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平成３０年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３０年１２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 平成３０年第３回定例会付託議案第２

１号 名寄市水道事業給水条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 国民健康保険税等の納期

の見直し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７ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

日程第９ 議案第５号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（和

寒町）

議案第６号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（剣

淵町）

議案第７号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（下

川町）

議案第８号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（美

深町）

議案第９号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（音

威子府村）

議案第１０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第10 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

日程第11 議案第１７号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１８号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第１９号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第２０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２号）

日程第15 議案第２１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第２２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
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部改正について

議案第２３号 名寄市特別職の職員の

給与に関するの条例一部改正について

議案第２４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

議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第17 報告第１号 専決処分した事件の報告

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 平成３０年第３回定例会付託議案第２

１号 名寄市水道事業給水条例の一部

改正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市立大学奨学金給付

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 国民健康保険税等の納期

の見直し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７ 議案第３号 名寄市営牧野条例の一部

改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画を定めることについ

て

日程第９ 議案第５号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（和

寒町）

議案第６号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（剣

淵町）

議案第７号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（下

川町）

議案第８号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（美

深町）

議案第９号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（音

威子府村）

議案第１０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第10 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

日程第11 議案第１７号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１８号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第１９号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第２０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２号）

日程第15 議案第２１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第２２号 名寄市議会議員の議員
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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２３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２４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

議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第17 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 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４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、

４番 川 口 京 二 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月２１日ま

での１９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１２月

２１日までの１９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３０年

第３回定例会付託議案第２１号 名寄市水道事業

給水条例の一部改正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。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 皆さん、

おはようございます。議長より御指名がありまし

たので、平成３０年第３回定例会付託議案第２１

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

の委員会における審査経過並びに結果について御

報告申し上げます。

委員会は、平成３０年１０月１２日、１０月２

６日、１１月７日の３回にわたり担当職員の出席

を求め、本条例の内容について慎重に審査を行い

ました。

１０月１２日の委員会では、最初に名寄市上下

水道事業経営審議会での経過説明や議員協議会で

の資料の説明を受け、名寄市での水道事業の経営

状況や水道事業が抱える課題、今後の事業、他市

との料金比較、改定の考え方等についてと改定時

期は平成３１年４月１日、平均改定率は１ ０２

％を予定しているとの説明を受けました。

委員からは、浄水場の将来的な改修や消費税増

税を見越した料金改定なのかの質問に対し、平成

３１年から平成３５年の５年間の算定期間におけ

る老朽施設の更新などの費用も鑑み、必要な収益

を算出して積算根拠としており、消費税について

は便乗値上げなどの誤解を招かないように料金改

定と消費税改定分とは分けて今回提案することと

した。漏水調査は行っているのかの質問に対し、

毎年実施している。子育てや高齢者、介護世帯や

低所得者に対する配慮はの質問に対し、基本水量

の５立方メートルについては旧名寄市での昭和５

８年６月の改定時に高齢者世帯や単身世帯に対す

る政策として実施してきた歴史的経過があり、基

本水量５立方メートルの優位性を引き継ぐべきと

考え提案しているが、全国的な流れとして水道メ

ーター更新費や維持管理費、検針費用など一律に

負担いただくものを基本料金とし、基本水量はゼ

ロ立方メートルとする料金に変更する自治体がふ

え、名寄市としても現行の料金体系を見直し検討

する時期に来ていると考えている。時期改定に向

け料金体系や口径別の額、基本水量５立方メート

ルのあり方について検証する必要があると考えて

いるが、基本水量をゼロ立方メートルとした場合

には市全体の福祉的施策を含め対策が必要と考え

るとの説明を受け、次回の委員会で委員間議論を

行うことを確認し、閉会しました。

１０月２６日の委員会では、委員間議論を行い、

各委員からは水をたくさん使う子供がいる世帯や

高齢者世帯や介護している方々の世帯への対応に
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ついて５年後には考えたいという説明だったが、

今回それがどうしてできなかったのかというとこ

ろをもう一度聞きたい。あわせて水道法改正案の

中では、水道の民営化がうたわれているので、民

営化の理由と今回の名寄市の水道料金が値上げに

なる理由とが同じなので、こことのかかわりも確

認したい。自衛隊名寄駐屯地の給水に関して必要

な量として１日当たり ４０６立方メートルだと

いうことだが、２７年前に言われていた水量と同

じ水量だという点についての説明と自衛隊名寄駐

屯地は今天塩川から水利権を得てそこから専用の

水道を使っているのですが、それを今後どうして

いくのかというところも確認したい。風連の井戸

を全部埋めてしまうということだが、災害などの

対応の不安もあって安全な水を確保していくとい

う点でこういった部分を確認したい。口径の大き

なところに対しての周知や案内、値上げ幅などば

らつきがあるので、この辺の周知をどうしていく

のかという部分と市民の理解を求めていく広報、

案内をどう進めていく考えなのか確認したい。国

で水道事業民営化の議論がされているが、命を守

る視点から考えたときに直営でいくべきだと思う

が、考えを聞きたい。施行の時期と消費税の引き

上げが同じ年度の中であると生活に対する影響度

は大きいと思うので、どう考えているのか聞きた

いとの議論があり、１点目として高齢者世帯や水

をたくさん使う子育て世帯などへの対応について

５年後に向けて検討するとの回答であったが、な

ぜ今回対応できなかったのか、この改定案で提案

すると判断したこととあわせて５年後の改定に向

けた具体的な考え方と水道法改正に関連し、国の

水道民営化にもつながる進め方と今回の名寄市の

水道料金改定のかかわりについて考え方を確認す

る。２点目に、自衛隊名寄駐屯地への給水につい

て、平成３年に話を受けた水量が時代の流れや情

勢変化がある中で同じ水量なのはどういうことな

のか、自衛隊名寄駐屯地からの給水収益を見込ん

だ料金改定となっているのか、算定根拠を含めて

確認する。また、自衛隊名寄駐屯地から情報とし

て市からの給水後の専用水道施設を今後どのよう

にするのかわかれば確認する。３点目に、緑丘浄

水場からの送水により廃止する風連地区の取水、

浄水施設を災害における断水による対応策及び有

事の際に使用するために保存する必要がないのか。

災害により真勲別頭首工からの取水が停止する可

能性もあり、井戸を全て廃止することに不安があ

る。４点目に、これまで口径１３ミリの料金につ

いての説明が主であったが、それ以外の大口使用

者への料金についての説明や周知について、また

全体的な市民周知はどのように考えているのか。

５点目に、施行期日が平成３１年４月１日である

が、消費税改正が１０月１日に示されており、同

じ年度に２度の改定が予想されるが、施行時期と

消費税の関係についての考え方を確認するの５点

について理事者に改めて確認することとしました。

１１月７日の委員会では、１０月２６日の委員

間議論で委員会として理事者に確認することとし

た５点について、次のとおり説明がありました。

高齢者、子育て世代への対策と水道法改正の関連

性については、現行の料金体系を基準に全体を増

額する改定として検討し、その中でも重要視する

点として基本水量でおさまる少量使用者が１カ月

の使用料金に対しどの程度の増額であれば負担感

が少なくなるのか、また超過料金についてはどの

くらいが妥当かということを中心に検討し、給水

収益が一定程度確保できる最低限の額を最終案と

したものです。名寄地区において基本水量の５立

方メートルについては、昭和５８年６月の改定当

時高齢者世帯や単身世帯に対する軽減策として実

施してきた歴史的経過があり、平成２０年の料金

改定で口径別の料金体系や基本水量５立方メート

ルに統一しており、料金体系としてはベストなも

のであるという考えと今回料金改定に向けて議論

を始めた平成２７年度は料金統一から７年しか経

過していないことと水道メーター更新費や維持管

理費、検針費用などを基本料金とし、使用水量に
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応じて従量料金を加算する料金見直しは一部に負

担をふやすことにつながるとの判断から、今回の

実施検討は見送ることとした。水道法の改正につ

いては、国の方針として人口減少や施設の老朽化

費用を賄い採算をとるために費用を下げる方策と

して水道の基盤強化に対する一つの手法として広

域化と官民連携を行うことが有効とされ、ＰＦＩ

を初め民間資金の活用による公共施設等の整備等

が全面的に打ち出されていますが、民間化によっ

て料金が大幅にふえると報道がされていると認識

している。技術の継承や人員不足に対応するため

に管工事業協同組合や民間業者などに業務委託す

ることで負担軽減や維持管理を現在も行ってきて

いるが、災害の対応や経営の根幹にかかわる分に

ついては市が担う必要があると考えているので、

水道事業全体を民営化する考えは現在はありませ

ん。

自衛隊への給水については、平成３年度より協

議が始まり、現在は駐屯地が計画する平成３４年

度をめどに給水可能となるよう準備を進めている。

平成３年当初は、駐屯地における飲料用のみの使

用で日量３５０立方メートルの要望で、平成５年

度には駐屯地で使用する全量の日量最大 ５００

立方メートルを要望されましたが、緑丘浄水場の

処理能力不足のため、第２期拡張事業における施

設改修とサンルダム完成予定の平成２０年度以降

に給水可能となる計画としてきた。現在は、１日

に使用する平均水量実績で約６００立方メートル

から７００立方メートルとなる旨の報告を受けて

いることから、６００立方メートル分の給水量に

当たる約 ０００万円の水道料金を給水収益と見

込み、経営状況に反映している。駐屯地では、予

算要求に向け上級部隊と協議を行っており、詳細

については確定していないとのことだが、使用す

る全量を市の水道事業に要望し、駐屯地内の水道

管の施設、浄水場の一部改修、さらには取水施設

の撤去工事などを計画し、予算要求する考えがあ

ると聞いている。このことから、給水後の駐屯地

の浄水場は天塩川からの取水をやめ、市からの水

道水を受水する施設へと改修され、取水施設を撤

去する計画であり、既得の水利権は返上するもの

と推測している。

風連地区の浄水施設と災害対策については、現

在風連地区における水道水は市街地に既設の４カ

所の深井戸から地下水をくみ上げ、浄水場でろ過

され、家庭へ給水されているが、長期間の休止状

態は井戸本体の閉塞、目詰まり、腐食、水中ポン

プの故障につながり、水流や水質も良好な状態を

保持することは極めて困難なことから、災害への

備えとして維持することは非常に困難であると考

える。また、災害時などの対応としては、緑丘浄

水場と市内６つの浄水場も活用しながら有事の際

は飲料水などの供給は対応できると思いますし、

万が一緑丘浄水場が災害に遭った場合は自衛隊の

支援や日本水道協会の支援により災害に対応して

いきたい。

メーター口径１３ミリ以外の周知と市民説明に

ついては、名寄商工会議所、風連商工会とも相談

をしながら、個別の事業所等の対応も含めて説明

会を開催する。改定は、全ての口径が対象となる

ことから、多くの市民に理解をいただけるよう市

民説明会の開催や１月から改定までの間広報の活

用、検針時にチラシを配布するなど、なぜ改定し

ないといけないのか、改定の状況、経営の状況も

含めてＦＭやホームページ、新聞などあらゆる情

報媒体を使いながら市民周知する。

施行期日と消費税改正については、平成３１年

から平成３５年の５年間の算定期間の費用から必

要な収益を算出して積算根拠としており、消費税

の改定にあわせて施行期日をおくらせることとな

れば施行期日を半年おくらせることによって約

０００万円の給水収益が減少し、計画している事

業が進めることができず、喫緊の課題でもある老

朽施設の更新なども先送りとなる。また、負担を

後年に先送りすることになるため、積算自体をや

り直しする必要となり、再積算となれば現状の改
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定率では難しく、当市財政計画を含め再審議が必

要となり、これまでの料金改定の議論自体が根本

から崩れることとなる。また、消費税分を含めた

改定額として積算すると、国の動向により便乗値

上げなど誤解を招く可能性もあり、市民に理解を

いただくために収支不足による料金改定と消費税

改定分とは分けて今回提案することとし、消費税

の改定分については前回の消費税改定と同様の対

応をしたいとの答弁がありました。

その後、安心して使える水の供給のために受益

者負担と言われるが、一律の値上げは来年の消費

税の増税も含めると負担感の大きさは否めないか

と思うが、この点についての考えをと再度質問が

あり、名寄市における基本水量の５立方メートル

の設定自体福祉的要素が濃い設定とも考えており、

これ以上差をつけた料金にすることはなかなか考

えにくく、負担感が大きくなる一つの要因として

超過料金の金額も影響してくるかと考え、超過料

金の金額の設定も全体的な収益を考え、限界の２

６０円という額とした。消費税の増税分も考える

と負担額が大きくなるが、水道事業は独立採算で

あり、清浄で豊富で低廉な水の供給をしなければ

ならないが、これをおくらせることによって今現

在の水道料金を低価にできる可能性はあるかもし

れないが、将来の子供たちの世代の料金が２倍や

３倍になる可能性も出るため、世代間の負担の先

送りとならないように今回水道料金の改定を提案

させていただいたということもありますので、御

理解いただきたい。また、大口使用者への説明や

周知と市民周知の回数についての再質問には、個

別の事業所等の対応も含めて説明をする。多くの

方の意見を聞くという意味ではまち懇と同じくら

いのレベルでの市民説明会の開催を想定し、あわ

せて出前トークなどの要望にも応えていきたいと

の答弁を受け、市民の皆さんへの周知方法となる

市民説明会は回数にこだわらず、多くの市民の人

と直接会って説明することを求め、質疑を終了し、

原案に異議があったため、採決を行った結果、賛

成多数でありましたので、平成３０年第３回定例

会付託議案第２１号 名寄市水道事業給水条例の

一部改正については、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

以上、当委員会に付託されました議案第２１号

の審査の経過並びに結果についての御報告といた

します。

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。

お諮りいたします。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。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成３０年第３回定例会付託議案第２１号を委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成３０年第３回定例会付託議案第２

１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１８分

再開 午前１０時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ 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） 本日、平成３０年第４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、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日文化の日に、名寄市文化賞条例に基

づき、佐野康男さんに文化賞を授与いたしました。
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「科学部門」、「天文」で受賞された佐野さん

は、昭和５３年に看護職として名寄市職員に採用

されましたが、平成５年に名寄市立木原天文台の

技師になられてからは、退職される平成２８年ま

での２３年間を天文一筋に勤めてこられました。

在職中の平成１６年には、２個目の超新星発見

の実績と、天文学の普及活動に情熱を注がれてき

た功績が認められ、名寄市文化奨励賞を受賞され

ております。

佐野さんは、これまでに３個の超新星を発見さ

れておりますが、３個以上の超新星を発見した方

は全国で１１人しかいないことからも、この功績

が大変輝かしいものであることがわかります。

また、平成２２年には、なよろ市立天文台「き

たすばる」がオープンいたしましたが、その際、

佐野さんが名寄市と北海道大学との橋渡し役を務

められたことにより、全国に誇る素晴らしい設備

を整えることができました。

さらには、設備のみならず佐野さんの趣味であ

る音楽と天文を融合させた全国でも類を見ない天

文台として、地域住民の方々や全国の天体観測者

から愛される施設とすることができましたことは、

ひとえに佐野さんの御尽力の賜物であります。こ

のように、永きに渡り名寄市の天文分野の第一人

者として活躍され、科学文化の発展に御貢献いた

だきました。

奇しくも昭和３５年の第１回文化賞の受賞者は、

佐野さんが天文分野の師と仰ぐ故木原秀雄さんで

した。時を経てお二人が同じ天文分野で文化賞を

受賞されることは、木原さんから始まった名寄市

における天文活動が綿々と受け継がれていること

を象徴しており、名寄市が「ほしのまち」である

ことを全国のみならず広く世界にＰＲすることが

できておりますことに深く感謝申し上げます。

次に、名寄市表彰条例に基づく各表彰について

は、自治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、

教育文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に

寄与された２４個人、２団体の皆さんに功労表彰

を、多額の寄附をいただいた７個人、２８団体に

善行表彰を、芸術、文化、スポーツなどの分野で

輝かしい活躍をされた５個人、１団体に栄誉賞を

それぞれお贈りいたしました。

受賞された皆さんには、今後とも本市の発展に

御尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と

御健勝を願っております。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

名寄市町内会連合会との連携のもと、全９会場で

「まちづくり懇談会」を開催し、多くの御参加を

いただきました。

本年度は、平成２９年度決算状況及び総合計画

（第２次）中期基本計画について報告し御意見を

いただいたほか、市政全般に関して、市民の皆様

と意見交換を行いました。いただきました貴重な

御意見については、市政への反映に努めてまいり

ます。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

１０月２５日に本市を会場に開催した全国青年

市長会第２回北海道・東北ブロック会議において

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」

行動宣言への共同賛同式を行いました。今後は全

国青年市長会の構成自治体と情報交換を行い、効

果的な取組を研究してまいります。

また、１１月１２日から２５日にかけて「女性

に対する暴力をなくす運動」の取組として、街頭

啓発、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に

関する相談窓口の周知などを実施しました。

現在は、第２次名寄市男女共同参画推進計画に

基づき、男女共同参画推進事業者等表彰の候補者

を募集しており、男女がともに働きやすく、子育

てや介護をしやすい環境づくりに積極的に取り組

んでいる事業者などを表彰し、広く市民に周知す

ることで、男女共同参画の普及、啓発を図ってま

いります。
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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については、名寄・藤島

交流友の会が１０月１３日から１４日まで鶴岡市

小真木原公園で開催された「つるおか大産業まつ

り２０１８」に出展し、藤島・名寄交流友の会会

員や藤島庁舎職員などの協力を得て、大福などの

特産品を販売しました。

東京都杉並区との交流については、１１月３日

から４日まで杉並区立桃井原っぱ公園で開催され

た「すぎなみフェスタ２０１８」において、杉並

区職員などの協力もいただきながら、なよろ煮込

みジンギスカンやいかめしなどの販売を行いまし

た。

ふるさと会の交流については、東京なよろ会の

総会が１１月１０日に東京都内において、会員を

はじめ約６０人の出席により開催され、スキーや

ゴルフツアーなどの事業計画が承認されました。

カナダ国カワーサレイクス市リンゼイとの交流

については、市内の高校生２人が７月２１日から

９月１９日まで交換学生として派遣され、ホーム

ステイなどを通じ、交流を深めてきました。

ロシア連邦ドーリンスク市との交流については、

橋本副市長を団長とした市民訪問団１４人が、９

月１３日から１７日の日程でドーリンスク市を訪

問し、創立１３４周年記念式典に参加したほか、

歓迎夕食会や公共施設の視察などを通じ、市民と

の友好を深めました。

台湾との交流事業については、国立員林高級中

学が１０月２５日から２６日まで本市を訪れ、市

内の高校生と授業を通じた交流などを行いました。

また、１１月１日から２日間、台湾の学校関係

者１０人をお招きし、教育旅行先としての当地域

の魅力をＰＲしました。

次に、移住の推進について申し上げます。

本年度のお試し移住住宅については、１１月末

までに道内外から１５件３４人の利用があり、本

市での生活を体験いただいています。

プロモーション活動については、９月８日、北

海道命名１５０年に合わせて開催された「ＥＺＯ

ＳＨＯＷ」をはじめ、９月２８日の「北海道ｍｉ

ｎｉ暮らしフェア」や１１月１１日に開催された

「北海道暮らしフェア」など、首都圏におけるイ

ベントに出展し、地域の魅力紹介や移住相談に応

じてきました。

また、１１月８日には、札幌において名寄の暮

らしを提案する移住イベントを開催したほか、１

１月２３日から２５日にかけて、下川町と連携し

て実施した移住体験ツアーには、首都圏や愛知、

新潟、札幌から９人が参加し、お試し移住住宅の

体験や移住者との意見交換などを通じ、地域の魅

力や移住への理解を深めていただきました。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１０月２６日に定住自立圏構成市町村長会議を

本市で開催し、福祉・産業振興分野におけるさら

なる連携を図るとともに、より実態に即した連携

に向けて、協定内容の精査について確認されまし

た。これに伴う定住自立圏形成協定の一部変更に

ついて、本定例会で提案させていただきますので

御審議のほどお願い致します。

また、昨年度から定住自立圏共生ビジョンに新

たに設置した成果指標（ＫＰＩ）の検証や、新た

な広域連携事業の研究などを進めるとともに、定

住自立圏共生ビジョンの着実な推進を図ってまい

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、北海道の名付け

親とされ、天塩川を踏査した幕末の探検家、松浦

武四郎ゆかりの地を紹介する「テッシ武四郎カー

ド」を市町村ごとに作成しました。カードには観

光・グルメ情報も掲載し、地域の魅力を発信する

もので、それぞれの市町村でしか入手できない限

定品として、１１月９日に配布を開始しました。

さらに、プレミアムカードとして、松浦武四郎

の生誕地である三重県松阪市のカードも作成し、

松浦武四郎記念館で配布しています。
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次に、健康の保持増進について申し上げます。

「第３１回なよろ健康まつり」については、１

１月１０日に市民文化センターにおいて、「みん

なで広げよう健康の輪」をテーマに開催しました。

名寄市立大学や名寄保健所などと協働し、体脂肪

測定や乳がん自己検診法などの体験コーナーと地

場産食材を使った試食コーナーを設け、８１９人

の参加をいただき生活習慣の見直しや健康への啓

発を図りました。

また、昨年度から多くの市民が集う場をつくる

ため、「２０１８地産地消フェアｉｎなよろ」と

同時開催をしています。地産地消フェアには１９

団体の出展をいただき、名寄産農産物及び加工品

の販売や試食などの催しが行われました。

さらに、今回は「食育の小路」と題した食育と

健康のコラボレーション企画を実施し、第３次名

寄市食育推進計画ダイジェスト版や清涼飲料水な

どに含まれる糖分量の展示を通して、食育と健康

に対する関心を高めるきっかけの場をつくりまし

た。

産婦健康診査・産後ケア事業については、１０

月から事業を開始し、産後の母子支援を強化しな

がら、子どもが健やかに生まれ育ち、安心して子

育てができるように、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援をしています。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の経営

状況について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万 ６０

６人で前年比７０９人の減となり、外来患者数で

は延べ１１万 ４０１人で前年比 ７３７人の増

となっています。

収支状況では、医業収益は４３億 ２６２万円

で、前年比１億 ０５０万円の増となり、医業費

用は４５億４６２万円で、前年比１億 ８０９万

円の増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、１億 ２００

万円の損失で、これに医業外収支と特別収支を加

えた全体の収支では、 ８３４万円の純損失とな

りました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努めてまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 ４４

１人で前年比 １５０人の減となり、外来患者数

では延べ ２２５人で前年比１０９人の増となり

ました。

また、収支状況では、事業収益は３億 ６８７

万円で前年比７４６万円の減、事業費用は３億２

４７万円で前年比 ３０２万円の減となり、事業

収支は ４４０万円の純利益となりました。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

「長寿を祝う会」については、市内関係団体と

実行委員会を組織し、９月１５日に市民文化セン

ターＥＮ―ＲＡＹホールにおいて開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、男

性１０２歳と女性１０８歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた２０９人と金婚を迎えら

れた７７組の御夫婦をお招きし、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１２日

から１７日まで開催し、１０１点の力作の数々を

市民の皆様に御覧いただきました。

また、町内会など８１団体が「敬老会」を開催

し、７５歳以上の方々 １９７人が温かい祝福を

受けました。

９月２９日には、北新区町内会や介護サービス

事業者、名寄警察署などの関係機関の協力を得て、

「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク模擬捜索

訓練」を実施しました。訓練では、行方不明者役

が北新区町内会付近を徘徊し、市は「徘徊高齢者

ＳＯＳネットワーク」を用いて行方不明者役の情

報を発信し、地域の方々に捜索協力の呼びかけを

行いました。町内会の方には、行方不明者役に声

かけをしながら、地域の中で面識のない高齢者に
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どのように接すればよいのかを体験していただき

ました。

今後も模擬捜索訓練を継続的に実施することで、

市民の助け合い意識を高めるとともに、誰もが安

心して住み続けられる地域づくりに努めてまいり

ます。

次に、環境との共生について申し上げます。

１０月１３日に名寄消費者協会主催で行われた

「第４９回みんなの消費生活展」に出展し、節電

に関するクイズやこどもエコ隊の活動パネル展を

実施しました。節電クイズには約１２０人の方に

参加いただき、節電についての理解を深めてもら

うことができました。

また、１０月８日から１４日までの秋の清掃週

間において、本市では１４日を一斉清掃日と定め

て地域での清掃活動などを呼びかけました。期間

中は地域や団体で清掃作業など美化活動に取り組

んでいただき、良好な生活環境に対する市民意識

の醸成を図ることができました。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数が８件で前年比１件の増

となり、負傷者の発生はありません。また、救急

出動件数は９２６件で前年比２０件の増、救助出

動件数は、３１件で前年比２件の増となっていま

す。

住宅防火対策の推進は、「秋の全道火災予防運

動」期間中に一般家庭と高齢者宅の防火訪問、防

火対象物や危険物施設の立入検査の実施、防火ポ

スター配布、大型店舗での火災予防広報など、防

火対策の啓発や火災予防のＰＲ活動を実施しまし

た。

また、建築物の大規模化などに伴い、予防業務

が専門化していることから本年４人を含む２２人

の予防技術資格者を養成し、予防要員の育成に努

めています。

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の北斗団地について

は昨年度着手した鉄筋コンクリート造２階建て１

棟１０戸が１０月に完成し、本年度着手分の鉄筋

コンクリート造２階建て１棟１２戸については９

月に着手し、１１月末現在の進捗率は約１５パー

セントとなっています。

また、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戸の改

善工事が９月に完成し、新北斗団地の当該事業を

完了しています。

長寿命化型改善事業については６月に着手した

風舞団地１棟８戸が１０月に完成し、緑丘第１団

地の平成３１年度改修分の実施設計は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、白樺公園、アカシヤ公

園、ことぶき公園の遊具の更新工事が完成してい

ます。

また、現在施工中の大橋公園については、１２

月の完成を予定しています。

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄

市立地適正化計画策定については、老朽化対策が

急がれる公共施設について各担当部署への調査を

行い、公共施設の機能連携による効果や立地条件

について庁内委員会において議論しているところ

です。

合わせて１１月には公共施設と民間施設との複

合化による賑わいの創出や公共施設マネジメント

の先進地視察を行っています。

また、第２回の策定委員会を開催して、都市構

造の課題、公共施設再編のあり方、都市構造パタ

ーンの検討、拠点地区の整備方針について議論を

すすめていただきました。

今後は、市民向け講演会や市民アンケートなど

を企画し、多くの市民意見が反映された計画とな

るよう引き続き策定作業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
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については、南１１丁目西通老朽管更新工事ほか

３路線、延長 ０１５メートルが１１月に完成し

ています。

配水管網整備については、道道名寄停車場線配

水管網整備工事、延長１２７メートルが１０月に

完成しています。

また、給水管の漏水調査についても終了し、漏

水個所については必要な修繕を完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場における電気設備更新工事

の進捗状況は、直流電源設備機器の更新に着手し、

来年２月下旬の完成を予定しています。

下水道汚水管渠については、長寿命化計画に基

づき、管渠更生工事１路線、延長４３メートルが

１１月に完成しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

１０基の合併浄化槽の設置に着手し、このうち９

基が１１月までに完成し、現在は東風連地区で１

基の整備を進めており、１２月上旬の完成を予定

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継続整備を進め

ている北１丁目通については工事が完成し、南３

丁目通については１月の完成を予定しています。

また、西４条仲通については計画路線の工事が完

成し、肉付け予算により整備を進めている北西９

条右仲通、風連大沼線は１２月に、西１条通は１

月に完成を予定しています。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１０月に２０６路線、約４ ５キロメートル

を完了しています。

次に、橋梁長寿命化事業について申し上げます。

長寿命化計画に基づく橋梁の整備については、

二十一線橋は１０月、斉藤橋、智北１号橋は１１

月に工事が完成し、曙６号橋は１２月、大反橋は

３月に完成を予定しています。

また、本年度実施分の橋梁２４橋の近接目視点

検については１１月に完了し、実施設計３橋につ

いては１月に完了を予定しています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

８キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを

実施する計画としています。

１０月１７日に除雪事業の契約を締結し、効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めてまいりま

す。また、安全な道路空間の確保を図るため、幹

線道路ではこれまで同様に複数回の排雪と積上除

雪を実施してまいります。

また、昨年度に取得した西１６条南９丁目の土

地を雪堆積場として整備したほか、１２月下旬に

は除雪グレーダー１台の更新を予定しており、こ

れまで以上に作業の効率性や運用性などが高まる

ものと期待しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

市内バス路線では、運行形態の見直しをすすめ

ていた「風連御料線」について、１０月より道の

駅から風連日進地区までの区間を予約で運行する

「デマンドバス」に移行し、１０月末までに延べ

１６８人の利用をいただいています。今後もより

多くのかたに利用いただける公共交通になるよう

利用方法の周知などに努めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに基盤整備について、本年度、新規採択

された道営事業「ちえぶん地区」では、来春から

の工事実施に向けて、調査測量設計と併せて、受

益者への聞取り調整などの準備を進めています。

また、市単独事業の中名寄９線沢道路工事は、

１０月上旬に完成しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

水稲については、１０月１５日現在の農林水産

省の作況指数は、全国で９９の「平年並み」とな

ったものの、本市を含む北海道、上川ともに９０

の「不良」となりました。本市の１１月１２日現

在の出荷状況は概ね６割で、もち米１５万５千５

００俵、うるち米１万２千俵、合計１６万７千５
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００俵となり、一等米比率は約９８パーセントで、

収量は平年を下回る状況となっています。

畑作については、秋小麦、春小麦、玉ねぎは平

年をやや下回り、大豆は平年を下回りました。ま

た、てんさい、スイートコーン、かぼちゃ、馬鈴

しょは平年を下回る見込みとなり、全般的に平年

を下回る一年となりました。

次に、経営所得安定対策について申し上げます。

まず、転作関係では、対象農家５３４戸、対象

面積 ９４６ヘクタールで、水田活用の直接支払

交付金が５億 ９９３万円、産地交付金が８億６

５万円となり、合わせて１３億 ０５８万円の年

内交付を予定しています。

畑作関係では、畑作物戸別所得補償交付金のう

ち、既に営農継続払い３億 ８４２万円が交付さ

れており、今後は数量払いの交付を見込んでいま

す。

次に、担い手対策について申し上げます。

就農５年未満の農業者を対象に、新規就農者等

交流会を１１月２９日に開催しました。１１人の

新規就農者を対象に交流を深めるとともに、先輩

農業者の実践報告から多くのことを学ぶ場となり

ました。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度エゾシカ駆除については、４月１日から

９月３０日まで実施し、３６８頭を駆除し昨年よ

りやや減少しましたが、アライグマ駆除について

は、１１月１３日現在で３３４頭と大幅に増加し

ています。

次に、ヒグマの出没について申し上げます。

本年度は、捕獲許可期間を１１月３０日までと

しており、１１月１３日時点で昨年度の出没情報

６６件に対し２４件少ない４２件の出没報告件数

となっています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野では５月２

８日から１０月２２日まで、母子里地区共同牧場

では６月１４日から１０月２３日まで市内酪農家

１７戸から２６９頭を受入れ、適正な飼養管理に

より、高い受胎率と個体の資質向上を図ってきま

した。

また、合併後の懸案であった、両公共牧場の一

体的な利用形態の構築に伴い、関係条例の一部改

正について、本定例会で提案させていただきます

ので、宜しく御審議願います。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

市有林管理事業の下刈り、植林、野そ駆除につ

いては１１月中旬に完了し、間伐については１２

月末の完了を予定しています。

また、伐採適齢期を迎えた森林の皆伐について

は、既に発注を終え、来年３月末の完了を予定し

ています。

次に、森林認証制度について申し上げます。

上川管内の広域的な取組として進められている

「森林認証制度」については、管内の２３市町村

及び１３森林組合により構成される「上川森林認

証協議会」が設立され、市町村有林及び私有林な

どの認証取得に向けて作業が進められており、今

後、地域材のブランド化による、管内林業、林産

業などの活性化が期待されます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表している７月から９月までの上川

北部の地域別経済動向調査によると、建設業は収

益低下が、製造・運輸業では人材不足がそれぞれ

懸念され、個人消費については北海道胆振東部地

震の影響で宿泊・飲食業が下向きであるものの、

地域全体の業況としては「普通」と判断されてい

ます。

市の融資関係では、１０月末現在、運転資金は

減少傾向、設備資金は増加傾向で推移しており、

運転資金については、融資件数で８０件、融資額

は４億１１５万円となり、前年比６件の減、金額

では ０５３万円の減となっています。また、設

備資金については、融資件数で２１件、融資額は

１億２３９６万円となり、前年比４件の増、金額
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では ４３３万円の増となっています。

次に、名寄市住宅改修等推進事業について申し

上げます。

第３回定例会において補正予算の可決をいただ

き予算額を ０００万円とした本事業について、

１０月末現在の交付決定件数は２０２件で、うち

事業完了は１３０件、改修費用の合計は約２億

５８５万円となっており、昨年度と同程度の申請

件数となっています。

なお、本事業は、先に制度を点検し、事業を継

続する意向を表明しているところですが、現行制

度の対象経費及び補助額といった基本部分は継承

した上で、移住・定住や空家対策、さらには新エ

ネ・省エネや除雪対策などの施策との連動につい

て検討を進めているところであり、できるだけ早

期の制度設計に向け庁内横断的に協議を進めてい

るところです。

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９月末現在の月

間有効求人倍率は ４５倍で、３３カ月連続で前

年同月を上回っており、依然として高い水準を維

持しています。

また、９月末現在の来春の管内新規高等学校卒

業予定者は５８１人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１５２人で前年比１人の減、

管内での就職希望者は８７人で前年比３人の減、

就職内定者数は４３人で前年同月比５人の増加と

なっています。

次に、観光の振興について申し上げます。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が３１万５９

７人で前年度比 ２３１人の減となりました。こ

れは大型観光バスの立ち寄り数の減少に加え、観

光シーズンである夏季の天候不良などによるもの

と考えています。今後も指定管理者と連携し地場

特産品などの販売とＰＲにより、多くの方に利用

いただける魅力ある施設づくりに取り組んでまい

ります。

名寄ピヤシリスキー場については、昨シーズン

にモーター故障により運行を休止していた第４ロ

マンスリフトの修繕を行い、オープンに向けて安

全で快適に御利用いただけるよう準備を進めてき

ました。

１１月２０日に実施されましたピヤシリスキー

場安全祈願祭では、シーズン中における安全と無

事故を祈願しました。

また、なよろ温泉サンピラーの改修については、

８月に基本設計業務の契約を終え、現在、市民ニ

ーズを捉えた温浴施設の改修をはじめ、合宿利用

など宿泊者の満足度向上に資する老朽箇所の改善

や機能向上などについて、運営主体である名寄振

興公社を含め、委託業者と協議しながら進めてい

るところです。

次に、物産振興事業について申し上げます。

１０月１９日には札幌市内のホテルにおいて名

寄市物産展を開催し特産品の販売を行うとともに、

５日間限定で名寄産の食材を使ったランチビュッ

フェを開催するなど、本市の特産品のＰＲを行な

ったところです。

首都圏では、１０月２６日から２７日まで、東

京都杉並区役所前などにおいて、「北海道名寄市

物産展」を開催し、生産者などが旬のかぼちゃや

もち米、トマトジュースなどの販売とＰＲ活動を

行いました。

今後も、民間を主体とした地場産品の知名度の

向上や魅力を発信する機会を提供してまいります。

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、１

１月１４日に名寄東小学校と名寄中学校を会場と

して名寄市教育研究大会を開催しました。名寄東

小学校では、授業構想シートを活用した日常の授

業づくりの工夫について研究発表が行われました。

また、算数科において、子どもたちの数学的な考

え方を深めるため、ペアやグループによる話合い

を行う授業が公開され、主体的・対話的で深い学

びを実現する指導方法について活発な協議が行わ
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れました。

名寄中学校では、高い感受性と自主性をもった

生徒を育むため、道徳及び国語、数学、社会、理

科、英語などの授業が公開され、授業改善のあり

方について研修を深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、９月

２５日に風連中央小学校において、名寄市教育改

善プロジェクト委員会による「特別の教科 道徳

公開授業研修会」が開催されました。本市にゆ

かりのある木原秀雄氏の生き方を題材にした道徳

科の授業が公開され、子どもたちが自己の生き方

を考えることのできる道徳の指導のあり方につい

て、熱心な協議が行われました。

また、９月２７日には、市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールを会場に、児童生徒の豊かな情操

を育むため、名寄市小中学校音楽発表会を開催し

ました。

健やかな体を育てる教育の推進については、１

１月１６日と２３日の両日に、学校給食において

新鮮な地元産食材を使用した「なよろ給食の日」

を実施し、児童生徒が地場農産物について理解を

深めました。今後も地元産食材の積極的な使用に

よる地産地消の推進に努め、安全安心な給食を提

供してまいります。

特別支援教育の推進については、１０月５日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学の准教

授を講師に迎え、「子どもたち一人一人が生きる

学級経営を考える～管理職、コーディネーター、

学級担任、それぞれの立場から～」をテーマに、

市内小中学校の管理職などを対象とした研修会を

行いました。本市はもとより、士別市や下川町、

幌加内町の教員など４６人が子どもたち一人一人

の困り感に応じた支援のあり方について学びまし

た。

さらに、１１月１９日には、市民文化センター

において、名寄市特別支援連携協議会第２回専門

委員会を行い、特別な支援を必要とする子どもへ

の就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない

支援体制を整備するための引継ぎのあり方や「す

くらむ」の活用について話し合われました。

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、９月２５日に名寄中学校において名寄

市教育改善プロジェクト委員会による「教育指導

の充実に関する研究グループ公開授業研修会」が

開催され、中学校の技術科の授業を通して、ＩＣ

Ｔの活用とプログラミングについての実践的な指

導方法や指導技術についての研修を深めました。

信頼される学校づくりの推進については、１１

月２２日に名寄西小学校において、学校力向上に

関する総合実践事業に係る国語科の授業公開を行

い、子どもたちの話し合いを生かした授業づくり

の工夫について熱心な協議が行われました。

コミュニティ・スクール導入の取組については、

１０月１９日と２３日の両日に、市民文化センタ

ーにおいて、士別市教育委員会社会教育課兼学校

教育課参事や上川教育局社会教育指導班主査を講

師に迎え、名寄小学校、名寄西小学校、名寄南小

学校、名寄中学校、名寄東中学校の教職員や保護

者・地域住民１５６人を対象としてコミュニティ

・スクールの制度説明会を開催しました。今後は、

未設置の市街地５校に学校運営協議会を設置して

まいります。

安全・安心な教育環境の整備については、１０

月２５日に児童生徒の通学路における一層の安全

対策の向上を目的に、警察署、道路管理者、交通

安全、防災、校長会などの関係機関の担当者で構

成した「名寄市通学路安全推進会議」を開催しま

した。推進会議では、継続的に関係機関と連携し

危険個所の情報共有や対策を進めるため「名寄市

通学路安全プログラム」を定めるとともに、対策

を必要とする危険箇所の合同点検やハード・ソフ

ト両面から改善手法の検討などを行いました。

風連中央小学校の校舎及び屋内運動場の改築に

ついては、工事が順調に進み１１月に完成し、引

き渡しを受けました。今後は、名寄図書館風連分

館も併せて、３学期始業時からの供用開始に向け
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移転作業を進めてまいります。また来年度は、旧

校舎などの解体と屋外運動場の整備を行い、事業

全体が終了することになります。

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、１０月２１日、２２日の日

程で、公益財団法人大学基準協会による大学評価

実地調査を受審しました。

実地調査には４人の大学評価分科会評価者が来

学し、部局長、学科長などが出席する全体面談や

社会連携、連携教育、少人数教育などの担当者が

出席する個別面談、大学施設の見学、さらには学

生インタビューが行われました。

今後は、１２月に評価結果案が提示され、意見

申立期間を経て、３月には評価結果が公表される

こととなります。

保健福祉学部再編事業に係る学生会館改修工事

は、１１月１２日に完成し、引き渡しを受けまし

た。今後も学生の自治会活動やサークル活動の拠

点施設として有効に活用してまいります。

今年で１２年目となる名寄高校との高大連携事

業「大学授業体験」は１０月１０日に実施しまし

た。名寄高校１年生１３３人が参加し、希望する

各学科の模擬授業を受けたあと、本学学生と交流

し、進路選択の一助としました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

９月３０日には、市民文化センターを会場に

「生涯学習フェスティバル２０１８ｉｎなよろ」

を開催しました。芸能発表には９団体の出演、ワ

ークショップブースには１３団体の出展があり、

そのうち１４団体では体験教室を実施しました。

１０月１１日から１２日にかけて、市民文化セ

ンターを会場に「第６２回北海道公民館大会ｉｎ

なよろ」が開催されました。本大会は、北海道公

民館協会の主催で「地方創生の実現を目指す公民

館活動とは」をテーマに開催され、市民６４人を

はじめ全道から２００人が参加し、市民主体のま

ちづくりについて学ぶとともに、互いの交流を深

めました。

１０月２３日には、市民文化センターを会場に

名寄ピヤシリ大学の大学祭を開催し、各学年やク

ラブによる芸能発表には約１５０人の来場があり

ました。また、１０月１７日から同会場で実施し

た展示発表では、多くの市民が工夫を凝らした作

品を楽しみました。

次に、市立図書館について申し上げます。

文化の日には、「特別開館」に併せて「雑誌の

リサイクル」と「フィルムコートサービス」を行

いました｡また、本館では乳幼児から小学校低学年

を対象としたおはなし会「図書館まつり」を開催

し、子どもから大人まで多くの方々に参加をいた

だきました。さらに、本を読む力と表現する力を

育てる、「ビブリオバトル（知的書評合戦）」を

開催しました。２０歳代から７０歳代までの各世

代の発表者６人がお奨めする本を紹介し、参加者

全員によるディスカッションを経て、投票により

チャンプ本を決定しました。

１１月１５日には、智恵文小学校において、本

の面白さを伝える「ブックトーク」を行いました。

子どもたちの反応も良く、読書への興味・関心を

大いに盛り上げることができました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

９月４日には、東洋大学の越智信彰准教授を招

いて「光害を知ろう」と題した市民講演会を開催

しました。

また、昨年度に引き続き、１１月１日から５日

間、移動式天文台車ポラリスⅡを交流自治体であ

る東京都杉並区へ派遣しました。小学校２校で理

科の授業を開催したり、杉並フェスタの開催会場

である桃井原っぱ公園などで観望会を行い、延べ

５４８人の区民の皆さんに参加していただくこ

とができました。

本年で８年目となる「小学生による小惑星発見

プロジェクト」を１０月から１１月にかけて行い

ました｡本年度は数多くの移動天体を検出し、発見

の期待が高まりましたが、残念ながら既知のもの
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であり、小惑星の発見には至りませんでした。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツ施設の整備では、スポーツセンターの

トイレ改修工事を８月２日から１２月１４日の工

期で実施し、便器の洋式化と多目的トイレの設置、

排水管の改修などに着手しています。今後も老朽

化などに伴う施設の改修を行いながら、市民に快

適なスポーツ環境の提供を行ってまいります。

スポーツの振興では、６月に「ファミリーフィ

ットネスフェスタ」を開催し、スポーツを楽しむ

機会づくりに取り組んできたところですが、８月

からは月１回のペースで継続的な運動習慣に繋げ

ることを目的とした、親子参加型の「ファミリー

フィットネス」を開催しており、スポーツ人口の

底辺拡大に努めています。

また、新たな試みとして、１０月８日に開催さ

れたスポーツフェスティバルにおいて、少年団が

主体となり「キッズ・スポーツ体験会」を開催し、

少年団加入を検討している子どもたち約１８０人

が参加し、少年団関係者は団員確保に大きな期待

を寄せているところです。

スポーツ合宿の推進では、北海道が主催するウ

ィンタースポーツコンソーシアム事業メディカル

キャンプが実施されました。オリンピックを目指

す道内外の冬季スポーツのジュニアアスリートが

集まり、名寄市立総合病院でメディカルチェック

を実施し、トップアスリートになるために必要な

医学的知識を学ぶ講義を行うなど、関係者から高

い評価を受けたところです。

また、１０月２５日から２８日の日程で、ウィ

ンタースポーツコンソーシアム事業カーリングア

カデミーも実施されており、カナダからコーチを

招聘し、道内ジュニアカーリング選手のレベルア

ップが図られているところです。

ジュニアの育成・強化の取組では、昨年に引き

続き「ジュニア育成コーチ養成セミナー」を５回

シリーズで開催しています。国内外で活躍されて

いる講師を招き、指導者のレベルアップを図ると

ともに、ジュニア選手の競技力向上に繋げている

ところです。

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会では、１１

月１０日から１７日の日程で、フィンランド共和

国のノルディックスキーのナショナルトレーニン

グセンターに位置付けられている「ヴォカティ・

オリンピック・トレーニングセンター」において、

調査研究事業及び冬季ジュニアスポーツ交流合宿

事業を実施しました。

ヴォカティスポーツ協会、大学・高校、企業等

を中心に展開されている産学官連携について知見

を広め、先進地のジュニア選手の育成環境、コー

チ養成、スポーツツーリズム、地域健康づくり、

学校体育・部活動等、冬季スポーツによる地域振

興の仕組みについて、理解を深めてきたところで

す。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月２３日に、スポーツセンターを会場に、

第１２回名寄市子ども会スポーツ大会「フットサ

ル競技」を開催しました。町内会の子ども会や小

中学校から過去最多となる３３チーム、２２５人

の児童生徒が参加し、スポーツを通して交流を深

めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月１８日に平成３０年度名寄市青少年表彰

式を行い、学校や地域活動などにおいて顕著な功

績のある３個人、２団体を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

２８日に最優秀作品の表彰を行いました｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月２日から４日にかけて、市民文化センタ

ーを会場に、第６１回市民文化祭を開催しました。

展示発表は２５団体、１０個人から書道、写真、

絵画など ０００点を超える作品が出展され、３

日間で延べ約８００人の来場がありました。また、

４日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールで開
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催した芸能発表は、楽器の演奏や舞踊、詩吟など

２２団体２００人が出演し、約 ５００人が鑑賞

しました。

また、１１月２日から３日にかけて、ふうれん

地域交流センター全館を会場に風連文化祭を開催

しました。会場には２２団体、５個人から８５０

点を超える作品が展示されました。演芸発表では、

小学生から高齢者まで１７団体から１５０人程が

演奏や踊り、歌などを披露し、養護施設の御高齢

者も来場いただき、会場いっぱいに集まった延べ

７００人の市民が、地域の顔見知りの方々へ大き

な声援を送り、楽しいひと時を過ごしていただき

ました。

１１月１７日から１８日にかけて、福島県南相

馬市において南相馬市子ども文化芸術交流事業が

開催されました。本事業は、スクラム支援会議構

成自治体の小中学生が協働し、芸術作品の制作活

動を行う事業として昨年に引き続き実施され、本

市からは、名寄中学校美術部の生徒５人が参加し、

南相馬市や東京都杉並区などの児童生徒と交流を

深めました。

次に、北国博物館について申し上げます。

９月１日から９月３０日まで企画展「たのしむ

きのこと変形菌」を開催し、期間中９７６人の来

館者がありました。関連企画として９月１６日に

「きのこ観察会」をなよろ健康の森で開催し１６

人が参加し、同定作業なども行い、きのこの科・

種の特徴や見分けのポイントの知識を深めていた

だきました。

また、１０月６日から１０月２８日まで企画展

「名寄と文学」を開催し、期間中６７９人の来館

者がありました。１０月１７日には講演会「名寄

ゆかりの作家たち」を開催し１４人の参加があり、

講師の佐藤喜代枝さんから徳富蘆花、三浦綾子、

知里幸恵、野口雨情など名寄を訪れた作家や本市

が舞台となった文学作品について詳しく、分かり

やすい御講演をいただきました。

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） 日程第５ 議案第１号

名寄市立大学奨学金給付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 名寄市立大

学奨学金給付条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、市立大学の学生の貸与型奨学金制度利

用に係る現状や昨年策定された名寄市立大学の将

来構想を踏まえ、有為な人材の育成やすぐれた学

生が経済的理由で修学を断念することがないよう

に、さらには今後の学生確保に資する施策の一環

として市立大学の学生を対象とした本市独自の奨

学金制度を創設するため、名寄市立大学奨学金給

付条例を制定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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 基本的には賛成の立

場でありますけれども、二、三お聞きをしたいと

いうふうに思います。

１つは、条例全体にもかかわることでもありま

すけれども、名寄市立大学の学生さんの現状のア

ルバイト等についての現状について、今までも一

定の数は聞いておりますけれども、お知らせをい

ただきたいというふうに思います。

それと、２つ目は、アルバイトとの関係で第４

条、給付対象者の関係になりますけれども、いわ

ゆる世帯、学生さんにかかわる世帯の奨学金を受

ける場合の所得税法の総所得金額４２６万円とア

ルバイトの収入との関係についての因果関係につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

それと、第６条の奨学生の決定の関係では、２
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年次以降の保健福祉学部の各学科学年ごとに１人

に対して給付をするということですけれども、こ

の１人という数字について原案をつくる段階でど

ういう判断をされているのか、議論経過、いわゆ

る２人、３人ということですけれども、具体的に

言えば。その原案をつくる段階における過程につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

それから、給付対象者、第１１条の関係ですが、

災害の一時給付金の関係で、これは新条例ですか

ら過去にはもちろん発生していないのですけれど

も、仮に全国における災害の発生状況が非常に頻

発をしている状況ですが、名寄大学今４年制の大

学以降のもう既に卒業されている人も含めて、こ

ういう事象に至った人数等把握できていればお知

らせをいただきたいと思います。

あと、最後ですが、第１５条の審査委員会の設

置をするわけですけれども、これは大学の中にお

いてそれぞれ対象者を選んで設置をするというこ

との理解をしていますけれども、部外の関係者も

想定をされているのかお知らせをいただきたいと

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） まず、熊

谷議員から５点にわたって質問をいただきました。

１点目のまずアルバイトの現状ということから申

し上げさせていただきたいと思います。

昨年度、２９年度の調査なのですけれども、い

わゆる学校のある時期、定期、不定期を合わせま

して本学で約８５％の学生が実態調査ではアルバ

イトをしている現状になっております。

それから、２つ目は、所得税と、所得、いわゆ

る対象者です。ここの部分につきましては、日本

学生支援機構の１種、２種の併用の部分で一番所

得基準を制限しているといいますか、それに合わ

せた基準、収入ベースで６００万円、所得ベース

で４２６万円でしたですか、それに合わせて設定

しておりまして、そことのアルバイトの因果関係

というのは大変難しく、幾らの所得の世帯の子が

アルバイトをしているというのはちょっと調査を

するのが困難ですので、そことの関連については

把握をしておりません。

それから、３点目は、６条の関係で１人という

ことでしたでしょうか。これにつきましては、い

わゆる入り口で所得を対象で網をかけまして、各

学科成績のその中で成績の優秀者を１人というこ

とで判断をいたしました。もちろん各学科２人と

か３人とかたくさんできればいいのは間違いない

のですけれども、やはり財源との絡みで、いわゆ

るこれは教職員、市内、それからふるさと納税、

同窓会等にこれから財源の関係で幅広く寄附など

を呼びかけるものですから、それとの関連で各学

科１人という判断をさせていただきました。

それから、１１条の災害の関係なのですけれど

も、これにつきましては２０１１年の東日本大震

災のときに本学結構岩手県出身者が多いものです

から、いわゆる特認といいますか、市長が特に認

めたときということで何名か全額免除等をしたこ

とがあるのですけれども、それ以来ここ数年は実

際に家屋の全壊、半壊等で災害で給付というか、

申請した者はおりません。ただ、保護者が急死し

たですとか、そういう事例は何件かございます。

ですから、そちらのほうで対象になる方が出てく

るのかなと考えております。

それから、最後、審査委員会の状況なのですけ

れども、これは今案ですけれども、学内に学部長

もしくは学生部長を委員長とする、もちろん事務

局も入って、そのような組織をつくって、そこで

いわゆる対象者の所得ですとか成績要件などを判

断をして候補を決定していきたいと考えておりま

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） 再確認の意味でさら

にお聞きをしたいと思いますが、いわゆる総所得

６００万円ぐらい、所得金額では４２６万円とい

う関係とアルバイトの関係については把握も困難
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という部分もあったりして、それはこの数字には

入らないという理解で受けとめてよろしいのか。

アルバイトといってもアルバイトをしながら収入

を得るわけですけれども、そういう数字はこれに

該当しないという理解でよろしければ確認の意味

でお答えをいただきたいと思います。

それから、６条の各学年ごとに１人に対してと

いうことで、これは財源との関係もあるわけです

けれども、財源として同窓だとか、あるいはふる

さと納税等々の関係が主なものを想定をしていま

すから最少人数に絞られているのかと思いますけ

れども、いわゆる該当者として所得の状況や、あ

るいは成績が優秀でなおかつということで、そう

するとその予定をしている財源を超えるようなこ

とについては当然教育予算あるいは一般の財源等

も考えられると思うのですが、そういう想定につ

いての御認識について改めてお伺いをしたいと思

います。

あと、いわゆるこれから予算を、来年４月１日

ということですけれども、これから予算編成に、

入っている最中ですが、前段の質問との関係もあ

りますけれども、トータルとしてどの程度の予算

を想定をされているのかお聞かせをいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、１

点目のアルバイトと、いわゆるアルバイトの収入

を所得にみなすかという御趣旨でよろしいですか。

これにつきましては、それは入れないということ

で判断をしておりまして、あくまで出身世帯の保

護者を中心とする所得ということで、アルバイト

の収入は入れることを考えておりません。

それから、２つ目、いわゆる対象人数と財源と

の関係なのですけれども、これから今それぞれの

団体ですとか同窓会等先ほども申し上げましたよ

うにお願いをするのですけれども、おおむね基金

を、大学奨学金基金というのをあわせてつくる予

定の準備しておりまして、３分の２程度をその基

金に積んで、残り３分の１程度を市の一般財源で

ということで今市のほうと協議をさせていただい

ておりまして、それに見合うような制度設計とい

いますか、そういう前提で進めております。

予算の関係なのですけれども、一応現在１人２

万円で、２年生から４学科、３学年ということで

１２名毎年対象者が出てくる勘定になります。し

たがいまして、１２名を１２カ月ということにな

りますと２８８万円予算がかかるのかなと。それ

とあわせまして災害関係のほうでは、これはもち

ろんわかりませんけれども、保護者の急変あるい

は災害等多くても年間１０件程度ぐらいなのかな

ということを見ておりまして、それに合わせて今

予算のほうを積算をして要求しているところでご

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） 最後になりますけれ

ども、いわゆるアルバイトをしなければならない

学生さんが全体の８５％という、私の感覚でいく

と非常に高い。それだけ親御さんも大変御苦労さ

れていると思いますし、またアルバイトの時間、

収入の額もある面では勉強、学習との時間を割き

ながらという大変御苦労されている現状の中で、

今条例については非常に有意義な条例提案だとい

うふうに思っていますが、１２名を想定をする人

数がいわゆる要件に当てはまる、所得が一定以下、

あるいは成績も優秀だということになると複数以

上の、１人というよりもそういうケースも発生を

するわけなのですけれども、これについての柔軟

な対応について、これは財源との関係も、財源も

実績をとらないと、これから今予定をしている数

字が多いのか、少ないかということもありますけ

れども、そういう変動要素も含めての対応につい

て、部長でもよろしいですし、そちらの方でもよ

ろしいですけれども、調整して、もう少し具体的

にお聞かせをいただいて、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） 最後の関
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係で今後につきましては、まずは制度設計を組み

立てたばかりですので、事業者さん、市民の皆さ

ん、同窓会等の寄附で何とか３分の２を賄って、

３分の１を一般財源から支出していただくという

スキームを当面は維持をしまして、それを実行、

いわゆるスタートさせたいなと思っております。

様子を見て所得、実は本学減免制度で対象者につ

いては所得を中心にやってはいるのですけれども、

実際どれぐらいの所得の方がどれぐらいいるとい

うのはなかなか正確に把握するのは困難なもので

すから、この６００万円というのがどれぐらいの

対象者になるのかというのはちょっと正確にはま

だ今の時点では難しい部分もありますので、まず

はこの制度をスタートさせてしっかりと取り組ん

でいって、学生確保にもつなげていきたいと考え

ておりますので、まずはしっかりとスタートさせ

ることから始めたいと思っておりますので、御理

解をいただければと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の名寄市立大学奨

学金給付条例の根幹、ふるさと納税ですとか、そ

れからいろんな形で大学に御寄附いただいたもの

ということですので、当然この奨学金制度を受け

る学生もそれなりの覚悟といいますか、必要にな

ると思います。大学にゆかりのある方々で大学生

を支えていくということでありますので、まずそ

この第一歩のスタートであります。ですので、市

のほうとしてもある程度、３分の１ぐらいという

ような推計ですけれども、名寄市の一般会計から

も支えていくと。その後これがどういうふうに転

がっていくか、当然今の経済情勢ですからいろん

なこと起きると思います。まずは、この形でスタ

ートさせていくということ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。

議案第１号は、総務文教常任委員会へ付託をい

たします。

ただいま総務文教常任委員会に付託いたしまし

た議案第１号については、１２月２１日までに審

査を終了するように期限をつけることにいたした

いと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号については１２月２１日ま

でに審査を終了するように期限をつけることに決

定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

国民健康保険税等の納期の見直しに伴う関係条

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２号 国民健康保

険税等の納期の見直し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。

本件は、納付者にわかりやすく御理解をいただ

くため、税、保険料及び使用料の納期限と口座振

替日を同一とすることや国民健康保険税、後期高

齢者医療保険料及び介護保険料の納期を６期から

８期に改め、１回当たりの納付額を減らし、納付

者の負担軽減を図るため、関係条例の整備に関す

る条例を制定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） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

私もこの間国保税の納期が６期でなくてもっと
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回数をふやしてほしいということを求めてまいり

ましたので、今回の提案は歓迎をしたいというふ

うに思っているのですが、ただ全国的に高い国保

税を払うのに払えないということで、滞納者への

差し押さえがふえているという現状があるようで

す。やはり突然のいろいろな事情によって滞納せ

ざるを得ない。また、分納ももっと広く考えてい

ただければ何とか払うことができるというような

方もいらっしゃるかと思います。そういった点で

分納に対する考え方について改めて確認をさせて

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） 今回の改正で６回か

ら８回にということで、国保税、あと後期の関係、

介護保険の関係、１回の納付額が若干少なくなる

ということで一歩前進をしたのかなというふうに

は考えております。改めて差し押さえというか、

滞納処分の関係でも今質問いただきました。従来

ともそうなのですけれども、滞納されている方の

事情というか、その辺をしっかり御相談をいただ

きまして、分納あるいは猶予、そのあたり含めて

今後ともしっかりと対応したいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今月、１２月の広報で

も納税のことが特集されていました。そこに相談

をぜひというような欄も大きく取り上げていただ

いていますので、本当に相談、まずは行っていた

だくことが望ましいのかなというふうに思ってい

るのですが、そこで親切丁寧な相談を受けていた

だくことをまた強く求めて、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。

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７ 議案第３号

名寄市営牧野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 名寄市営牧

野条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

合併以降名寄市営牧野と母子里地区共同牧場を

設け、機能分担をしながら畜産振興基盤の確立、

農業経営の安定を図ってまいりましたが、実情に

即した預託家畜種別、利用区分への整合性を図る

ため、両施設の目的及び利用形態が同一であるこ

とから、名寄市営牧野条例に名寄市母子里地区共

同牧場条例の内容を含めて、利用料金の改定及び

指定管理者の雇用の安定や人材育成の期間の確保、

また専門知識、技術の向上を図り、利用者が安心

して利用できるよう指定管理期間を３年から５年

に延長するため、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申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号は、経済建設常任委員会へ付託いた
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します。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号については、１２月２１日までに審

査を終了するよう期限をつけることにいたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号については１２月２１日ま

でに審査を終了するよう期限をつけることに決定

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第４号

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画を定め

ること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 名寄市総合

計画（第２次）中期基本計画を定めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の名寄市総合計画（第２次）前期

基本計画の計画期間が今年度までとなっているこ

とから、次年度からの本市における総合的かつ計

画的な行政運営を図るため、名寄市自治基本条例

第１９条第１項に基づき名寄市総合計画における

中期基本計画を策定しようとするものでございま

す。

本計画の策定に当たりましては、前期２年間の

計画を踏襲しつつ、人口減少、少子高齢化や情勢

の変化に伴う諸課題、新たなニーズへの対応を基

本とし、市民アンケート調査や各種団体との意見

懇談会等で出された市民の皆様の御意見を初め市

議会議員の皆様からの御提言をもとに名寄市民３

０人で構成をする名寄市総合計画審議会で策定作

業を進め、去る８月２９日に同審議会からいただ

いた答申をもとに提案をさせていただくものでご

ざいます。

本計画は、計画期間内における主要な取り組み

かつ複数の基本目標、施策の柱ですけれども、に

わたり施策間連携を図ることで一層効果が発揮を

される重点プロジェクトに加えて、全ての主要施

策に成果指標、ＫＰＩとして数値目標を定め、検

証による進捗管理を行うことが可能となる実効性

のある計画としてございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

名寄市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会

の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第４号については、質疑から採決までの議

事を１２月１７日に延期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４号については質疑から採決ま

での議事を１２月１７日に延期することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第５号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締

結についてから議案第１５号 定住自立圏形成協

定の一部を変更する協定の締結について、以上１

１件について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５号から議案第１

５号までの定住自立圏形成協定の一部を変更する

協定の締結について、提案の理由を申し上げます。

定住自立圏構想につきましては、都市機能を有

する中心市と近隣の町村とが役割分担と連携、協

力のもとに総体として生活機能を確保することを

通じ定住促進を目指す構想でございます。今回は、

新たな項目で協定を締結するとともに、これまで

の連携実績を検証し、協定の内容をより実態に即

したものに変更しようとするものであり、名寄市、

士別市の複眼型の中心市と和寒町、剣淵町、下川
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町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、西

興部村、枝幸町、浜頓別町及び中頓別町の９町２

村との間におきましてそれぞれ協定変更の協議が

調いましたので、名寄市議会基本条例第１０条の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。

なお、協定の概要につきましては、総合政策室

長から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申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を石橋総合政

策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） それでは、私の

ほうから議案第５号から議案第１５号までについ

て御説明をさせていただきます。

議案第５号、２ページをお開きいただきたいと

思います。こちら中段の福祉体制の充実に関する

変更では、取り組み内容等において基幹相談支援

センターを追加しようとするものでございます。

今年度より士別市、和寒町、剣淵町が１市２町で

相談支援体制を整えておりますが、こちら広域で

の取り組みでありますので、既存の協定に文言を

追加し、また３ページのほうでは中段に権利擁護

支援の推進を新たに追加しようとするものでござ

います。高齢者の増加等による成年後見制度の必

要性の高まりを受けまして、現在士別市、和寒町、

剣淵町、幌加内町の１市３町で広域での権利擁護

センター設置に向けた調整を行っております。

また、下段のほうの教育では、図書館相互利用

の促進の削除についてでございますけれども、こ

ちら削除になりますので、議案には記載はされて

おりませんが、図書館の連携につきましては現状

全道的な連携であり、圏域独自の取り組みではな

いため、定住自立圏の取り組みから削除をしよう

とするものでございます。

議案第７号、４ページをお開きください。産業

振興分野では、中段、スポーツによるまちづくり

の推進を追加しようとするものでございます。こ

ちらは、既に名寄市、下川町、美深町、音威子府

村、中川町により広域で上川北部スポーツクラブ

を組織し、取り組みを推進していることから追加

したいと考えてございます。

５ページをお開きください。中段、圏域生活基

盤維持対策を新たに起こし、その中に物流網効率

化の推進を追加しようとするものでございます。

圏域である道北地域は一大生産地帯でありますが、

まちが広域に分散し、かつ人口減少が進むことが

想定され、安定した物流の維持が課題になる地域

と言われております。これまでも勉強会や視察を

実施するなど連携した取り組みを行ってきている

ことから、協定を締結し、圏域としてさらなる取

り組みを推進していきたいと考えているところで

す。

議案第１２号、３ページをお開きください。交

通ネットワークの形成についてですが、ここでは

広域で組織している各期成会活動を事業としてご

ざいます。宗谷本線活性化推進協議会の構成員と

して途中加入いただきました西興部村様と協定を

結んでいなかったことから、新たに協定を締結す

るものでございます。

以上、変更点について説明をさせていただきま

したが、名寄市、士別市を中心として各構成団体

とそれぞれの協定変更が必要になるため、このよ

うな多くの提案となりました。御審議くださいま

すよう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、議案第５号

外１０件について一括質疑に入ります。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） １点確認といいますか、

お考えをお聞かせいただきたいというふうに思っ

ているのですが、まず議案第５号の３ページにな

りますけれども、福祉体制の充実のところで、乙

の役割ということで福祉施設、また名寄大学と連

携して実習の受け入れというふうになっています。

現状この実習の受け入れがどういった状況になっ

ているのかをお聞かせをいただきたいのと、あと
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人材の育成、確保に協力するというふうになって

いるのですが、この人材の育成、確保です。確保

のところをどのような協力体制をお考えなのかお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４２分

再開 午前１１時４４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 福祉関係

の役割分担といいますか、ちょっと本学の実習等

の状況についてお話をさせていただきたいと思い

ます。

保健福祉学部４学科とも病院あるいは福祉施設、

それから社会福祉協議会等々、それから行政の保

健センター等に各学科で実習等をお願いをしてお

りまして、それに基づきまして今でも既にやって

はいるのですけれども、引き続きこの協定に基づ

きまして相互の人材といいますか、そういう部分

を含めて、大学側からするとより充実をさせてい

きたいという趣旨でございますので、御理解をい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今大学のほうから大学

の機能を生かした形でどういうアプローチをして

いるかということでお答えさせていただきました。

現実に大学、保健福祉学部を持っております。そ

の中で社会福祉学科もございますから、その中の

学生を定住自立圏の中にどういうふうに送り込む

かというのが１つ大きな課題だと思っております

が、幾分実績も出ているはずでございます。なお

かつ、大学のほうでは今知見を生かしまして、定

住自立圏のそれぞれの市町村におきましていろん

な形でかかわりを持っているところであります。

その中で定住自立圏の市町村の中で確保すること

のお手伝いもできるかと思っております。具体的

な数字というところまでは至っておりませんけれ

ども、大学の機能を生かしていくということがこ

の定住自立圏の中で一番大きな課題であります。

また、福祉の人材、あるいは確保につきまして

は、これは情報交換も非常に大切なことでありま

すので、今各種の協議会等も出ているところであ

りますから、まず情報交換を通じて何かほかの地

域に負けないような先鋭的なものもつくっていく

ことができるかと思います。非常に大きな課題で

すので、この構想をきっかけに人材確保にはより

一層進めていかなければならない。特にその中で

は大学の知見を生かすということも大事ですので、

この文言を入れさせていただいたところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 福祉関係の人材のとこ

ろでは、もう私が言うまでもなく非常に介護施設

等も含めて人手が足りないという状況になって、

名寄市民も含めて、近隣の皆さんも含めて本当に

ここには期待をしていることが大きいのだという

ふうに思いますので、ここより発展させていただ

くことをお願いして、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５号外１０件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号外１０件は原案のとおり可

決されました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第１

６号 指定管理者の指定について（サンピラーパ

ーク森の休暇村）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１６号 指定管理

者の指定について、提案の理由を申し上げます。

サンピラーパーク森の休暇村につきましては、

名寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関

する条例第２条による公募による施設でございま

す。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により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１１ 議案第１

７号 平成３０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１７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

出にそれぞれ １８６万 ０００円を追加をして、

予算総額２２１億 １９２万 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。７款

商工費におきまして商店街等活性化関連補助金５

５６万円の追加は、名寄市中小企業振興条例に基

づき３件の店舗の増改築に対し助成しようとする

ものでございます。

８款土木費におきまして福徳川改修工事 １０

０万円の追加は、９月初旬に発見をした護岸ブロ

ックの損傷に対し改修工事を実施をしようとする

ものでございます。

１０款教育費におきまして教育振興基金積立金

５０万円の追加及び文化センター大ホール基金積

立金３０９万 ０００円の追加は、いただいた寄

附金を寄附者の御意向に沿い各基金に積み立てを

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。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３表、債務負担行為補正では、名寄庁

舎環境衛生管理業務委託料ほか２２件を追加しよ

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。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

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

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７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１２ 議案第１

８号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正

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１８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、保険給付費の増額に伴い歳出予

算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。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

９号 平成３０年度名寄市下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１９号 平成３０

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、債務負担行為の追加を行うもの

で、風連浄水管理センター等維持運転管理業務委

託料を追加し、限度額を ９０２万円にするもの

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１９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１９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２

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２０号 平成３０
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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、債務負担行為の追加を行うもの

で、個別排水処理施設保守点検清掃業務委託料を

追加をし、限度額を ９７０万円にしようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０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２０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２

１号 平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予

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２１号 平成３０

年度名寄市立大学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、債務負担行為の追加を行うもの

で、大学学校用務・大学公園管理業務委託料の限

度額を７００万円に、大学学生寮管理業務委託料

の限度額を３１０万円にしようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１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２１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２

２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２３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２４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、議案第２５号 名寄

市職員の給与に関する条例の一部改正について、

以上４件について一括議題といたしたいと思いま

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２２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２３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２４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、議案第２５号 名寄市職員の給与に

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。
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本件は、本年８月１０日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与及び議員、特別職の期末手当の

額について同様の措置を講ずるため、関係条例を

改正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、平成２６年５月１日に

同審議会から出された答申により、期末手当の額

の取り扱いについては、人事院勧告等により一般

職員に改定があった場合にはその改定に準じるこ

とが適当であるとされており、今回の人事院勧告

に関して同審議会の各委員に確認をし、人事院勧

告どおりに改定を行うべきとの意見を受けて、今

回の改定を行うものでございます。

また、職員の給与に関する条例について、勤務

１時間当たりの給与額の算出に関して全国的に算

出基礎額の見直しが行われていることから、当市

においても所要の改正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申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２２

号外３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。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２２号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 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。

本件は、平成３０年７月３日午前７時１５分ご

ろ、名寄市字徳田２８５番地１１地先におきまし

て相手方所有の自動車にて市道１９線を西に向か

って走行中、道路損傷部を通過した際の衝撃によ

り左前輪タイヤがパンクしたところでございます。

事故発生箇所は見通しのいい直線道路でありまし

たが、穴の大きさや位置、雨天等の物理的条件に

より回避できず、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１万

７００円のうち２割に相当する ７４０円を本

市が負担することで示談が成立したところでござ

います。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第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１２月４日から１２月

１６日までの１３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１２月４日から１２月１６日まで
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の１３日間を休会とすることに決定いたしました。

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 ０時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 高 橋 伸 典


