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平成３０年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３０年９月３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 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市図書館条例の一部

改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第９ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第10 議案第７号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第８号 平成３０年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第９号 平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１０号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第15 議案第１２号 平成２９年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１３号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１４号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１６号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１７号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１８号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第16 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第17 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第４号 平成２９年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

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 名寄市図書館条例の一部
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改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第９ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第10 議案第７号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第８号 平成３０年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第９号 平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１０号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第15 議案第１２号 平成２９年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１３号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１４号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１６号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１７号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１８号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第16 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第17 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第４号 平成２９年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 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（１名）
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１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

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

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 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 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

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２８日まで

の２６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９月２

８日までの２６日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 去る６月２８日から７

月８日ごろにかけて、西日本を中心とした集中豪

雨において犠牲となられた多くの方々に弔意をあ

らわすため、黙祷をささげます。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

着席ください。

平成３０年７月に発生した豪雨により被災され

た皆様に対し、名寄市議会からお見舞いの言葉を

申し上げます。

去る６月２８日から７月８日にかけて台風７号

と活発化した前線の影響により九州地方や中国、

四国地方、近畿地方等を中心に全国的に広い範囲

で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害等

により２２１名のとうとい命が失われ、いまだ９

名の方が行方不明となっており、多くの死傷者が

出ることになりました。また、広島県におきまし

ては平成２６年８月にも豪雨により土砂災害が発

生しており、７４名の方が犠牲となったことは記

憶にも新しく、それをさらに上回り平成に入って

最悪の豪雨被害となりましたことはまことに残念

なことであり、犠牲になられた方々の御冥福をお

祈り申し上げますとともに、今なお避難場所で生

活を余儀なくされている方も多くおり、被災され

た皆様方に心からお見舞いを申し上げます。

また、救援に当たって全力を挙げていただいて

いる自衛隊、警察、消防、そして各自治体職員、

関係者各位の身を惜しまない努力に心より敬意を

表するところであります。

当市議会におきましては、今回被災された地域

の自治体に常任委員会や各会派の行政視察で訪問

する機会が多くあり、災害に遭われた姿をテレビ

で拝見するたびに家族の身を案じるような気持ち

で見守っているところであります。今回の豪雨被

害で被災された皆様が一日も早く災害の恐怖と苦

悩から抜け出して復興への希望の光が見えること

を御祈念申し上げるとともに、これまで積み上げ

てきたすばらしい歴史と文化を取り戻され、さら

なる発展ができることを期待するところでありま

す。

名寄市議会といたしましても全国市議会議長会、

北海道市議会議長会などと連携を図りながら最大

限の支援を行うとともに、被災地の一日も早い復

興をお祈り申し上げ、お見舞いの言葉とさせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、市長より発言

を求められておりますので、これを許します。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。議

長より発言のお許しをいただきましたので、議長

に引き続きまして私からも平成３０年７月豪雨に

より被災をされました皆様にお見舞いの言葉を述

べさせていただきます。

本年６月２８日から７月８日にかけまして、前

線や台風７号の影響により西日本を中心に全国的

に広い範囲で記録的な大雨となりました。６月２

９日から７月８日にかけての総降水量は、四国地

方で ８００ミリ、東海地方で ２００ミリを超

えるなど７月の月降水量平均値の２倍から４倍と

なった地域もございました。広島県や京都府など

による土砂災害や河川の氾濫、堤防決壊などの水

害で大きな被害を受けた岡山県や愛媛県など死者

２２１人、負傷者３８０人を超え、いまだ行方不

明となっている方も１０人ほどおり、非常に大き

な災害に心が痛むばかりでございます。平成３０

年７月豪雨において被災された方々に心よりお見

舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた方

々、そしてその御家族、御遺族に対しまして謹ん

で哀悼の意を表します。

また、被災によって破損した住家被害は、全壊

から一部損壊、床下浸水などを含め４万 ０００

戸を超えており、被災者の皆様の御苦労ははかり

知れず、８月上旬時点では ４００人以上の方々

がいまだ避難所での生活を余儀なくされており、

この耐えがたい苦難の日々を何とか乗り越えてい

ただきますように心からお祈りを申し上げます。

本市といたしましても市内の公共施設におきま

して義援金の募集の取り組みのほか、岡山県総社

市に２人の職員を派遣をし、微力ではございます

が、御支援を行ってきているところであります。

また、市による支援のほかでは陸上自衛隊名寄駐

屯地による隊員の派遣や民間企業においても義援

金の募集などが進められております。このことに

心から敬意を表しますとともに、これまで義援金

をいただきました市民の皆様に対しまして、この

場をおかりしまして深く感謝を申し上げたいと思

います。

被災地の一刻も早い復興を願い、支援に取り組

んでまいりますことを申し上げ、平成３０年７月

豪雨被災者の方々へお見舞いの言葉とさせていた

だきます。

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） それでは、本日、平成３

０年第３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２９年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で４億 ２６８万９千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源４４

９万７千円を差し引いた実質収支は、４億 ８１

９万２千円となりました。ここから、名寄市基金

条例に基づき、減債基金へ２億４千万円を積み立

て、残り２億 ８１９万２千円を平成３０年度へ

繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で ００５

万５千円、介護の保険事業勘定で ９４７万６千

円、それぞれ黒字となりました。

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を行い、収支同額

となっています。

次に、基金について申し上げます。

それぞれ基金の設置目的に沿った経費の財源と

して、総額５億 ３６２万円を取り崩しましたが、

減債基金、公共施設整備基金などに、合計７億

０６６万２千円を積み立てたことから、一般会計

における基金残高は９４億 １６５万６千円で、

前年度末に比べて、２億 ７０４万２千円の増加

となりました。
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また、特別会計における基金残高は国民健康保

険支払準備金基金で ２３９万８千円、介護給付

費準備基金で２億 ６５７万８千円となりました。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画の策定

にあたり、市民アンケートや各種総会の場を活用

した意見聴取、団体との意見懇談会の開催などを

通じて市民参加の機会を設け、広く市民の声を取

り入れるとともに、名寄市総合計画審議会ではこ

の間、７回の審議を重ねていただき、中期基本計

画骨子（案）をまとめていただいたところです。

今後は、市議会においても十分に御議論いただ

くほか、総合計画審議会からの答申をもとに、中

期基本計画素案を作成し、パブリック・コメント

を実施するとともに、市民の皆様からいただいた

御意見を踏まえて、名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画案を作成してまいります。

また、中期基本計画策定に併せて、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略についても計画期間

や成果指標（ＫＰＩ）の見直し作業を実施してま

いります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政

との懇談会は、７月５日にグランドホテル藤花に

おいて開催されました。平成３０年度における市

の主な事業などについて説明し、情報共有を図っ

たほか、地域の課題などについて意見交換を行い

ました。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

男女共同参画週間に合わせて、市内小中学生に

リーフレットの配布を行なったほか、男女共同参

画に対する理解を深める取組としてパネル展を実

施し、第２次推進計画についても周知を図りまし

た。

今後も、男女共同参画推進に向けた取組を進め

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、７月２

９日に開催されたてっし名寄まつりに、藤島・名

寄交流友の会の小野会長をはじめ１１人が来名さ

れ、市民との交流を深めたほか、北国博物館の見

学などを行いました。

また、少年少女交流事業として、剣道スポーツ

少年団の児童をはじめ１３人が、８月３日から６

日間の日程で、藤島地域などを訪問し、交流試合

や交流会などを通じて、お互いのまちに対する理

解と友好の絆を深めました。

東京都杉並区との交流事業については、６月１

６日と１７日に開催された第３９回ふうれん白樺

まつりに、杉並区から代表団６人と高円寺阿波お

どり親善訪問団３４人に加え、東京商工会議所杉

並支部からも和田会長をはじめ１２人が来名され、

阿波おどりなどを通じて広く市民との交流を深め

ました。８月２５日、２６日に杉並区で開催され

た第６２回東京高円寺阿波おどりには、本市から

代表団と訪問団合わせて３３人が参加し、本市の

ＰＲを行うとともに、杉並区民との交流を深めて

きました。

ふるさと会との交流事業については、７月６日

から４日間、東京なよろ会会員など１６人が本市

を訪れ、ゴルフやなよろ市立天文台「きたすば

る」の見学を行ったほか、市民交流パーティーな

どを通じて、楽しいひとときを満喫していただき

ました。

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、姉妹都市提携５０周年を記念し、

公募を含む市民訪問団１３人が、８月２１日から

６日間、リンゼイなどを訪問し、友好の絆を深め

ました。

また、長年にわたる交流活動の実績が評価され、

名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会に対し、在ト

ロント日本国総領事表彰が授与されました。
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台湾との交流事業については、６月２０日から

３日間、台北市立長安国民中学の教職員１５人が

職員研修の一環として本市を訪れ、名寄東中学校

や名寄産業高校を見学し、意見交換を行ったほか、

なよろ市立天文台「きたすばる」の見学などを行

いました。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住の推進については、本年５月から２棟体制

となった「まちなかお試し移住住宅」に、７月末

現在、７件１４人の御利用をいただきました。今

後も引き続き、名寄市移住促進協議会のホームペ

ージで本市の移住に関する様々な情報提供を行う

とともに、まちなかお試し移住住宅の利用を促進

し、本市の「住み良さ」を実感していただくこと

で、移住していただけるよう努めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、天塩川の認知度

向上やそれぞれの地域の魅力紹介などを目的とし

た取組を行っています。

特に本年は、北海道命名１５０年と北海道の名

付け親といわれる松浦武四郎生誕２００年の節目

の年であり、北海道や近隣自治体、関係機関と連

携して取組を進めているところです。

まず、７月１４日から１７日まで開催された

「ダウン・ザ・テッシ―オ―ペッ スペシャル２

０１８」では、松浦武四郎生誕の地である三重県

松阪市から竹上真人市長をお招きし、カヌー大会

への参加を通じて、松浦武四郎が「北海道」の命

名の発想を得た天塩川の大自然を堪能していただ

きました。

７月２８日には、市民文化センターＥＮ―ＲＡ

Ｙホールにて上川総合振興局との共催により、

「北海道１５０年・松浦武四郎生誕２００年記念

式典」を開催し、市内外から約２１０人の皆様に

お越しいただきました。松浦武四郎の生誕２００

年を祝うとともに、松浦武四郎の生涯を小説に描

いた河治和香さんが、クイズを織り交ぜながら松

浦武四郎について解説し、その偉業を振り返りま

した。

次に、平和行政の取組について申し上げます。

本市は、平成１９年３月に非核平和都市宣言を

行い、過去に多くの人が犠牲となった戦争を二度

と繰り返させないことを固く誓いました。この宣

言の趣旨にのっとり、７月１０日に名寄市戦没者

追悼式や平和音楽大行進が開催され、また８月１

５日には全国戦没者追悼式に合わせて、正午にサ

イレン吹鳴を行いました。

加えて、「日本非核宣言自治体協議会」から原

爆に係るパネル及びポスターの貸出しを受け、８

月２４日から２７日まで駅前交流プラザ「よろー

な」において、名寄原爆の絵を見る会実行委員会

が主催する「原爆の絵 名寄展」に併せて展示を

行ったところです。

今後とも、戦争や原爆の記憶を風化させず、恒

久平和への願いを後世に伝えていくため、様々な

取組を進めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

５月３０日に「チャレンジデー２０１８」が開

催され、本市は２５回目の参加で対戦相手は大分

県杵築市となりました。当日は、健康づくりに最

適な天候となり、早朝ラジオ体操は ２７６人、

市民綱引き大会は１７８チーム ７２９人の参加

をいただくなど、全体では１ ３７４人の参加で、

参加率６ ９％の結果となり３年ぶりの勝利とな

りました。

今後も楽しみながら健康づくりに取り組んでい

ただき、市民の皆様と一緒に元気なまち・名寄を

つくってまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の第１四半期における一般科の患

者取扱状況については、入院患者数は延べ１万

５７１人で前年比７６０人の減、率にして ７パ

ーセントの減少、また、外来患者数は、延べ４万

７９０人で前年比５２７人の増、率にして １

パーセントの増加となっています。
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医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１４億 ４４８万円で前年比 ５６

６万円の増、率にして ３パーセントの増加、ま

た、外来収益は６億４７５万円で前年比 ５０３

万円の増、率にして ０パーセントの増加となっ

ています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、２

０億 ９２３万円となり、前年比 ０６９万円の

増、率にして ６パーセントの増加となっていま

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は、平成２８年７

月の公表から計画期間の中間年度を迎えています。

本プランは毎年点検及び評価を実施することとさ

れており、市立総合病院においては、平成２９年

度病院事業会計決算を反映した数値及び取組内容

を運営委員会に報告し、承認いただいたところで

す。

また、本プランの推進にあたり、地域医療構想

を踏まえた病床機能の役割及び経営の効率化を図

るため、名寄東病院においては経営コンサルティ

ング業務を委託し、医療機能及び経営状況の調査

・分析を行ってまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

昨年４月から認可外保育施設認可化等移行支援

事業を実施していた認可外保育施設において、平

成３１年度からの小規模保育事業の実施に向け８

月から施設整備が開始されました。引き続き、移

行に向けた支援をしてまいります。

また、北海道医療給付事業における乳幼児等医

療給付について、柔道整復師の施術療養費が本年

８月以降受診分から給付対象となりました。

今後も、国・道の施策を注視し、子育て支援の

向上を図ってまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

本年４月から「認知症初期集中支援チーム」を

設置し、認知症が疑われる方または認知症の方や

その家族を訪問し、初期の支援を包括的・集中的

に行い、適切な治療につなげ、自立生活のサポー

トを行っています。

また、本年３月に認知症の容態に応じた適切な

サービス提供の流れをわかりやすく説明した「名

寄市認知症ケアパス」を発行し、５月にはダイジ

ェスト版を全戸配付したところです。

今後も、認知症になっても安心して暮らせる地

域を目指し、認知症の方と家族を支える環境づく

りに努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

本年４月から障がいのある方などに対し「ヘル

プマーク・ヘルプカード」の配布をスタートし、

７月末時点でヘルプマーク約６０個、ヘルプカー

ド約９０枚を配布しています。この取組は、日常

の生活や災害時などに、周囲の方からの援助や手

助けを求めやすくすることを目的としています。

今後も、広報や新聞などで市民に周知し、障が

いのある方などが安心して暮らしやすい環境づく

りを推進してまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担と、国保

税負担の格差是正や税収増を図るため、基礎賦課

分に係る限度額の改正を行い、また、国保税の軽

減拡大としては、軽減判定所得算定額について５

割軽減対象世帯及び２割軽減対象世帯の限度額を

引き上げる改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者数が ７７９人で、

前年度比３８９人の減、世帯数は ７２１世帯で、

前年比２０５世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が ３３７世帯、５割が６

２３世帯、２割が４７１世帯となり、全体では国

保加入世帯の６ ３パーセントにあたる ４３１

世帯となりました。

本年度から国民健康保険の都道府県単位化が始

まっており、今後も医療費の適正化をはじめとす

る加入者の負担軽減につながる取組を進め、市民
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の皆様が安心できる医療保険制度を確立するため、

事業の円滑な運営に努めてまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

ごみの発生抑制と減量化、資源化に向けた取組

など、廃棄物の分別排出が重要なことから、本年

から「市民ごみニュース」を発行し、分別とリサ

イクル意識の向上を図っています。

また、６月には環境衛生推進員の協力をいただ

き、風連最終処分場で一般搬入者に対する分別指

導を実施、なよろ産業まつり会場内では、来場者

から排出されるペットボトルや空き缶などの資源

ごみの出し方、食べ残しなどの食品残渣や埋立ご

みの分別について協力を求めています。

これらの取組により、本市の分別や排出方法、

ごみの減量化やリサイクル促進に対する周知啓発

が図られました。

次に、消防事業について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は５件で、前年比同件数となり、火災種別では、

建物火災４件、車両火災１件で、火災による負傷

者などの発生はありません。

救急出動件数は５５０件で、前年比８件の増、

事故種別では、急病３８５件、一般負傷７０件、

転院搬送４３件、交通事故２１件、そのほか３１

件となっています。

救助件数は１９件で、前年比２件の増、交通事

故によるもの１０件、そのほか９件となっていま

す。

火災予防については、４月から６月までに防火

対象物４７事業所、危険物施設３２カ所の立入検

査を実施し、法令違反の対象物・施設に改善指導

を行っています。また、一般住宅 ２６２世帯と

高齢者独居住宅２１３世帯の防火訪問を実施し、

住宅防火対策の推進に努めています。なお、住宅

用火災警報器の設置率は８ ８％となっています。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年の名寄市防災訓練については、７月１９日

「ＦＩＧ―ａなよろ『課題を見つける避難訓

練』」、８月１日には「確実な避難のための防災

セミナー」を多くの市民や関係機関の協力により

実施しました。

訓練では、浸水深への理解や、参加者自らが避

難に関する様々な課題を確認するなど、自助共助

の推進に弾みがついた訓練となり、防災意識の高

揚が図られました。

次に、７月３１日から３日間、復興支援事業と

して「なよろ夏休み防災・科学スクール２０１

８」を開催し、南相馬市の児童１０人のほか、本

市の児童１１人が参加しました。

スクールでは、８月１日開催の防災セミナーに

参加したほか、旭川地方気象台の予報に関する機

器を見学するなど、学習と交流を深めました。

次に、地域における防災対策の強化を図ること

を目的とした「北海道シェイクアウト」に参加し、

本市における地震を想定した訓練を８月３１日に

実施しました。

市内の小学校の児童が参加し、地震時の安全行

動を学ぶことができました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、市

民や関係団体の御理解と御協力のもと、７月１１

日から「夏の交通安全運動」を１０日間実施しま

した。期間中、関係団体・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、高齢者の

交通事故撲滅を目的とした「高齢者交通安全宣言

大会」を開催しました。

また、「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」

で定めている「飲酒運転根絶の日」の７月１３日

には、「道の駅もち米の里なよろ」において、名

寄警察署、交通安全協会などの関係機関と連携し、

「飲酒運転をしない、させない、許さない」とい

う街頭啓発を実施しました。７月２６日には北海

道交通安全推進委員会の「飲酒運転根絶キャラバ

ン隊」が名寄入りし、飲酒運転の恐ろしさを改め

て認識するとともに、市民の代表が飲酒運転根絶
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道民宣言をおこない、地域においての飲酒運転根

絶を誓いました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、北斗・新北斗公営

住宅建設事業に基づき昨年度着手した北斗団地の

鉄筋コンクリート造２階建て１棟１０戸の８月末

現在の進捗率は約７０パーセントとなっており、

１０月の完成を予定しているほか、北斗団地の本

年度着手分の鉄筋コンクリート造２階建て１棟１

２戸については９月に着手し、平成３１年１０月

の完成を予定しています。

新北斗団地については、６月に着手したプレキ

ャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の全面的

改善工事の８月末現在の進捗率は約８０パーセン

トとなっており、９月の完成を予定しています。

また、北斗団地集会場建設工事については、本

年３月に着手し７月に完成しています。

長寿命化型改善工事については、６月に着手し

た風舞団地１棟８戸の８月末現在の進捗率は約８

５パーセントとなっており、１０月の完成を予定

しているほか、緑丘第１団地改修実施設計を６月

に着手し、平成３１年１月の完了を予定していま

す。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、名寄南公園と白樺公園の遊具更新工

事を８月に完成し、現在施工中のアカシヤ公園、

ことぶき公園についても９月中の完成を予定して

います。引き続き大橋公園の遊具更新工事を発注

してまいります。

また、名寄市都市計画マスタープランの見直し

及び名寄市立地適正化計画策定については、６月

に市民１０人で構成された策定委員会を開催し、

制度概要や策定スケジュールの確認、意見交換な

どを行いました。７月には庁内でも横断的に議論

する必要があることから、第１回目の庁内検討委

員会を開催しました。今後は、現在進めている都

市構造の分析調査などをもとに、市民向け講演会

やワークショップ、市民アンケートなどを実施し、

多くの市民意見が反映された計画となるよう策定

を進めてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、南西７条通老朽管更新工事ほか３路

線、延長 ８６３メートルが完成しており、現在

は東８号線（１６線～１７線）老朽管更新工事他

１路線、延長３３４メートルの整備に着手し、１

１月上旬の完成を予定しています。

配水管網整備については、風連商工団地１号線

他１配水管網整備工事、延長１８８メートルが完

成し、現在は道道名寄停車場線配水管網整備工事、

延長１４０ｍの整備に着手し、９月下旬の完成を

予定しています。

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については、７月上

旬に名寄下水終末処理場の直流電源設備の更新工

事に着手し、来年２月下旬の完成を予定していま

す。

公共桝取替工事については、３工区に分けて５

月下旬に着手し、合計８５カ所の取替を７月下旬

に完了しました。また、管路長寿命化計画に基づ

く管渠更生工事については延長４３ｍの整備に着

手し、１１月上旬に完成を予定しています。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

において６基の合併浄化槽の設置が完了し、現在

は３基の整備を進めており、１１月下旬の完成を

予定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る西４条仲通と北１丁目通は９月に、南３丁目通

は１２月に完成を予定しています。

第２回定例会において市単独費により追加補正

し整備を進めている風連大沼線舗装改築は１２月

に完成、西１条通道路改良舗装工事も１月に完成

を予定しています。また、北西９条右仲通の道路

改良舗装工事についても発注してまいります。
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次に、地域公共交通について申し上げます。

市内バス路線については、１０月から風連御料

線の一部区間がデマンド型運行に移行することに

伴い、６月に業者を決定し、該当する地域を中心

に利用説明会の開催など住民周知を進めています。

また、名寄市地域公共交通網形成計画について

は、６月に策定業務契約を締結しました。今後は

策定作業の中で課題を明らかにし、名寄市地域公

共交通活性化協議会と連携しながら利用しやすく

効率的な公共交通とな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。

はじめに基盤整備について、道営事業では、新

規採択された「ちえぶん地区」「名寄幹線地区」

の調査測量設計業務が６月に着手されたほか、継

続地区の工事も計画どおり進められています。

市単独事業では、中名寄９線沢道路工事が６月

から着手し、８月末までの進捗率は約８５パーセ

ントとなっており、１０月上旬の完成を予定して

います。

次に、農作物の生育状況について申し上げます。

８月１５日現在、水稲については、もち米・う

るち米ともに平年よりやや遅れています。

秋小麦・春小麦については、収穫量はやや不良

で一部に品質低下が見受けられ、現在調製作業を

行っています。

大豆・てん菜については、やや遅れている状況

です。

次に、労働力確保対策について申し上げます。

本年度から試験的に取り組んでいる、農繁期に

おける市立大学生の農作業従事については、アス

パラガスの収穫作業において、受入農家１１戸に

３６人、延べ２３７人の学生を派遣し、農業者・

大学生ともに好評であったことから、新たにスイ

ートコーンの収穫作業において、受入農家８戸に

３１人の学生を派遣し取組を継続しています。

次に、農業担い手育成・支援について申し上げ

ます。

本年度の新規就農者は、新規学卒で２人、Ｕタ

ーンで９人、合わせて１１人となったほか、地域

おこし協力隊・農業支援員として山本知弘さんを

委嘱しました。

また、本年度から新たに設けた集落支援員には、

８月１日から前ＪＡ道北なよろ役員の近藤文隆さ

んを委嘱し、新規就農者支援チームとともに相談

・支援によるサポート体制の充実に取り組んでま

いります。

次に、有害鳥獣駆除対策事業について申し上げ

ます。

８月２１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の３２３頭に対し４頭少ない３１９頭、アライ

グマは２７頭に対し２０９頭多い２３６頭の駆除

を行ってきたところです。

次に、ヒグマ対策について申し上げます。

本年度は、８月２１日時点で、昨年度の４９件

に対し２２件少ない２７件の報告件数となってい

ます。

昨年、緑丘及び風連駅裏などの住宅地にヒグマ

の出没があったことから、名寄地域の緑丘付近で

は市道脇の草刈を拡幅し、風連地域においては駅

裏の草刈や雑木処理を行うなど、ヒグマを近づけ

ない対策を行っています。

今後、農作物の収穫時期やキノコ採りのシーズ

ンを迎えることから、ホームページなどによる出

没状況の情報提供を引き続き行うとともに、警察

をはじめ関係機関・団体と連携して注意喚起を図

りながら、被害防止対策を実施してまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

４０回目の節目を迎えたなよろ産業まつりは、

８月２６日、なよろ健康の森を会場に開催され、

多くの市民の皆様に御来場いただきました。

山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ、例年

より多くの御協力をいただきました関係機関・団

体の皆様にお礼申し上げます。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

（仮称）北海道林業大学校の誘致に向けて、こ
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の間、本市を含む上川地域誘致期成会により活動

を進めて来ました。７月５日に示された道の方針

には、基礎地域を学ぶ講義拠点は、旭川市の林産

試験場を核として、下川町の森林フィールドなど

を含めた地域と示されるなど、一定の成果となり

ました。

これらを踏まえ、７月２０日に、現行の期成会

を解散し、今後は、林業大学校の開校に向けて、

上川管内の自治体２３市町村で構成する協議会を

立ち上げる予定となっており、本市としても引き

続き、役割を果たしてまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表した平成３０年第２四半期（４～

６月）の上川北部地域の地域別経済動向調査の結

果では、建設業は収益低下が懸念され、製造業、

運送業は引き続き人材不足が続いています。個人

消費については消費者購買力の低下に伴う売上減

少・停滞が目立つものの、地域全体の業況として

は普通と判断されています。

市の融資関係について、７月末現在、運転資金

は融資件数で１３件、融資額は ４６０万円とな

っており、前年同期比では件数で２件の減、金額

では １５０万円の減となりました。また、設備

資金については、融資件数で７件、融資額は ２

１６万円となっており、前年同期比では件数は同

数、金額は６８７万円の増となりました。

名寄市住宅改修等推進事業については、７月末

現在で１２９件の申請があり、登録事業者への聞

き取りや市民の声などから、今後の需要を見込み、

補正予算を提案しますので、御審議をお願いしま

す。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ３４倍で、前年同月比 １８ポイ

ント上昇し、平成２７年以降３０カ月連続で前年

同月を上回っており、依然として求職者に対し求

人数が上回っている状況となっています。若年層

の持続的な人材の確保がより一層重要となってい

ることから、６月２５日、名寄公共職業安定所長、

上川総合振興局長、上川教育局長と本市の４者で

名寄商工会議所に対し平成３０年度新規学卒者求

人要請を行ったところです。

今後も関係機関と連携して情報収集を行い、雇

用の安定及び就職活動の支援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。

ひまわり観光については、本年度もひまわりボ

ランティアを募集し、７月１４日に除草作業と環

境整備を、７月２６日には名寄高校陸上競技部に

よる除草作業を道立サンピラーパークで行うなど、

市民のおもてなしの心を育み、ホスピタリティあ

ふれる観光地づくりに努めました。

道立サンピラーパークにおけるひまわり観光に

ついては、６月の低温と日照不足による天候不順

が影響し、生育が予定より遅れましたが、帰省客

などが多いお盆の時期には満開を迎え、市内外か

ら多くの方々にお越しいただきました。特に８月

１日から８月３１日の間には「なよろひまわりま

つり」を開催し、ひまわり案内所の設置やなよろ

ひまわり観光マップの作成、市内飲食店などと連

携したスタンプラリーを開催するなど期間中の市

民、観光客の受入を行なったところです。

また、８月１１日には名寄ひまわりまちづくり

大使の有森裕子氏を招いて、なよろ健康の森、道

立サンピラーパークをコースとした「第６回有森

裕子なよろひまわりリレーラン」を開催しました。

市内外から９２チーム３６８人の参加があり、ひ

まわりを地域資源にした交流人口の拡大が図られ

ました。

次に、イベント関係について申し上げます。

本市の夏を彩るイベントでは、７月２９日に天

塩川曙橋下流河川敷を会場に、北海道命名１５０

年の記念イベントとして北海道テレビ放送と連携

し「てっし名寄まつり×出張ＨＴＢイチオシ！ま

つり」を開催しました。野外ライブや各種団体の

ステージ、さらにはフィナーレを飾る花火など、

多彩な催し、また天候にも恵まれ昨年より ００
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０人多い約２万人の来場者で賑わいました。

第４０回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１３団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月１７日に行われた平成３０年度全国学力・学習

状況調査の結果が７月下旬に提供されたことを受

け、市内各校において２学期以降の子どもの教育

指導の改善策を講じる取組を進めています。

また、７月１８日に、名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の教育指導の充実に関する研究グルー

プにおいて、新学習指導要領で求められている主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業のあ

り方についての研修会を行いました。今後は、授

業研究を通して、授業改善の取組を進めてまいり

ます。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

２３日に名寄中学校において、いじめの根絶に向

けた名寄市小中高いじめ防止サミットを開催しま

した。同サミットでは、いじめを許さない意識と

態度を育むため、全小・中学校、高等学校の児童

会・生徒会の代表者が一堂に会し、名寄市小中高

いじめ防止宣言の浸透状況について意見を交流し、

各学校のいじめ根絶にむけた取組のよさや工夫し

なければならない点などについて話し合いました。

さらに、昨年同様いじめ防止標語を募り、優秀

な作品についてはポスターを作成し、市内の各学

校のほか市の公共施設などに掲示し、地域全体で

いじめ防止に向けた取組を進めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小・中学校において、「全

国体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しま

した。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育研究（研修）の充実に関する研究グループが中

心となり、５月２４日に名寄西小学校を会場に、

新体力テスト実施に向けた実技研修会を行いまし

た。

研修会では、本市の児童生徒の体力における課

題となっている「走力」を高めるため、本市のス

ポーツ振興アドバイザーを講師に、短距離走の合

理的な動作のポイントなどについて研修を深めま

した。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果を分析し、児童生徒の体力などのより一層

の向上に向けて、体育指導などの充実を図る取組

を進めてまいります。

学校給食では、人気献立を家庭やお弁当でも食

べたいという声に応え、また名寄市の給食を広く

紹介するため、料理レシピのインターネットサイ

ト「クックパッド」に人気献立のレシピを登録、

公開を開始しました。今後も登録献立について随

時、増やしていくこととしています。

特別支援教育の推進については、学校などの要

請に基づき、専門家チームを平成３０年７月末ま

で５校に計２３回派遣し、障がいの有無にかかわ

らず困り感を抱えている児童生徒に対する適切な

支援のあり方についての協議、研修を行いました。

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、７月２０日に風連下多寄小学校で、主

権者に関する教育の一貫として「ふるさと未来ト

ーク～市長・教育長と児童生徒との懇談会～」を

実施しました。今後は、名寄西小学校や名寄南小

学校、名寄中学校などにおいても実施し、地域へ

の愛着や誇りをもち、ふるさとに根付く子どもた

ちを育ててまいります。

信頼される学校づくりの推進については、６月

２５日に中名寄小学校で第１回学校運営協議会を

行い、校長が示す学校運営に関する基本方針の承

認と、学校と地域が一体となった学校づくりのあ

り方について、熟議を行いました。今後は、未設

置の学校に対し、地域住民や保護者対象のコミュ
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ニティ・スクールに関する制度説明会を開催する

など、学校運営協議会の設置に向けた取組を進め

てまいります。

学校における働き方改革の推進については、７

月１１日に第２回名寄市立小中学校働き方改革推

進会議を開催し、夏季休業期間中の学校閉庁日の

設定など、時間外勤務などの縮減に向けた具体的

な取組について検討しました。今後は、学校にお

ける働き方改革「北海道アクション・プラン」を

もとに、本市としての取組の目標や内容、達成の

ための期間などを明確にした名寄版アクションプ

ランを策定してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学では、北海道が行う「北海道１５

０年子ども未来・夢キャンパス」事業に賛同し、

７月７日に小学生を対象としたオープンキャンパ

スを開催しました。当日は市内外から２７人の小

学生が参加し、４学科に分かれて講義、実験、も

のづくりなどを受講するとともに、大学生との交

流や学生食堂での昼食、図書館や５号館の施設見

学などのプログラムを体験しました。

本事業が地元の大学に興味や関心を持ち、将来

について考えるきっかけとなるよう願っていると

ころです。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

の参考としていただくため、７月２１日と８月１

８日に、高校生と保護者を対象にオープンキャン

パスを開催しました。２回合わせて高校生４０４

人、保護者３１９人の参加があり、昨年と比較し

て高校生で７人の増となりました。

８年目を迎えた特別支援学校教諭免許状の取得

向上に向けての取組として、北海道教育委員会が

主催し、名寄市立大学が指導大学として実施して

いる免許法認定講習は、７月２７日から１２日間

にわたり開催しました。道内では、北海道教育大

学が指導大学となって実施した３会場と合わせて

４会場で実施されています。名寄会場では、市内

の学校などから参加した２３人をはじめ、合計９

０人が受講し、先進的な教育理論や教育実践の講

義に熱心に取り組みました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

市民講座では、まちづくりについて学び、議論

する講座「エンレイ・カレッジ」を初級編、中級

編、公開講座の３部制で本年度から開設していま

す。現在は２１人が初級編に参加し、市内施設の

見学を中心とした学習に取り組んでいます。

また、７月１８日には、クロネコファミリーコ

ンサート音楽宅急便と連動した講座として「札幌

交響楽団とうたおう！」が開催されました。小学

生から大人までの５１人が２０回の事前講習を重

ね、飯森範親氏の指揮による札幌交響楽団の演奏

とともに感動の舞台を創り上げました。

夏を締めくくる市民盆踊り大会は、本年も市民

実行委員会の主催により準備が進められていまし

たが、降雨による会場状態の不良のため、残念な

がら開催することができませんでした。

次に、市立図書館について申し上げます。

子どもの読書活動を推進する取組として、もっ

と多くの中学生・高校生に本の面白さや図書館の

利用方法を再確認してもらうため、図書館司書が

お奨めする本を集めた情報誌「ツンドク」を作成

し、市内中学校・高校に配布するとともに、今後

も定期的な発行に努めてまいります。

７月下旬から８月にかけて、「夏の工作」「一

日司書体験」「夏のおはなし会」など本館、分館

ともに子ども向けの事業を開催し、大勢の子ども

たちの参加をいただきました。さらに８月７日か

ら１９日まで、数学の楽しさを体感できる実験ス

ペースを設けた展示会「数学博物館」を開催しま

した。関連企画として８月１４日には、稚内北星

学園大学澁谷久教授を招き、特別授業「見て、触

れて楽しく学べる算数教室」を実施し、子どもか

ら大人まで幅広い年代の方に数学の楽しさを体感

していただきました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。
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７月７日から、交流協定を結んでいる石垣島国

立天文台とのスタンプラリーによる連携や８月６

日から全国３０施設が参加した「天文台カード」

の配布など、多くの人が訪れたくなるような取組

を開始しました。

７月２１日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星と音楽の集い２０１８」が

開催され、８７０人が参加しました。子どもたち

向けに、星の絵本の読み聞かせや簡易望遠鏡の作

成などを行いました。あいにく天候は曇り模様で

したが、プラネタリウム内での講演会やオーロラ

映像の特別上映など、多くのお客様に好評をいた

だいたところです。

７月２４日から８月５日にかけて、１５年ぶり

に大接近した火星の観望会を開催し、１３日間で

延べ １００人の参加がありました。火星だけで

なく多くの惑星が見られる機会であることから、

自分が見た惑星のシールを貼るラリーを行ったこ

とで、リピーターが増加しました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級２学級の合同研修会は、７月２５

日に市民文化センターを会場にフジイスポーツク

ラブの渡邊優樹氏を講師に迎え、「親子でのびの

び体操教室」を行いました。参加された１０２人

の親子は、楽しく体を動かしながらスキンシップ

を深めました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツ大会の開催では、５月６日に「第６６

回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会」を開催し

ました。

本年は北海道命名１５０年、松浦武四郎生誕２

００年の節目に合わせて、天塩川河川敷にコース

を移転し、７８９人のランナーが天塩川沿いの新

設コースを駆け抜けました。

また、７月１３日から１６日にかけては、昨年

に引き続き「高円宮賜杯第３８回全日本学童軟式

野球大会マクドナルド・トーナメント北北海道予

選大会」が開催され、７月２９日には「サンピラ

ー国体記念第１６回サマージャンプ大会」が開催

されるなど、市外からも多くの方々が本市を訪れ、

スポーツによる交流人口の拡大が図られました。

生涯スポーツの推進では、子どもの体力向上と

運動する楽しさを親子で体験してもらうことを目

的として親子参加型の「ファミリーフィットネス

フェスタ」を開催するとともに、名寄青年会議所

が主催する「まいあさ走ろう なよろがっちりＲ

ＵＮデー」にも協力し、市民の運動習慣の向上を

図りました。

また、昨年に引き続き市民の健康増進のため、

「阿部雅司ノルディックウォーク講習会」を開催

し、市内企業・団体の御協力を頂きながら、多く

の市民が手軽にスポーツや運動に親しむ機会を提

供しています。

スポーツ合宿については、なよろ健康の森やピ

ヤシリシャンツェを中心にノルディック・スキー

競技の合宿が盛んに行われており、新たに高校サ

ッカー、大学アメリカンフットボールチームが訪

れるなど、日進地区のピヤシリヘルシーゾーンが

合宿地として徐々に認知されてきているところで

す。

また、バンクーバー、ソチ冬季パラリンピック

・アルペンスキーで金メダルを獲得している狩野

亮氏には、本市を国内トーニング拠点として選ん

でいただきました。トップアスリートの受入には、

様々な課題があり、トレーニングサポートだけで

はなく、本人が希望する地域との交流の場を設け

るなど、障がい者、移住、スポーツ担当がそれぞ

れ連携して環境を整えたことが、受入実現につな

がりました。

ジュニア選手の育成では、市内少年団活動のト

レーニング支援や、北海道タレントアスリート発

掘・育成事業のバイアスロン選手のサポートを行

うとともに、学校教育現場と連携して新たに小中

学校の「体育授業支援プログラム」を実施し、競

技スポーツを行う上で基礎となる走力向上に取り

組んできました。
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次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄市子ども会育成連合会と共催のリーダー育

成事業「わくわく！体験交流会」では、２４人が

キャンプやネイパル砂川での宿泊研修など、全８

回中３つのプログラムを体験してきました。

また、野外体験学習事業「へっちゃＬＡＮＤ」

では、３８人がキャンプや登山など、３泊４日の

野外での団体活動を体験し、ひとまわりたくまし

く成長し、元気に家庭に帰っていきました。

東京都杉並区との小学生体験交流では、親善大

使となる両市・区の小学４年生から６年生までの

児童２５人ずつが参加し、それぞれの地域で３泊

４日の団体生活を通して、文化や自然環境の違い

などを体で感じながら交流を深めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２７日に名寄警察署の協力を得て、北海道

青少年健全育成条例に基づき、青少年に対して有

害となる図書・ＤＶＤ・刃物などの販売状況の確

認やカラオケボックスにおける青少年深夜入場禁

止の指導状況、携帯電話販売店へフィルタリング

機能の利用促進についての調査を行うため、市内

全３１店舗の訪問指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

８月５日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホー

ルにおいて、世界的に活躍するダンスパフォーマ

ー蛯名健一氏を招いたダンス公演を開催しました。

事前に蛯名氏を講師として行われたワークショッ

プの受講者も共演者として公演の舞台を彩り、来

場者に大きな感動を与えるとともに、受講者にと

って貴重な体験の場となりました。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月１日から８月２６日までの期間中、特別展

「エゾシカ」を開催しました。エゾシカの生態を

紹介するとともに、縄文時代やアイヌ民族の鹿の

利用法、さらには本市に残る鹿に関連したアイヌ

語地名などを紹介しました。また７月１２日には、

富良野市在住の写真家石黒誠氏を講師に迎え、講

演会「エゾシカがいる自然」を開催し２６人が参

加しました。写真家の視点で見て、感じて、切り

取った写真を通して、エゾシカの四季の暮らしぶ

りについてお話いただき、参加者から好評をいた

だきました。

８月８日には夏休み体験講座「コウモリ観察

会」を開催し、２３人の参加がありました。本年

度も旭川市のオサラッペコウモリ研究所代表の出

羽寛氏を講師に迎え、館内での座学と野外観察や

捕獲調査を体験し、名寄公園一帯の自然の豊かさ

を実感したところです。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市図書館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 名寄市図書

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、学校及び学校図書館と公立図書館との

さらなる連携を図りながら読書活動を推進をして

行くため、建てかえ中の名寄市立風連中央小学校

内に新たに市立名寄図書館の分室機能を設け、風

連分館を廃止するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。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
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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

名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定め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２号 名寄市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令が公布をさ

れたことに伴い関係条項の整理を行うため、本条

例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定め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３号 名寄市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令が公布をされたこ

とに伴い関係条項の整理を行うため、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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） 確認も含めて何点かお

聞きをしたいと思います。

１つは、今市内の保育所で待機児がどのように

なっているのか、またファミリー・サポート事業

も進んでいるかと思いますが、この状況も今どう

いった状況になっているのかお聞かせをいただき

たいと思います。

あと、この条例改正に当たっての説明資料にも

ありますように、みなし保育士に准看護師を追加

する。基本のところは保健師または看護師という

ふうになっているところに、それに加えて准看護

師というふうになるということでありますけれど

も、准看護師を加えることについての少し詳しい

御説明をいただきたいと思います。
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それから、この説明資料の５番目に保育士と同

等の知識及び経験を有する者を置くことを可能と

するというふうな、説明資料にあるのですが、同

等の知識及び経験を有する者についてどのように

判断していったらいいのかといったところでは、

市民の皆さんのところではちょっと判断しにくい

部分があるのかなというふうに思いますので、詳

しい御説明をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 川村

議員のほうから３点について御質問いただきまし

た。まず、１点目の待機児童の現在の状況という

ことでございますけれども、保育所の場合という

ことで、今ゼロ歳児が１人、それから１歳が１人、

２歳が２人ということで、計４名となっておりま

す。うち１歳児と２歳児につきましては、特定の

保育所を希望しているため、潜在的待機児童とい

う形の区分けになると思います。

それから、ファミリー・サポートの関係ですけ

れども、ファミリー・サポートの関係については

ちょっと手元に今資料がございませんので、後ほ

ど説明したいと思います。

それから、みなし保育士の関係でございますけ

れども、家庭的保育ということで、現在名寄市内

には家庭的保育の事業者がいらっしゃらないとい

うことで、実際に出た場合については対象となる

というものでございますけれども、今回国の省令

の改正に伴って改正するということでなっており

ます。今回准看護師も対象になるということで、

保育士に限らず、さまざまこういう専門職の関係

については確保についてはなかなか厳しいという

状況もあることから、今回准看護師も対象に加え

たということでございます。

それから、同等のという関係でございますけれ

ども、現在市内においては早朝の子供の少ない時

間、それから夕方の時間については通常認可施設

については子育て支援員ということでの配置につ

いては認めておりますけれども、それと同じ形に

なりますので、子育て支援員の研修を受けてされ

ているということで、その実績を持っている方と

いうことで考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国の基準が改正になっ

たということで、地方もこれに倣ってということ

だと思いますが、規制緩和がどんどん進むという

中では私も若干危惧をしています。同等の知識及

び経験というところでは、それぞれの資格がある

中でやはりきちっとした知識があり、経験があっ

ての資格だというふうに思っているのですが、今

おっしゃったようにいろいろ人材不足というふう

な部分もあって大変な思いをされているのだなと

いうふうに思うのですが、ただ私たち名寄市、専

門性の高い保育士を養成する大学を持っていると

いうところでの規制緩和が進む状況、どのように

捉えていられるのか、この部分についてもちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今規制緩和によ

る、従来であれば保育士の資格を有した方が従事

しているというところから、子育て支援員という

形で従事することに対する危惧といいますか、そ

ういった心配も含めた御質問というふうに思って

います。議員おっしゃられるとおり、名寄市でも

市立大学でも今は４大の大学になって、その知識

と実習も含めた、経験も含めた、そうした方が国

家資格を取って従事するのが基本だというふうに

私たちも考えています。そのことによって子供た

ちに適切な保育なり幼児教育等を提供できること

が望ましいと考えています。ただ、一方では、議

員も御承知のとおり人材不足による待機児童、特

に大都市では多くの子供たちがそういった施設に

行けなくて働くこともできなかったり、いろんな

課題があるということで、やむを得ない状況があ

るのかなというふうに思っています。そういった
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面では、本市においても先ほど若干待機児童がい

ましたけれども、全て充足できているかというと

そうできていない状況がありますので、子育て支

援員の活用もしながら、早朝、夕方部分、特にそ

ういった子供が少ない状況の中で支障のない範囲

で活用しながら、できるだけ待機児童を出さない

状況をつくりながら対応を進めたいというふうに

思っています。議員のおっしゃられることについ

ては十分考慮しながら、今後も適切な保育をして

いけるような環境を整えながら進めてまいりたい

というふうに考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 先ほ

どファミリー・サポート・センターの実績につい

て御質問いただきましたので、平成２９年度の実

績でございますけれども、トータル年間で１８７

回の活動がございまして、一番多いのが保護者等

の病気、それからその他急用の場合の援助と。次

に多いのが保護者等の外出の場合の援助、その次

が保護者等の短時間、パート等の働いている方の

対応ということで上位、多い順となっております。

それから、現在の登録者数ですけれども、利用

会員が１２０名、それから提供会員が２１名、両

方会員が１５名、全ての会員数については１５６

名となっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 働く場所によってもい

ろいろ条件があって、働く方々の募集に応じてい

ただけるかどうかという部分では非常に厳しい部

分もあるのかなというふうには理解をしながらも、

ただやはり今お知らせいただいたように待機は希

望される場所と要求が一致しなかったということ

でありますけれども、ファミリー・サポート事業

でいえば短期間なりというところで御利用いただ

く方が要望が多いのかなというふうに思うのです。

そういう要望が多い中でこちらも対応していかな

ければならないということですので、みなし保育

士も含めてなのですが、やはり先ほどちょっとお

話ししましたように大学を持っているというとこ

ろでは、このみなし保育士に追加される准看護師

さんも含めていろんな研修の場としては十分に活

用していただく場となるのではないかなというふ

うに私は期待しています。そういった部分で子供

たちによりよい保育を提供していただくことを強

く求めたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の条例の一部改

正、もとの原案で議決をした現条例について、４

年前に国の子供、子育ては保育所に入れないとい

う全国的な大きな影響、国会でも大きな話題にな

りましたけれども、そのときに大都市を中心にし

た受け入れが非常に追いついていないと。国の政

策の不備を補う意味で規制緩和の流れの中で法律、

条例が決まっていったのですけれども、改めて当

時の日根野委員長、委員会でも十分審議をされて

委員長報告を少し思い出してみるときに、当時の

やりとりでは小規模事業所のＡ、Ｂ、Ｃ、あるい

は家庭的な保育という関係について、市の答弁で

は名寄においてはそこそこ充足をしていると。先

ほど川村議員の話がありましたけれども、そうい

うことからすると小規模のＢ、Ｃは想定していな

いと。法律でやれというからやるということだっ

たのですけれども、その辺の基本的な考え方につ

いて今も十分考えられていると思いますけれども、

まず１点目お聞きをしたいと思います。

それから、今川村議員の話からも待機児童の潜

在的な４人ということございましたけれども、こ

れからも名寄市においても残念ながら減少傾向が

続くということですが、当面の一定の期間を想定

をするときに待機児童の変化についてどのように

押さえられているのか、あるいは実際に全てが幼

稚園や保育所というよりも家庭で育てるというこ
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ともあるでしょうし、必要性を感じないという方

ももちろんいますけれども、そういう比率などに

ついてどういう把握をされているかお知らせをい

ただきたいと思います。

それから、３つ目には、規制緩和そのものに今

触れられていましたけれども、基本的には名寄市

の場合もできるだけ、できるだけというよりも最

大限４年前のやりとりを思い起こすと公立の保育

所、それから認可保育所を重点にということを認

識をされていると思うのですが、来年たまたま今

もう既に名寄市でも行政的に支援をしております

Ａ型想定の対応についても準備をされていると思

うのですが、そこら辺についても１点目の質問と

関連ありますけれども、お答えをいただきたいと

思います。

それから、設備及び運営に関する基準について

の名寄市の基本的な考え方、全国的には国の基準

に従うというケースがほとんどでありますけれど

も、一部先進的な部分では独自財源も使いながら

もそれを超えると。国の基準そのものにもできる

だけそれを超えていくという基本的な部分はある

のですけれども、それを具体化している自治体も

あるのですけれども、できるだけ保育の質、ある

いは親の希望などを考えると、名寄市の基本的な

考えをさらに踏襲をしていくというのは当然かと

思いますけれども、お知らせをいただきたいと思

います。

あと、今回の改正の部分について後からまた触

れますけれども、改正前、現条例あるいは現法律

に関連する関係では、今回一部改正に絡んで民間

の保育協議会、公立は当然でしょうけれども、そ

ういうところへの情報伝達だとか、意見をいただ

くというような、パブリックコメントまでいかな

くてもそういうやりとりした経過があれば具体的

な内容についてもお知らせをいただきたいと思い

ます。お答えをいただいてから、今回の一部改正

の内容について二、三また触れさせていただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 今熊

谷議員のほうから御質問いただきましたことにつ

いてお答えいたします。

今回家庭的保育事業の設備及び運営に関する基

準の改正に伴うものということで改正をさせてい

ただいたところでございますけれども、現在の家

庭的保育事業につきましては名寄市内では事業所

ございませんし、今後また新たに希望されている

という事業所さん、今のところ情報といいますか、

市としては把握しておりません。議員のほうから

ありましたとおり、来年の４月から小規模保育事

業のＡということで、事業者が開設に向けて今施

設整備を行っているところでございます。小規模

保育につきましては、Ａ型からＣ型までございま

すけれども、今のところはＡ型ということでの施

設の整備がされているということで、Ｂ、Ｃの方

については今のところ予定されているところはな

いという状況にあります。

それから、保育の質の関係の部分でございます

けれども、今回この関係につきましては基準緩和

ということでの基準の改正でございますけれども、

基本的には今市内の事業所においても質の向上と

いうことでは一定程度保育士の配置をされた中で

保育に取り組んでおりますので、その考え方につ

いては市としても踏襲していきたいというふうに

考えております。

それから、今回の改正の部分に係る周知ですと

か、それから情報伝達の関係ということでござい

ますけれども、先ほど言いましたとおり現在この

家庭的保育事業を行っている事業所さんがないと

いうことで、特別周知ということは考えていない

ということと、事業所がないということですので、

特に説明というふうには考えておりませんが、条

例改正に伴う告示等のお知らせについては従来ど

おり行うことで考えております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ４年前の記憶をたど

るのですけれども、私の質問と答弁ではちょっと

食い違いがあるのですけれども、現在名寄にはそ

ういう予定はないということだけだったのですが、

田邊前部長の答弁というのはＡ、Ｂ、Ｃを法制あ

るいは条例化の中に盛り込んでいるけれども、い

わゆる保育の質等々を考えると名寄においては最

大限公立あるいは認可保育所、そして法律ができ

たので、Ａぐらいまでは考えられるけれども、Ｂ、

Ｃについては想定をしていないと。法律そのもの

が日本全体が待機の子供たちの多い、少ないとい

う問題があって、地方レベルでは一定の需給関係

を満たしているということなんかで危機感はなか

ったのですけれども、今後もそれは事象が発生し

てみた場合にはやっぱり最大限行政としては最低

Ａ以上のものでしっかり連携あるいは指導をして

いくということでよいのかということをあえて聞

いたので、今現在そういう事業所があるかないか

という話は別に聞いていないので、改めてお答え

をいただきたいと思います。

それと、民間の保育協議会、今回は一部改正な

ので、改めてそのことの情報提供はしていないと。

もちろん専門家の事業所ばかりなので、このこと

についてもすぐ十分国の動きとして研さんを深め

ているので、必要はなかったのかもしれませんけ

れども、改めて４年前のことを想定をすると、い

わゆるもう１２月に入る、あのときは３定の最後

の日だったと思うのです、委員長報告が。それで、

議会会期中に決めようという議会の動きもあって、

３回ぐらい集中議論をして報告をしているのです

が、改めてそういう面では一部改正に該当するこ

とは余りないのでということよりも、常に民間の

保育協議会は、それは市が直接実行するものでは

ありませんけれども、連携は十分深まっていると

いう、現行条例に関してもそういう理解で各事業

所で受けとめているかどうか、市の認識をお答え

をいただきたというふうに思っています。

それで、一部改正の関係で二、三お聞きをいた

しますが、名寄に現状該当事業所がないというこ

とでぴんとこないということも私どもちょっとあ

るのですけれども、いまだに全国的には既にこの

代替保育、家庭的保育の事業所が一時的には国の

動きが悪いということでたくさん施設があるので

すけれども、連携してその考え方の確保について、

平成３１年までの５年間ということで法的にはな

っていますけれども、これは本来延長があればい

いというものではなくて、その後の連携施設の確

保の動きについてどのように把握をされているの

かお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目に、既存事業者は当然自前調理の原則と

いうことになっていますけれども、適用の猶予期

間について当時は全体の半分以上は猶予対象にな

って、来年度でほぼその猶予が切れることになっ

て、それでもなおかつ受け皿が追いつかないとい

う全国的な動きも都市部では特にありまして、こ

の再延長の対応をする自治体も出てきているよう

に聞いていますが、これに対する基本的な考え方、

今名寄にはそういう事業者ないということだけで

はなくて、法整備ですからどのような基本的な考

えを持つべきなのかお答えをいただきたいと思い

ます。

それから、同じ自前の調理原則の原則はあるの

ですけれども、外部搬入の容認の範囲を拡大をす

ることに改正をということになっていますけれど

も、この中で市長が認める外部搬入できる事業者

というふうに定義があるのですけれども、例えば

名寄市において市長が認める外部搬入できる事業

者というのはどのぐらいあるのか、現段階でどの

ように考えてこういう文章になったのかお聞かせ

いただきたいと思います。

それから、もう一つは、この中で特に議案第３

号のページ１の８行目に市長は家庭的保育の確保

のため代替保育の関係、著しくという言葉が入っ

ていますけれども、この著しくというのは私ども

もわかるような、市民レベルでわかるような尺度
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でちょっと御説明をいただきたいというふうに思

っています。

とりあえずこれで、今何点かちょっと重ねまし

たけれども、私の言っていることが通じなければ

また聞いていただきたいと思いますけれども、お

答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 最初

の答弁の部分で漏れていた部分ございましたので、

御答弁させていただきたいと思います。

最初の部分ですけれども、小規模保育のＡとい

うことで、４年前のときもこの条例を提案させて

いただいたときも当面小規模保育につきましては

Ａで、保育の質の確保ということでいけばＡ以上

のものということで目指すということでありまし

て、現在も同じ考え方を持っているところでござ

います。

それから、具体的な御質問いただきましたけれ

ども、１点目の代替保育の提供先の緩和の部分で

ございますけれども、連携先ということでありま

すが、現在先ほどもお答えさせていただきました

が、実施している、家庭的保育事業を行っている

ところがないということでございますけれども、

そういったこともありまして、今のところその部

分については、今回民間施設については該当ござ

いませんので、事業所がないということでござい

ます。

それから、２番目の自前調理の関係でございま

すけれども、これまで５年間ということで自前調

理を猶予期間を持って対応し、努力義務というこ

とでの対応でございましたけれども、今回の改正

によりまして１０年に延長されているということ

で、現時点においては調理委託している事業所は

ございませんけれども、基本的には原則、自前調

理のということが原則でございますので、これに

ついては基本的な考え方としては市としては持っ

ていきたいと考えております。

それから、３番目の市長が認める自前調理の関

係の外部搬入できる事業者ということでございま

すけれども、現在外部委託の例はないということ

と、それから乳幼児食の受け入れをできる事業所

は今市内にないという状況でございます。

それから、４番目、議案の関係、小規模保育の

Ａ事業所と同等の能力を有すると市が認めるとい

うことで、わかりづらいということでございまし

たけれども、これについては簡単に言いますと小

規模保育のＡの事業所を指しているということで、

今現在認可の点につきましては６人から１９人と

いうようなことでございまして、一応保育所の分

所、分園的な部分でいきますと保育所の配置基準

にほぼ準拠している事業所ということで考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の全体的な部

分については廣嶋室長のほうから答弁させてもら

いましたけれども、私のほうから補足と重なる部

分もありますけれども、ちょっと話をさせてもら

います。

議員からありました小規模保育Ａ、Ｂ、Ｃの中

で、４年前もＡを基本として考えるということで、

今答弁したとおり今後においてもＡ事業所という

ことで考えていきます。これは、先ほど川村議員

からもありましたようにやっぱり専門性の高い、

質の高い保育を提供するためには保育士の職員配

置が義務づけられていますＡ事業所ということで

今後も進めてまいりたいというふうに考えており

ます。基本的には、公立の保育所、認定保育園、

認可保育所、今回今予定をしています小規模Ａで

すけれども、こういった中で当面受け入れについ

ては充足されるかなというふうに思っていますの

で、一方ではやっぱり一番課題なのは人員の確保

でありますので、この間も人材の確保事業等も進

めていますけれども、そういった活用をしながら

しっかりとした確保の体制をつくってまいりたい
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と思いますし、３１年度ですか、名寄大学が卒業

生が出るのは。この期間卒業生がいないという状

況で厳しい状況は身内のほうからも聞いています

けれども、そういった民間事業所とも連携を図り

ながら人材確保に努めてまいりたいというふうに

考えております。

情報提供につきましては、先ほどから言ってい

ますとおり現在この条例に基づいた事業所がない

ということで、そこに対して情報提供はしようが

ないわけですけれども、ほかの幼稚園、認定こど

も園等々についてはそれぞれ国、道から情報が提

供されていますし、必要に応じてうちのほうとし

ても情報提供の必要があればその都度きちんと対

応していきたいというふうに考えているところで

あります。

施設整備につきましては、先ほど申し上げたと

おり当面は現在ある部分でしっかり対応していき

たいというふうに考えていますので、これに独自

の部分を付加したり、そういった部分での対応に

ついては現時点では考えていないということで御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 自前調理の原則とい

うことで、例外をつくるための条例改正みたいな

感じも受けとめざるを得ないものがあるのですが、

名寄においては公、民間超えて給食センターの意

味合い・位置というのは非常に大きく、アレルギ

ーやアトピーやらさまざまな口から入るものにつ

いてのガードをどう図るかというのは重要なこと

なので、イコールやっぱり原則を大切にしながら、

新たな動きが市内であるとすればしっかり行政指

導というのはやった上で判断をしていくべきだと

いうふうに考えていますので、特に給食センター

の活用が必要なときにはどのように対応していく

のか、基本的な考えをお聞きをしておきたいと思

います。

来年の想定は、長い実績を持つ事業所が来年度

からＡの小規模保育事業にということで、既に行

政側も連携をとりながらサポートをされているの

かなというふうに思っていますが、特にこの関係

ではそういう事業所との意見交換あるいは行政対

応についての経過があればお聞かせをいただきた

と思います。

最後に、規制緩和、要するに国の政策の不備が

しっかり行き渡っていないということで大問題に

なったことを改めて思い出すのですけれども、規

制緩和にも役所が権限を振り回してやって、なか

なか自治体が希望することが進んでいないけれど

も、このごろ少しいい規制緩和というのがある部

分もあるのかもしれませんが、いずれにしても子

供の保育にかかわることについては非常に重要な

視点だというふうに考えておりますので、規制緩

和の動きに対してさまざまな、地方レベルによっ

て、あるいは都市によって違いますけれども、名

寄市の現状の中においていわゆる規制緩和に対す

る基本的な考えをしっかり確立する必要があると

いうふうに思いますけれども、市長からのお答え

をいただきながら３回目の質疑を終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 最初

に御質問いただきました給食センターの関係でご

ざいます。その前に御質問いただきました事業者

との協議会的なもの、事前の協議はどうだったの

かということでございますけれども、毎年幼稚園、

それから保育所の各事業所さんと市が入りまして

協議会のほう立ち上げていまして、協議会の中で

毎年保育の部分協議をさせていただきまして、そ

の中では制度改正の部分ですとか、さらに現状の

待機児童の関係だとか、保育士の数だとか、さま

ざまな点について意見交換をさせていただきまし

て、その中でも給食の問題等も出ておりまして、

それに対して市としても今の制度の中で対応でき

る分については対応させていただいたりというこ

とで、今回の家庭的な部分につきましては、繰り
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返しになりますけれども、今回対象事業者がいな

いということで、特に詳しい説明はしてございま

せんけれども、先ほど部長からもありましたとお

り日常的にそれぞれの事業所さんとも連携を密に

しながら懸案等、課題等ありましたら対応させて

いただいておりますので、今回の部分につきまし

てもまた例年開催しています協議会の中でも話題

提供みたいな形で協議をさせていただきたいなと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員から最後に全般的な

規制に対しての考え方ということでお話があった

と思いますけれども、まずこの家庭的保育事業等

の今回の改正については、やっぱり主に都市部に

おいて今なお待機児童が問題になっているという

ことを鑑みた上での改正という要素が強いのかな

というふうに思っています。これはこれで理解し

つつも、我々としてはもちろん量的なものも大事

だけれども、質的なものも非常に大事だという立

場に立って保育事業を展開していかなければなら

ないというふうに考えておりますし、今回そのた

めのこうした改正だということもぜひ御理解をい

ただきたいというふうに思います。

全般的な問題に対しては、規制は当然まちづく

りを活性化するために必要な部分もありましょう

し、そのために必要な規制もあろうし、環境の変

化によって変えていかなければならない規制もあ

ろうというふうに思います。その辺は、地域の実

情に応じて是々非々で判断をしていくということ

になろうかというふうに思いますので、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

名寄市土地改良事業分担金等徴収条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市土地

改良事業分担金等徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本年６月８日に土地改良法の一部が改

正をされ、条項ずれが生じたことから、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第４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４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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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

名寄市企業立地促進条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市企業

立地促進条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、旅館業法の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い旅館業とされていた営業種別の

うちホテル営業と旅館営業が統合され、旅館・ホ

テル営業とされたことから、本条例の一部を改正

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第５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

工事請負契約の締結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 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成３０年度北斗団地公営住宅建設工

事について、本年８月２１日、３社による一般競

争入札を執行した結果、大野組・坂下経常建設共

同企業体が２億 ７５０万円で落札をし、これに

消費税及び地方消費税 ７４０万円を加え、２億

４９０万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２条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

詳細につきましては建設水道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） 追加説明を天野建設水

道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議案第６号、平

成３０年度北斗団地公営住宅建設工事の建築工事

の追加の説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき、老朽化した北斗、新北斗団地の建てかえ事

業にて建設するものであり、昨年度の実施設計に

基づき平成３１年１０月中旬の完成に向け準備が

整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成３０年度北斗

団地公営住宅建設工事の建築工事の事業概要につ

いて説明いたします。本工事は、鉄筋コンクリー

トづくり２階建て、延べ面積は住宅部分が ０４

７６平米、物置、自転車置き場が５ ９８平米

で、合計が １０ ７４平米であります。住宅戸

数は２ＤＫが８戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが

２戸で、合計１２戸の建築工事であります。また、

工事期間は議決後の翌日から平成３１年１０月１

５日までを予定しております。
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次に、お手元にございます説明資料の説明をい

たします。めくっていただきまして、初めに資料

１、建物概要、配置図をお開きをください。図面

上部は来年度発注する駐車場であり、台数は住宅

戸数分を確保しております。図面中央は公営住宅

で、図面下部は入居者が自由に使える菜園等のス

ペースとなっております。

次のページ、資料２をごらんください。図面上

部が雁木や物置及び自転車置き場等の共有スペー

スであり、下部が住宅となっております。

続いて、おめくりいただきまして、資料３、２

階平面図をごらんください。各住戸の配置及び戸

数は、１階と同様でございます。

続いて、おめくりをいただきまして、資料４の

立面図をお開きください。入居者の除排雪作業軽

減に配慮し、無落雪屋根を採用、外壁は東西面を

金属板仕上げ、南北面を塗装仕上げとしておりま

す。

以上、私からの追加説明と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） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の工事請負の契

約で、北斗団地建設工事最後の発注だと思います。

いろいろ御努力いただいていることに敬意を表し

ますが、改めて二、三お聞きをしたいと思います

が、今回９棟目になるのですね、最終。それで、

当初この計画１０年をめどにということでスター

トしておりましたけれども、私も少し過去のこと

を忘れてきましたけれども、これで何年になるか、

１０年は１０年のとおりだったのかと１年でも２

年でも前倒しをという、当時の建設部長も意欲と

してはあったのですけれども、高齢化との関係な

んかも含めて、まずそれについてお聞かせをいた

だきたいと思います。

２つ目には、常任委員会なんかでも話は既にさ

れていると思いますが、今の北斗団地に住んでい

る方、何戸残っておられて、最終的にこの建物が

できた段階ではどのぐらいの予備が、一般の、優

先入居者ともちろんいわゆる公募に基づく等関係

しますが、どんな状況なのかお答えをいただきた

いと思います。

あと、１０年間ということで、当時は １１の

前ということで、トータルとして全てオール電化

ということで電熱関係含めて、暖房を含めて電気

という想定でありましたけれども、国の新たな動

きもあって、またそうではない指導等もあった気

がいたしますが、政令的には。それで、現状最終

的にはオール電化が何戸で、あるいはそうでない

エネルギー確保は何戸なのかお知らせをいただき

たいと思いますが、オール電化のときにはやっぱ

り地元業者の皆さんが電気ばかりということはな

いのでないのかというような要望もあったような

気がいたしまして、そのときの行政側のオール電

化でいくぞということを再三変えなかったのです

けれども、国の補助事業等々の関係があったから

だというふうに思いますけれども、結果的にその

ときの行政側の答弁としては、全戸できる中で片

方はガスがあったり、片方は電気があったりとい

うのは非常に入居者に差が出るのではないかとい

うことでしておりましたけれども、最終的に国の

動きの中でエネルギーの別な活用もということが

あったと思いますので、現状どのようになってい

るのか、最終段階の完成の段階、来年の１１月で

したね。そんなことで状況の変化についてお知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 熊谷議員から大

きく３点にわたりまして御質問いただきました。

北斗団地の計画につきましては、お話ございまし

て、平成２２年度から着手ということで、これま

で毎年事業を進めてまいりまして、今回が最終年

度の着手ということになるかというふうに思って

おりまして、当初計画した時点というのは１１棟
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にて１２０戸の整備ということで始まったのです

が、その後さまざまな経緯や見直し等々も含めて

現段階、事業完了しますと９棟で９８戸と。やや

縮小した形での事業完了という形の運びに相なっ

ているということでございます。ニーズやそれぞ

れの需要などの関係で結果的にはこういう形でや

や縮小した形になっているかと思いますが、全体

的な公営住宅の長寿命化の中で戸数等々も今後も

しっかり見きわめながら、全体的な数をしっかり

と絞り込んでいくという形の考えに立ったものだ

というふうに考えているところでございます。

２点目でございますけれども、今回の建てかえ

によりまして、入居者については全く心配ない形

で新たな建物のほうに入居する予定ということで

担当のほうから伺っておりますが、どれだけ開放

できる、一般の申し込みというか、住みかえでは

なく新たな形で募集ができるかについては数担当

からちょっと確認をさせていただきたいと思いま

すので、後ほど御報告をさせていただければと思

ってございます。

そして、３点目の関係なのですけれども、オー

ル電化とガス、灯油との兼ね合いでございます。

オール電化、当然入居者のお好みというのですか、

お考え方も十分そのことを参酌しながら、当時の

省エネということで、当時はやっぱり電化が優位

だというふうに思っていたところだったのですが、

お話しのとおり １１の以降、また大きく電気料

金の値上げ等さまざまな事情があったというふう

に思っています。そういった中で２７年度に省エ

ネ法が法改正も一部ございまして、結論的にはま

たもとの形と言うと語弊があるかもしれませんけ

れども、電化からまた灯油、ガスという形になり

ました。この事業完了の中で先ほど申し上げまし

た９棟９８戸のうち、予定といたしますが、電化

としては６６戸、約３分の２、そして残る３分の

１の３２戸が灯油、ガスになるという予定を立て

ているところでございます。

済みません。今担当のほうから２番目に御質問

あった一般にどれだけ世帯を開放できるかという

お問い合わせですが、北斗団地、これ新北斗も一

部申し上げますが、北斗団地では３０年度では５

戸の世帯を開放できると。一般募集に回せると。

３１年、来年完成いたしますと１戸の予定という

ことになってございます。また、新北斗団地につ

いては、今年２戸の募集ができると。ことしと来

年においては、都合８戸開放できるといったよう

な形での数字の報告が今ありましたので、答弁と

させていただきます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の数字については、

入退去の関係については受けとめますけれども、

既存の残っている人の戸数、ちょっと後からつけ

加えておきますが、現在北斗団地に入っている人

が新しい団地に住みかえるという数について、今

いただいたのだったかい。漏れていましたら、私

の聞き落としだったら、後からちょっとつけ加え

ていただきたいと思います。

それで、結局はエネルギー問題については国の

制度の関係でそうせざるを得ないということでス

タートしておりますけれども、当時行政の対応と

してみればそれしか選択がないのだと。選択肢が

ないということだったのですけれども、 １１の

変化がたまたまそうなったのですけれども、実際

入居者のニーズというか、もちろん電気のほうが

便利で安心だ、安全だというところもありますが、

あるいはガスはガスのほうが使い勝手、ずっと長

い間そう使ってきたというニーズはいろいろあっ

たのですけれども、選択肢が電気しかないという

ことでスタートして、実際にはどちらが安いかと

いう、やっぱり所得の関係なんかも含めて、決め

手になるのではないかと思っていますが、ある面

では選択肢が複数あったほうが結果としてはよか

ったのではないかというふうに、私はそう判断を

しております。最終的には１年ぐらい早く完成と

いう見通しが立って、団地ができ上がるのですけ
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れども、当時は私どもも議論をした経過の中では

あそこ北斗団地３００近く、２５０か、かなり多

かったような気がして、それが１００台ぐらいで

建設計画をスタートしているのですけれども、結

果としては時代の流れや一定の時間がたっている

ということで、あるいは転出をする、亡くなる、

介護施設に入るというようなことで、最終的に一

般の市民も公募の中で入れるという数字が今出た

のですが、行政の判断というのは非常に正確だっ

たのだなというふうに改めて頭を下げるところで

ございますけれども、ぜひいいものをしっかり完

成をして対応していただきたいというふうに思っ

ていますので、漏れた部分ももしあったらお答え

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 質問の中で答え

切れていなかった部分で、今残っている現存のお

住まいの方などについてちょっと確認して改めて

熊谷議員に報告させていただきたいというふうに

思っていますし、お話、当初の計画からやはりど

うしても人口減やさまざまな要素で、そこはしっ

かり必要とする住宅戸数を見きわめるというのが

我々公営住宅を担当している者の当然の役割だと

いうふうに思っていまして、そういう意味では昨

年、２９年度に公営住宅の長寿命化計画はしっか

りと私どもとしては見直しをさせていただく。そ

の時代に、１０年後に応じた、見通しての確保す

べき戸数等々、そして今後北斗団地、新北斗が終

わりますれば、当然屋根の修繕だとか、中の改修

だとかも今手をかけている団地もございますし、

新たに建てかえを目指す団地もありますので、そ

ういった部分も含めてしっかり庁内議論して具体

的な準備等々にかかれるように努めてまいりたい

というふうに思っています。

繰り返しになりますが、先ほどの数字等につい

ては改めて議員のほうへ報告させていただきます

ので、今の時点では御了解いただければと思って

ございます。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

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。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５７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。

午前中に審議を行いました議案第６号における

熊谷吉正議員の質疑に対する答弁の内容に誤りが

あり、訂正したい旨の申し出がありましたので、

発言を許します。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 貴重な日程、お

時間の中で大変恐縮でございます。先ほど熊谷議

員から公営住宅の請負契約にかかわりまして御質

問をいただきました。今後の公営住宅の住みかえ

後の一般公募に回る数を報告をさせていただきま

したけれども、私のメモの読み違い等がございま

して、改めて報告、訂正をさせていただきたいと

思っております。

今現在の、旧住宅と申し上げたほうがよろしい

でしょうか、公営住宅にお住まいの方は、新北斗
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の２戸を含めまして８世帯でございます。その８

世帯全てが住みかえ、それぞれ御希望されており

まして、今年度のこの秋に完成します北斗団地に

７戸、内訳は北斗５、新北斗２ということでござ

います。３１年に１戸を住みかえを予定をしてご

ざいまして、現在現存の住宅にお住まいの方は８

世帯ということでございます。

そして、その結果、今年、そして来年の公募予

定でございますが、今年の９月のこの公募を例年

かける時期でございますので、１２戸から７世帯

引きまして、今回北斗団地では５戸募集をかけさ

せていただく予定でございます。３１年度、来年

につきましては１戸が住みかえ予定してございま

すので、残る１１戸予定をしているところでござ

います。住みかえに当たりましては、現存のそれ

ぞれの御家庭の家族の構成数、そして間取り等々

を十分考慮しながら、その移り変わる時期等々を

煮詰めてまいりましたので、この予定で進めさせ

ていただきますので、改めて報告にかえさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、日程第１０

議案第７号 平成３０年度名寄市一般会計補正

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７号 平成３０年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に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 ２５４万 ０００円を追加をし、

予算総額を２２０億 ５７７万 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ふるさと応援事業費９９０万

円の追加は、名寄市ふるさと応援寄附金の増に伴

いふるさと応援寄附記念品発送業務委託料などに

ついて補正しよ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域振興基金積

立金３５０万円の追加は、いただいた寄附を寄附

者の意向に沿い地域振興基金に積み立てしようと

するものでございます。

７款商工費におきまして住宅改修等推進事業補

助金 ０００万円の追加は、現在の補助金の執行

状況と今年度の需要を踏まえ、当初予算から増額

をして対応しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして名寄東中学校ブロッ

ク塀改修工事１１１万 ０００円の追加は、建築

基準法の現行基準に適合すべく改修工事を実施す

るものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をいたしました。

次に、第４表、地方債補正では、臨時財政対策

債について限度額を変更しようとするものでござ

います。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長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） 一般会計の補正予算

につきまして市長より申し上げました内容との重

複を避けて追加説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

議案第７号の１０、１１ページをお開きください。

３款民生費、３項１目生活保護費の生活保護シ

ステム改修委託料１６２万円の追加は、生活保護

基準額等の見直しによる生活保護システムの改修

を行うもので、財源として国庫支出金で８１万円

を計上しております。

次に、１２、１３ページをお開きください。４

款衛生費、５項１目上水道費の共同飲料水供給施
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設等事業費補助金１１７万 ０００円の追加は、

風連日進地区の１３の１、水道利用組合の給水ポ

ンプ取りかえ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。

１４、１５ページをお開きください。７款商工

費、１項３目スキー場費のピヤシリスキー場整備

事業費４６４万 ０００円の追加は、シーズン前

の圧雪車の定期整備において修繕箇所の増加によ

り修繕料が不足することから予算を追加しようと

するものであります。

９款消防費、１項２目災害対策費の災害対策事

業費（平成３０年７月豪雨）３５万 ０００円の

追加は、このたびの西日本豪雨災害に対応し、７

月２４日から２８日までの間山梨県総社市への職

員派遣に要した経費について補正しようとするも

のであります。

１０款教育費、６項１目社会教育総務費の舞台

芸術劇場補助金１００万円の追加は、芸術文化鑑

賞機会の提供、充実を目的としていただいた寄附

金を財源に補助金額を追加しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。戻っていた

だきまして、６ページ、７ページをお開きくださ

い。１８款寄附金、１項２目、ふるさと納税寄附

金で ５００万円の追加は、７月末までにいただ

いた寄附金の状況を鑑み、予算を追加しようとす

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。

済みません。今災害派遣、職員派遣の関係で山

梨県総社市というふうに言いましたけれども、岡

山県総社市の誤りでございます。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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三点お尋ねをい

たします。

議案第７号、１０ページ、１１ページ、２款１

項１目、ふるさと応援事業費、給付が予定より、

当初予算よりふえているという前提で９９０万円

補正をされておりますけれども、当初予算は ５

００万円ということで、新たに補正をするのです

が、この場合におけるふるさと応援寄附記念品発

送業務委託料、それからふるさと納税業務支援委

託料の関係なのですけれども、これ当初の予算で

積算の段階で情報十分でないということもありま

すけれども、仮にまとめて ０００万円当初から

計上されている場合においてはこの業務委託料あ

るいは支援委託料というのは金額的にはどういう

変化になるのかお知らせをいただきたいと思いま

す、今回は補正でそれぞれ上げておりますけれど

も。

もう一点は、住宅、ページは１４ページ、１５

ページの７款１項１目で住宅改修等推進事業費

０００万円、有効に活用されているということで、

地域の景気にも一定の効果があるわけであります

けれども、この論議のときに２定の中でもお話し

しましたけれども、来年度の関係については継続

の意向を示しながら、具体的にはそれぞれ詰めて

いくと。これまでと同じでいいのか、あるいは少

し中身をいろいろ工夫をしてということで、事業

者あるいは市民のニーズも踏まえてということだ

ったと思いますけれども、その後内部議論という

のは、できるだけ早く示したいと。今総計の関係

やら予算の編成の段階、まだ初期段階だと思いま

すけれども、その後の内部的な議論についてお聞

かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御質問のふるさと応

援事業費の業務委託等の経費についての関係で、

当初から ０００万円の予算を見たときにという

ことなのですけれども、今回補正を上げる段階で

は当初の ５００万円と ０００万円の差額に応

じてそれぞれ委託料、発送代金ですとか、そうい

うのを計算していますので、当初から計算をしま



－31－

平成３０年９月３日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

すと同じように当初から９９０万円は支出として

増ということになろうかというふうに思いますが。

ちょっと説明としてはあれですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ２点目に御質問いた

だきました住宅改修事業に係る内部の検討状況と

いうことでいただきました。この事業については、

議員が言われるように当初の ０００万円にプラ

スで今後の見通しとしてさらに ０００万円とい

うことで、市民の皆さんにも有効に活用いただい

ていると思いますし、その効果については経済効

果はもとよりでありますけれども、従業員の技術

継承というのでしょうか、継続についても非常に

役に立っている事業だと我々は思っております。

この事業の一つには、取り組み者に対するアン

ケートをとらせていただいていますので、その取

りまとめをさせていただいている分、それともう

一つは、実際の活用者というのでしょうか、町内

会長さんと行政との意見懇談会もございましたの

で、その中でも御意見がありませんか、その場で

なければ後日でも結構ですというような形で投げ

かけをさせていただいております。さらに、原課

のほうで他の自治体なんかでどのような取り組み

をしているのか、ここらについても今調査をさせ

ていただいているところであります。これらをそ

ろえた中で、今ローリングの個別の事業というの

でしょうか、それらの理事者ヒアリングなどもや

らせていただいておりますけれども、その中でも

一定の議論をいただきたいというふうに思います

が、制度の詳細等についてはさらに内部でも十分

各セクションも集めて、その中での検討をさせて

いただき、予算編成となりますその作業にあわせ

て詳細については決定をし、市民の皆さんにもお

知らせをし、さらには議会には必要な予算の提案

について御協力をいただきたいというふうに考え

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） リフォーム事業につ

いては、市長からも来年度以降も継続の意思が示

されて、それをどう具体的に内容を豊富化するか

というところは、今言ったように庁内やら市内等

いろんなニーズを踏まえてということで、数字に

ついてはもちろん予算編成まさにこれからですか

ら、まとまった段階で出てくると思うのですが、

現事業をどう豊富化し、来年度についてもどのよ

うなものとして、手にとるように、見えるように、

それは今の景気動向でどうなるかわかりませんけ

れども、もう少し具体性を持たせて問題提起をし

ていっても、いるのではないかというふうに思っ

ていたものですから、それ以上、それ以下でもな

いという現状についてはわかりました。ただ、年

度内早いうちにということはずっと言われていた

ので、９月ですので、もっとしっかりスピード感

を持って対応をしていただいたほうがよろしいの

ではないかと思います。現の補正については異論

はございません。

それで、中村総務部長のほうの関係で、当初予

算で ０００万円の場合と ５００万円と ５０

０万円と分けて、いわゆるふるさと納税に対する

事業費を、これはどのぐらいいただくかという件

数も多少ありますけれども、要するに名寄市に実

質何ぼ残るかということと事業費を対応するだけ

の委託料とか、発送業務委託料と業務支援委託料

は数字は変わっても不思議ではないのかなと。

０００万円一括で委託しても補正の額と合計は一

緒なのですけれども、同時に出す場合とでは件数

の立て方にもよりますけれども、違うのでないか

と、積算のあり方としては。そのように私は理解

をしているのですけれども、改めてお答えをいた

だきたい。

そして、この補正も含めて名寄市には今年度実

質どのぐらい残るのかという、私も独自に計算は

していますけれども、まず考え方を改めてお聞き

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１６分
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再開 午後 １時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず、ふるさと応援

基金としてどれぐらい残るのかということなので

すけれども、これは今当初 ５００万円を補正を

して ５００万円、 ０００万円ということで今

回補正をしています。支出については、当初 ６

４９万 ０００円と今回９９０万円を補正をして

いますので、支出については ６３９万 ０００

円ですから、 ３６０万 ０００円が基本的に寄

附金として残るという考え方でございます。

そして、先ほど言いましたように当初から ０

００万円を見たときに支出の関係がどうなるのか

ということなのですが、ふるさと納税の発送の業

務委託については件数でやっていますので、当初

４００件で見ていたのですけれども、今回 ９

００件で見るということですので、その分でこれ

は件数の計算で ０００円で支出をしているとい

うことですので、件数がふえたということでござ

いますから、当初からふやしていてもそれについ

ては影響はないかと思います。同じようにふるさ

と納税、業務委託の関係については、さとふるで

すとか楽天含めてこれも同じように歳入の寄附金

額によって変動するということでございますので、

当初から ０００万円見ていればそれにかかわっ

て当初の支出についても多くなるということにな

ります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） わかりましたという

か、残るのは大体計数的に４割ぐらいかなという、

金額的には理解しておりますけれども、発送業務

委託料は件数でずばずばなので、分割して当初で

発注、 ０００万円で出そうが、 ５００万円で

出そうが、件数だということで理解できましたけ

れども、業務支援委託料というのはこれはほとん

ど人件費なのかなという感じがするのですけれど

も、基本的にはいわゆる単価的なところを積算根

拠にしているという理解を今はしますけれども、

また検証させてください。わかりました。ありが

とうございます。時間とらせてごめんなさい。

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７号は原案のとおり決定をすることに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計補

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８号 平成３０年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ８５０万 ０００円を追加し、予

算総額を３１億６５９万円にしようとするもので

ございます。

また、直診勘定におきましては事業費の調整を

行うものであり、予算総額の変更はございません。

保険事業勘定の補正の主なものを歳出から申し

上げます。７款諸支出金において平成２９年度療
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養給付費等負担金等の確定に伴う精算返還金とし

て ７３４万 ０００円を追加しようとするもの

でございます。

次に、歳入について申し上げます。５款繰越金

において ７３４万 ０００円を追加し、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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１２ 議案第９

号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 平成３０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 ６７０万 ０００円を追加し、予

算総額を２６億 ７２６万 ０００円にしようと

するものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。６款諸支

出金におきまして平成２９年度介護給付費負担金

等の精算に伴う返還金などとして ６７０万 ０

００円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。９款繰越金

におきまして ６７０万 ０００円を追加し、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成３０

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、浄化槽設置工事の増加が見込ま

れることから、歳入歳出それぞれ３５０万円を追

加し、予算総額を ３７９万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款個別

排水事業費におきまして浄化槽設置工事を３５０
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万円追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では３５万円を、２款使用料及び手数

料では５万円、５款市債では３１０万円を追加し、

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、地方債補正では、個別排水処理

施設整備事業の限度額を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３０年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成３０

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター施設の修繕に要す

る経費を補正しようとするもので、歳入歳出それ

ぞれ４１５万 ０００円を追加し、予算総額を

００６万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費では、落雪により損傷を受けた外壁の修繕に伴

い４１５万 ０００円を追加しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

におきまして４１５万 ０００円を追加し、収支

の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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 平成２９年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１３号 平成２９年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

４号 平成２９年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第１５号 平成２９年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第１６号 平成２９年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

１７号 平成２９年度名寄市食肉センター事業特

別会計決算の認定について、議案第１８号 平成

２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認
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定について、議案第１９号 平成２９年度名寄市

病院事業会計決算の認定について、議案第２０号

平成２９年度名寄市水道事業会計決算の認定に

ついて、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１２号から議案第

２０号までの平成２９年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算及び水道事業

会計決算の認定について、一括して提案の理由を

申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１２号か

ら議案第１８号までは平成３０年５月３１日、議

案第１９号及び議案第２０号は平成３０年３月３

１日をもってそれぞれ出納を閉鎖をし、決算を行

いましたので、地方自治法第２３３条第３項及び

地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会

の認定に付するものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

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） お諮りいたします。

議案第１２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決算審査特別委

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１２号外８件については、全議

員をもって構成する決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、決算審査特別委員会

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１６ 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、本年５月１４日午後２時１０分

ごろ、名寄市西１条南１丁目の市道西１条仲通に

おきまして教育部所管の公用車が名寄庁舎西側の

駐車場から市道へ後退で出ようとしている際、右

方向から後退してきた相手方車両の左後部と公用

車の運転席ドアが接触をし、破損をしたものでご

ざいます。過失割合は本市が５０％であり、相手

方車両の修理代として本市が３万 ７２６円を負

担をすることで示談が成立をし、和解をしたとこ

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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 専決処分書２件あり

まして、両方とも市役所の裏の駐車場から出る公

用車で、大学のほうも駐車場から出る公用車とい

うことで、特に市役所裏の駐車場のあり方につい

て、これから庁舎問題いろいろ出てくるかもしれ

ませんけれども、こういうケースの場合の事故の

確率みたいな検証というのはしたことはあるのか

ないか、ちょっと。あるいは、次の大学のも一括

しての話でお許しいただきたいのですが、市民の

中にはやっぱりこれは余り言いづらいけれども、

全部それは保険で直すのだろうというような声も

時には聞くこともあったり、しっかり安全運転に

関する研修、講習みたいなのはその後どうなって

いるのかという声をちょっといただいたものです

から、たまたま手挙げづらいけれども、気をつけ

るしかないというだけで、なかなか認めてくれな
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いではないかという感じがするものですから、こ

の２点について運行管理者あるいは安全運転管理

者それぞれ配置しているわけなのですけれども、

基本的な考え方についてまずお聞きをしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今御質問の公用車で

の特に駐車場における事故ということでございま

して、議員が今御質問の駐車場における事故の確

率の検証とかということについては、実はそうい

うことはやってございません。通常駐車場内にお

ける事故というのは余り、そんなに確率は少ない

ものというふうに実は思っていまして、お互いに

動いている中で、運転をする中で多少の接触とか

というのは可能性はあるかもしれませんけれども、

駐車場内ということでございまして、議員言われ

るようにそういう意味でいえば不注意の部分が非

常に多いのかなというふうに思ってございます。

事故が発生した場合につきましては、それぞれ

事故を起こした職員が管理者のほうに報告をし、

その後事故の状況について報告を上げてくると。

その上でそれぞれの管理者のほうから指導を受け

る。さらに、その決裁については運転管理者が、

風連、名寄それぞれ安全運転管理者というのがい

ますから、そこの決裁を受けて市長まで報告が上

がるという内容になってございます。特に駐車場

ですとか、あるいは過失割合が非常に高いような

ケースにつきましては、運転技術も含めて車両係

のほうで研修をやっているという状況になってご

ざいますし、それぞれ安全運転管理者のほうから

十分注意をするようになってございます。ことし

議員言われるように事故が少し昨年から比べます

と多くて、私のほうでも庁議なりの中で十分お話

はさせていただいておりますし、市長のほうから

も十分お話がされているということで、あす、あ

さって、また部長会議あるいは課長会議も含めて

ございますので、改めてしっかりと注意喚起につ

いて行っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ日常的にそうい

う対応をしっかりやっていただきたいのだけれど

も、もう一つは市役所裏の名小側の斜めの駐車の

あり方について、これでいくと後ろ、バックで公

用車出て、相手方も後ろに下がっているというこ

とで、かなり視覚的には車道を通っているバック

している人も見づらいだろうと思いまして、改め

て違う機会に、将来どうなるかわかりませんけれ

ども、市民会館のほう、旧市民会館にもたくさん

駐車場はあって、いつもびっしりまではいってい

ないけれども、かなり利用。これは、市民という

よりも職員関連も多いのでしょうけれども、安全

面ということで斜め型の駐車のあり方について少

し検証していただいた上で、一定の時期、警察署

もそのうち移転もするのでしょうけれども、いろ

いろ対応策は時間がかかるけれども、あるのかな

と思っているのですけれども、この斜めのは専門

的に検証していただいて、いつかの時期にこれが

いいのだとか、斜めだろうと、直角の交差点だろ

うと同じだという結論になるのかどうか、ちょっ

と気になっているものですから求めて、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

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 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２号 専決処分し
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た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年６月２３日午前１１時３０

分ごろ、名寄市立大学１号館駐車場におきまして

市立大学所管の公用車が駐車場を走行中、駐車を

していた相手方車両の左後部に接触をし、破損さ

せ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２９

万 ０２５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。

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょっとお伺いをし

たいというふうに思います。

少し珍しいタイプの事故かなというふうに思う

のですけれども、やはり事故を起こすには原因が

あると思うのです。例えばこの場合は、前方をよ

く見ていなかったのか、あるいはハンドル操作を

間違えたのか、そこら辺の原因というのはどうい

うところにあったのかお知らせをいただきたいと

思います。事故を起こす場合に、その後担当者か

ら注意をしていただくとか、そういったことって

都度やっていただいているのかなというふうには

思いますけれども、やはり原因となることを調査

をして、何を改善したらいいのかということを検

証していかなくてはいけないというふうに思いま

すので、そういった観点からもちょっとお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学所管

の事故でございましたので、私のほうから説明を

させていただきます。

本件のこの事故につきましては、所管の公用車

が大きなワゴン車でございまして、いわゆる切っ

たときに内側をすったといいますか、インのそこ

の部分でぶつかったという報告を担当教員のほう

から受けまして、その後８月だったと思うのです

けれども、市の車両係長のほうからいわゆる研修

といいますか、それを受けて、今後十分このよう

なことのないようにというか、技術指導を受けま

したことを報告を受けました。本件は、１００％

ということで大変申しわけなく思っておりますし、

担当教員についても深く反省をして、技術指導を

受けて今後十分そのようなことがないようにとい

う説明を受けました。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 大きな車両で内輪差

の感覚がわからなかったというのが原因というふ

うにお伺いしました。多分通常の運転されている

乗用車でしたら、こういうことはなかったのかな

というふうには思うのですけれども、こういうふ

だんとなれていない大型、説明をいただきました

内輪差のあるような車両を運転する場合には、そ

の前に本当は練習なり試運転をして、そこからや

るべきではないのかなというふうに思いますけれ

ども、今後の対応についてどのようにお考えなの

かお伺いして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学の教

職員も非常に実習の巡回ですとか、その他の実習

指導等で乗る機会がございますので、本件を十分

教授会等でお伝えをして、このようなことがない

ようにという注意喚起と、あと必要に応じて技術

的な指導も車両係のほうと相談をして、今後それ

も含めて検討してまいりたいと思っております。

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。
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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

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３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、本年６月１７日午後１０時ごろ、名寄

市風連町字瑞生３０４６番地地先におきまして相

手方所有の自動車にて市道風連２０線を東に向か

って走行中、道路損傷部を通過した際の衝撃によ

り左前輪及び後輪のタイヤがパンクしたところで

あります。事故発生箇所は、見通しのよい直線道

路でありましたが、穴の大きさや夜間等の物理的

条件により回避ができず、道路損傷部に車両が入

り込んだものでございます。これに伴い、車両損

害額２万４２５円のうち４割に相当する １７０

円を本市が負担することで示談が成立したところ

であります。

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 平成２９年度名寄市一般会計継続費精算報告

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４号 平成２９年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度から平成２９年度まで事

業を実施をしてまいりました北斗・新北斗公営住

宅建設事業（７棟目）及び名寄市立大学保健福祉

学部再編事業が完了したことに伴い、地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定により報告するも

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。

報告第４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９月４日から９月１８

日までの１５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９月４日から９月１８日までの１

５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。

お疲れさまでした。

散会 午後 １時４９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
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