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名寄市議会名寄市議会名寄市議会名寄市議会    議会報告会実施報告議会報告会実施報告議会報告会実施報告議会報告会実施報告                    
 

 名寄市議会では、議会基本条例に基づき、７月２７日及び２８日に市内８ヶ所で

議会報告会を行いました。 

 今年も議員を４班に分けて実施し、８会場で昨年を若干上回る１２５名の市民の

皆さんが参加、８２項目に及ぶ質問、意見、要望をいただきました。改めまして参

加をいただいた市民の皆さんに心から感謝とお礼を申し上げます。 

 市民の皆さんからいただいた質問等については、８月７日に正副議長と各班責任

者による会議を開催し、皆さんの声を市長に届けるべく、内容を精査して９項目に

まとめ、市長に見解を求めました。 

 各班の状況については、概要の重複、文言の整理をさせていただき、主な事項を

お知らせします。 

 なお、より細かな報告書の閲覧を希望される場合は、議会事務局へお申し出くだ

さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜＜＜＜議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会    実施概要実施概要実施概要実施概要及及及及びびびび主主主主なななな質疑質疑質疑質疑＞＞＞＞    

【【【【概概概概    要要要要】】】】    
 今年の報告会も限られた班人数の中で、責任者、記録、司会、報告者を班ごとに

決める一方、市内報道機関や町内会の協力を得て、記事掲載、チラシの回覧、さら

には議会報への掲載、議員に配付した２０枚のチラシなどをそれぞれ活用して市民

の皆さんへの周知を図ってきました。 

 報告会は、班責任者のあいさつ、出席議員の自己紹介にはじまり、①議会の１年

間の報告（行政報告、政務調査費を含む）②２４年度の予算の概要③定例会及び臨

時会開催状況④各委員会の開催状況⑤市の課題（財政状況、名寄市立総合病院の現

況と課題、名寄市立大学の現況と課題、名寄市の観光）の報告を行い、その後に質

疑及び意見聴取に入りました。 

 また、昨年までの市の課題は、実施年度内で取り組まれる大型事業について報告

していましたが、今回は議会として財政状況等を報告するなど内容も一部変更しま

した。 

 なお、今回は初めて参加者へのアンケート調査も行いました。 

 

    【班編成】【班編成】【班編成】【班編成】    ◎◎◎◎は実施責任者は実施責任者は実施責任者は実施責任者 

 １１１１班班班班     黒井 徹  （議長） 

             高橋 伸典 （総務文教常任委員会副委員長） 

            ◎佐藤 靖  （経済建設常任委員会委員） 

             川村 幸栄 （市民福祉常任委員会委員） 

             山田 典幸 （経済建設常任委員会委員） 

  担当地区担当地区担当地区担当地区   智恵文多目的研修センター   ７月２７日午後７時 

         名寄市総合福祉センター    ７月２８日午後６時３０分 

 

 ２２２２班班班班         ◎佐藤 勝 （副議長、総務文教常任委員会委員） 

       日根野正敏（市民福祉常任委員会委員長） 

       山口 祐司（経済建設常任委員会副委員長） 

       宗片 浩子（総務文教常任委員会委員） 

       川口 京二（市民福祉常任委員会委員） 

     担当地区担当地区担当地区担当地区   風連地域交流センター     ７月２７日午後６時３０分 

         名寄市民会館         ７月２８日午後６時３０分 

 

 ３３３３班班班班         ◎竹中 憲之（経済建設常任委員会委員長） 

       東  千春（市民福祉常任委員会副委員長） 

       熊谷 吉正（経済建設常任委員会委員） 

       大石 健二（総務文教常任委員会委員） 



  担当地区担当地区担当地区担当地区   アカシア福祉会館       ７月２７日午後６時３０分 

         １７区福祉会館        ７月２８日午後６時３０分 

 

 ４４４４班班班班    駒津 喜一（総務文教常任委員会委員長） 

      ◎植松 正一（総務文教常任委員会委員） 

       佐々木寿 （経済建設常任委員会委員） 

       上松 直美（経済建設常任委員会委員） 

       奥村 英俊（市民福祉常任委員会委員） 

  担当地区担当地区担当地区担当地区   東１２区町内会館       ７月２７日午後６時３０分 

         名寄東小学校多目的ホール   ７月２８日午後６時３０分 

             

 

    【【【【主な質疑主な質疑主な質疑主な質疑】】】】  
 各会場における主な質疑は次の通り。 

｛｛｛｛１１１１班班班班    智恵文多目的研修智恵文多目的研修智恵文多目的研修智恵文多目的研修センターセンターセンターセンター会場会場会場会場    参加参加参加参加５５５５名名名名｝｝｝｝    

 （（（（農業対策農業対策農業対策農業対策））））    

問 智恵文地区では、昨年は湿害に悩まされ、今年は干ばつ被害があった。７月５ 

  日の降雨で回復傾向にはあるが、毎年のように異常気象が続く中にあって、行 

  政としても湿害対策、干害対策をしっかり行ってほしい。 

問 干ばつが激しいため、ホースなどを個々に買い入れしている人も多い。干ばつ 

  対策で種々の物品などを購入した農家に補助金を出せないのか。 

答 基盤整備の必要性は認識している。補助金についてはご意見として受け止める。 

 

 （（（（交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策））））    

問 天智橋整備にかかわり、退避場所を設置してもらったが、段差があり緊急時に 

  は退避が難しい状況にあるので、改善できないか。 

答 現地を確認し、担当部局に問い合わせしたい。 

  ※※※※    担当担当担当担当のののの建設水建設水建設水建設水道部道部道部道部ではではではでは、「、「、「、「地域地域地域地域のののの要望要望要望要望についてはについてはについてはについては、、、、所管所管所管所管のののの北海道北海道北海道北海道にににに改善改善改善改善をををを    

                要望要望要望要望するするするする」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

 

 （（（（資源活用策資源活用策資源活用策資源活用策））））    

問 鹿害対策で焼却施設を作ったが、一方では鹿肉に商品価値を見出す動きもある。 

  捕獲したものを活かす取り組みも必要ではないか。 

答 鹿による被害が大きいこともあって、猟友会の協力を得て緊急的に被害を少な 

  くする取り組みの一環とし、焼却施設を建設したことにご理解いただきたい。 

 

    （（（（行政行政行政行政対応対応対応対応））））    

問 農政、あるいは道路状況などについて、行政としてもっと情報収集機能を高め 



  て欲しい。 

答 ご意見として受け止める。 

 

    （（（（行政懇談会行政懇談会行政懇談会行政懇談会））））    

問 行政懇談会の時間が短すぎる。せめて、２時間半ほどは必要ではないか。 

答 ご意見として受け止める。 

 

｛｛｛｛１１１１班班班班    名寄市総合福祉名寄市総合福祉名寄市総合福祉名寄市総合福祉センターセンターセンターセンター会場会場会場会場    参加参加参加参加１０１０１０１０名名名名｝｝｝｝ 

 （（（（名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院））））    

問 救急外来の説明があった。消化器内科医師が３人増えたが、病院医師の過酷な 

  勤務状況の話も聞く。中には、２４時間勤務や３６時間勤務もあるようだが、 

  このような状態を回避することも大切。今後とも医師確保に取り組んでほしい。 

問 名寄市立総合病院は、道北地域の中核病院であるが、補助金など国や道からの 

  支援措置はあるのか。また、近隣市町村の財政的協力は得られないのか。 

問 精神科病棟の改築が行われるが、心配されるのが駐車場。特に、病院周辺の路 

  上駐車を懸念している。今年７月から、名士バスの運行経路が変更となり、病 

院の北側を通行することになった。事故防止の観点からもしっかり対応してほ 

しい。 

問 近郊の花園公園を広範囲に活用出来る対応をすべきではないか。 

答 医師確保については、市長、院長をはじめ各担当者が日々努力をしているが、 

  難しい状況にある。看護師もそうだが、市民の皆さんの中で良い情報があれば 

  病院事務部に寄せてほしい。また、士別市では病院を支える市民グループが組

織 

  されたが、今後、名寄市でもそのような動きがあれば協力いただきたい。 

  市立病院のように自治体病院に対しては、交付税の中でカウントされ交付され 

  ている。名寄市では、この交付税に１億１，０００万円を上乗せして病院会計 

  に繰り入れている。近隣の対応としては、定住自立圏の取り組みに期待してい 

  る。 

  精神科病棟の建設中は、駐車スペースで市民の皆さんにご迷惑をおかけするが 

  理解していただきたい。また、病院と建設水道部では現在、冬期間活用してい 

  る花園公園を改築期間中に限り、年間駐車場として活用できないか、条例の一 

  部改正を含めて検討している。 

  しかし、駐車スペースが狭隘となるのは事実であり、路上駐車対応を含め、交 

  通事故の発生に繋がらない対応を求めたい。 

  花園公園の広範囲な活用については、同公園を抱える１区町内会及び近隣で利 

  用している南保育所と協議を行い、駐車場スペースの確保に努めている。また、 

  職員については、スポーツセンター駐車場を利用するように求めているし、限 

  られた期間であることから病院周辺の遊休地についても活用できないか検討し 

  ている。 



 （（（（観光観光観光観光））））    

問 名寄市では、ひまわりを観光資源に観光客の誘致を進めている。これを含め、 

  今年から職員を東京に派遣したが、その動きや内容は。 

問 ＪＲ北海道で今年、名寄、美深、音威子府、朱鞠内、そして名寄に戻るリゾー 

  ト列車を本社事業として運行しているが、成果に繋げるためにも道北地方全体 

  で観光を考える必要があるのではないか。 

答 杉並区に派遣した職員と最近会ったが、苦労はしているようだ。しかし、名寄 

  を売り込むため、様々な企画も浮上しているようなので、今しばらく推移を見 

  守ってほしい。 

  名寄近郊では、名寄市も加わる道北観光連盟という組織があり、同連盟の中で 

  成果に繋げる検討を求めたい。 

 

 （（（（高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策））））    

問 名寄には、老人ホームが少ないのではないか。 

答 民間で建設計画を持っている状況もある。しかし、ご指摘の通りであり、例え 

  ば特別養護老人ホームの待機者が約１５０人に達している。一方、施設が増え 

  れば介護保険料が上がることもあり、それら様々なことを理解することも大切。 

 

    （（（（生活保護生活保護生活保護生活保護））））    

問 北海道の最低賃金が生活保護を下回るということが指摘されているが、名寄市 

  の生活保護費はどの程度か。 

答 扶助費の中で約５億円となっている。 

 

｛｛｛｛２２２２班班班班    風連交流風連交流風連交流風連交流センターセンターセンターセンター会場会場会場会場    参加参加参加参加２８２８２８２８名名名名｝｝｝｝ 

    （（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり））））    

問 近年、地域コミュニティが希薄になっている。地域の活性化がないと今後のま 

ちづくりも難しくなるので議会でももっと議論してほしい。 

答 ご意見として受け止める。 

 

    （（（（教員住宅教員住宅教員住宅教員住宅のありのありのありのあり方方方方））））    

問 教員住宅に空き家が目立つ。一般市民に貸し出すなどして、地域の活性化に役 

立てるべきではないか。 

答 教員住宅のあり方について、担当部と協議したい。 

 

    （（（（市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のありのありのありのあり方方方方））））    

問 名寄市立大学に入学する学生のアパート代金が高く負担になっているようだ。 

民業圧迫も考えられるが、市立大学を選択しやすい環境づくりの一環として、 

市営住宅を整備して貸してはどうか。 

答 ご意見として受け止める。 



    （（（（震災震災震災震災ガレキガレキガレキガレキ））））    

問 震災ガレキについて、人情論だけで受け入れをするべきではない。風評被害の 

ことをもっと考えるべきだ。 

問 ご意見として受け止める。 

 

｛｛｛｛２２２２班班班班    名寄市民会館会場名寄市民会館会場名寄市民会館会場名寄市民会館会場    参加参加参加参加３３３３名名名名｝｝｝｝    

 同会場では、参加者が３名と少数であったため、報告の後は懇談方式に変更しま 

した。このため、出された意見のみを掲載します。 

１） 仮称・市民ホールについて、市は企画運営をエフエムなよろに任せるそうだ

が、 結論ありきの論議ではないか。 

２） トムテ文化の森やサンピラーなどでは、施設機器の更新時期を迎えている。

しっかりとした更新計画を持つべきではないか。 

３） 人口の減少が続いている。このため、将来の人口をしっかり見据えたまちづ

くりに取り組むべき。 

４） 合併から６年目を迎えたが、当初の心の合併は進んでいない。心の合併をさ

らに進めるべきではないか。 

５） 道の駅はよく頑張っていると思う。 

６） 名寄のまちづくりを考えると、高速道路はいらないのではないか。 

７） 精神科病棟が改築となるが、やはり駐車場が心配。この狭い駐車場に職員の

駐車も多いように思う。 

８） 買い物ができない高齢者、いわゆる「買い物難民」対策が必要。その意味で

は、デマンドバスのあり方をしっかり検討してほしい。 

 

｛｛｛｛３３３３班班班班    アカシアアカシアアカシアアカシア会館会場会館会場会館会場会館会場    参加参加参加参加１１１１８８８８名名名名｝｝｝｝    

（（（（道路道路道路道路））））    

問 国道４０号と８号道路の間に、南小学校付近から徳田地区の大型店に抜ける道 

路を取り付けられないか。 

答 議会の一般質問で同様の質疑があった。市の答弁は、豊栄川に取り付ける橋架 

  が設計上道路に取り付けられない、というものであった。 

  

    （（（（町内会町内会町内会町内会のののの防災組織防災組織防災組織防災組織））））    

問 全国的に防災に対する意識が高まっているが、町内会独自で組織を立ち上げる 

ことは大変だ。高齢者や弱者を防災マップの避難場所まで誘導・引率すること 

は物理的にも困難。行政が考えている地域の防災組織のイメージは。 

答 確認したい。 

 

    （（（（植樹植樹植樹植樹マスマスマスマス））））    

問 歩道の植樹マスに、樹木も花もというのはいかがか。管理が行き届かないため 



  に地域の景観や美化を損ねている。植樹マスはどうしても必要なのか。 

答 植樹マスの美化、景観は、市全体の課題として行政に確認したい。 

※ そのそのそのその後後後後のののの調査調査調査調査でででで所管所管所管所管のののの建設水道部建設水道部建設水道部建設水道部ではではではでは、、、、植樹植樹植樹植樹マスについてマスについてマスについてマスについて「「「「国国国国のののの補助基準補助基準補助基準補助基準

のののの中中中中でででで義務化義務化義務化義務化されていたされていたされていたされていた時代時代時代時代もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、近年義務化近年義務化近年義務化近年義務化のののの枠枠枠枠がはずれているがはずれているがはずれているがはずれている。。。。

市内市内市内市内のののの状況状況状況状況についについについについてはケースがてはケースがてはケースがてはケースが様々様々様々様々でありでありでありであり、、、、課題課題課題課題としてしっかりとしてしっかりとしてしっかりとしてしっかり受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、

検討検討検討検討したいしたいしたいしたい」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

 

（（（（名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院））））    

問 病院周辺を自転車で走行すると、駐車場を探す車が多くて危険。どんな対策を 

持っているのか。 

問 精神科病棟改築にかかわる資料を見ると、新しい精神科病棟と現病舎が通路で 

つながっており、通り抜けできない状態だ。現在地に病院を建設する際、８号 

道路以西の住民の利便性を図るため、通り抜けできるようにするという約束事 

があったのではないか。 

答 病院周辺の歩行者や自転車利用者への配慮は、行政にしっかり申し入れる。 

  現病舎開設当初の経過についても確認したい。 

 

    （（（（仮称仮称仮称仮称・・・・市民市民市民市民ホールホールホールホール））））    

問 建設に際し、国からの補助を受けるため基準で、可動席と固定席の比率を巡っ 

て議論があったが、結果的に席の比率や基準は無かった。これは市のミスなの 

か、ミスがあったのであれば職員に対して信賞必罰で臨んだのか。 

答 これについては市長が陳謝しており、職員も内部処分を行っている。 

※ そのそのそのその後後後後のののの調査調査調査調査でででで、、、、職員職員職員職員のののの処分処分処分処分についてはについてはについてはについては仮称仮称仮称仮称・・・・市民市民市民市民ホールホールホールホール建設建設建設建設にかかわりにかかわりにかかわりにかかわり

設計発注設計発注設計発注設計発注がががが遅遅遅遅れれれれ、、、、補助金補助金補助金補助金をををを返還返還返還返還したことにしたことにしたことにしたことに対対対対してのしてのしてのしての処分処分処分処分でありでありでありであり、、、、比率比率比率比率・・・・基基基基

準論議準論議準論議準論議にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる処分処分処分処分はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。    

 

    （（（（市議会市議会市議会市議会））））    

問 議会ライブ中継の画面にカウンターを設置してはどうか。議会への関心度や意 

識を高めてもらう観点から検討してほしい。 

問 定例会後に発行している議会だよりに、議案に対する議員の賛否一覧を掲載で 

きないか。 

答 カウンター設置は技術的には可能だが、持ち帰って検討したい。 

  賛否一覧の掲載については、議会報特別委員会等で検討したい。 

※ 議会議会議会議会ライブライブライブライブ中継中継中継中継のカウンターのカウンターのカウンターのカウンター設置設置設置設置についてはについてはについてはについては、、、、費用費用費用費用やややや効果効果効果効果についてについてについてについて調査調査調査調査しししし、、、、

来年度実施来年度実施来年度実施来年度実施のののの可否可否可否可否もももも含含含含めめめめ今後協議今後協議今後協議今後協議しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、議案議案議案議案にににに対対対対するするするする賛否一覧賛否一覧賛否一覧賛否一覧のののの

掲載掲載掲載掲載についてについてについてについてもももも、、、、議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会においてにおいてにおいてにおいて今後協議今後協議今後協議今後協議しますしますしますします。。。。    

｛｛｛｛３３３３班班班班    １７１７１７１７区福祉会館会場区福祉会館会場区福祉会館会場区福祉会館会場    参加参加参加参加１１１１８８８８名名名名｝｝｝｝    

    （（（（名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院名寄市立総合病院））））    

問 市立総合病院の駐車場問題は、いつ解決するのか。 



問 精神科病床数と精神科の今後の方向は。 

問 駐車場には入院している人も止めている。有料化は良いことだが、どのような 

  方向で進むのか。保育所は敷地内に建設すれば駐車場も広く使えるのではない 

  か。 

答 駐車場については、医師寮を民間活力で建設し、現医師寮は解体して駐車場と 

  する一方、精神科病棟建設中は隣接する花園公園の借用を検討している。改築 

  工事が終われば７０台程度駐車台数が増える予定。 

  精神科病床数は６０～６５床程度だが、医師数は現状のままの見込み。 

  駐車場の有料化は、現段階では全部が有料とは考えていないようで、無料の場 

  合もある。特に、入院患者などへの対応も検討している。保育所は、当初敷地 

  内への移設を検討していたが、利用者からの希望により現在地で行うことにな 

  った。 

  ※           そのそのそのその後後後後のののの調査調査調査調査でででで、、、、精神科病床数精神科病床数精神科病床数精神科病床数はははは５５５５５５５５床床床床であることがであることがであることがであることが明明明明らかになりましたらかになりましたらかになりましたらかになりました。。。。    

                またまたまたまた、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場のののの有料化有料化有料化有料化についてについてについてについて病院病院病院病院ではではではでは「「「「現在検討中現在検討中現在検討中現在検討中でありでありでありであり、、、、外来患者外来患者外来患者外来患者    

                のののの対応対応対応対応についてもについてもについてもについても減免減免減免減免またはまたはまたはまたは無料化無料化無料化無料化をををを含含含含めめめめてててて検討検討検討検討していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、保保保保    

                育所育所育所育所のののの場所場所場所場所についてもについてもについてもについても、、、、改築病棟内改築病棟内改築病棟内改築病棟内でのでのでのでの設置設置設置設置はははは行行行行わないがわないがわないがわないが、、、、場所場所場所場所はははは検討検討検討検討    

                中中中中ですですですです」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

    （（（（商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化）））） 

問 中心市街地活性化の方向性は。 

答 駅横では、西條による住宅、Ｑマートが建設され、商店街ではアーケード整備 

  の予定もある。しかし、商店街全体の活性化については進んでいない状況が常 

  任委員会では報告されている。 

 

 （（（（教育問題教育問題教育問題教育問題））））    

問 議員全体として教育問題での質問が浅い。学習指導プランの見直しで、どのよ 

  うな検証が行われたのか。 

  全国学力テストも名寄市全体では分からない。名寄市の順位を出さないのは評 

  価の仕様がない。 

答 名寄市の小中学校の弱点については、ホームページで公開している。この点を 

  教育指導で活かしていくと聞いている。 

  学力テストの順位については、ご意見として受け止める。 

 

    （（（（公契約公契約公契約公契約））））    

問 名寄市では、公契約条例は難しいのではないか。 

答 労働者の賃金を担保することは、地元で生活するには必要。儲けを取り、人件 

  費を確保する工事が望ましく、公契約条例は今後必要と思う。 

 

    （（（（指定管理指定管理指定管理指定管理にかかわりにかかわりにかかわりにかかわり））））    

問 健康の森のパークゴルフ場の管理ができていない。有料化したのだから、それ 



  なりの管理をすべき。今年の状況では、料金を取るのはおかしいコース状態だ。 

  担当者に言ったら「その言葉を待っていた」と言われた。シーズン券を買って 

  いるが、やれる状況ではないし、散水しているのも見たことがない。管理の仕 

  方が悪いのではないか。しっかりと管理してほしい。 

問 他のパークゴルフ場では、夕方などに散水しており状態は良い。 

問 昨年までは良かった。地方から来た人がかわいそうだ。 

問 職員の勤務時間もあるだろうが、朝夕に散水できる契約をすべきではないか。 

  その他の施設も状況を確認すべき。 

答 パークゴルフ場の使用料については、広く状況を見て決めたが、それなりの管 

  理は必要。現在の状況をしっかりと確認したい。 

  指定管理にかかわる契約のあり方、他の施設の状況確認については、ご意見と 

  して受け止める。 

 

｛｛｛｛４４４４班班班班    東東東東１２１２１２１２区町内会館会場区町内会館会場区町内会館会場区町内会館会場    参加参加参加参加１９１９１９１９名名名名｝｝｝｝    

    （（（（議員定数議員定数議員定数議員定数））））    

問 定数が削減され１年が経過したが、現状は大きな団体や企業、農業関係の議員 

  が多く、中心街や商店街の議員がいない。中心街の疲弊や活性化について解決 

  するためにも、中心街や商店街からの議員が必要。定数については、経費の面 

  だけではなく、幅広く市民の意見が行政に反映できる議員定数が望ましい。 

答 定数は２６人から２０人に削減となったが、この削減によって議員としての責 

  任も増した。より一層の努力をして、市民の意見を幅広く行政に伝えていくた 

  めに、きめ細かな活動をしていきたい。 

        ※※※※                         議員定数議員定数議員定数議員定数についてはについてはについてはについては、、、、議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第１７１７１７１７条条条条でででで、、、、①①①①議員定数議員定数議員定数議員定数のののの改正改正改正改正にににに当当当当たたたた    

                                    ってはってはってはっては、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの視点視点視点視点だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、市政市政市政市政のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、将来将来将来将来のののの予測予測予測予測    

                                    とととと展望及展望及展望及展望及びびびび市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを十分考慮十分考慮十分考慮十分考慮するものとするするものとするするものとするするものとする②②②②議員定数議員定数議員定数議員定数にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

                                    についてはについてはについてはについては、、、、市市市市のののの人口人口人口人口、、、、面積面積面積面積、、、、財政力及財政力及財政力及財政力及びびびび事業課題並事業課題並事業課題並事業課題並びにびにびにびに類似市類似市類似市類似市のののの議員定議員定議員定議員定    

                                    数数数数とととと比較検討比較検討比較検討比較検討するするするするものとするものとするものとするものとする－－－－等等等等とととと定定定定めておりますのでめておりますのでめておりますのでめておりますので、、、、経費面経費面経費面経費面だけでだけでだけでだけで議議議議    

                            論論論論はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

 

    （（（（環境環境環境環境、、、、道路道路道路道路））））    

問 歩道と私有地の境界に縁石が無いところ、あるところがある。現状を把握し、 

  適切に環境整備を進めてほしい。行政サービスもきめ細やかに、すべての施策 

  で行ってほしい。 

答 建設部では、厳しい財政事情の中で道路整備に努めているが、経年劣化による 

  補修や財政の関係で制約もある。要望はしっかり受け止める。 

 

    （（（（仮称仮称仮称仮称・・・・市民市民市民市民ホールホールホールホール））））    

問 市民ホールは、何十年前からの懸案事項であるが、市は何をやってきたのか疑 

  問が残る。しっかりとした方向性と計画がまったくなく、市民の長年の要望を 



  どう考えてきたのか。 

問 市民ホールは、文科省の補助金で建設すると認識してきたが、国交省が出てき 

  ているのはどういうことか。また、座席の問題で行政の研究、調査不足、議員 

  の勉強不足が目立った。しっかり反省してもらいたい。 

答 社会資本整備事業交付金を受ける計画であることから、国土交通省の所管とな 

  った。その他については、ご意見としてしっかり受け止めたい。 

 

    （（（（議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページ））））    

問 ホームページのアクセス数は把握しているのか。また、高齢者がインターネッ 

  トを見られる環境整備を進めてほしい。町内会館にインターネットを引いて、 

  情報を公開する場所を設置してはどうか。 

答 ホームページのあり方については、持ち帰り協議したい。インターネットの環 

  境整備はご意見として賜る。 

  ※   議会議会議会議会ホームページのアクセスホームページのアクセスホームページのアクセスホームページのアクセス数数数数についてはについてはについてはについては、、、、情報管理室情報管理室情報管理室情報管理室からからからからアクセスアクセスアクセスアクセス件数件数件数件数    

のののの報告報告報告報告をををを得得得得ていますていますていますています。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度ではではではでは、、、、８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日にににに７９８７９８７９８７９８件件件件のアクセスのアクセスのアクセスのアクセスがががが最最最最    

高高高高でしたでしたでしたでした。。。。一方一方一方一方、、、、議会中継議会中継議会中継議会中継ではではではでは今年第今年第今年第今年第２２２２回定例会回定例会回定例会回定例会においてはライブにおいてはライブにおいてはライブにおいてはライブ中継中継中継中継でででで    

１１２１１２１１２１１２件件件件からからからから１７９１７９１７９１７９件件件件、、、、録画録画録画録画でででで２７２７２７２７件件件件からからからから２７３２７３２７３２７３件件件件となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

 

 （（（（広報広報広報広報なよろなよろなよろなよろ））））    

問 広報の印刷の色が青から赤に変わって見づらくなった。特に、高齢者は見づら 

  いようなので、元に戻した方がよいのではないか。 

答 町内会を通して意見を市に届けてほしい。 

  ※広報広報広報広報のののの配色配色配色配色についてはについてはについてはについては、、、、多多多多くのくのくのくの指摘指摘指摘指摘がががが寄寄寄寄せられておりせられておりせられておりせられており、、、、企画課企画課企画課企画課ではではではでは「「「「よりよりよりより    

            見見見見やすいやすいやすいやすい広報広報広報広報をををを目指目指目指目指しししし、、、、検討検討検討検討するするするする」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

    （（（（コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス））））    

問 旧市内循環線が西回りになり、終始点とも名寄駅前となった。市内循環ではな 

くなったのか。また、利用方法について、しっかり市民周知してほしい。 

答 今回のコミュニティバスは、２年間の実証運行であって確定したものではない。 

  この運行を基により良い公共交通サービスの提供を目指している。利用方法の 

周知徹底は求めていく。 

  ※利用方法利用方法利用方法利用方法についてはこれまでについてはこれまでについてはこれまでについてはこれまで、、、、広報広報広報広報、、、、ホームページホームページホームページホームページ、、、、チラシでチラシでチラシでチラシで周知周知周知周知をしてをしてをしてをして    

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、問問問問いいいい合合合合わせについてもわせについてもわせについてもわせについても企画課企画課企画課企画課でででで受受受受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています。。。。企画企画企画企画課課課課    

ではではではでは、「、「、「、「現在現在現在現在、、、、利用者利用者利用者利用者のアンケートのアンケートのアンケートのアンケート調査調査調査調査もももも行行行行っておりっておりっておりっており、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを精査精査精査精査しししし、、、、    

さらにさらにさらにさらに周知周知周知周知がががが必要必要必要必要であればであればであればであれば対応対応対応対応をををを考考考考えたいえたいえたいえたい」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

 

    （（（（空空空空きききき家対策家対策家対策家対策））））    

問 危険家屋を含め、空き家になっている家の抜本的対策が必要。議員立法を含め、 

  条例を制定し行政代執行ができるようにならないか。 

答 市としても対策及び方向性を検討中である。その推移を見ながら、議会として 



対応したい。 

 

 （（（（旧木原天文台旧木原天文台旧木原天文台旧木原天文台））））    

問 木原天文台の撤去、保存について、早急に方向性を出してほしい。 

答 ご意見として受け止める。 

  ※旧木原天文台施設旧木原天文台施設旧木原天文台施設旧木原天文台施設についてについてについてについて教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会ではではではでは、「、「、「、「取取取取りりりり壊壊壊壊しのしのしのしの方向方向方向方向でごでごでごでご遺族遺族遺族遺族、、、、町町町町    

内会内会内会内会のののの理解理解理解理解をををを得得得得ていますがていますがていますがていますが、、、、時期時期時期時期についてはについてはについてはについては財源財源財源財源のののの絡絡絡絡みでもうみでもうみでもうみでもう少少少少しししし時間時間時間時間がががが    

かかりますかかりますかかりますかかります」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。 

 

    （（（（名寄市立総合病院駐車名寄市立総合病院駐車名寄市立総合病院駐車名寄市立総合病院駐車場場場場））））    

問 計画している駐車場では、利用者ニーズに応えられない。大胆な発想で、道路 

の改修などにも取り組んで整備してほしい。 

答 ご意見として受け止める。 

 

 （（（（情報提供情報提供情報提供情報提供とととと共有化共有化共有化共有化））））    

問 様々な調査が行政から町内会に依頼されるが、効率的に作業が出来るよう行政 

情報の共有化を図ってほしい。特に、敬老事業時にも、個人情報の保護等で情 

報を教えてもらえず苦慮している。共通の問題認識を持って解決してほしい。 

答 個人情報保護法の制約もあり難しい課題ではあるが、可能な範囲での情報共有 

化、連携強化は必要だ。 

 

｛｛｛｛４４４４班班班班    名名名名寄東小学校寄東小学校寄東小学校寄東小学校    多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール会場会場会場会場    参加参加参加参加２３２３２３２３名名名名｝｝｝｝    

    （（（（広報広報広報広報、、、、議会議会議会議会だよりについてだよりについてだよりについてだよりについて））））    

問 広報と議会だよりの綴じ方、開き方が違う。統一はできないのか。 

答 縦書きと横書きで綴じ方、開き方が違っていることにご理解をいただきたい。 

 

 （（（（スキースキースキースキー））））    

問 旧名寄市では、「市技スキーのまち」として様々な取り組みをしてきたが、最 

近、その意識が薄れてきている。スキー場運営や学校授業などでもう少し力を 

入れることが望まれる。 

答 雪質日本一のスキー場は、大きな観光資源であり、これを活かした取り組みは 

必要。当然、リフト運行やサービス面において、きめ細やかな対応も必要と思 

う。 

 

 （（（（パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ場場場場））））    

問 健康の森パークゴルフ場の芝状態が悪い。利用者としては、良い状態で利用し 

たいので強く改善を求める。 

答 パークゴルフ場は、利用者負担をいただいており、しっかり受け止め対応した 

い。 



    （（（（公共施設使用料公共施設使用料公共施設使用料公共施設使用料））））    

問 公共施設の使用料は、公平・平等の体系となっているのか。無料で使用できる 

団体もあり、しっかり公平な料金体系としてほしい。 

答 学校施設の有料化及び公共施設の使用料見直しについては、報告の通り特別委 

員会で議論を重ね、最終的に現在の状況となった。今回の改定は、風連地区と 

の整合性が基本であり、福祉団体や地域活動などに対しては減免措置を設けて 

いる。ご理解いただきたい。 

 

    （（（（仮称仮称仮称仮称・・・・市民市民市民市民ホールホールホールホール））））    

問 計画中の市民ホールでは、どの程度のオーケストラ演奏が可能になるのか。 

答 主舞台は、間口２９㍍、奥行１３㍍となっており、ある程度の規模は確保され 

ているが、オーケストラ演奏については編成によって違うので、一概に規模は 

言えない。 

 

    （（（（ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ用用用用ヘリポートヘリポートヘリポートヘリポート））））    

問 精神科病棟の改築に伴い、ドクターヘリのヘリポート計画はどうなっているの 

か。 

答 今の段階では計画にない。しかし、センター病院としての役割を担うためにも 

検討は必要。 

  ※    そのそのそのその後後後後のののの調査調査調査調査でででで、、、、病院病院病院病院ではではではでは「「「「ヘリポートのヘリポートのヘリポートのヘリポートの設置設置設置設置についてはについてはについてはについては検討中検討中検討中検討中」」」」としとしとしとし    

ておりておりておりており、、、、計画計画計画計画がががが無無無無いわけではありませんいわけではありませんいわけではありませんいわけではありません。。。。    

    

    （（（（圧雪機械圧雪機械圧雪機械圧雪機械））））    

問 クロスカントリーの大会も多種多様化してきており、１台の圧雪機械では時間 

がかかるとともに、高齢化にある競技役員の負担となっている。このためさら 

なる導入を図ってほしい。 

答 ご意見として受け止める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


