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令 和 元 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和元年６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 改元に伴う関係条例等の

整備に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 指定管理者の管理期間の

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６ 議案第３号 名寄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５号 名寄市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第８号 戸籍事務を行うための電

子情報処理組織の管理及び執行に関す

る事務の委託について

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 財産の取得について

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市一般

会計補正予算）

日程第15 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算）

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第17 議案第１４号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市立大

学特別会計補正予算）

日程第18 議案第１５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１６号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成３０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第21 報告第２号 平成３０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第22 報告第３号 平成３０年度名寄市病院

事業会計予算繰越計算書の報告につい

て

日程第23 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第26 報告第９号 名寄市国民保護計画の変

更について

日程第27 報告第１０号 公害の現況に関する報

告について

日程第28 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について
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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 改元に伴う関係条例等の

整備に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 指定管理者の管理期間の

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６ 議案第３号 名寄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５号 名寄市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第８号 戸籍事務を行うための電

子情報処理組織の管理及び執行に関す

る事務の委託について

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 財産の取得について

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市一般

会計補正予算）

日程第15 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算）

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第17 議案第１４号 専決処分した事件の承

認について（平成３０年度名寄市立大

学特別会計補正予算）

日程第18 議案第１５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１６号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成３０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第21 報告第２号 平成３０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第22 報告第３号 平成３０年度名寄市病院

事業会計予算繰越計算書の報告につい

て

日程第23 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第26 報告第９号 名寄市国民保護計画の変

更について

日程第27 報告第１０号 公害の現況に関する報

告について

日程第28 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員
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８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 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

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 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
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和元年

第２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（東 千春議員） 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、

２番 倉 澤 宏 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 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６月２１日まで

の１９日間と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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今定例会の会期は、本日より６月２１

日までの１９日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 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） おはようございます。本

日、令和元年第２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３０年度の各

会計決算の概要について申し上げます。

一般会計の実質収支は、繰越しすべき財源を除

いて、概ね３億３千万円となる見込みです。

歳入では、市税や地方交付税の増により、それ

ぞれ当初の予算額を上回ったこと、歳出では、各

費目における執行額の減が主な要因です。

特別会計については、国民健康保険特別会計の

保険事業勘定で、概ね３千万円、介護保険特別会

計の保険事業勘定で、概ね５千万円の実質収支と

なる見込みです。いずれも歳出での保険給付費の

減が主な要因です。

なお、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しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、約

８３億 ０００万円となりました。

主な基金の残高として、財政調整基金約１７億

０００万円、減災基金約２１億 ０００万円、

公共施設整備基金約１５億 ４００万円、合併特

例振興基金約１２億 １００万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

基金約 ２００万円、介護給付費準備基金約２億

４００万円、名寄市立大学振興基金約８億 １

００万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に取り組んでまいり

ます。

次に、総合計画について申し上げます。

本年度から４年間を計画期間とする「名寄市総

合計画（第２次）中期基本計画」で示した重点プ

ロジェクト、主要施策ごとに定めた成果指標（Ｋ

ＰＩ）の目標値達成に向けた取組を着実に推進す

るとともに、この計画が市民の身近な計画として

関心を持っていただけるよう冊子及びダイジェス

ト版を作成しました。

ダイジェスト版は、イラストなどを用いてカラ

ー印刷で作成し、広報４月号別冊として全戸配布

するとともに、市庁舎や図書館などで閲覧できる

ほか、ホームページにも掲載しています。

また、名寄市町内会連合会定期総会においてダ

イジェスト版を配布し説明させていただくなど、

今後も様々な機会を捉えて市民周知に努めてまい

ります。
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次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりの実現を目的として、ま

ちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄市自

治基本条例」について、市民アンケート調査の実

施や、本年５月に設置した公募委員などで構成す

る検討委員会から幅広い御意見をいただきながら、

見直し検討を進めているところです。

広報やホームページにて改めて本条例の内容の

周知に努め、市民の条例に対する理解を深めなが

ら、市民と行政による協働のまちづくりを進めて

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、４月２

６日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、少年少女交流事業として鶴岡市の藤島

ミニバスケットボール少年団の受入などを確認し

ました。

東京都杉並区との交流事業については、都市交

流実行委員会が４月２５日に開催され、交流自治

体協定締結３０周年を記念して、講演会や杉並区

を訪問する市民ツアーなど、各種周年事業の実施

のほか、幅広い分野で交流を図ることを確認しま

した。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２５日に開催され、会員相互の親

睦を深めつつ各種事業に取り組むことになりまし

た。

姉妹都市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

を記念して来名されるリンゼイ友好親善訪問団の

受入やイングリッシュキャンプ、記念式典などの

各種周年事業の実施のほか、７月から８月にかけ

てリンゼイから交換学生の受入が友好委員会で決

定されました。

友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流事

業については、８月下旬にドーリンスク市から訪

問団を受け入れることなどが、友好委員会総会で

決定されました。

また、台湾との交流事業については、５月７日

から２日間にかけて、太保市農会視察団が来名さ

れました。視察団は歓迎会で市民と交流したほか、

名寄市ゆきわらべ雪冷貯蔵施設の見学や農家視察

などを通じて、市内農業関係者などと交流を深め

ました。

次に、移住・定住について申し上げます。

移住・定住の推進については、移住促進及び地

域の振興にオール名寄で取り組むため「名寄市移

住促進協議会」が主体となり事業を行っています。

昨年度は「名寄市まちなかお試し移住住宅」を

２棟整備したことによる利用者増加のほか、相談

会やワンストップ窓口での細やかなサポートによ

り、移住者獲得につなげることができました。

引き続き協議会において、名寄市の魅力を発信

するなど移住・定住の推進に努めてまいります。

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」は５月７日に協議会を

開催しました。本年は、北海道の名付け親と言わ

れている松浦武四郎の生誕地である三重県松阪市

で配布している「テッシ武四郎カード」などを通

じ、天塩川の認知度向上やそれぞれの地域の魅力

を発信するとともに関係自治体、関係機関と連携

を深めてまいります。

次に、行政改革について申し上げます。

本年４月に「第２次行財政改革推進計画・基本

計画」を具現化するための「第２次行財政改革推

進計画・基本計画（前期実施計画）」について、

「名寄市総合計画（第２次）中期基本計画」の策

定に合わせた見直しを行ったほか、総合計画と連

動した成果指標（ＫＰＩ）の設定や、実施項目の

見直しを行いました。

今後は、総合計画などの各種計画に基づく事業

実施と連動しながら、本実施計画に基づき進捗管

理などを実施し、行財政改革の着実な実施に努め

てまいります。
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次に、健康の保持増進について申し上げます。

風しんの予防対策については、国は３年間の緊

急対策として、抗体保有率が低いとされている４

０歳から５７歳の男性を対象に風しんの抗体検査

を無料で実施し、検査の結果、十分な抗体価がな

かった場合には、無料で予防接種を受けられるこ

ととしました。

このことを受けて、本市では、本年度対象とな

る男性 ２８９人に対し、受診に必要なクーポン

券を送付しました。風しんの発症及び蔓延防止の

ためには、予防接種による抗体を保有することが

重要であることから、今後も抗体検査や予防接種

の勧奨を進めてまいります。

歯科疾患対策については、歯の喪失防止だけで

なく、心疾患や脳梗塞、糖尿病の悪化などを引き

起こす危険性を高める要因となっている歯周病の

早期発見にもつながることから、本年６月から４

０歳の方を対象に歯科疾患検診を開始しました。

実施については、検査を市内歯科医院に委託し、

検診に係る費用を市が全額負担するもので、本年

度の対象者３２５人に受診券を送付したところで

す。

今後も、各種検診などと合わせて市民への周知

を図り、健康増進への一助としてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

名寄市立総合病院における平成３０年度の運営

概要については、取扱い患者数が入院で９万 ６

５２人、外来で２２万 ９８９人となり、前年度

と比較し、入院で ５６６人の減少、外来では

０４１人の増加となりました。

収支については、病院事業収益で９７億 ３１

６万円、病院事業費用で９７億 ５２２万円とな

り、差引き７９４万円の単年度純利益を計上して

の決算となりました。

また、本年度の診療体制については、診療科２

２科に医師６６人と研修医８人の合計７４人を配

置、このほか医療技術・看護スタッフ３９２人の

体制となりました。

今後も、道北第３次保健医療福祉圏の地方セン

ター病院として、医療スタッフの人材確保に努め、

新たな地域医療の枠組みと「新名寄市病院事業改

革プラン」の趣旨に沿った経営の改善を図るとと

もに、医療の質向上と安全性の確保に、より一層

努力してまいります。

次に、名寄東病院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２万 ０１

８人で前年比 ８３２人の減となり、外来患者数

では延べ ４５７人で前年比２７８人の増となり

ました。

また、収支状況では、事業収益は６億 ５０８

万円で前年比１４万円の増、事業費用は６億 ５

０４万円で前年比 ３２７万円の増となり、事業

収支は４万円の純利益となりました。

今後も地域に根付いた医療機関としての役割を

担うために、指定管理者である上川北部医師会と

連携してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

小規模保育事業所どろんこ保育園については、

昨年８月から施設整備を実施し、本年４月から３

歳未満児定員１９人として施設運営が開始されて

います。

また、風連地区においては、風連幼稚園とさく

ら保育園が本年４月１日に合併し、新たに幼保連

携型認定こども園風連幼稚園として運営が開始さ

れ、幼保連携による子どもの健やかな成長と子育

ての支援が図られています。

今後も、民間の幼児教育・保育施設と連携しな

がら、より良い子育て環境の整備などを推進して

まいります。

家庭児童相談事業については、本年４月から家

庭児童相談員に加えてこども家庭支援員を新たに

配置し、子育て全般の相談・支援体制の強化を図

り、児童虐待の防止や家庭への支援を行うため、

子ども家庭総合支援拠点事業を開始しました。

今後も、関係機関と連携しながら、子育て支援

向上を図ってまいります。
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次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

３月４日に、「地域包括ケア」の先駆けである

諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏から「フレイル

予防」についての御講演をいただきました。講演

には、３００人を超える参加をいただき、医師と

しての豊富な経験などをユーモアを交えてお話し

され、終始、笑いが絶えない講演となり、フレイ

ル予防の関心を高めることができました。

今後も、市民が安心して健康で自立した生活を

送ることができるよう、各種取組を推進してまい

ります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がいの支援に関する相談については、本年４

月から、こども発達支援センターで行っていた未

就学児に関する相談業務を基幹相談支援センター

事業ぽっけに一元化し、就学前から成人に至るま

で切れ目ない対応を図ることができるようになり

ました。

今後も、障がいの有無に関わらず、誰もが安心

して住み続けられる地域づくりを進めてまいりま

す。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

ごみ分別とリサイクルに関する周知及び啓発を

目的に、市内の小学生を対象にデザインを募集し

た「名寄市ごみ分別マスコットキャラクター」に

ついては、最優秀賞に山崎彩花さん考案の「エコ

ひまちゃん」が選出されました。

今後、山崎さんの作品を原案としたキャラクタ

ーを、廃棄物減量などに関する取組のシンボルと

して活用し、啓発を図ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成３０年中の火災件数については、９件で前

年比１件の増となり、負傷者が１人発生していま

す。

また、火災種別では、建物火災が６件、車両火

災が２件、そのほか１件となっています。

救急出動件数については、 １１３件の出動で

前年比１４件の増となり、事故種別では、急病７

７５件、一般負傷１４９件、交通事故４８件、転

院搬送８８件、そのほか５３件となっています。

救助出動件数については、３５件の出動で前年

比４件の減となり、事故種別では、交通事故１８

件、機械３件、そのほか１４件となっています。

専門化・高度化していく救急業務に対応できる

救急隊員の育成を図り、ドクターヘリや市立総合

病院を拠点とするドクターカーとの連携を密にし、

救命処置を必要とする市民へ早期に救急医療を提

供できる出動体制を構築してまいります。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の未設置世帯への設置促進と適切な維持管理

の啓発に努めてまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２７日に開催した名寄市防災会議にお

いて「名寄市地域防災計画」の一部修正が決定さ

れました。

主な内容は、北海道土砂災害警戒情報システム

における危険度情報の表示色の変更に伴う修正の

ほか、学校の新設や閉校に伴う指定緊急避難所な

どの見直しとなっています。

引き続き、国の「水防災意識社会再構築ビジョ

ン」による天塩川流域の減災対策委員会の取組や、

関係機関と連携した防災活動を推進するほか、市

民の防災・減災意識の向上と啓発を図ってまいり

ます。

次に、交通安全対策について申し上げます。

４月８日から１２日までは「新入学・入園期の

全国交通安全運動」、５月１１日から２０日まで

を「春の全国交通安全運動」として、交通安全キ

ャンペーンのほか、関係団体や地域住民による街

頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦を実施

しました。

５月２０日の「交通事故死ゼロを目指す日」に

は、西條デパート前において「旗の波作戦」を実

施し、沿線通行車両や市民に交通安全意識の高揚

と交通事故防止を呼びかけました。
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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、既存住宅の居住環

境改善のため、緑丘第１団地４棟８戸の外部改修

工事及び住戸内の緊急通報装置の改修工事を６月

に着手、風舞団地改修工事の実施設計委託は、７

月の着手を予定しています。

また、北斗団地については、昨年度からの継続

事業で建設中の１棟１２戸建替工事の５月末の進

捗状況は約４０パーセントとなっており、７月に

は旧住宅の解体工事を予定しています。

今後も、「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

公営住宅を適正に管理してまいります。

また、民間住宅の整備については、地震から生

命と財産を守り、安全性の向上を促進するため、

戸建て住宅などの耐震化を支援する「耐震診断及

び耐震改修補助事業」を引き続き実施してまいり

ます。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

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、２月に第３回

目の策定委員会を開催し、都市機能誘導区域、居

住誘導区域の検討を行いました。

また、４月に庁内検討委員会が主体となり、名

寄市都市計画審議会及び策定委員会と合同で、計

画策定のアドバイザーである北海道大学森傑教授

の御講演を受け、コンパクトなまちづくりについ

て理解を深めました。

本年度は具体的な区域設定や誘導施設のあり方、

区域内への誘導施策を検討し、本市が２０年後、

３０年後も持続可能なマチとなるようコンパクト

シティ化に向けた計画策定を進めてまいります。

次に、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、大橋公園の遊具の更新工事を

５月に発注したほか、ナナカマド公園、カエデ公

園及びえんれい公園の遊具の更新工事を７月に入

札予定としています。

次に、水道事業について申し上げます。

本年０４月に改定となりました水道料金につい

ては、説明会や広報、ホームページなどのほか、

４月の検針票発行時に改定チラシを配布し、市民

周知を図ってきたところです。

今後も、さらなる経営の効率化と健全化を推進

し、経営基盤の強化を図ってまいります。

安全安心な水道水を安定供給するための老朽管

更新工事については、風連地区みずほ線をはじめ、

名寄地区西町西１２条通ほか１路線について、早

期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ７５０台を５工区に分けて発注して

います。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

令和２年度から地方公営企業会計へ移行するた

めの業務については、４月下旬からシステム整備

及び移行業務に着手しています。

老朽化した施設の改築工事では、公共下水道ス

トックマネジメント計画に基づき、名寄下水終末

処理場及び風連浄水管理センターにおける機械設

備、電気設備の機器更新や、下水道管渠の更新工

事の発注を６月上旬に予定しています。

また、公共桝取替工事は３工区に分けて早期発

注しています。

個別排水処理施設整備事業については、風連地

区２基、智恵文地区１基の合併浄化槽設置工事の

発注をしています。

次に、道路の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

る北１丁目通の改良舗装工事及び新規路線の豊栄

西１２条仲通の実施設計を６月に、南３丁目通の

改良舗装工事を７月に入札予定としています。

また、本市単独費により整備を進めている西１

条通及び北西９条右仲通の改良舗装工事は発注を

終えており、風連大沼線の舗装改築工事について

は７月に入札予定としております。

次に、橋梁整備について申し上げます。
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本年度の橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁整

備については、東一号橋の修繕工事、５６橋の近

接目視点検及び３橋の実施設計を６月に、忠烈布

一線橋の修繕工事を７月に入札予定としています。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末までの降

雪量が６９２センチメートル、最大積雪深は９９

センチメートルとなり、過去５カ年の平均との比

較では、降雪量で１７センチメートル、最大積雪

深では２２センチメートル少なくなっています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４３８キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１７９日となり、降雪の多かった平成２

９年度と比較すると、６４日の減少となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０４キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４５キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は委託で１５３カ

所、道路センター直営で２０１カ所の合計３５４

カ所において実施し、路線の維持・確保に努めて

きたところです。

また、排雪ダンプ助成事業の利用総台数は １

０５台で、平成２９年度と比較すると約５割の利

用となったところです。

引き続き、効率的で効果的な除排雪体制を確立

するため、除排雪のあり方研究を進めるとともに、

市道・私道除排雪助成事業や排雪ダンプ助成事業

の継続など、除排雪水準の向上が図れるよう鋭意

取り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

昨年度から策定作業を進めていた「名寄市地域

公共交通網形成計画」が本年５月に策定されまし

た。今後は本計画に基づき、人口減少や高齢化社

会の進行を見据え、恒久的に地域の足を守るため

の施策の検討や実施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。

基盤整備については、道営事業の「風連東第１

地区、第２地区、第３地区」及び「ちえぶん地

区」では、春の発注が終了し、各地区で整地工や

暗渠排水工事が実施されています。

また、水利施設整備事業については、９月以降

に工事が始まる予定となっています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

本年の融雪期は、４月１５日で平年並みとなり

ました。５月１５日現在の状況は、水稲では、播

種作業は順調に進み、生育については平年並みで

推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦の生育は平年並み

で推移し、大豆・てん菜・馬鈴薯については、播

種・移植作業が平年並みで進んでいる状況です。

次に、米政策について申し上げます。

令和元年産米の生産の目安については、うるち

米 ５９５トン、もち米１万 ４９３トンと設定

され、全体で前年度より１２６トン増加しました。

作付面積では、うるち米２９９ヘクタール、もち

米 １５２ヘクタールとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、平成３０年度で ８６５点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されたところ

です。また、冬の農業研究講座や水稲直播研究講

座を開催し、栽培技術などの情報提供に取り組み

ました。

実証試験・展示事業では、水稲の疎植栽培試験

や南瓜の品種比較試験などの課題を設定し、試験

・展示圃場の移植作業などの取組を進めています。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

法人化の推進については、３月１８日に開催し

た名寄地域農業セミナーにおいて、経営コンサル

による「農業経営の法人化」の講演を行い、法人

化によるメリットやデメリットなどについて理解

を深める場となりました。

労働力確保対策については、アスパラガスの収

穫作業を中心に受入希望農家１４戸へ名寄市立大

学生の作業従事が図られるよう、ＪＡ道北なよろ
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や名寄市立大学と連携し取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

農業被害の防止については、名寄市有害鳥獣農

業被害防止対策協議会を中心としてエゾシカ駆除

のほか、アライグマ用の箱罠の貸し出しなどの取

組を進めています。エゾシカ駆除頭数については、

４月１日から駆除を開始し、４月３０日現在で６

０頭となっています。

ヒグマ対策については、３月２８日に名寄市ヒ

グマ駆除隊員の委嘱状交付式を行い、２１人の隊

員を委嘱しました。

また、「ヒグマ対策技術者育成事業」として、

融雪前の３月中旬から４月末までの期間、ヒグマ

対策ハンターの担い手育成を実施しました。

今後も関係機関と連携しながら、被害防止に取

り組んでまいります。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポータ養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

今後は、農作業体験やもちつき体験などを通じ

て、農業の魅力や名寄のもち米の素晴らしさを発

信していただけるよう取組を進めてまいります。

次に、食肉センターについて申し上げます。

食肉センターについては、衛生面と作業安全の

改善を図るため、改修工事を２月に着手しており、

７月の完成を予定しています。また、畜産処理加

工施設改修工事は、３月に着手しており、９月の

完成を予定しています。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度の森林整備に対する国からの補助金の内

示状況は、要望額に対し１０７パーセントとなり、

森林経営計画に基づく順調な事業推進を見込んで

います。

本年４月に森林環境税及び森林環境譲与税に関

する法律が施行されたことに伴い、国から市町村

等へ森林環境譲与税が譲与されることから、運用

に必要な「名寄市基金条例」の一部改正について、

本定例会での御審議をお願いいたします。

なお、現在、市内の林業事業体などに森林整備

や担い手対策などに関するアンケート調査を実施

しており、９月を目途に森林環境譲与税の活用に

向けた「基本方針」を公表できるよう進めてまい

ります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表している平成３０年１０月から１

２月までの地域別経済動向調査によると、上川北

部地域は、建設業では収益低下が懸念され、製造

業・運送業では人材不足・販路減少が懸念されて

います。しかし、個人消費については、北海道胆

振東部地震の影響で下向きであった宿泊・飲食業

が例年並みの売上に戻りつつあり、依然として厳

しい状況にありますが、地域全体の業況としては

普通と判断されています。

昨年度で終了した名寄市住宅改修等推進事業に

ついては、平成３０年度は２２１件の申請があり、

補助金交付決定額 ７７０万円、改修に要した総

事業費は約４億 ７５０万円となりました。

住宅改修施策については、本年度から「名寄市

ずっと住まいる応援事業」として、これまでの制

度を継承しつつ、移住や空き家の活用に加算を設

けたほか、雪対策に係る外構工事を対象経費に含

めるなどの拡充を行い、４月末時点で３１件の申

請をいただくなど好調なスタートとなっています。

本事業は、名寄市総合計画（第２次）中期基本計

画の４年間は継続して実施することとしており、

引き続き地域経済の活性化と良質な住環境の整備

を促進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１６０

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。
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この背景には、新規高卒者に対する求人倍率が、

北海道全体で ８４倍と前年同期比 ０９ポイン

ト上昇し、管内においても ８０倍と前年比 １

３ポイント上昇していることが影響と考えられま

す。

また、道内における常用の有効求人倍率につい

ても、本年３月期の月間有効求人倍率は １９倍

で前年度比 ０５ポイント上昇し、管内において

は、全道を上回る ６３倍で前年度比 ２８ポイ

ントの上昇となり、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。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成３０年

度のリフト輸送人員は４０万 １２２人となりま

した。１２月の降雪不足によるオープンの遅れな

どにより前年度と比較しますと９ ６パーセント

と減少しましたが、引き続き市民の利用促進と満

足度向上を図るとともに、指定管理者と連携しな

がら本市の雪質を活かした大会・合宿誘致に取り

組んでまいります。

また、なよろ温泉サンピラーについては、総利

用者数７万 １５５人、前年度比９ ９６パーセ

ントとなり、ほぼ前年度並みの利用状況となって

います。なお、研修施設などの改修については、

昨年度の基本設計を基に実施設計を進めています。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、市

内外から多くの方に利用いただき、平成３０年度

の利用者数は延べ４６万 ８８６人となりました。

前年度比９ ３パーセントとなり、若干の減少と

なりましたが、もち米を使用した新商品の開発や、

お菓子まつり、ミチエキコンサートなど、集客や

満足度を高める取組が行われており、今後も満足

いただけるサービス提供を心がけ、広く情報発信

してまいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度も５月１日からひまわりの種

を市民へ無料配布しているところです。また、市

民によるおもてなしの心を醸成するため、「ひま

わりボランティア」を募集し、市民参加型の観光

事業の推進を図ってまいります。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村で構成する道北観光連盟の総

会が、５月３１日に幌加内町で開催されました。

本年度の事業として、札幌圏での道北地域の物産

や観光のＰＲを実施するほか、ＪＲ北海道が新た

に運行する観光列車「風っこ そうや号」に合わ

せ道北の魅力を発信してまいります。

次に、イベント関係について申し上げます。

本市の旬の味覚を楽しむ「なよろアスパラまつ

り」が、５月２６日に駅前交流プラザ「よろー

な」駐車場を会場に開催されました。本市の特産

品であるグリーンアスパラガスの直売をはじめ、

上川管内を中心としたご当地グルメを集めたグル

メ市が開催されました。

また、商店街では「なよろアスパラまつり」と

連携し、イベント会場と商店街を周遊する「謎解

きゲーム」や人気の「たまごまき」などを行い、

市内外から訪れた多くの方々にまつりを楽しんで

いただきました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２５日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。

具体的には、教育経営の充実に関する研究グル

ープでは、本市共通のモデル的な学校経営計画及

び学年・学級経営計画の検証・改善、社会に開か

れた教育課程の実現に向けた研修、コミュニティ

・スクールや小中一貫教育の取組を推進してまい

ります。

教育研究の充実に関する研究グループでは、

「特別の教科道徳」の評価に係る研究、故木原秀
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雄氏の生き方を題材とした道徳科の読み物資料の

改善、「体力・運動能力調査」の分析結果を踏ま

えた研修などを行います。

教育指導の充実に関する研究グループでは、Ｉ

ＣＴを活用した主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業研究、令和２年度からすべての小学

校において必修化されるプログラミング教育の円

滑な実施に向けた研修、特別な支援を必要とする

児童生徒の指導の充実に向けた研修などを行いま

す。

豊かな心を育てる教育の推進については、本年

度から中学校に配置している心の教室相談員が、

小学校に出向き児童生徒の心のケアに努めるなど、

小学校と連携した対応がとれる体制を整えてまい

ります。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充

実に関する研究グループが中心となり、５月２８

日に名寄西小学校を会場に、専門トレーナーによ

る教員向けの新体力テスト実施に向けた学校体制

のあり方や、同テストの実施上の留意点にかかわ

る研修会を行いました。

特別支援教育の推進については、４月８日に第

１回特別支援教育専門家チーム委員会議を開催し、

委嘱状の交付と本年度の取組について協議しまし

た。委員には、名寄市立大学の５人の先生、社会

福祉課職員、教育相談センターの教育推進アドバ

イザー、小学校と高等養護学校の教員を委嘱し、

障がいの有無に関わらず、学校生活や家庭生活に

おいて「困り感」をもっているすべての児童生徒

などを対象にした巡回相談体制の充実に努めてい

ます。

名寄市特別支援連携協議会では、４月１８日に

第１回目の会議を開催し、委嘱状の交付と本年度

の取組について協議しました。また、特別支援連

携協議会を設置されている専門委員会では、名寄

南児童クラブ、名寄東児童クラブ、風連児童クラ

ブの児童支援員にも新たに加わっていただき、児

童生徒の個に応じた支援体制の整備に努めていま

す。

今後は、名寄市に転入した教職員や上川北部９

市町村の初任者、新たに特別支援学級の担任とな

った教員などを対象とした第１回目の名寄市特別

支援教育研修会を６月１３日に行い、名寄市の特

別支援教育の現状と課題について研修し、共通理

解を深めます。

これまで小・中学校９校に２８人を配置してき

ました特別支援教育学習支援員は、本年度３０人

を配置し、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた

支援の充実を図っています。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活

用し、習熟の程度に応じた指導の工夫や、「困り

感」のある児童生徒への支援のより一層の充実に

努めてまいります。

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、市内全小中学校に導入された校務支援

システムの研修会を６月中に行い、教職員の業務

改善に取り組んでまいります。

信頼される学校づくりの推進については、市内

すべての学校をコミュニティ・スクールとする取

組を進めています。具体的には、名寄南小学校と

名寄中学校が４月１８日、風連中央小学校と風連

中学校が４月１９日、名寄小学校と名寄東中学校

が５月１４日に小中合同の第１回学校運営協議会

を開催しました。今後は名寄西小学校の学校運営

協議会を６月中に開催し、市内すべての学校をコ

ミュニティ・スクールとしてスタートしてまいり

ます。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成３０年度卒業式を３月１５日に行い、保健

福祉学部栄養学科４２人、看護学科４７人、社会

福祉学科５８人、計１４７人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉部

栄養学科及び看護学科は１００パーセント、社会

福祉学科は９ ２パーセントとなり、保健福祉学

部全体で９ ３パーセントと高い就職率となりま
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した。

国家試験の結果については、管理栄養士では３

８人が合格し、合格率９ ５パーセントで新卒の

全国平均９ ５パーセントを下回ったものの、看

護師は４６人全員が合格、保健師は受験者１３人

全員が合格し、それぞれ新卒の全国平均９ ７パ

ーセント、８ １パーセントを上回りました。社

会福祉士では３７人が合格し、合格率は６ ３パ

ーセントで新卒の全国平均５ ７パーセントを上

回りました。

また、精神保健福祉士は、１６人が合格し合格

率８ ２パーセントで新卒の全国平均７ ０パー

セントを上回りました。

次に、本年度の入学式については、４月３日に

行われ、栄養学科４０人、看護学科５４人、社会

福祉学科５０人、社会保育学科５３人の保健福祉

学部全体では１９７人の新入学生を迎えました。

昨年度、受審した公益財団法人大学基準協会の

大学評価については、本年３月に適合しているも

のと認定されました。評価結果として、是正勧告

１項目と改善課題４項目の提言を受けており、令

和４年７月３１日までに改善状況を報告すること

となります。

なお、評価結果は、大学基準協会が文部科学大

臣に報告するとともに、名寄市立大学ホームペー

ジで公表しています。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

本年度で４０年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生７人と大学院生５人を、また、４８年目を

迎える風連瑞生大学は、新入生３人と大学院生６

人を迎え、それぞれ４月１６日と２６日に入学式

を行いました。また、智恵文高齢者学級「友朋学

級」では、新入生１人を含む１４人の受講者が４

月２５日に開講式を行い、本年度の活動がスター

トしました。

新入生をはじめ学生の皆様は、今後の学習活動

への意欲を燃やしているところです。

本年度も地域や学校と連携し、学習や交流活動

を行ってまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から５月１２日にかけて、「こども

の読書週間」事業として、名寄本館では年齢別に

２回に分けて、風連分室では「子育て支援センタ

ーこぐま」にて「おはなし会」を開催し、多くの

子どもや保護者の方に参加をいただきました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、智恵文小学校へ朝読・昼読図書１３０冊の

貸出を行いました。

本年度も、子どもたちに読んでもらいたい本を

紹介した年代別ブックリストを作成し、市内の保

育所、幼稚園、小学校をはじめ関係機関に配布し

ました。

また、本年４月から、即時性と情報の拡散性を

特徴とする「Ｔｗｉｔｔｅｒ」を広報媒体として

活用しており、今後のホームページなどと連動し

ながら、事業などに関する情報発信を行ってまい

ります。

今後も、本に親しみ、本を楽しむことができる

環境を提供するとともに、家庭や地域における読

書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

開館１０年目を迎え、利用者、特にリピーター

の拡大のため、国立天文台石垣島天文台とのスタ

ンプラリーや惑星を望遠鏡で見てシールを集める

企画を開始しました。

４月２７日から５月６日までの連休中は休まず

開館し、「ピリカウィーク」として、北海道大学

のピリカ望遠鏡を使用しての観望会を行ったほか、

プラネタリウムでは平成３０年間の天文現象の振

り返りや新元号「令和」の出典元の星空の解説な

どを行いました。

期間中は ０７４人が来館し、天候に恵まれた

５日間は６０５人の方が観望会に参加し星空を楽

しみました。
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また、５月１日からは、プラネタリウムの新番

組「星の旅 世界編」の上映を開始し、多くの方

に好評を得ているところです。

今後も、多くの方に来ていただけるような行事

の企画及び周知に努めてまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級については、本年度も２つの幼稚

園に御協力をいただき、それぞれに開設されまし

た。

今後も両学級の活動を支援するとともに、家庭

教育支援講座を開催するなど、父母が自主的・自

発的に学習する機会の充実に取り組んでまいりま

す。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ振興事業では、学校体育支援として名

寄小学校のクロスカントリースキー授業の講師に

名寄市特別参与の阿部雅司氏を派遣するなど、冬

期間における子どもたちの体力向上を図るととも

に、親子参加型のスポーツ教室「ファミリーフィ

ットネス」の定期開催や、「名寄サンピラー１０

マイルスノーマラソン大会」を開催し、市民の健

康づくりに取り組みました。

また、スポーツ大会の開催については、競技団

体の御協力のもと新たに北海道カーリング選手権

や、北海道車いすカーリング選手権、全日本スノ

ーボード選手権北海道地区大会を誘致し、交流人

口の拡大を図りました。

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１９全

日本ジュニアスキー選手権大会は３月１４日から

１８日の５日間の日程で開催し、全国から小・中

・高校生の選手５９４人、延べ ０８３レースに

申込みをいただき、シーズンの締めくくりに相応

しい熱戦が繰り広げられたところです。

市内宿泊については、競技日程の変更などによ

り前回大会より２６０泊少ない、 ６８５泊とな

りましたが、次回大会に向けて、日程・施設環境

などの課題を分析し次回大会の誘致に努めてまい

ります。

スポーツ合宿誘致の推進では、令和４年（西暦

２０２２年）の北京オリンピック冬季競技大会に

向けた動きの中で、本市に台湾カーリング協会や

中国ノルディックスキーナショナルチームが長期

合宿に訪れるなど、国内のみならず海外からも冬

季スポーツ合宿のニーズが高まっているところで

す。

今後も各競技団体のネットワークを活かして、

情報収集を行いながら、海外からのスポーツ合宿

にも対応できる環境づくりを進めてまいります。

また、スポーツ合宿・大会誘致活動については、

平成２８年度にスポーツ大会及び受入体制の充実

・一元化などを目的として設立した「なよろスポ

ーツ合宿誘致推進協議会」を、本年３月２８日に

発展的に解散し、新たに「Ｎスポーツコミッショ

ン」を設立しました。

Ｎスポーツコミッションは、民間企業を含めた

２０団体２８人で構成し、スポーツを通じた「青

少年教育や人材育成」、「市民の健康増進」、

「地域経済活性化」、及び「広域連携やまちづく

り事業」に取り組んでまいります。

Ｎスポーツコミッション最初の取組は、５月３

日に開催した「なよろ憲法記念ハーフマラソン」

において、スポーツイベントと商店街との連携を

図る事業に取り組んだところであり、今後もスポ

ーツの持つ力で幅広い地域振興に取り組んでまい

ります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

民間で設置している学童保育所に対し、安定し

た施設運営を図ることを目的に、管理運営事業補

助金の拡充を行うなど、今後も保護者の仕事と子

育ての両立を支援し、児童の安全安心な居場所づ

くりの充実に努めてまいります。

放課後子ども教室については、５月に名寄地区

と風連地区において、小学生及び中学生を対象と

して順次開講しました。

現在、３教室合わせて１７人の子どもたちが、



－15－

令和元年６月３日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

自ら学び考える力を身に付けるため、各教室で自

学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、昨年

度、主催事業を含め５９事業、２ １１３人の利

用がありました。

本年度は、５月に開催した「大谷康子 イタマ

ール・ゴラン デュオリサイタル」や「Ｋｉｔａ

ｎｏ Ｋｏｅ ＬＩＶＥ２０１９」をはじめ、

多くの事業が予定されています。

引き続き、「文化芸術の拠点」、「市民のコミ

ュニティの醸成の場」として、市民に親しまれる

ホールづくりを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、１０日間で延べ ６

０２人の入館者がありました。

連休前の４月２５日にＳＬ排雪列車キマロキの

シート撤去作業を実施し一般公開されたことから、

相乗効果で多くの家族連れや鉄道ファンで賑わい

ました。

期間中は名寄高等学校ボランティア局、名寄市

立大学コミュニティケア教育研究センター及び名

寄自動車学校の協力のもと、手作り木製玩具やミ

ニ動物とのふれあいを楽しんでいただきました。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生までを

対象とし１４人の応募がありました。第１回目を

５月１１日になよろ健康の森で実施し、市の花で

あるオオバナノエンレイソウなどを観察し、春を

体感したところです。

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（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

改元に伴う関係条例等の整備に関する条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 改元に伴う

関係条例等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、本年５月１日に改元が行われて新元号

が令和になったことから、さきに開会をされた令

和元年第１回臨時会において専決処分の承認を受

けた関係する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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

指定管理者の管理期間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 指定管理者

の管理期間の見直しに伴う関係条例の整備に関す
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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、指定管理者制度の導入から約１５年が

経過をし、さまざまな研究機関等で当該制度の検

証が行われている中、指定管理者の指定期間が従

業員の雇用や簡易な設備投資に影響しているとの

指摘があることに加えて、総務省が３年ごとに行

っている調査で指定管理期間を５年としている割

合が平成３０年で約７２％となり、全国的に長期

化の傾向にあることや本市で行った関係指定管理

者へのアンケート調査により、全ての指定管理者

が指定期間の延長を希望していること等の結果を

踏まえ、指定管理者の雇用の安定や人材育成期間

を確保する等の観点から、現在指定管理をしてい

る施設等で指定期間が５年に満たない１７施設の

指定期間を次回の指定管理者の指定から全て５年

にするために関係条例１１本について一部改正を

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（東 千春議員） 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。

〇４番（佐久間 誠議員） 指定管理者の管理期

間の見直しの関係でありますが、これは平成１５

年９月に設けられた制度だというふうに認識して

おりまして、今回の指定管理期間の延長に当たっ

て幾つか質問したいと思っています。

それでまず、１つは、制度スタート時の趣旨で

はコストの削減と住民サービスの向上ということ

について、趣旨としてそれを目的にやるというこ

とで、このコストの削減と住民サービスの向上に

つながっているかどうかと。それから、指定管理

者のモニタリングなどで、これは定期あるいは臨

時にやられているというふうに思いますが、どの

ような検証がなされているか、まず伺いたいと。

それと、２点目ですが、指定管理期間を３年あ

るいは４年のものを５年に延長することによって、

先ほど御説明ありましたように雇用の安定や人材

育成期間の確保などについて指定管理事業者の安

定した運営を図られるものと理解いたしますが、

一方で新規参入業者の参画の機会を縮減すること

につながるのではないかと。また、適正な競争性

についてどのように担保していくのか、このあた

りについて２点目に伺いたいと思っています。

それと、３点目に、指定管理期間については、

これは特段の法令上の定めはないというふうに理

解しておりますけれども、今回の提案では３年の

ものも４年のものも一くくりで５年に延長すると

いうことになっておりまして、例えば北海道など

の事例見ますと４年程度を基本としているという

こともあります。それで、適正な指定管理期間と

はどの程度か、こうした議論はされたかどうか、

そのあたりの経過についてお尋ねしたいと思いま

す。

以上、３点。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけないで

すが、３点ですか。５点ほどというふうに思った

のですけれども、まず最初の指定管理者制度がス

タート時点ではコストの削減ですとか、あるいは

住民サービスをということで始まったということ

でありまして、このことが現在そのような状況に

なっているのかということのお話だったかという

ふうに思っていますが、これにつきましては自治

法上直営でやるのか、あるいは指定管理でやるの

かということで改正がなった中で、できるだけ効

率的な施設運営をしようということで、それぞれ

の施設において今日まで１５年間にわたって運営

をされているということでありますので、その点

につきましては、十分かどうかは別にしても一定

の効果にはなっているかというふうに思っていま

す。

あと、モニタリングの関係なのですけれども、

名寄市の指定管理においてはモニタリングという

形では実はやっておりません。それぞれの指定管
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理の施設において利用者の皆さんの意見を集約を

し、それを担当の部署のほうで協議をする、ある

いは指定管理のほうで一定程度いろいろな御意見

についてできる部分についてはやっていただくと

いう内容になっていまして、案件によっては長期

あるいは短期の計画的に何か事業を新たにやるで

すとか、施設を改修するですとか、そういったこ

とも発生するのかなというふうに思いますけれど

も、今のところは指定管理者ができる部分につい

ては指定管理者のほうで、そしてなかなか指定管

理者だけでは対応できない苦情、要望等について

はそれぞれ担当のほうと協議をしながら、単年単

年の中で一定の方向性を出させていただいている

という状況です。

あと、新規参入の関係ということで質問があり

ました。きっと議員お話ししたいのは、指定管理

３４ありますけれども、実際にそこを運営をして

いるは１７事業者だというふうに記憶をしており

ます。その意味では、名寄市内の指定管理を担っ

ていただいているそれぞれの指定管理の方につい

ては、実際に３年、５年なり経過をした段階では

公募をすることになっていますけれども、なかな

か複数の業者の皆さんが公募をされるという状況

には実はないということでありまして、その意味

でいえば少し競争性に欠けるという議員のお話に

もなってくるかなというふうに思っていますけれ

ども、先ほども言いましたけれども、それぞれ単

年単年の年度協定の中でしっかりと指定管理者が

行う事業について精査をしながら担当と協議をし、

次年度の事業につなげていっているということで

あります。この点につきましては、認識をいただ

いて、なおかつ公募の関係につきましては実態と

して、御承知のとおり、名寄市内の事業所の中で

それぞれの指定管理施設について人材を確保し、

一定の３年なら３年なりの中でその指定管理施設

を維持していくということについてなかなか難し

いという現状にも正直あるのかなということで、

複数の公募がない中での指定管理の制度でありま

すけれども、現状そういう取り扱いになっている

ところであります。

あと、年数の関係で３年、４年の指定管理者施

設について、管理期間としては短いのが５年とい

うことで、３年、４年については５年に見直しを

するということで、これについては一律というこ

とでいえば少し違和感は感じるのかというふうに

も思いますけれども、先ほど市長の説明の中にも

ありましたように総務省のアンケート調査などを

見ますと、７割を超える指定管理施設について５

年以上と、５年という状況が出ているところでご

ざいますし、また市内の５年未満の指定管理をし

ている皆さんにアンケートなどをとった結果とし

ても、ぜひ人材の確保等も含めて延ばしてほしい

のだという御意見があったと。そういったところ

から３年から５年に、４年から５年にということ

でさせていただいております。当初始まったとき

には一定の基準でこれまで推移してきたのですけ

れども、それを今回見直しをさせていただくとい

うことで提案をさせていただきました。

済みません。４点しか言っていないかもしれな

いですけれども。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 先ほど御質問した関

係については、今の中村部長の御説明でわかりま

した。

それで、先ほどの御答弁の中で事業者の方とは

単年単年の中でお互いに問題点、課題等について

もこれは精査しているのだと、話し合いの中でと

いうことであったと思います。それとあと、新規

参入の関係については、名寄市の中では公募して

もなかなか手を挙げる事業者がいないということ

だというふうに、私もそういうことについては聞

いておりますし、なかなかいないのかなというふ

うに考えているところであります。

それで、特に契約関係もこれはそれぞれ含むも

のですから、私は名寄市の公契約に関する指針、

これについて再度熟読しているわけなのですが、
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特によく読んでみますと地元企業の優先活用に私

も異議を挟むものではないのです。しかしながら、

地元企業の受注機会の拡大への配慮だとか、ある

いは競争性の確保ですとか、あるいは地元企業の

優先活用についてもこれは配慮するという一言が

入っているということなのです、条文としては。

したがって、私は特に名寄市はプロポーザル方式

などもとっておりまして、複数のものに目的物に

対する企画を提案してもらって、その中からすぐ

れた提案を行ったものを選定する、こうした取り

組みもされているというふうに考えております。

それで、私はやっぱり公募しても競争はされない

ということになりますと、少しこれは緊張感の関

係からいってもどうなるのかなということなども

あったり、それから他の市町村からであってもこ

れは広げていって、ノウハウや実績を備えた企業

が新たに公募に参画して、事業者間で刺激し合っ

て切磋琢磨をするという、こうした環境も構築す

る中で住民福祉の向上につなげていくことなども

考えられないのか、このあたりの見解をお伺いし

たいのと、それともう一つは、公平性、透明性を

図るための情報公開の関係であります。議事録公

開なども指定管理者の選定に当たってこうした情

報公開であるだとか議事録の公開、こうしたこと

も必要とされるというふうに思うのですが、この

あたりのお考えについて再度お伺いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず、議事録の公開

の関係につきましては、決算時期にそれぞれ公共

施設の関係について決算資料として添付をさせて

いただいている情報の内容があろうかなというふ

うに思っています。内容につきましては、収支、

利用料金の収入ですとか支出金額ですとか、ある

いは支出区分で人件費等、その内容等について主

な支出についての内容、金額が記載になっていま

すし、あわせて通常公募をかけて最終的に１２月

に議会の中で指定管理の関係については承認をも

らうのですけれども、その際にどういった内容で

指定管理が決定をしたのかということで資料を添

付をさせていただいておりますし、その議会議決

以降については、ホームページの中でもどういっ

た選考で決定をしたのかという情報を出させてい

ただいているところです。情報としてまだ不足し

ている部分等につきましては、また後ほど御意見

をいただければというふうに思っているところで

す。

あと、指定管理の公募の関係で他の自治体から

もということの御意見、それによって少し事業間

での緊張感ですとか、そういったことが住民サー

ビスにつながるというお話だったかというふうに

思いますけれども、今の現状でいいますと指定管

理の公募については、市内の業者で３年以上営業

しているという、これは条件が実はついています。

これにつきましては、先ほど冒頭言いましたけれ

ども、長い１５年の歴史の中で、ひょっとすると

当初そういう形でスタートがしてということで、

今日まで市内業者に特定がされて進んできている

のかなというふうに思っているところですけれど

も、先ほど言いましたようにそれぞれ事業者にお

いては、少なくても年１回は事業計画等しっかり

と担当との協議もさせていただいておりますので、

市民サービスですとか効率的な運営につきまして

は、年度年度でしっかりと確認をさせていただい

ているというふうに私は考えておりますので、そ

の点につきましては御理解をいただきたいと思い

ます。

ただ、ぜひ広く公募をということにつきまして

は、現在名寄市はもとより近隣の自治体も人材が

大変不足をしているという状況にあろうかという

ふうに思っています。その中で名寄市内の事業者

の皆さんが１５年継続というふうには言えません

けれども、市内の業者の方が主体的にこの指定管

理の維持管理を行っていただいていると。この継

続性もしっかりと私は考えるべきだなというふう

に思っているところでございまして、現状として
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は名寄市内でできる、これは工事等につきまして

もそうですけれども、できるだけ名寄市内の皆さ

んにお願いをしたいという立場で今のところは考

えているところです。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ただいま部長からる

る説明いただきまして理解しました。

公の施設の関係については、これは設置目的を

効果的に達成するために必要があると認められる

場合に活用するということになっておりますから、

例えば指定管理事業者が今頑張っておられますか

ら、それぞれさらに頑張っていただきたいという

ふうに思っておりますけれども、最後に特に指定

管理期間の延長に伴って、改めて公平性、透明性

をより高めるための努力をこれまで以上に積み上

げていただきたいということ、それからもう一つ、

住民サービスの低下につながらないように、そし

てむしろ住民福祉の向上につながっていくように

節々の先ほどの事業者等の中でのお話し合い等々

の中で効果の検証を求めていただきたいと、この

ことを申し上げて終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律に基づく災害弔慰金の支給等に関する法律

の一部改正が交付をされたことに伴い、地域の自

主性及び自立性を考慮し、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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市基金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。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市基金

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３月に森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律が公布をされ、平成３１年度税

制改正として本年度から森林環境譲与税が市町村

等に譲与をされることになったことに伴い、それ

を活用して森林整備等の振興に要する経費に充て

るため基金を創設をする必要があることから、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申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市税条例等の一部を改正する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市税条

例等の一部を改正する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、令和元年１０月１日から施行される軽

自動車税環境性能割について規定をした名寄市税

条例等の一部を改正する条例について平成２９年

第１回定例会に提案をし、議決をいただいたとこ

ろではございますが、事務の取り扱いについて当

分の間、市町村にかわり北海道が行うこととされ

ており、減免の規定については各市町村の条例で

定めることとなっているため、道内全ての市町村

において減免の取り扱いを統一し、納税者及び販

売業者等の事務負担の軽減を図るため、関連する

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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第９ 議案第６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。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市水道

事業給水条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

水道法施行規則にて水道の布設工事監督者の資

格要件を定めておりますが、資格要件の一つであ

る技術士法に規定をする第２次試験の選択科目で
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ある水道環境が削除されたことに伴い、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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体から北空知葬

斎組合、日高地区交通災害共済組合及び池北三町

行政事務組合が本年３月３１日付で解散し、脱退

したことに伴い、北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について協議をするため、地方自治法

第２８６条第１項及び同法第２９０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。

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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第１１ 議案第８

号 戸籍事務を行うための電子情報処理組織の管

理及び執行に関する事務の委託についてを議題と

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８号 戸籍事務を

行うための電子情報処理組織の管理及び執行に関

する事務の委託について、提案の理由を申し上げ

ます。

現在戸籍システムのサーバーにつきましては、

名寄庁舎において管理をしておりますが、更新期

にあわせてこれを札幌市にあるデータセンターに

移設をし、他市町村と共同利用しようとするもの

でございます。利用に際しましては、既に士別市

が利用しているデータセンターへ移設をし、下川

町、剣淵町、音威子府村との共同利用とすること

で次回更新費用やバックアップ障害検知などの運

用管理負担の軽減が図られることとなります。以

上、戸籍事務を行うための電子情報処理組織の管

理及び執行に関する事務の委託について、地方自

治法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき議
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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（東 千春議員） 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。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回のこの事務の委

託にかかわって何点か確認をさせていただきたい

と思います。

今回は、戸籍事務を行うための処理組織を管理

及び執行に関する事務を士別市に委託するという

ふうになっています。士別市は、規則等を定める

ことによるというふうになっているのですが、第

２条の２のところにも受託市の長、士別市の市長

は、あらかじめ委託市町村の長にこの規則等を制

定し、通知しなければならないというふうになっ

ています。ですから、事前にこの規則等が通知さ

れているのか。施行日が７月１日ですので、これ

以降になるのか。そして、開示はどのようにされ

ていく、公開についてはこの規則の中身について

はどのようになっていくのか、ここのところをお

知らせをいただきたいと思います。

あと、２つ目には、今回今まで市が行っていた

管理、また執行に関する事務なのですが、これを

他の地方公共団体、士別市に委ねるわけです。行

政運営の効率化、合理化を図るものであるという

ふうに総務省の資料に書いてあるのですが、どの

程度の効率化、合理化が見込まれるのかお知らせ

をいただきたいと思います。

３つ目には、経費の負担等、第３条に書かれて

います。委託市町村が負担をするということです

が、この経費の支弁の方法も規約で定めるという

ふうな内容でありますので、これは今後どのよう

になっていくのか、ここのところも非常に気にな

るところですので、お知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今川村議員のほうか

ら３点ほど御質問をいただきました。まず、委託

事務の関係で、受託市の規則等を制定し、あらか

じめ委託市町村の長に通知するといった部分なの

ですが、こちらについてはまだ名寄市のほうに通

知はされておりません。７月１日以降に通知され

ていくことになると考えております。

もう一点、済みません、その後がちょっと聞き

取れなかったのですが、２点目の前に士別市に委

託するこの通知があったかという次のところの御

質問だったのですけれども。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 規則を公開するのは、

今７月１日以降ということでしたから、それは市

民なり、議会なりに公開するのはどういうふうに

なっていくのかお聞きしました。

〇市民部長（宮本和代君） 議会ですとか市民の

皆様に公開する部分につきましては、今具体的に

手法等はまだ話し合いされておりませんので、こ

ちらのほうで協議の上、またお知らせするような

形で検討を進めたいと考えております。

また、２点目の今まで市が管理をしていた部分、

士別市に委ねるといった部分になりますけれども、

法務省の通達で共同利用する場合には必ず代表の

市を設けることとされております。実際は士別市

が何かを行うということではなく、データにつき

ましても札幌のデータセンターのほうに保管をい

たしまして、そのサーバーを５市町村で共同で利

用する形となります。事務処理の関係につきまし

ては、地方自治法の規定に基づきまして、こうい

った形で議会の議決をいただくこととされており

ますが、委託料とかも士別市には発生しないこと

になっておりまして、今後はベンダーに対してデ

ータセンターの利用料、そちらをお支払いするよ

うな形になっております。

また、経費の負担につきましても、今申し上げ

ましたとおり、負担というものは特に発生しない

ということで、各市町村がベンダーに対してデー

タの利用料を支払う状況となっております。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 規則が施行日の７月

１日以降ということですので、またその内容につ

いても戸籍事務を扱うということであると、個人

情報の問題がいろいろあって市民の皆さん方も関

心も寄せられているところでありますので、ここ

はしっかり皆さんにお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

それから、委託をするということですけれども、

今のお話では企業のほうに委ねるということだっ

たかというふうに思います。管理料をそちらのほ

うにお支払いするのであって、委託料は支払わな

いということで、士別市には支払わないというこ

とで確認してよろしいのでしょうか。わかりまし

た。

管理料については、今後これからになってくる

のかなというふうに思うのですが、そういった部

分ももしわかればお知らせをいただきたいと思い

ます。

総務省の資料の中で、実はみずから当該事務を

行わずに委託するわけですので、委託した地方公

共団体は委託の範囲内において委託した事務の執

行及び管理する権限を失うことになるというよう

な文言がありますが、こういったことになるのか

どうか。このことはどういうことなのかお知らせ

をいただければと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今お話がありました

委託したら管理する権限を失うという部分につき

ましては、こちらのほうではそういった認識は持

っておりません。戸籍の事務に関しましては、あ

くまでも自治体ごとでの管理となりますので、デ

ータ自体は確かに札幌のデータセンターのほうに

移行されますけれども、それはあくまでも安全性

と、また費用面での勘案した形となっておりまし

て、安全面という部分ではウイルス対策ですとか、

災害時の安全対策がきちんと行われる堅牢な建物

での保管となるという部分での安全面となります。

また、費用面につきましては、毎年の維持管理費

用につきましては先ほど申し上げた利用料が発生

するため、年間で約１００万円ほどの増額となる

見込みなのですけれども、５年ごとのサーバーの

更新費用が不要となりますので、１０年間で約

０００万円の費用の削減ができる見込みとなって

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回の提案の規約の

中身を見ているだけでは、非常にわかりづらい中

身でありました。今部長のほうからるる御説明を

いただきながら、この取り組みが少しずつ前に進

んでいるのかなというふうに受けとめながらお聞

きをしておりましたけれども、先ほども申しまし

たように戸籍の問題であります。個人情報の問題

でありますので、いつも申し上げているとおり、

ここのところの取り扱い、十二分な取り扱いをお

願い申し上げて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第１２ 議案第９
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号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成７年に取得をした除雪ドーザーが

新車登録後２４年を経過し、老朽化したことから

更新をしようとするものでありまして、本年５月

１５日に５社を指名し、指名競争入札を執行した

結果、コマツカスタマーサポート株式会社北海道

カンパニー旭川支店が ６３０万円で落札をし、

これに消費税及び地方消費税１６３万円を加え

７９３万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３条の規定に基づき、

入札予定価格が ０００万円以上であるため議会

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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 財産の取得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１０号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市学校給食センターで使用してい

る食缶洗浄機につきまして平成３年の稼働から２

７年が経過をし、老朽化が著しいことから更新し

ようとするものであり、本年５月１５日に５社を

指名し、指名競争入札を執行した結果、北昭産業

株式会社が １８６万円で落札をし、これに消費

税及び地方消費税１７４万 ８００円を加え ３

６０万 ８００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３条の規定に基づき、

入札予定価格が ０００万円以上であるため議会

の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

１号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市一般会計補正予算

に係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ

３５０万 ０００円を追加をし、予算総額を２

１９億 ９８４万 ０００円にしたものでござい

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の公共施設整備基金積立金２億 ３７３万

円の追加は、今後の公共施設の改修や整備のため

に積み立てたものでございます。

７款商工費の中小企業経営等融資事業費 ９７

０万円の減額は、中小企業特別融資預託金及び新

規開業資金預託金の不用額を見込み減額したもの

で、歳入についても同額を減額しております。

８款土木費の道路除雪費 ９８０万 ０００円

の減額は、市道排雪業務委託料などの不用額を見

込み減額をしたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款市税の

６６５万 ０００円の追加は、徴収状況を勘案

をし予算を追加したものでございます。

１１款地方交付税の１億 ５４０万円の追加は、

普通交付税及び特別交付税の交付額の決定に伴い

追加をしたものでございます。

次に、第２表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか１６事業を変更したもので

ございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） 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。

〇１０番（川村幸栄議員） ページ数でいいます

と１１号の２７ページと２９ページにあります小

中学校の就学援助費にかかわってでありますが、

減額されています。利用した児童生徒数が減った

ことかなというふうに思うのですが、減となって

いる理由です。これがちょっと危惧しているのは、

今生活保護費が下がってきています。名寄市は、

生活保護費の基準に ３倍の所得ということでラ

インがなされているのですが、この生活保護費が

下がったラインで ３倍になっていて、それで資

格がなくなってしまっているのではないかという

ちょっと危惧をしながらこの数字を見せていただ

いているのですが、その点について確認をさせて

ください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 就学援助費につきま

しては、小中学校費ともに減額補正をさせていた

だいております。内容的には当初予算ではある程

度危険度を見ながら、各支援費目について人数的

には多目に見ておりますので、その分で来年この

程度の不用額といいましょうか、出るということ

でございまして、今議員御指摘のとおり、生活保

護費の ３倍の影響ということではございません。

それについては、ずっと毎年据え置きをしながら

進めておりますので、ただ単に当初見込みで多目

に人数等を見させていただいているということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ありがとうございま

す。安心しながらも、この間生活保護費がどんど

ん削られていっていますので、その辺のちょっと

要らない心配をしてしまいました。引き続き本当

に利用される皆さん方の立場に立って進めていた

だくことを心から願って、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた
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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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

２号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、保険事業

勘定の歳入歳出それぞれ７７万 ０００円を追加

をし、予算総額を２６億 ５７６万 ０００円に

したものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費におきまして、決算見込みに伴い ７

１６万円を減額し、４款基金積立金におきまして

７９３万 ０００円を追加したものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきまして、調整交付金及び介護保険事業

費補助金の交付額の決定により ５６３万 ００

０円を追加をし、８款繰入金におきましては ４

８６万 ０００円を減額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第１

３号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ８０万円を減額をし、予算総額を９億

３９０万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う調整によ

り８０万円を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。市債の額の

確定により６款市債を８０万円減額したものでご

ざいます。

次に、第２表、地方債補正につきましては、公
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共下水道整備事業の市債額の確定に伴い変更した

ものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 議案第１

４号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成３０年度名寄市立大学特別会計補

正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳出そ

れぞれ ９３７万円を減額をし、予算総額を１８

億 ６７０万 ０００円にしたものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費 ９３７万円の減額は、各事業の不用額を

見込み減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６款繰入金

の一般会計繰入金にて収支の調整を図ったほか、

５款寄附金の３９万 ０００円の追加は、これま

でいただいた寄附金について予算を追加したもの

でございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 議案第１

５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（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１５号 令和元年

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、各課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 １１０万 ０００円を追加し、予

算総額を２０７億 ９５３万 ０００円にしよう
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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。３款

民生費におきまして生活保護適正実施推進事業費

２７５万円の追加は、生活保護法の改正に伴い被

保護者健康管理支援事業が創設をされたことから、

円滑な事業実施に向け、データ収集等の業務委託

料を追加しようとするものでございます。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費４９

８万円の追加は、国の風疹に関する追加的対策に

伴う事業費を補正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プレミアム付商品券発

行事業費 ４００万円の追加は、プレミアムつき

商品券の発行経費とその事務費について補正をし

ようとするもので、財源につきましても同額を国

庫補助金にて予算計上してございます。

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

を財政調整基金繰入金で実施をしようとするもの

でございます。

次に、第２表、地方債補正では、ピヤシリスキ

ー場整備事業について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申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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。

〇１０番（川村幸栄議員） ７款商工費、プレミ

アム付商品券発行事業費にかかわりまして、この

事業内容について詳しくお知らせをください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） プレミアムつき

商品券、事業内容についてということでお問い合

わせいただきました。この部分につきましては、

まず１つが消費税増税にあわせて消費喚起を促す

ということが目的で、国により実施されるもので

すけれども、対象者といたしましてはことしの住

民税非課税の方が対象、それから３歳未満のお子

様がいる方がこの商品券を購入できる対象者とな

ってございまして、その商品券につきましては両

方とも１人当たり２万円の商品券を購入できて、

その商品券が ０００円分のプレミアがついて、

２万 ０００円分の買い物ができるといったよう

な内容の商品券の発行事業となっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １０月からの消費税

が１０％に値上げになったときに、この消費税増

税分でプレミアム商品券の発行をという国の事業

の中、そのまま名寄でも行うというふうに今お聞

きしたかなというふうに思うのですが、私もこの

間、消費税これ以上大変な中で増税されては、市

民の暮らしも地域の経済も立ち行かなくなるので

はないかという危惧をいろんな方とお話ししても

ほとんどの方がそのようにおっしゃっている中で

あります。対象が非課税世帯であったり、３歳以

下の子供を持った世帯というとこら辺は、こうい

ったところに支援をしていくといったところだけ

を見ると非常によいかなというふうに思うのです

が、しかし中のお金のもとが消費税ということで

あれば、またこの方々に非常に負担がのしかかっ

ていくということであります。それで、この福祉

の充実ということには私はならないだろうという

ふうに思っているところでありますので、この部

分についてだけは今回のこの補正予算全く賛成で

きません。そのことを申し上げて終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第１５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（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 議案第１

６号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算

（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１６号 令和元年

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、これまでにいただいた寄附金を

名寄市立大学奨学金基金に積み立てしようとする

ものでございまして、歳入歳出にそれぞれ３４２

万 ０００円を追加し、予算総額を２０億 ５３

４万 ０００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。１款教育

費におきまして名寄市立大学奨学金基金積立金３

４２万 ０００円の追加は、これまでにいただい

た寄附金を奨学金基金に積み立てしようとするも

のでございます。

次に、歳入について申し上げます。５款寄附金

の３００万円及び６款繰入金の名寄市立大学振興

基金繰入金４２万 ０００円の追加は、それぞれ

これまでいただいた寄附金について予算を追加し、

奨学金基金への積み立てに対応しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２０ 報告第１

号 平成３０年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書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 平成３０年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、平成３０年度に完了しない議会運営

事業費のほか６事業を翌年度に繰り越しをするた

めのものであり、地方自治法施行令第１４６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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２１ 報告第２
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号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会

計予算繰越明許費繰越計算書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 平成３０年

度名寄市食肉センター事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について申し上げます。

食肉センター事業特別会計予算繰越明許費繰越

計算書は、出納閉鎖に当たり、平成３０年度に完

了しない食肉センター改修工事監理業務委託及び

改修工事を翌年度に繰り越しをするためのもので

ありまして、地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２２ 報告第３

号 平成３０年度名寄市病院事業会計予算繰越計

算書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 平成３０年

度名寄市病院事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて申し上げます。

名寄市立総合病院の本館にある上水加圧給水ポ

ンプ２台のうち１台が昨年１２月に故障し、ポン

プの更新が必要となったため繰り越しの設定をし

たものでございます。

名寄市病院事業会計予算繰越計算書は、事業年

度終了に当たり、これを翌年度に繰り越しをする

ためのものであり、地方公営企業法第２６条第３

項の規定により御報告申し上げます。

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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２３ 報告第４

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４号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本年１月２３日午前９時５０分ごろ、名寄市風

連特別養護老人ホームしらかばハイツ駐車場にお

きましてしらかばハイツ所管の公用車が方向転換

しようとした際に、後方に駐車をしていた相手方

車両の左前部に接触をし、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２０万５４４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を申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２４ 報告第５

号 専決処分した事件の報告について、報告第６

号 専決処分した事件の報告について、報告第７
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号 専決処分した事件の報告について、以上３件

を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号から報告第７

号までの専決処分した事件の報告について一括し

て申し上げます。

本件は、名寄市営住宅、病院事業及び水道事業

の債権の放棄に係る専決処分でございます。

まず、名寄市営住宅につきましては、破産法第

２５３条第１項により請求不能の住宅使用料につ

いて１件、６万 ２００円を放棄をしたものでご

ざいます。

次に、病院事業におきましては、患者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない入院、外来

診療費について４８件、２１０万 ９４６円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては、生活困窮等に

より弁済の見込みがないと認められ、回収の見込

みのない水道料金について２１件、１４万 ８８

０円を放棄したものでございます。

以上３件について、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（東 千春議員） これより、報告第５号

について質疑に入ります。御発言はございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

これより、報告第６号について質疑に入ります。

御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

これより、報告第７号について質疑に入ります。

御発言はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２５ 報告第８

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

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８号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

平成３０年度第４７期の経営内容につきまして

は、５月２８日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、早期オープンに向けた準備を進めてまいり

ましたが、１１月からの降雪が少なく、昨シーズ

ンと比べ６日遅い１２月１５日のオープンとなり

ました。しかしながら、シーズン前にゲレンデ排

水工事を行ったことにより、例年より少ない降雪

の中でもコースの開放をすることができました。

リフト輸送人員は、前年比９ ６２％の４０万

１２２人となり、リフト収入は前年と比べて約６

３万円の減少となりました。昨年に引き続き全日

本スノーボード選手権北海道地区大会が開催をさ

れ、選手、関係者から国内トップクラスのスノー

パークとの御評価をいただきました。また、新た

に全日本スキー連盟のモーグル競技の合宿に利用

されるなど、大会、合宿の誘致の成果もあらわれ

ております。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、胆振東

部地震の影響もあり、宿泊、宴会などのキャンセ

ルもありましたが、新規顧客の開拓などに努め、

宿泊者数全体で１万 ３４７人、前年比１０ １

９％、日帰り入浴者数については５万 ７１２人、

前年比１０ ６８％となり、前年実績を上回るこ

とができました。宿泊部門全体の営業損益につい
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ては増収となったところであります。

北海道立サンピラーパークにつきましては、関

係機関、団体、住民及び隣接施設と連携をし、ひ

まわり等の植栽や四季折々の企画事業を実施をす

るなど、地域活性化交流事業の拡大に努めました。

カーリング場につきましては、１３シーズン目と

なり、愛好者はもとより学校授業や各種大会等に

多くの利用がございました。引き続き名寄カーリ

ング協会と連携をし、カーリングのさらなる普及

に努めてまいります。なお、サンピラーパークの

当期の実績としては、利用者数は１２万 ６９０

人、前年度比で９ ６５％となったところであり

ます。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、ピヤ

シリシャンツェも含め、引き続き利用者が安全、

安心、快適に利用いただけるよう維持管理に努め

ます。

なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおりでございますが、各施設

との連携を図り、運営に係るコスト縮減などに努

めてきたことから、当期純利益で１３５万 ７８

２円を計上する結果となりました。第４８期にお

きましても、純利益を計上することができるよう

一層の努力を促してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告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申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で報告第８号の報

告を終わります。

報告第８号については、後日議員協議会を開催

し、質疑を行います。

〇議長（東 千春議員） 日程第２６ 報告第９

号 名寄市国民保護計画の変更についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第９号 名寄市国民

保護計画の変更について御報告を申し上げます。

本件は、法定受託事務である国民の保護のため

の措置について、平成３０年６月２９日付、北海

道市町村国民保護計画の変更、同年８月１４日及

び本年１月２４日付、市町村国民保護モデル計画

に係る新旧対照表の更新に係る通知に基づき、名

寄市国民保護委員への諮問を経て名寄市国民保護

計画の変更を行いましたので、武力攻撃事態等に

おける国民の保護のための措置に関する法律第３

５条第６項に基づき御報告をいたします。

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（東 千春議員） 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。

〇１０番（川村幸栄議員） 少し確認をさせてい

ただきたいと思います。

報告第９号の２ページにあります下のところに

市における訓練の実施についての項目であります。

現行から大きく変更されているのですが、変更理

由のところに訓練内容及び連携等について具体的

に示し、実践的なものに変更したというふうにな

っています。具体的にこの実践的なものに変更し

た理由についてお聞かせをいただきたいのと、ま

た変更内容の下のほうに実際に資機材やさまざま

な情報伝達手段を用いるなど、実践的なものとす

るよう努めるというふうに書かれています。訓練

の詳細がもうできているのかのように見受けられ

るのですが、その辺についてどのようになってい

るのかお聞かせをいただきたいと思います。

もう一点、次のページなのですが、避難行動要

支援者名簿についてであります。この名簿につい

て活用及び重要性について追記をしたというふう

になっているのですが、なかなか読み込んでも活

用と重要性については、避難行動要支援者名簿に

ついては書かれているのですが、名簿の保護につ

いては見当たらないように私には見受けられるの
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ですが、このことについてはどのようになってい

るのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ２ページ目の関係の

市における訓練の実施というところで御質問があ

りました。議員お話しのとおり、変更理由として

は訓練内容及び連携等について具体的に示したも

のですということであります。これまでの内容を

さらに補足をする追記的な部分で、これまで以上

に道警、自衛隊との連携について強めていくとい

うことで、とりわけここではＮＢＣ攻撃等により

ということで書いてありますけれども、具体的に

は化学兵器ですとか生物兵器ですとか、そういっ

たものに対する攻撃についての訓練を行っていく

ということでありまして、まだ私どもの市として

の訓練について具体的なものというのは、実は道

の段階で変更されたということで、具体的な計画

については今のところ持っていないという状況に

なっております。

それと、次ページの名簿の関係で、名簿の保護

ということでしたか。名簿の保護……ちょっと済

みません。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ０時１５分

再開 午後 ０時１９分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。ここで

記載をされている内容につきましては、従前の災

害時における要支援者への対応と同じで、基本的

には本人の同意がなければ名簿を出すということ

にはなりません。そういった意味では、情報とし

ては保持をされますが、本当に緊急の場合という

ことについては、何らかの形でということも考え

られるかなと思いますが、ここに記載の災害時の

要支援者への対応について、名簿については、こ

れまでの災害の対応と同じで、あくまでも個人の

同意がなければ出すということにはなりませんの

で、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 避難行動要支援者名

簿の取り扱いについてなのですが、災害時もそう

ですし、今回国民保護計画の中でもあるように、

そういった方々、支援者の方々をしっかり守って

いかなければならないということですから、どこ

までの関係者にこの名簿を提供するのか、またそ

の名簿の保護をどうするのか、この辺もしっかり

と取り組んでいかなければならないかなというふ

うに思います。これがむやみに悪用されるような

ことがあってはならないというようなことでちょ

っとお聞きをしたところであります。

また、市における訓練の実施の中身についても

非常に具体的になっていて、この文章を読むと少

し恐ろしくなる内容であります。今この間の北方

四島のこともありましたけれども、こういったこ

との中で不安に思っている皆さん方たくさんいる

中で対話による平和的解決、外交の中でそういっ

たことが求められている中で、こういったことが

文字として出てくると非常に不安になってくると

いうあたりで、訓練がどのように今後計画がされ

ていくのか、国や道と協議をしながら進んでいく

のだというふうには思うのですけれども、その辺

も十分に押さえていただきながら取り組んでいた

だくことを求めて、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せん。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第９号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２７ 報告第１

０号 公害の現況に関する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。



－34－

令和元年６月３日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１０号 公害の現

況に関する報告について申し上げます。

平成３０年度につきましては、関係機関の御理

解と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒

音、振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をし、排出基準を大

きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び名寄川

の水質調査を実施をしております。天塩川の調査

における流域調査及び曙橋地点での定点調査、ま

た名寄川の調査でも大腸菌群が環境基準値を超過

している時期があり、今後も継続して調査、監視

を行ってまいります。また、ゴルフ場の農薬使用

に関する問題につきまして、関係する環境保全指

導要綱に基づく水質分析調査を１１月に実施をし、

基準値以内の水質が保たれておりました。

次に、騒音では、交通自動車の騒音調査を市内

１０カ所で実施をしてきましたが、全ての測定箇

所で基準値以内の結果となっております。また、

振動、悪臭に関する苦情はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

３次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣＯ２

削減目標を３％としておりますが、計画初年度と

なる平成２９年度は基準年の平成２８年度と比較

をして ２％の減少となりました。これは、これ

までの節電やウオームビズ等の取り組みの成果だ

と考えられます。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に努めてまいり

ます。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧いた

だければと存じます。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告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申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１０号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２８ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

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） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には７名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、本年９月３０日をもって佐藤源

嗣委員及び村上勝浩委員が任期満了となります。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、同法第６条第３項の規定により議会の意見

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認め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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、あす６月４日から６月１８

日までの１５日間を休会としたいと思いますが、

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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、あす６月４日から６月１８日までの１

５日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 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２７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 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 東 川 孝 義


