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平成３１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３１年３月２５日（月曜日）午後１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 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２６号 平成３１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第４ 議案第３３号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第５ 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第６ 議案第３５号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例等の一部改正につ

いて

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 教職員を増やし長時

間労働の是正を求める意見書

意見書案第２号 保険薬局を含む無料

低額診療事業の枠組みを早期に設立す

ることを求める意見書

意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関す

る意見書

意見書案第４号 拙速な日米貿易交渉

に関して、徹底審議と情報公開を求め

る意見書

日程第９ 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告等について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

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 議案第２２号 平成３１年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２３号 平成３１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特
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別委員長報告）

議案第２４号 平成３１年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２５号 平成３１年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２６号 平成３１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２８号 平成３１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２９号 平成３１年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第３０号 平成３１年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３１号 平成３１年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第４ 議案第３３号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第５ 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第６ 議案第３５号 名寄市議会政務活動費

の交付に関する条例等の一部改正につ

いて

日程第７ 委員会所管事務調査報告について

日程第８ 意見書案第１号 教職員を増やし長時

間労働の是正を求める意見書

意見書案第２号 保険薬局を含む無料

低額診療事業の枠組みを早期に設立す

ることを求める意見書

意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関す

る意見書

意見書案第４号 拙速な日米貿易交渉

に関して、徹底審議と情報公開を求め

る意見書

日程第９ 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告等について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

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）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏
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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） 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、

７番 高 野 美枝子 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 議案第２２

号 平成３１年度名寄市一般会計予算、議案第２

３号 平成３１年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２４号 平成３１年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２５号 平成３１年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２６号 平

成３１年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第２７号 平成３１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２８号 平

成３１年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２９号 平成３１年度名寄市立大学特別会

計予算、議案第３０号 平成３１年度名寄市病院

事業会計予算、議案第３１号 平成３１年度名寄

市水道事業会計予算、以上１０件を一括議題とい

たします。

付託いた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。

予算審査特別委員会、熊谷吉正委員長。

〇予算審査特別委員長（熊谷吉正議員） 議長よ

り御指名いただきましたので、今定例会において

予算審査特別委員会に付託されました議案第２２

号 平成３１年度名寄市一般会計予算及び議案第

２３号から議案第３１号までの各特別会計予算並

びに各企業会計予算の１０件につきまして、委員

会における審査の経過と結果について御報告申し

上げます。

第１回委員会は、２月２２日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長に私熊谷吉正が、

副委員長に東川孝義委員がそれぞれ選任されまし

た。

第２回委員会は、３月１９日に開会し、審査日

程を３月１９日、２０日、２２日、２５日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、加藤市長を初めとする関係する

職員の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁を

いただき、慎重に審査を行いました。

その経過につきまして、詳細に報告すべきとこ

ろでございますが、当委員会は全議員をもって構

成された委員会でございますので、これを省略さ

せていただき、審査の結果のみ御報告申し上げる

ところでございます。

議案第２２号 平成３１年度名寄市一般会計予

算、議案第２３号 平成３１年度名寄市国民健康

保険特別会計予算につきましては、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

また、議案第２４号から議案第３１号までの平

成３１年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

８件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上を申し上げまして、簡単でございますが、

委員会の審査の結果の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２２号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第２２号 平成３１年度名寄市一般会計予

算について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。
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よって、議案第２２号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２３号 平成３１年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

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、議案第２３号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２４号 平成３１年度名寄市介護

保険特別会計予算から議案第３１号 平成３１年

度名寄市水道事業会計予算までの８件について委

員長報告のとおり決定することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号から議案第３１号までの

８件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第３２

号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第８

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３２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、消費税率の引き上げに伴う低所

得者及び子育て世帯の消費に与える影響の緩和と

地域における消費を喚起、下支えすることを目的

に低所得者及び子育て世帯向けのプレミアムつき

商品券の発行を行うため、その準備に係る事務費

について補正をしようとするものでございまして、

歳入歳出それぞれ２１４万 ０００円を追加をし、

予算総額を２１９億 ６３４万円にしようとする

ものでございます。

補正の理由を歳出から申し上げます。７款商工

費におきましてプレミアム付商品券の発行事業費

２１４万 ０００円の追加は、プレミアム付商品

券発行事業委託料など補正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。１５款国庫

支出金におきましてプレミアム付商品券補助金２

１４万 ０００円を追加しようとするものでござ

います。

第２表、繰越明許費におきましては、年度内に

完了しないプレミアム付商品券の発行事業費を繰

り越ししようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。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。

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま消費税増税

に備えた負担軽減策としてのプレミアム商品券の

発行について御説明があったわけなのですが、今

回は対象者が限定をされているということで、私

が心配するのは以前あったような重複購入や、あ

るいはその規定数を超えるような取り扱いがあっ

てはならないというふうに考えております。その

対策についてお伺いしたいのと、それから今回は

先ほどの説明のようにいわゆる対象者が限定され

るということで、臨時福祉給付金支給のような形

をとるのかどうなのか。

それと、額面発行金額は幾らにするのか。

それから、９月３０日までに生まれたゼロ歳の

子を持つ世帯の全てを対象にするということにな

るのかどうなのか。特に新たに生まれる子供はわ

からないにしても、対象世帯の数の推計は何世帯

ぐらいになるのか。

以上、お伺いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 佐久間議員から

御質問をいただきました。



－198－

平成３１年３月２５日（月曜日）第１回３月定例会・第５号

まず、対象者、重複等は規定回数の部分でどの

ような管理をしていくのかというお問い合わせだ

と思います。今回のプレミアムつき商品券の流れ

といたしましては、今国のほうから一定程度スケ

ジュール、作業フローのイメージが流れてきてお

りますが、対象者につきましては今回の子育て以

外の部分については非課税者が対象ということで、

臨時福祉給付金のときと同じような対象者になる

かと思います、子育て以外の部分については。そ

の部分については、事前に個別の周知活動をしな

さいということで、非課税が確定する６月ごろを

めどにそのようなことを、どのような形でするか

というのはまだ決めておりませんけれども、そう

いった動きがなされた後、その後申請を受ける形

になります。申請を受けて、改めて再度審査をさ

せていただいた後、対象者には引きかえ券を送付

するということになってございます。その引きか

え券が届いた方がその引きかえ券を持って商品券

を購入されるというような流れになろうかと思い

ます。回数についても、その引きかえ券が根拠と

なって購入手続に踏まれるということで、重複と

かという部分については防止できるのかなという

ふうに考えております。

それから、額面なのですけれども、１口２万

０００円ということで、２万 ０００円分を２万

円で購入するというような形のプレミアムつき商

品券になろうかと思いますが、国のほうにおいて

はその部分を１束 ０００円ぐらいで考えてはど

うかというような案が出されております。その

０００円なのですけれども、さらにそこは５００

円単位で、１０枚つづりで ０００円といったよ

うな形のセットが好ましいのではないかという通

知が来ております。

今回低所得者も対象ということで、一遍にその

２万円分、トータル２万 ０００円分の購入が難

しいという場合もあろうかと思います。そういっ

た部分で、引きかえ券については国が示している

のは５回に分けて購入できると。要は、 ０００

円単位で有効期間内に購入できるというような仕

組みを国のほうでは提案してきておりますので、

その部分にのっとって当市で実施する場合も複数

回に分けて購入いただけるような準備を進めてい

きたいというふうに考えております。

それから、子供の部分について、対象のお子さ

んが以前は６月１日ということで１度切れており

ましたけれども、今回国のほうで見直しが入りま

して、急遽また９月末までに生まれたお子さんに

ついては対象にするというような御案内が来てお

りますので、我々としてもそこにのっとって対応

をしていきたいというふうに考えております。

対象世帯の部分なのですけれども、現在ちょっ

とまだ申告が確定しておりませんので、想定とい

う部分ではまだ押さえておりません。済みません。

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ６月ごろに非課税者

が確定をすると。それから、子供の対象のところ

も９月末までですから、ぎりぎりまで事務作業が

続くと、継続されるということだというふうにわ

かりました。理解しました。

それで、周知方法については、引きかえ券を同

封して対象者が確定次第、そこの世帯に送るとい

うことで、多分そういうことなのだろうというふ

うに思うのですが、本人が何らかの形で受け取れ

ない場合、これは臨時福祉給付金のときのように

要綱を定めて、委任状を持って代理人が受け取る

ことも可能とするということなのかどうなのか、

そこら辺についてちょっと再度お尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 実施するという

ことで、本部のほうは既に立ち上げさせていただ

いておりますけれども、この後どのような運営を

するのかというところの議論は進めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。

今御質問をいただきましたように、やはりここ
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は購入できる方は漏れることなく、購入できる部

分についての手続はやっぱり踏まなければならな

いという認識はありますので、今おっしゃってい

ただいたような委任状という形になるのかどうか

は別として、しっかりとそういった引きかえ券と

購入できるように対応はしていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 理解しました。

それで、消費税増税に備えた負担軽減策という

ことでの今回の取り扱いでありますから、先ほど

御答弁いただきましたように１人の世帯も漏れる

ことのないような形での周知と、それから事務作

業もかなり煩雑になろうかというふうに思います

から、スムーズに、そして間違いのないようにぜ

ひ取り扱い、給付をお願いしたいというふうに思

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今御説明がありました

けれども、このプレミアムつき商品券発行事業で

はっきりと決まっていること、これは何でしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 決まっているの

は、１口２万 ０００円という購入できる限度額

というか、２万 ０００円という部分が決まって

いるということと、あとことしの確定申告等にお

ける３１年の非課税者が該当になるということと

６月１日時点で３歳以下のお子さんがいる家庭で、

お子さんについては９月末まで生まれた子は対象

になるということが確定していることということ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 例えばスケジュールだ

とか、対象も３歳以下というのは決定ということ

なのですが、スケジュールのところでいえば、い

つ決まって、いつ準備が進められていくのか、そ

の辺が非常に曖昧かなというふうに思います。先

ほども国からの案が示されているというような御

説明だったかなというふうに思っています。消費

税、１０月からの増税に合わせてということなの

ですが、ここのところも非常にまだ決定なのかと

いうとこら辺では、まだ不十分かなというふうに

私は捉えているのですが、その点についていかが

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ここの手続の部

分については、国から示されているのは既に事務

費としての交付ということで、今回は補正予算と

いうことで提案をさせていただきました。我々と

しては、このようなことがスケジュール的に実施

されるという想定で動いておりますので、実施さ

れるときに市民の皆様方に御迷惑をかけないよう

に粛々と今置かれている情報で進めさせていただ

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かに国からの提案を

される中で、地方自治体としては準備を進めてい

かなければならない立場であるというふうには思

います。ただ、市民の中では８％から２％上げて

１０％になるといったところで、せんだっても予

算審査の中で申し上げましたけれども、非常にそ

の負担感、暮らしへの負担感が大きいという声が

あります。そして、片やこのプレミアム商品券も

非課税世帯にということではありますけれども、

増税してこのプレミアム商品券で本当にいいのか

どうかといった声も非常に多く出されています。

国からの指示で準備をしなければならないという

ことも理解しながらも、しかしその消費税増税を

反対する声が大きい中でのこの準備を進めるとい

うことで、私はこの補正予算を賛成するわけには

いかないと、反対の意思を示して終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今佐久間議員あるい



－200－

平成３１年３月２５日（月曜日）第１回３月定例会・第５号

は川村議員と関連しますけれども、消費税が１０

月１日から上がるという、２％上がるという前提

でいろいろ国会での議論もありましたけれども、

決して十分な審議ではないというふうに思ってお

りました、私も一国民、市民として。

これは、安倍総理大臣が言うには、５％から８

％になったということでの前回の国民的な経済へ

の影響などについての反省と言いながら、実際に

今の国民、これは市長にお尋ねしますけれども、

自治体の首長を預かる立場として、もちろん地方

消費税交付金も今回の予算の中で決定をされまし

たけれども、たった２％、されど２％というよう

な現状の今の国民生活の水準、レベルあるいは働

いている人たちが百数十万円から２００万円ぐら

いの人が圧倒的にふえてきたり、非正規の労働者

が全体の５割に近い。若者に至っては、もう５割

から６割という状況の中でのそういう生活状況の

中における２％だから、持っている人はたった２

％、大変低い人はやっぱりされど２％にこだわら

ざるを得ないという、そういう現状で今来年のオ

リンピックも含めて全国的にも東京に集中するよ

うな状態で、地方の景気維持を展望できないとい

う状況にあると思います、率直に。多少の地方税

収の増額などの動きもありますけれども、先般の

有識者あるいは証券会社等、いろんな報道による

と、もう既に総理大臣が言っているような景気の

状況でなくて、既にもう右肩下がりになっている

のだということも新たに、その報道が連続して続

いているわけで、基本的にはやっぱりこの執行者

として歳入がふえるということ以上に、名寄の経

済状況がどうなるかということと絡めて、認めざ

るを得ないという立場だというふうに思いますけ

れども、改めてそういう地域の経済状況や、ある

いは所得状況を頭に入れてみた場合に、この消費

税の増税２％についての基本的な考え、両局面か

らお答えをひとついただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さきの一般質問あるいは

代表質問等でも、さらには予算委員会等でもお話

をしたかもしれませんが、１０月の消費増税に向

けて今、国会で鋭意議論が行われていて、５％か

ら８％、１０％に上がる段階の中で既に社会保障

の財源あるいは子ども・子育て、さらには年金関

係の財源等もあったと思いますけれども、そうし

たことも見据えた中で消費増税をしていくという

制度設計がされて、それに向けて着実に議論が進

められているものというふうに理解をしておりま

す。

当然景気の腰折れ懸念だとか、そうしたことも

心配をされる中で今鋭意議論がされているという

ふうに思いますけれども、地方にとっては熊谷議

員がおっしゃるとおり、この財源が担保されて、

幼児教育の無償化というのは基本的には国のスタ

ンスかもしれませんけれども、そのほかにも地方

の特定の財源として一定の税収が見込めるという

側面もございますので、これが実行される際には

我々地方自治体の中でどのような配分をして、し

っかりと子ども・子育てあるいは社会保障を充実

させていくかということをしっかり施策を推進を

していく、その準備を着々と進めていかなければ

ならないというふうに考えております。いろんな

反響がありましょうけれども、消費増税をする、

しないは国の専管事項でございますので、我々と

してはそこに向けて着実にやるべきことをしっか

りと準備をしていくと、そんなことに尽きるとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 法律等々に基づいて

地方自治体としては準備をせざるを得ないという

ことについての理解はある程度できますが、逆に

言えば名寄市民の先ほど言いましたけれども、生

活の質の低下あるいはこれはまさに少子高齢化と

いう問題もあったり、あるいは非正規の労働者の

人がどんどんふえてきたり、それでもなおかつ確

保できないという現状の中で、本来やるのは２％

の増税ではなくて、抜本的にやっぱり少子高齢化
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への予算をしっかり確保した上で、信頼をかち取

った上でいわゆる増税が本当に日本にとって必要

なのかどうかということについて、総合的な判断

でやっぱり税制改正をしっかり、怠ってきた経過

が次から次と一番負担感の大きい低所得者層への

対応といっても、それはあくまでも一時的な対応

だというふうに思っていますから、根本的にやっ

ぱり消費税を見直す以前にやることを怠ってここ

に来ている。３％を５％、８％、１０％というこ

とで、国民の皆さんが税金を余計出して、まさに

新たな自治体に予算がおりてきて改善をされると

いう実感というのはほとんどないのです、正直言

って。何か生活改善されたかどうかという、ある

いは消費者高齢化の話も実態は届いていないとい

うことで、上がる感の実態感だけは届いているよ

うな気がします。

それでまた、わずか２万 ０００円程度のこれ

とか、あくまでも恒常的にそれが続くわけではな

いわけで、まさにそこら辺については首長として

もそういう声を届けていく努力は十分でなかった

ような気がいたします。国がやっていることにつ

いて、従わざるを得ないということもあるけれど

も、両局面でやっぱりこの地方自治体のトップと

して、そういう面では明確にした姿勢をしっかり

これからも目指していただきたいなというふうに

思っております。

私も基本的には、社民党に所属しておりますか

ら、国会の状況は本当に見るにたえない。圧倒的

多数でありますけれども、わずかな消費税の増税

をさらに求めながら、やっぱりこの防衛費だけ拡

大をするというのが、それも本当に必要なのかど

うかという、日本海からミサイルを飛ばすような

状況というのは、それに５兆円も金がかかって、

トータルとして。非常に疑問を感じますので、私

も今回の増税については反対をさせていただきま

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３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」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。

議案第３２号を原案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、議案第３２号は原案のとおり可決いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３３

号 名寄市副市長の選任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３３号 名寄市副

市長の選任について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年３月３１日をもって橋本正道副市

長が任期満了となることに伴い、引き続き橋本正

道氏を副市長に選任をいたしたく、地方自治法第

１６２条の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。なお、任期は４年でございます。

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。
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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３３号はこれに同意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３３号は同意することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３４

号 名寄市教育委員会委員の任命についてを議題

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３４号 名寄市教

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市教育委員会委員であります髙橋雅樹氏が

本年５月１５日をもって任期満了となりますが、

本件は同委員を再度教育委員会委員に任命をいた

したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求め

るものでございます。なお、任期は４年でござい

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３４号はこれに同意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３４号は同意することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３５

号 名寄市議会政務活動費の交付に関する条例等

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第３５号 名寄

市議会政務活動費の交付に関する条例等の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、改選期を控えて議員の任期満了による

一般選挙後における政務活動費の事務処理に対す

る規定を明確にするとともに、政務活動費の交付

日の見直しやこれまでの条例に議員としての表記

がありましたが、議員と会派に属さない議員が混

在していたことから明確に区分するものです。そ

の他に収支及び活動報告書の保存年限を会計年度

の区分に合わせるとともに、透明性の確保として

これまで議長の責務について規定していましたが、

会派と会派に属さない議員の責務についても追加

するため、本条例の一部を改正しようとするもの

であります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５号は原案のとおり決定することに御
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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３５号は原案のとおり決定され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 委員会所管

事務調査報告を行います。

市民福祉常任委員会の調査研究項目である地域

包括ケアシステムに関する調査について委員会の

報告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 当委員

会では、昨年７月の第７回委員会協議から今任期

中に実施した行政視察で研修した先進各都市での

取り組み事業等をもとに地域包括ケアシステムに

ついて焦点を当てつつ、名寄市における同システ

ムの取り組み等について、計９回にわたる協議を

重ねてきました。

また、先進地視察では、これまでに平成２７年

の熊本県荒尾市の認知症施策の総合的推進につい

てを皮切りに、翌２８年には医療と介護を核にし

たコミュニティーモデルとして関心を集めている

帯広市の十勝リハビリテーションセンターと福祉

村構想について、２９年には地域包括ケア会議の

構築で一歩リードする岩手県宮古市の地域包括ケ

ア会議構想などの取り組みについて、また宮城県

仙台市の地域住民のやりがいを引き出す自主介護

グループ支援について、昨年は認知症対策の取り

組みで高い評価を得ている砂川市の５都市で調査

及び研修を行いました。

名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画は、２０１８年度から２０２０年度ま

での３年間を計画期間に設定し、団塊の世代が後

期高齢者、７５歳以上となる２０２５年を見据え

て、第６期で構築した地域包括ケアシステムの深

化と推進を図るものです。

同計画の高齢者を取り巻く現状、高齢者の将来

設計から高齢者の見込み推計によると、２０１７

年度以降減少傾向に転じるものの、７５歳以上の

後期高齢者の占める割合が上昇し、計画期間最終

年の２０２０年には５ ７％になることが見込ま

れています。

こうした現状と将来設計から見えてくる主な課

題や問題点としては、１つに在宅医療と介護の連

携、２つに小規模多機能型居宅介護の今後、３つ

目に地域密着型サービスと地域支援事業、４つ目

には認知症予防対策の深化、５つ目に介護保険制

度の根幹を支える被保険者の減少対策、６つ目に

要介護認定者の増加に伴う対応、７つ目に生きが

いづくり、８つ目にみとり、ターミナルケアの捉

え方、９つ目に医療、介護提供体制の整備等が挙

げられます。しかしながら、いずれも計画から行

動計画への具体的な対応策や落とし込みについて

十分な記載がありません。

また、第７期計画における地域包括ケアシステ

ムの目指す姿からは、ケアシステム全体を駆動す

る核となるべきエンジン、いわゆる運営体制とそ

の組織が十分とは言えないことに加えて、地域包

括ケアシステムの目指す中長期の全体像まで推し

はかりにくいように思います。このため、第５期

の地域包括ケアの推進から第６期の地域包括ケア

システムの構築へと移行し、当期の地域ケアシス

テムの深化、推進も進行してはいるものの、第９

期までの計画期間を通したイメージ像を見通すこ

とができず、市民に対する可視化が伝わりにくい

ものとなっています。

市民との協働を構築していくためには、７期以

降のロードマップの整備が急がれます。中でもと

りわけ介護保険法１１５条の４８に規定されてい

る地域ケア会議については、１、現行の地域ケア

会議は市の保健、福祉関連機関の多職種関係者間

で行われている、２、地域で核となる町内会、民

生委員児童委員、老人クラブ等の構成員が実質的

なメンバーとして加わっていない、３、個別ケー

ス、困難事例等の把握と地域及び町内会在住の対
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象者個別カルテの作成と必要性については未着手、

４、地域ケア情報共有にまで至っていない等の課

題や問題点が委員間論議の中でも抽出されました。

このため、昨年１２月４日に当委員会主催の名

寄市町内会連合会等との高齢者福祉に関する意見

交換会においても高齢化と役員等の担い手不足な

ど町内会が抱える共通課題を初め、農繁期には活

動が困難であるなど固有の事情が紹介されたほか、

障がい者にスポットを当てた事業への取り組み要

望など、さまざまな御意見や御提言をいただきま

した。また、各町内会の地域事情を反映をした地

域ケア会議のあり方に期待を寄せる意見もいただ

きました。

こうした地域ケア会議のあり方に対する行政と

地域が描くイメージのギャップを解消していくた

めには、現行の地域ケア会議の仕組みづくりを急

がなければなりません。具体的には、地域が抱え

る現状を把握するための地域ケア会議は、さまざ

まな主体がそれぞれの立場から意見を述べること

で、地域に住む高齢者が直面している問題をより

明確化し、それを地域包括ケアシステムの実現に

向けた地域づくりや資源開発へとつなげていくシ

ステムへの変換についても今後検討をしていく必

要があります。

明確化された課題が市で直面している共通の課

題として抽出され、その解決に必要なサービスメ

ニューの開発や社会基盤の整備を洗い出していく

ことでシステム整備の充実強化と向上を図り、地

域、地区ごとに開催された地域ケア会議の具体的

な課題を抽出し、続いて行われる現行の多職種の

関係者による地域会議で自治体の施策に反映させ

るという２層のケア会議についても議論を深めて

いく余地を残しています。

今任期中では、地域ケア会議に焦点を当てて協

議を進めてきましたが、地域包括ケアシステムは

前述しましたように多くの課題を残しています。

地域包括ケアシステムにおいて重要になるのが医

療と介護の連携です。高齢者は、複数の疾患を抱

えていることが多く、そのような状態でも安心し

て暮らせる地域の体制を整えるためには医療ある

いは看護サービスと介護サービスの協力体制が必

要不可欠になります。しかしながら、一般的に医

療分野の関係者と介護関係者の間にはメンタルバ

リアと呼ばれる目に見えない壁があると指摘をさ

れています。このことは、先進地視察においても

それぞれの関係機関から伺うことができました。

この両者の間にあるとされているバリアの有無に

関係なく、さらにコミュニケーションを活発にし

ていくことで医療と介護の連携を機能させていく

ものと期待します。

もう一つは、地域、地区ごとにある格差という

ことです。地域包括ケアシステムの大きな特徴の

一つが高齢者を支えるサービスの主体が国から自

治体に移行するという点です。しかし、財源や人

的資源は自治体ごとに大きな差があるために、提

供されるサービスの質や量に違いが生まれるとさ

れ、それがそのまま自治体内の地域、地区ごとの

格差にもつながりかねません。これにより、さら

に充実したサービスを受けられる自治体に人が流

出していくという事態が起こることも危惧されて

います。

こうした地域実情を踏まえた地域包括ケアシス

テムの深化に向けた新たな施策展開には、ケアシ

ステム全体の核となって駆動する運営体制とその

組織形態の見直しもさることながら、地域の生活

者支援サービスの育成、支援を図る仕組みづくり

を整備しつつ、医療、介護等の公的サービスとの

適切な組み合わせにより、高齢者のみならず、地

域で支援をしようとする市民の暮らしを支えられ

るよう地域ケアの深化が求められています。

また、地域住民の多様なニーズに応えるため、

地域コミュニティーにおける支え合いの機能の充

実や民間事業者による介護保険外サービスの育成、

活用を初め、対象者ごとに整備されている福祉サ

ービスに対する地域共生社会の実現に向けた具体

的なアクションプラン、行動計画の作成が急がれ
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ています。

地域包括ケアシステムは、各地域に住んでいる

高齢者が住みなれた地域で自分らしい生活を人生

の最後まで持続できるように介護や医療、さらに

住まいや生活支援といった高齢者を支えるサービ

スを一体的に提供するシステムです。当委員会で

抽出した名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・

介護保険事業計画の地域包括ケアシステムの課題

や問題点は、全て解決、解消するまでには至って

いませんでしたが、２０１２年度の第５期の計画

から第９期計画までの中長期にわたる計画期間に

おける地域包括ケアシステムを俯瞰したシステム

全体像の見える化を図り、第７期以降の期ごとの

取り組みをわかりやすく明確にし、市民とともに

つくる協働のまちづくりの理念に沿った今期の地

域包括ケアシステムの深化を求め、市民福祉常任

委員会の調査報告といたします。

以上、報告は終わりますけれども、このきょう

の報告の大きな柱は大石副委員長、そして各委員

の何回かに及ぶ委員会の経過の中から報告をした

ことにあります。大変御清聴ありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 意見書案第

１号 教職員を増やし長時間労働の是正を求める

意見書、意見書案第２号 保険薬局を含む無料低

額診療事業の枠組みを早期に設立することを求め

る意見書、意見書案第３号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における会計年度任用職員の

処遇改善と雇用安定に関する意見書、意見書案第

４号 拙速な日米貿易交渉に関して、徹底審議と

情報公開を求める意見書、以上４件を一括議題と

いたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、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。

意見書案第１号外３件を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、意見書案第１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９ 報告第３号

例月現金出納検査報告、定期監査報告等につい

てを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出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、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成３１年第１回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時４８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。
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