市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを活用した様

々なジャンルの鑑賞事業を事業企画委員会で協議

し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。

北国博物館については、開館から２１年目とな

り、これからも地域に根差した活動として、本市

に関する収蔵されている資料などを分かり易く発

信してまいります。

新年度は、「道北の湿原」をテーマに特別展を

開催します。秀峰ピヤシリ山頂に広がるピヤシリ

湿原を中心に、その成り立ちや植生、道北に分布

する湿原などを紹介してまいります。

また、名寄のアイヌ文化伝承者「北風磯吉」の

肉声テープを入手したことから、その内容と名寄

地方のアイヌ文化についての展示、昭和４０年頃

の街並みを懐かしむ写真展などを計画しておりま

す。

その他に、関連団体の作品や集積された歴史的

資料の活用、道内博物館との連携などをとおして、

郷土の歴史や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
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学習の教育資源としての活用などに対する支援、

協力をしてまいります。

文化財については、新たに発行した北国ブック

レット「名寄・風連の文化財・史跡」を活用して、

理解と関心を高める取組を推進してまいります。

（３）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。

「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を実

施するなどの家庭教育支援事業を進めてまいりま

す。

また、北海道教育委員会が取り組んでいます

「家庭教育サポート企業制度」につきましても、

さらなる拡大に向け市内事業所への普及啓発を行

ってまいります。

（４）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３２年（西暦２０２０年）に、東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会が開催されるこ

とに伴い、国内全体でスポーツに対する関心が高

まっています。

本市では、国が取り組んでいる「ホストタウン

構想」において、台湾を相手国として第一次登録

が決定しております。今後は、これまでの交流を

生かし、名寄市全体で事前合宿の受入や選手との

交流を行うなど、具体的な交流事業を推進し、地

域の活性化につなげてまいります。

また、「市民のスポーツ環境・意識調査」にお

いても、スポーツや運動の必要性と継続性、機会

や場の創出の大切さが指摘されていることから、

新年度においても引き続き市民皆スポーツを目指

して、スポーツ施設の整備や改修など環境整備に

努めます。

長年の歴史を持つ憲法記念ロードレースについ

ては、第６４回を迎える本年の大会より、なよろ

憲法記念ハーフマラソン大会に名称を変更し、市

内はもとより市外からも多くの方が参加いただけ

るよう、大会の周知、宣伝に努めてまいります。

また、一流選手による実技指導等のセミナーや

アスリートとの交流事業、スポーツ推進委員等に

よるニュースポーツの出前講座などを引き続き実

施し、スポーツ人口の拡大や技術の向上を図って

いきます。

さらに、体育協会、地域スポーツクラブなどと

協力して、スポーツ団体の充実や指導者の育成・

確保、各種スポーツ大会の支援などにも努めてま

いります。

平成２８年度から本市で開催する「ＪＯＣジュ

ニアオリンピックカップ 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（ノル

ディック種目）」については、関係諸団体と連携

を図りながら実施してまいります。

また、冬季スポーツを中心とした各種大会や合

宿の誘致については、合宿誘致に関わる組織を設

立し、大会出場選手、合宿者や監督・コーチなど

の受入体制を整え、交流人口の拡大に向けた取組

を推進してまいります。

風連地区については、スポーツ施設を安心して

安全に利用できる環境を整えるために修繕等を行

っており、新年度は、風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・

プールの老朽化に伴う上屋シートの掛け替え、プ

ール鉄骨・プール槽の塗装などを行い、地域住民

のさらなるスポーツ振興を図ってまいります。

（５）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。

新年度も児童生徒が自然の中で学ぶ野外体験学

習事業「へっちゃランド」、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」、さら

には、平成２４年度から始まりました杉並区の小

学生との冬季の自然体験交流事業を引き続き実施

いたします。

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、

青少年の健全育成や育成環境の整備に努めてまい
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ります。

「名寄市成人式」については、本年から市民文

化センターＥＮ―ＲＡＹホールを会場に新たな取

組で実施しており、平成２９年も実行委員会を中

心に趣向を凝らした内容で開催してまいります。

なお、本年の記念品については、新成人に対し愛

知県の陶器企画製造会社「玉善」様から恒例の干

支の置物、また「名寄ロータリークラブ」様から

は筆記具、実行委員会からは市内菓子店の銘菓詰

め合わせを成人式に出席された皆様に贈呈してお

ります。

名寄市児童センター、風連児童会館については、

自由来館型の施設として安全安心な居場所となる

よう施設運営の充実に努め、子どもたちが遊びや

スポーツ、様々な体験ができるよう各種行事を企

画し、子どもたちの健全育成を図ってまいります。

放課後児童クラブについては、保護者の仕事と

子育ての両立を支援するとともに、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。

風連児童クラブでは、隣接する風連児童会館を

効果的に利用しながら運営を行ってまいります。

南児童クラブでは、３教室での受け入れ体制に

なるなど、新たな専用施設での対応となりますが、

安全性に十分配慮するなどのきめ細かな運営を行

ってまいります。

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

支援をしてまいります。

長年の懸案事項であった名寄東小学校区内への

放課後児童クラブについては、平成２８年度中の

開設に向け準備を進めてまいります。これにより

市街地区の小学校区ごとにそれぞれ１箇所の放課

後児童クラブ、学童保育所が設置することとなり、

児童の安全面の確保や子育て支援を図ることがで

きるようになります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が児童生徒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、

市内小・中・高等学校・関係機関との協力で青少

年表彰、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は、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。

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。

相談内容により学校との連携が必要となりますの

で、各小中学校との情報交換に努めてまいります。

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。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

本事業は、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し

て本格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。新年度も、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。

Ⅲ むすび

以上、平成２８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

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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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。

この自覚のもと、推進してまいりました児童生

徒に「生きる力」を育む取組が実を結び、今年度

は、北海道教育実践表彰の学校表彰において名寄

小学校の「学校力向上に関する総合実践事業」の

取組が、また、教職員表彰において名寄小学校の

教諭の学力向上に向けた学校の協働体制づくりの

取組が高い評価を得て、その栄誉に輝きました。

さらに、上川管内教育実践表彰においても、名

寄太鼓保存会が半世紀にわたる地域文化の伝承の

取組や太鼓の指導を通した青少年の健全育成の取

組が高い評価を得て、その栄誉に輝きました。

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２８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５ 議案第１号

名寄市簡易水道事業の名寄市水道事業への統合

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てを議題といたします。

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 名寄市簡易

水道事業の名寄市水道事業への統合に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

名寄市簡易水道事業は、平成２１年度に提出を

した簡易水道事業統合計画書に基づき、平成２８

年度を目途に水道事業へ統合し、基盤強化を図る

ための具体的な事業展開を行ってまいりました。

このたび統合のための簡易水道施設改修事業、資

産調査が完了し、事業変更届についても北海道と

の協議が順調に進んでおり、水道事業への事業統

合準備が整ったことから、平成２８年３月３１日

をもって簡易水道事業を廃止し、平成２８年４月

１日から水道事業への統合を行うための条例整備

が必要となりましたので、関係条例を一括して改

正、廃止をするために本条例を制定をしようとす

るものでございます。

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。議案第１号は、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６ 議案第２号

名寄市議会基本条例の一部改正について、議案

第３号 名寄市パブリック・コメント手続条例の

一部改正について、以上２件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市議会

基本条例の一部改正について、議案第３号 名寄

市パブリック・コメント手続条例の一部改正につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

平成２６年６月の行政不服審査法の全部改正に
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伴い、平成２８年４月１日施行の名寄市情報公開

条例の全部を改正する条例が平成２７年１２月１

日に公布をされたことから、名寄市情報公開条例

の条例番号を一部改正する必要が生じ、条例番号

及び条項の改正並びに規定文言の整理を行おうと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第３号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整

備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４号 行政不服審

査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

平成２６年６月の行政不服審査法の全部改正に

伴う平成２７年１２月１日公布、平成２８年４月

１日施行の行政不服審査法の全部改正に伴う関係

条例の整備に関する条例に関して、審理手続等の

際における審理員及び行政不服審査会等に対する

文書等の写しの求めに関する手数料の額等につい

て政令が示されたことから、本条例において手数

料の額及び減免の規定を整備をし、国の手数料と

整合を図ろうとするものでございます。

次に、地方税法に基づく固定資産評価審査委員

会における審査に関する規定並びに手数料の額及

び減免に関する規定等について、国から条例の準

則が示されたことによる一部改正のほか、その他

関係条例における審査請求に関する規定の整備を

行おうとするものでございます。

また、行政不服審査法の罰則規定との整合を図

るための関係機関との調整結果により、名寄市情

報公開条例の全部を改正する条例の一部を改正し、

行政不服審査法の施行日前に整備をしようとする

ものでございます。

以上、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）
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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８ 議案第５号

名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例等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 名寄市人事

行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律、行政不服審査法及び学校

教育法等の一部を改正する法律並びに地方公務員

災害補償法施行令の一部を改正する政令が平成２

８年４月１日からの施行をされること等に伴い、

名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例、名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

及び名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職

員の公務災害補償等に関する条例の必要な改正を

行おうとするものでございます。

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９ 議案第６号

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正について、議案第７号 名寄

市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて、議案第８号 名寄市教育委員会教育長の

給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正について、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６号 名寄市議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について、議案第７号 名寄市特別職の職

員の給与に関する条例の一部改正について、議案

第８号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年第４回定例会で御議決をい

ただいた一般職員の勤勉手当の改正と同様に、平

成２７年度人事院勧告に基づき議員及び特別職の

期末手当の額の改定を行うために、これら３本の

条例を改正をしようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額等を改定す

る際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞

くこととされておりますが、同審議会から本年２

月１７日に平成２７年度人事院勧告に基づき一般

職員に準じて改定を行うことが適当であるとの答

申書の提出を受け、このことを踏まえて今回の改

正を行うものでございます。

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、議案第６号

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。議案第６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。

お諮りいたします。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。

お諮りいたします。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 名寄市立食肉センター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 名寄市立食

肉センター条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本市は、これまで本条例に基づき市立食肉セン

ターにおいて地域産業の振興と畜産流通の振興を

図るために道北地区一円を中心に畜産資源を受け

入れてまいりましたが、農林水産大臣から認定を

受けた食肉卸売市場ではないため、黒毛和牛を中

心とした肉用牛を出荷する生産者が租税特別措置

法による減税措置を受けられない状況にございま

す。このことにより同センターへの肉用牛の受け

入れは少なく、平成２５年度から新施設として竣

工した同センターの稼働率は平成２６年度におい

て約７０％となってございます。本件は、同セン

ターを農林水産大臣から認定を受けた食肉卸売市

場とすることにより肉用牛の受け入れ増加が見込

まれ、同センターにおける経営の安定化が図られ

ることはもとより、出荷生産者の輸送コストの軽

減や生体輸送のリスク回避など地域畜産業への支

援策となります。このような状況を踏まえて、農

林水産大臣から認定を受けた食肉卸売市場となる

ための申請を前提として本条例を改正をしようと

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９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５１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。
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日程第１１ 議案第１０号 平成２７年度名寄

市一般会計補正予算（第５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２７

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ござい

まして、歳入歳出それぞれ９億９１６万 ０００

円を減額をして、予算総額を２３２億 ７８１万

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一般管理事業費のうち秘書管

理事業費で台湾南部地震災害見舞金３０万円の追

加は、２月６日に発生をした台湾南部地域での大

地震に対し支援を行おうとするものでございます。

同じく２款総務費におきまして地方創生加速化

事業費のうち北北海道インバウンド促進事業費２

８７万 ０００円の追加は、美深町、下川町と連

携をして台湾からの教育旅行の誘致や観光客の誘

客に向けた取り組みにより地域の活性化を図ろう

とするものでございます。

６款農林業費におきまして中山間地域等担い手

収益向上支援事業補助金３５万円の追加は、国の

ＴＰＰ関連対策として収益性の高い作物の導入を

図る担い手等の取り組みの支援をしようとするも

のでありまして、同額を道支出金で計上しており

ます。

１０款教育費におきまして名寄南小学校校舎・

屋内運動場等改築事業費 ６８３万 ０００円の

追加は、名寄南小学校屋外運動場整備事業などを

平成２８年度当初予算から前倒しで実施をするこ

とから事業費を増額しようとするものでございま

す。

同じく１０款教育費におきまして名寄市立大学

教育・研究機能向上事業費４００万円の追加は、

コミュニティケア教育研究センターにおいて地域

の政策課題に対し官民連携による調査研究のほか、

卒業生の意向調査を実施をしようとするものでご

ざいます。

同じく１０款教育費におきまして冬季スポーツ

拠点化推進事業費 ０８４万 ０００円の追加は、

冬季スポーツ合宿の受け入れ、金メダリスト指導

者の招致による指導体制の構築により冬季スポー

ツの拠点化を実現をし、冬季スポーツを軸とした

まちづくりを推進を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。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図ったほか、１月末の収

納状況等から判断をして使用料及び手数料などで

必要な調整を行うものでございます。

１１款地方交付税におきまして普通交付税で３

億 ５５４万円の追加は、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、財政調整基金及び公共施設

整備基金の繰入金を減額し、収支の調整を図ろう

とするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業５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、プレハブ借上料（年金生活者等支援臨時福祉

給付金事業）ほか３件の追加をし、ピヤシリフォ

レスト・ピヤシリシャンツェ指定管理委託料ほか

２件で債務負担行為額の変更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、情

報セキュリティ強化対策事業の追加、事業費の確

定に伴い町内会活動支援事業ほか２９件の変更、

東５号線道路舗装改築事業の廃止をしようとする

ものでございます。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年
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度内に完了しない自治体情報セキュリティ強化対

策事業ほか５件を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、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足の説明をさせていただきま

す。

初めに、歳出から御説明をさせていただきます。

議案第１０号の２８、２９ページをお開きいただ

きたいと思います。２款総務費、１項３目情報化

推進費で自治体情報セキュリティ強化対策事業費

９８８万円の追加につきましては、地方自治体

の情報セキュリティー対策を抜本的に強化する必

要があることから予算を計上しようとするもので

ありまして、財源といたしましては国庫支出金及

び起債をそれぞれ７３０万円ずつ計上させていた

だいております。

次に、３４ページ、３５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

祉総務費で年金生活者等支援臨時福祉給付金事業

費１３０万円の追加につきましては、所得の低い

高齢者を対象といたしました年金生活者等支援臨

時福祉給付金の支給に対し、今年度必要な事務経

費について予算計上をさせていただこうとするも

のでありまして、同額を国庫支出金で計上させて

いただいてございます。

次に、４６、４７ページをお開きいただきたい

と思います。６款農林業費、１項２目農業振興費

で強い農業づくり事業費 ０１０万円の追加につ

きましては、道北なよろ農業協同組合の実施いた

しますバレイショ集出荷施設の整備事業に対する

補助金につきまして補助対象経費がふえたことに

伴い補正しようとするものでございます。財源と

いたしましては、同額を市債で計上させていただ

いております。

次に、５０ページ、５１ページをごらんいただ

きたいと思います。同じく６款農林業費、２項１

目林業振興費で有害鳥獣・ヒグマ等対策事業費２

１万円の追加につきましては、本市が北海道より

ヒグマ対策技術者育成のための捕獲地域に選定を

されましたことから、その活動に要する経費につ

いて補正をさせていただくものでございます。

次に、歳入について御説明を申し上げます。恐

れ入ります。お戻りいただきまして１８、１９ペ

ージをお開きいただきたいと思います。１８款寄

附金 ２４８万 ０００円の追加につきましては、

既に予算化されたものを除きまして２月８日まで

に寄附採納された一般寄附、ふるさと納税寄附金

などを予算計上するものでございまして、寄附者

の意向に沿いまして公共施設整備基金、地域振興

基金、地域福祉基金、文化センター大ホール基金

にそれぞれ積み立てるほか、図書館資料整備事業

費の財源として充当させていただくものでござい

ます。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議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。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお伺いをしたい

と思います。

まず最初に、３１ページの総務費の企画振興費、

地域おこし協力隊事業費がマイナス４９１万 ０

００円になっています。この地域おこし協力隊の

方々の応募といいますか、そういった部分を今後

どのようにお考えなのかお聞かせをいただきたい

と思います。

それから、３款民生費、３５ページです。年金

生活者等支援臨時福祉給付金事業費です。ここで

今のところわかる範囲でお知らせをいただきたい



－31－

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

のですが、対象者数がどのくらいになっているの

か、それからプレハブも借りたりということなの

ですが、対応する職員の数がわかればお知らせを

ください。

それから、民生費の４１ページです。生活保護

費の生活保護扶助費が ４５６万 ０００円マイ

ナスになっています。このマイナスになっている

中身についてお知らせください。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私のほうから地域お

こし協力隊の関係と今後の考え方についてお話を

させていただきたいと思います。

平成２７年度中３回の公募をさせていただいた

のですけれども、面接、採用の通知をさせていた

だきましたけれども、３件ともその後辞退が出る

ということで、そういった状況で実質２７年度の

採用がなかったという状況でございます。それで、

大阪等のそういった地域おこし協力隊の説明会と

か出席をさせていただきまして、今回募集の中で

１名が募集をされて、今度面接をするという予定

になってございます。いずれにしても、地域おこ

し協力隊３年で任期が切れるということでござい

ますので、その後の、名寄市の場合就農目的とい

うことで考えさせていただいていますので、そこ

らのアフターケアというか、土地の部分を含めて、

今後そういった部分も含めて公募などをしていく

のが必要なのかなということで、今現在検討をさ

せていただいている最中でございますので、よろ

しくお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

年金生活者等の臨時給付金についてであります

が、対象の人数として考えておりますのが ００

０名程度ということでございます。また、事務の

執行体制でありますけれども、社会福祉課の職員、

正職といいますか、３名、それと臨時職員２名、

それから実施本部立ち上げますので、他部からの

応援体制も整えながら対応してまいりたいという

ふうに考えております。

生活保護費のマイナス、減額の分でありますが、

主に医療扶助の部分について減額となっておりま

す。たまたま大きな高度医療等を受けられる方が

いらっしゃいますと月額１００万円程度の医療費

がかかりますので、その辺も見込みまして当初予

算組みをしておりましたが、その部分が減額とな

ったということでございます。

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） 地域おこし協力隊、今

後新規就農ということで対応していきたいという

お話でした。新規就農者もここ何年間見せていた

だくと、ほかの周辺の地域から比べると、私は名

寄のところは多くいらっしゃるのかなというふう

に思っています、新規に入ってきていただいてい

る方々。こういう方々にもっと名寄に来ていただ

いて、やっぱり一緒に安心、安全な農産物をつく

っていただくということに積極的にかかわってい

ただきたいというふうに思っていますので、また

いろんな場面で、今名古屋とおっしゃいましたか、

そこまで行ってこられたというようなお話でした

ので、直接行くことも大切でしょうけれども、ホ

ームページなどでのＰＲも含めて積極的に取り組

んでいただきたいなというふうに思っています。

名寄の魅力のところでは、先ほどの市長の執行方

針の中でも随分語られていましたけれども、それ

は名寄に住む私たち市民にとっても魅力たくさん

持っているという部分ですので、そこをもっと積

極的に発信していただいて、名寄に来ていただく

ということに取り組んでいただきたいというふう

に思います。

それからあと、年金生活者等支援臨時福祉給付

金事業費です。これ今回国の取り組むことなので

すけれども、年金暮らしの方々にいろいろお話を

聞くと、３万円いただけるのは非常にうれしいけ
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れども、もっとほかに使い方がなかったのかとい

うような、そういうような厳しい言葉もあります

し、もう私はこういうところに使うのではなくて

やっぱりもっと子育てのところに使ってほしいの

だというような、そういう高齢者の方々の意見も

あります。ですから、今回対応される職員さん３

名プラス２名、またそれぞれの課から応援もとい

うことだったのですけれども、多くの皆さん方が

大変な思いをしながらでも、やはり次世代への思

いというのも強く持っていらっしゃるし、そして

有効な使い道をしてほしいのだというふうな思い

というのは強いと思うのです。だから、そういう

方々に適切な対応をしていただくことを非常に強

く私は思っています。この年金生活者の事業を行

うに当たって、臨時福祉給付金だとか、それから

子育て世代臨時給付金なんかがなくなる中での対

応ですので、そういった部分での思いも強く出る

のだなというふうには思っています。ですから、

対応のところをしっかりと行っていただきたいと、

そういうことを求めたいと思いますし、その辺に

ついてもし今お考えがあればお聞かせをいただき

たいと思います。

それからあと、 ０００名近くいらっしゃる方

々に漏れのないような対応も必要かなというふう

に思っていますので、その点についてももう一度

お聞かせください。

それから、生活保護費ですけれども、扶助費、

医療扶助を毎度お聞きすると高額医療者の方々が

お亡くなりになったりとかということでマイナス

が出てきているようなのですけれども、今全国的

には生活保護受給者がふえている中でのマイナス

になると、どうしても水際でお断りしているので

はないかというようにちょっと勘ぐってしまいま

す。そういうことのないような対応をしていただ

きたいなということは常々私も言っているところ

なのですけれども、そういった部分についてお考

えがあればお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 地域おこし協力隊の

関係につきましては、情報につきまして議員おっ

しゃるとおりやっぱり少し創意工夫して、ちょっ

と目を引くような形でさせていただければという

ふうに思いますし、新規就農者の関係につきまし

ては現在担い手育成センターの中で今後の施策に

ついて検討もさせていただいていますので、それ

らを踏まえて対応してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 臨時福祉給付金

ですけれども、消費税の部分の臨時給付金はまだ

２８年度もございますので、子育ての部分がなく

なったということでございます。

それと、臨時給付金の部分につきましては、３

月中にも本部立ち上げまして準備万端整えまして、

４月から受け付け開始ということでございますの

で、漏れなく給付できますように努めてまいりた

いというふうに考えております。

また、子育ての部分につきましては、これ臨時

給付金につきましては国の政策なものであります

ので、この部分については粛々とお配りさせてい

ただきたいと存じておりますけれども、そのほか

高齢者ですとか、子育ての部分については市とし

てもできるだけの子育て支援施策これまでもやっ

てきておりますので、今後ともその充実に向けて

取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、生活保護の部分でありますけれども、議

員からもこれまでも御質問、御意見いただいてお

りますとおり、必要な方に適切に給付してさしあ

げるという対応、親切な相談体制を整えるという

ことは本当に引き続き努めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、御理解願います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、取り組んでいただきたいと思うの

ですが、生活保護申請のところで、ある自治体で
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は申請書をなかなか手渡してもらえないと。申請

する段階で手渡してもらえないということも耳に

することがあります。ですから、まずは御本人の

申請することですので、そういったところら辺で

ストップかけないといったところも含めて、引き

続き受給される方々への寄り添った対応をしてい

ただくことを求めて終わります。

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１２ 議案第１

１号 平成２７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１１号 平成２７

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保険

給付費の伸びによる追加及び年度末における事業

見込みによる事業費の調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ ６２２万 ０００円を減額をし、

予算総額３７億 ０４２万 ０００円に、直診勘

定におきまして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２５４万 ００

０円を減額し、総額を２億 ６５８万 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いて保険事業の歳出から申

し上げます。１款総務費では人件費で総額５４８

万 ０００円を減額をし、２款保険給付費では一

般被保険者高額療養費の増額のほか退職被保険者

に係る医療費の見込みによる減額などにより総額

で２４３万円を追加をし、６款介護納付金では納

付金の額の確定により３０万 ０００円を減額を

し、７款共同事業拠出金では拠出額の確定により

０７８万 ０００円を減額をし、８款保健事業

費では決算見込みにより総額で２０８万 ０００

円を減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款国庫支出金では各種補助金の確定に伴い総額

５３万 ０００円を減額をし、３款療養給付費等

交付金では変更決定額の通知に伴い ０１２万

０００円を減額をし、４款前期高齢者交付金では

交付金の確定に伴い１１万 ０００円を減額をし、

５款道支出金では各種補助金の確定に伴い総額５

３万 ０００円を減額をし、６款共同事業交付金

につきましては交付額の確定により ７７０万

０００円を減額をし、８款、一般会計繰入金では

保険基盤安定繰入金及びその他一般会計繰入金で

総額 ７２９万 ０００円を増額をし、９款繰越

金では前年度繰越金の最終補正額として ５４８

万 ０００円を追加しようとするものでございま

す。

次に、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３３０万 ０００円を、

２款医業費では医療用器械器具費等で１１万 ０

００円をそれぞれ減額をし、３款施設整備費では

医療機器等の備品購入費等で８７万 ０００円を

追加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８４７万 ０
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００円を、２款使用料及び手数料では３０万 ０

００円を、３款道支出金では電源立地地域対策交

付金で２７万 ０００円を、５款諸収入では１４

３万 ０００円をそれぞれ追加をし、４款繰入金

の一般会計繰入金で １８３万 ０００円を、６

款市債では事業の確定により１２０万円をそれぞ

れ減額をし、調整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。

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２７年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成２７

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ１億 ８５８万円を減額をし、予算

総額を２３億 ８１３万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容につきまして歳出から申し上げます。

１款総務費では職員数の減員に伴う職員給与等を

５００万円、２款保険給付費では居宅介護サー

ビス費及び施設介護サービス費等の給付実績の減

少に伴い１億 ３５０万円をそれぞれ減額しよう

とするものでございます。

また、３款地域支援事業費においては、厚生労

働省通知、地域支援事業実施要綱の改正により、

事業名の新設、統合等が行われたことに伴い、当

市の予算においても各事業名の変更、統合、予算

のつけかえ等を行うものでございます。なお、３

款地域支援事業費全体としての事業費総額に変更

はございません。

４款基金積立金では、平成２６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に９９２

万円を追加をしようとするものでございます。

歳入につきましては、保険給付費の減額に伴い

４款国庫支出金、５款支払基金交付金及び６款道

支出金をそれぞれ減額をしようとするものでござ

います。

８款繰入金におきましても保険給付費の減額に

伴い介護給付費繰入金を減額をするとともに、職

員給与費等の減額に伴い職員給与等の繰入金を減

額をしようとするものでございます。

また、９款繰越金では、平成２６年度決算剰余

金の繰り越し分として７２７万 ０００円を追加

しよ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。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第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２７年度名寄市下水道事業特別会計補

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１３号 平成２７

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

整を行うものでありまして、歳入歳出それぞれ１

億２６７万 ０００円を減額をし、予算総額１１

億 ４２７万 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

下水道事業費では、下水道終末処理場設備である

スカム貯留槽の改修費用の追加とあわせ各事業費

の確定に伴う各費目の調整により総額で ７７４

万 ０００円を減額しようとするものでございま

す。

２款公債費では長期償還還元金を４１３万 ０

００円、長期債償還利子を４９０万 ０００円、

３款諸支出金では国庫返納金を５万 ０００円、

消費税を５８３万 ０００円それぞれ減額をしよ

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を２４万

０００円、２款使用料及び手数料では使用料の

減少により１０７万 ０００円、３款国庫支出金

では事業費の確定により ９３１万円、４款繰入

金では一般会計繰入金を ０７３万 ０００円、

６款市債では事業費の確定により １３０万円を

それぞれ減額をし、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。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

４号 平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（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２７

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６１０万 ０

００円を減額をし、予算総額を ３１４万 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款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により５５
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６万 ０００円を、２款公債費では長期債償還利

子で４３万 ０００円を、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

ございます。

次に、歳入について申し上げます。４款諸収入

では消費税の確定等により２０万 ０００円を追

加をし、１款分担金及び負担金では３６万 ００

０円を、２款使用料及び手数料では８１万 ００

０円を、３款繰入金では１９２万 ０００円を、

５款市債では３２０万円をそれぞれ減額をし、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２７年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２７

年度名寄市簡易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、年度末における各費目の調整を

行うものでありまして、歳入歳出それぞれ３４０

万 ０００円を減額し、予算総額を ７３３万

０００円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では事業費の確定に伴う調整により１８

７万 ０００円を、２款公債費では長期債償還利

子で１５２万 ０００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款使用料

及び手数料では水道使用料で３９万 ０００円を

追加をし、給水工事手数料で３万 ０００円を減

額し、２款繰入金では一般会計繰入金で３７６万

０００円を減額をして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２７年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）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１６号 平成２７

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１１万 ００

０円を減額し、予算総額を３億 ８２８万 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１１万 ００

０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１１万 ０００円を減額しよ

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２７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２７

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

な調整を行うとともに、各種業務委託について債

務負担行為の設定をしようとするものでございま

す。

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

院患者数の減少により入院収益で３億 ３０９万

０００円を減額をし、医療相談収益の増等によ

りその他医業収益で ６６２万 ０００円を追加

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 ９３５万 ００

０円を追加をし、他会計負担金で周産期医療に要

する経費等で１億 ５８１万 ０００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退職手当債務の精

算による退職給付手当引当金繰入額の戻入等で

３４４万円を追加をし、収益の総額を９２億 ３

４９万 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

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で市立病院において看護師等の採用が予定を下回

ったこと等により１億 １７３万 ０００円を、

経費で東病院診療交付金等の減少により ９３１

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、医業外費用におきまして支払利息及び企

業債取扱諸費で利率見直し方式にて借り入れた企

業債利息の減少で８２８万 ０００円を、雑支出

で控除対象外消費税の減少により９７４万 ００

０円をそれぞれ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 ７６６万 ０００円を追加をし、費用の総額

を９６億 ３６３万 ０００円にしようとするも

のでございます。
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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負担金で建設改良に要す

る経費で ６４６万 ０００円を追加をし、総額

を９億 ５９９万 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。４款

資本的支出におきまして施設費で院内保育所改築

事業で２７６万 ０００円を減額をし、総額を１

２億 ６９９万 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 ０２０万

０００円を、燃料で １４７万 ０００円をそれ

ぞれ減額をし、総額を９億 １５２万 ０００円

にしようとするものでございます。

次に、各種業務委託に係る債務負担行為につい

て申し上げます。市立病院巡回警備業務、放射線

管理業務等の委託について、それぞれ期間及び限

度額を設定をしよ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。

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２７年度名寄市水道事業会計補正予算

（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１８号 平成２７

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。

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、給水収益で１４１万円の増額、

その他特別収益で ０５６万 ０００円の増額等

により計 １７８万 ０００円を追加をし、総額

を６億 ３４５万 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

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 ８０７万 ０００円を

減額をし、総額を６億 ７８７万 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 ２４２万 ００

０円を減額をし、総額を３億 ２５５万 ０００

円に、また４款資本的支出では ３１６万 ００

０円を減額をし、総額を５億 １８８万 ０００

円にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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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２８年度名寄市一般会計予算、議案第

２０号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２１号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２２号 平成２８年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２３号

平成２８年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２４号 平成２８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２８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２８年度名寄市病院事業会計

予算、議案第２７号 平成２８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２８

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

計予算について、一括して提案の理由を申し上げ

ます。

各会計予算案は、平成２７年１１月２日付市長

訓令に基づき、人口減少社会を見据えて持続可能

なまちづくりを進めていくために、総合計画及び

総合戦略を着実に取り組む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 ９％増の２３４

億 ９２７万 ０００円となりました。大学図書

館建設事業や名寄東小学校校舎改修事業等の大型

事業を計上をしたほか、基幹相談支援センター事

業や総合戦略の推進として子育て世帯の経済的支

援を目的とした乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、

深刻な農業者の高齢化や担い手不足に対応し、農

業労働力確保に向けた調査を実施をする農業補助

労働力確保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６億 ５９６万 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

８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 ０％減の８４億 ０８２万

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・名寄

分で老朽化した施設の改修を平成２７年度で計上

していたため１ ８％の減、サービス事業勘定・

風連では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２ ４％の増となってお

ります。食肉センター事業特別会計では、食肉セ

ンター施設整備事業費の増により９ １％の増と

なりました。また、簡易水道事業特別会計につき

ましては、平成２７年度をもちまして会計廃止と

なります。

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、前年度比

２％増の１２８億 ５４９万 ０００円となり

ました。病院事業会計で院内保育所改築工事費の

増等により ３％増の１１４億 ６９１万 ００

０円、水道事業会計では平成２８年度から簡易水

道事業が水道事業に事業統合することに加えて拡

張事業費や施設整備費の増により１ １％増の１

３億 ８５７万 ０００円となっております。

以上によりまして、平成２８年度全会計の予算

総額は前年度比 ２％増の４４７億 ５５８万

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

しく御審議を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） 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） 日程第２１ 議案第２

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２８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。

マイナンバー制度の導入に伴い、平成２８年１

月から各種手続に個人番号の記載が必要となりま

したが、平成２７年１２月１８日付総務省通知に

より一部の手続において個人番号の利用の取り扱

いを見直す方針が示され、その対象となる手続に

既に条例改正の議決を受けている市民税及び国民

健康保険税の減免規定が含まれておりました。国

の考えでは、当該通知に従い、自治体の条例等を

根拠とするものは当該根拠規定を速やかに改正を

し、原則としてこれら取り扱いの変更を含めたも

ので平成２８年１月１日から適用することが適当

であるとされました。

本件は、このことを踏まえて減免規定から個人

番号の定めを削除すること及び文言整理等を行う

ため、既に議決をいただいている名寄市税条例の

一部改正する条例及び名寄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について平成２７年中にそ

れぞれ一部改正する必要が生じたことにより、地

方自治法第１７９条第１項の規定により一括して

専決処分を行いましたので、地方自治法第１７９

条第３項の規定に基づきこれを報告し、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） マイナンバー制度です

けれども、この対応に私たち住民一人一人はもち

ろんのことなのですけれども、自治体の皆さん方

も業務に対応する方々も本当に大変な思いされて

いるなというふうに思っているのです。今回専決

処分されたということなのですけれども、１月の

広報の中ではマイナンバーの記載が必要になりま

すということで大々的に広報にお知らせしていま

す。市民の方々、こんなに本当に全部にマイナン

バーが必要なのだろうかということで、やっぱり

驚いています。それが一部必要でない部分も出て

きたということです。これから本当に詐欺の問題

もありますし、不安がいっぱいの市民の皆さんに

どのように説明をされていこうとしているのか、

その部分について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） 今後のマイナンバー

関係の周知の方法ということなのですけれども、

具体には現在マイナンバーカードの交付を行って

おります。およそ ４００件程度名寄市内からは

申請があって、現在５００件程度御本人のほうに

お渡しをしているという状況になっております。

以前１２月の議会の中で質問いただきました。

２００件程度個人通知カード、こちらのほうが来

たのですけれども、現状では ２００件が２７０

件程度まで減ってございます。国のほうの定めの
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中では、３カ月程度保存をして、あとは焼却とい

うか、廃棄をしなさいということなのですけれど

も、個人番号が、マイナンバーがわからないと今

後困る場面も出てくるのではないかということで、

施設や何かの入所の関係で恐らくとりに来られな

い状況なのかなと思っていますので、連絡をとり

ながらマイナンバーを個人様宛てにお知らせをし

たいというふうに考えております。

それ以外につきましては、今回の１２月の末ぐ

らいに総務省のほうから通知があったのですけれ

ども、いずれにしましてもちょっと手続が大変だ

ということで、総務省の通知はこれが大変だから

もう少し個人様の負担を軽くしなさいということ

で、急遽１２月の末に来て１月１日から変えなさ

いということで、間に合わないということで今回

専決処分させていただきましたので、御理解をい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） カードが発行されてい

るお届けできない部分の数も今お知らせいただき

ました。私は、マイナンバーを記入をしなければ

手続ができませんよというお知らせが広報でされ

ているのだけれども、今回のように今部長がおっ

しゃったように大変な混乱している中でマイナン

バー記載するのがきっと先送りになるのだろうと

思うのですけれども、今はしなくてもいいよとい

うふうなことだということですよね。それをやは

りこういうここの部分についてはしなくてもいい

のだよというのを市民の皆さんにきちっとお知ら

せしなければならないと思うのです。そのお知ら

せをどのようにされようとしているのか、カード

をつくる、つくらない以前にやっぱりそこの番号

がどういうふうに使われるのかわからない。詐欺

の問題も出てきていますので、そういった不安を

拭い去るための御説明も含めて、今この制度がい

ろいろ言ってみれば混乱状態ですよね、すると言

ったのをちょっと待てということなわけですから。

そういうことをどのように市民の皆さんにわかり

やすくお伝えしていただけるのかどうか、その部

分をお聞きしたかったのですが、よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 失礼をいたしました。

いずれにしましても、今後税の分野、社会保障の

分野を中心にしてマイナンバーは必ず記載をしな

いとだめだという方向でいくのだというふうに思

っております。今質問あったのですけれども、大

変混乱をしている状況だというふうに正直感じて

おります。ですから、一定程度整備をして、必要

なものですよということで広報等を通じてお知ら

せをしていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 昨年から何度もお話し

しましたけれども、やっぱり丁寧なわかりやすい

御説明をよろしくお願いしたいと思います。

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。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２８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２８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２２ 議案第２

９号 名寄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関
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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２９号 名寄市財

産の交換、譲与、無償貸付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。

平成１８年の地方自治法の一部改正により、地

方公共団体が所有する財産に関し地方自治法第２

３８条の４第２項及び第７項の規定を適用する場

合に限り原則貸付禁止等とされている行政財産の

貸し付け等について範囲が拡大をされたところで

ございます。

本件は、普通財産の貸し付けのほか、行政財産

はその用途または目的を妨げない限度において貸

し付けまたは使用が許可されることから、公益性

の高い活動を担う地方公共団体、関係機関などに

対し市の財産及び物品を無償で貸し付けまたは使

用させることに関し規定の整備を行い、災害時及

び平常時の備えのために柔軟に対応しようとする

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２９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２９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２３ 議案第３

０号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の策定

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３０号 名寄市過

疎地域自立促進市町村計画の策定について、提案

理由を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、

法の失効期限が平成２８年度から平成３２年度ま

での５年間延長されております。今般市議会議員

協議会、北海道との協議を経て計画がまとまりま

したので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第

１項の規定に基づき市議会の議決を求めるもので

ございます。

なお、計画の概要につきましては総務部長より

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） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、本過疎計

画の概要について申し上げます。

本過疎計画は、法の延長期間と同じく平成２８

年度から３２年度までの５年間を計画期間として

策定するものでありまして、財政上の優遇措置を

活用するため、現行の第１次総合計画に登載され

ています事業、過疎債の活用が見込まれる事業な

どを主な内容としまして計画に登載をしておりま

すが、実施に当たりましては本年度策定作業を進

めております第２次総合計画における議論や、あ

るいは優先度を踏まえ、事業の厳選を図ってまい

りたいと考えてございます。

次に、本計画の内容につきましては、目次にあ

りますように１の基本的な事項から１０のその他

地域の自立促進に関し必要な事項までの１０項目

で構成をしてございます。また最後に、事業計画

における過疎地域自立促進特別事業分、いわゆる

過疎債ソフト事業分の一覧表を添付させていただ
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いているところでございます。

まず、１、基本的な事項、１ページから１０ペ

ージにかけてでありますが、ここでは過疎の状況、

人口及び産業の推移と動向、行財政の状況など現

状と課題を明らかにし、過疎からの脱却、地域の

自立促進の基本方針、計画期間について記述をし

てございます。

次に、２、産業の振興、計画の１１ページから

２０ページにかけてでありますが、ここでは農業、

林業、商業、工業、観光開発などにつきまして現

状と問題点及びその対策を記述してございます。

計画登載事業では、基盤整備における農業関係で

水利施設整備事業など４事業、同じく林業関係で

市有林造林事業など２事業、経営近代化施設で穀

類乾燥調製貯蔵施設の１事業、商業関係で中小企

業特別融資預託事業の１事業、観光またはレクリ

エーションでピヤシリスキー場整備事業など２事

業、ソフト事業であります過疎地域自立促進特別

事業で食育推進事業費、中小企業振興事業費など

７事業、その他で中山間地域等直接支払交付金な

ど２事業、合わせまして１９事業を見込んでござ

います。

次に、３、交通通信体系の整備、情報化及び地

域間交流の促進、計画書の２１ページから２６ペ

ージでございますが、道路、交通、情報化、地域

間交流の促進について現状と問題点及びその対策

を記述してございます。計画登載事業では、道路

関係で西４条仲通道路改良舗装など７事業、電気

通信施設など情報化のための施設で地域イントラ

ネット設備等更新事業など３事業、道路整備機械

等でカット排雪事業など５事業、ソフト事業で除

排雪支援事業など５事業、合わせまして２０事業

を見込んでございます。

４、生活環境の整備、計画書の２７から３５ペ

ージにかけてでありますが、上水道、簡易水道、

下水道、廃棄物処理、消防、救急、公営住宅など

につきまして現状と問題点及びその対策を記述し

てございます。計画登載事業では、水道施設で水

源開発整備事業など７事業、下水処理施設で公共

下水道整備事業など２事業、廃棄物処理関係で広

域ごみ処理施設整備事業の１事業、公営住宅関係

で公営住宅等計画策定事業など４事業、ソフト事

業で廃棄物処理対策事業など６事業、合わせまし

て２０事業を見込んでございます。

続きまして、５、高齢者等の保健及び福祉の向

上及び増進、計画書の３６ページから４１ページ

の部分でございますが、保健、高齢者福祉、児童

福祉、母子等福祉、障害者福祉につきまして現状

と問題点及びその対策を記述してございます。計

画登載事業では、高齢者福祉施設でしらかばハイ

ツボイラー設備更新事業の１事業、ソフト事業で

除雪サービス事業など５事業、合わせまして６事

業を見込んでございます。

６、医療の確保、計画書の４２ページ、４３ペ

ージでございますが、ここでは市立総合病院を中

心とします地域医療につきまして現状と問題点及

びその対策を記述してございます。計画登載事業

では、市立総合病院施設整備事業など２事業、ソ

フト事業といたしまして地域医療確保対策事業な

ど３事業、合わせまして５事業を見込んでござい

ます。

次に、７、教育の振興、計画書の４４ページか

ら５１ページにかけてでありますが、幼児教育、

学校教育、大学教育、社会教育などにつきまして

現状と問題点及びその対策について記述をしてご

ざいます。計画登載事業では、学校教育関係では

義務教育施設整備事業など３事業、集会施設、体

育施設関係では名寄ピヤシリシャンツェ整備事業

など３事業、ソフト事業として文化スポーツ振興

事業など７事業、その他で市立大学整備事業など

２事業、合わせまして１５事業を見込んでござい

ます。

８、地域文化の振興等、計画書の５２ページか

ら５４ページでありますが、ここでは芸術文化の

振興、文化財の保護、保全活動の推進についてそ

れぞれ現状と問題点及びその対策について記述を
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させていただいてございます。計画登載事業では、

ソフト事業といたしまして市民文化振興事業など

２事業を見込んでございます。

次に、９、集落の整備、５５ページから５６ペ

ージでございますが、集落整備につきまして現状

と問題点及びその対策を記述してございます。計

画登載事業といたしましては、ソフト事業として

自治活動支援事業の１事業を見込んでございます。

最後に、１０、その他地域の自立促進に関し必

要な事項としまして、５７ページ、５８ページの

部分でございますが、交流人口の拡大、名寄市立

大学の充実と振興、定住の促進について現状と問

題点及びその対策を記述してございます。

以上、５年間での合計では８８事業を見込んで

ございます。

以上、説明とさせていただきます。御審議のほ

どよろしく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３０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３０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２４ 議案第３

１号 新市建設計画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３１号 新市建設

計画の変更について、提案の理由を申し上げます。

平成２４年６月に東日本大震災による被害を受

けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

の一部を改正する法律が施行され、被災地以外の

市町村においても合併特例債の期間が合併後１０

年から５年延長されたことから、合併特例債の有

効活用を図るために新市建設計画の期間及び財政

計画の変更について市町村の合併の特例に関する

法律第５条第７項の規定に基づき市議会の議決を

求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１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３１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２５ 議案第３

２号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改

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３２号 名寄市職

員の給与に関する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２６年度人事院勧告に伴う給与制
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度の総合的見直しについて及び平成２７年度人事

院勧告に基づき行政職給料表及び医療看護職給料

表並びに単身赴任手当についての改正を行うもの、

また地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正する法律が平成２８年４月１日から施行さ

れることに伴い、必要な改正及びその他文言の整

理を行うものでございます。

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３２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３２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２６ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２７年１２月１日午後２時

３０分ごろ、名寄市西３条南１０丁目の市道にお

きまして健康福祉部所管の公用車が直進走行して

いる際に左側前方で発進しようとして停車をして

いる相手方車両に接触をし、破損したものでござ

います。過失割合は本市が１００％であり、相手

方車両の修理代として本市が３万 ２９０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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１日から３月１０

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３月１日から３月１０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。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時２０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

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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署名議員 佐久間 誠

署名議員 山 田 典 幸

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号


