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令 和 元 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和元年９月２日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市廃校体育施設の設

置及び管理に関する条例の制定につい

て

日程第５ 議案第２号 名寄市下水道事業及び名

寄市個別排水処理施設整備事業の地方

公営企業法適用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 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

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５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９ 議案第６号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立大学の授業料等

徴収条例の一部改正について

日程第11 議員第８号 名寄市立大学奨学金給付

条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市総合福祉センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

日程第14 議案第１１号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

日程第15 議案第１２号 名寄市保育所に関する

利用者負担額等を定める条例の一部改

正について

日程第16 議案第１３号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第17 議案第１４号 名寄市立総合病院食堂

等使用料徴収条例の一部改正について

日程第18 議案第１５号 名寄市有給吏員退隠料

等支給条例の廃止について

日程第19 議案第１６号 名寄市特別用途地区建

築条例の廃止について

日程第20 議案第１７号 財産の取得について

日程第21 議案第１８号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第１９号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第２１号 平成３０年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第２２号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第２３号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２４号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２５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決算

の認定について

議案第２６号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて
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議案第２７号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２８号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計決算の認定について

議案第２９号 平成３０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成３０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第25 議案第３１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第27 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第28 報告第３号 平成３０年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第29 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について（平成２８・２９年

度事業決算の修正及び平成３０年度事

業報告書の再提出について）

日程第30 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市廃校体育施設の設

置及び管理に関する条例の制定につい

て

日程第５ 議案第２号 名寄市下水道事業及び名

寄市個別排水処理施設整備事業の地方

公営企業法適用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 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

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５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９ 議案第６号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立大学の授業料等

徴収条例の一部改正について

日程第11 議員第８号 名寄市立大学奨学金給付

条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市総合福祉センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

日程第14 議案第１１号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

日程第15 議案第１２号 名寄市保育所に関する

利用者負担額等を定める条例の一部改

正について

日程第16 議案第１３号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第17 議案第１４号 名寄市立総合病院食堂

等使用料徴収条例の一部改正について

日程第18 議案第１５号 名寄市有給吏員退隠料

等支給条例の廃止について

日程第19 議案第１６号 名寄市特別用途地区建

築条例の廃止について

日程第20 議案第１７号 財産の取得について

日程第21 議案第１８号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第１９号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第２１号 平成３０年度名寄市一
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般会計決算の認定について

議案第２２号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第２３号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２４号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２５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決算

の認定について

議案第２６号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２７号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２８号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計決算の認定について

議案第２９号 平成３０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成３０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第25 議案第３１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第27 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第28 報告第３号 平成３０年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第29 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について（平成２８・２９年

度事業決算の修正及び平成３０年度事

業報告書の再提出について）

日程第30 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

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
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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

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

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３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（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、

６番 今 村 芳 彦 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

を指名をいたします。

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。

今定例会の会期は、本日より９月２７日までの

２６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９月２７

日までの２６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３回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成３０年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で４億 ７４２万５千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源１億

４９９万４千円を差し引いた実質収支は、３億

２４３万１千円となりました。ここから、名寄市

基金条例に基づき、財政調整基金へ１億８千万円

を積み立て、残り１億 ２４３万１千円を令和元

年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で １０６

万６千円、介護の保険事業勘定で １００万５千

円、それぞれ黒字となりました。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

いては、一般会計繰入金で調整を行い、収支同額

となっています。

次に、基金について申し上げます。

減債基金、公共施設整備基金、名寄市立大学振

興基金などに、合計９億 ３６１万８千円を積み

立てましたが、それぞれ基金の設置目的に沿った

経費の財源として、合計１０億 ２５６万６千円

を取り崩したことから基金残高は９６億 １６８

万４千円で、前年度末に比べて、１億 ８９４万

８千円の減額となりました。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

国においては、本年度が第１期「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」推進期間の最終年度である

ことから、６月２１日に「まち・ひと・しごと創

生基本方針２０１９」を閣議決定し、第２期「総

合戦略」策定に向けた基本的な考え方などを示し

ました。その中で、地方においても、国の総合戦

略を勘案し、地方創生の充実・強化に向けた切れ

目ない取組が求められることから、現行の地方版

総合戦略を検証し、次期地方版総合戦略を策定す

る必要があるとされました。

本市におきましては、名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画の策定に併せて名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略についても計画期間や成

果指標（ＫＰＩ）の見直しを実施してきたところ

ですが、国で示した基本的な考え方はもちろん、

誰もが活躍できる地域社会の実現など新たな視点

が示されたことから、課題を踏まえながら名寄市

総合計画審議会において、議論を進めるとともに、
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総合戦略改訂作業を進めてまいります。

また、昨年度まで、国の地方創生推進交付金を

活用し、大会や合宿誘致、ジュニア選手や指導者

の育成を図るとともに、官民協働のスポーツコミ

ッションを設立するなど「冬季スポーツ拠点化プ

ロジェクト」を推進してまいりました。本年度、

インバウンドを含む一般観光客もターゲットに加

えたスポーツ・運動・自然環境を活用したスポー

ツツーリズム商品の開発や、地元農産物を活用し

たスポーツフードの開発及び販売による交流・関

係人口の拡大、地域経済の活性化を目指す「地域

資源を活用したスポーツ×交流イノベーションプ

ロジェクト」について、新たに地方創生推進交付

金の採択をされたことから、事業を着実に推進し、

地方創生の取組を深化させてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

はじめに、東京都杉並区との交流事業について

は、本年、交流自治体協定締結３０周年を迎える

ことから、双方で各種記念事業に取り組んでいま

す。

６月２１日から３日間、杉並区から「初夏のな

よろを楽しむツアー」参加者２８人が本市を訪れ、

施設見学や陶芸体験、交流会などを通じて、市民

との交流を深めました。

７月６日には、杉並公会堂を会場に、名寄市、

東吾妻町、杉並区交流・友好自治体協定締結３０

周年記念合同式典が挙行され、本市、市議会、市

内関係者１５人に加え、東京なよろ会からも木原

会長らが参加し、協定締結３０周年を祝うととも

に、交流の輪の拡大、各自治体の更なる発展への

取組を確認しました。

また、７月２２日には、風っ子プロジェクトと

都市交流実行委員会の共催により、ふうれん地域

交流センターを会場に、交流を始めるきっかけと

なった元北海道開発庁長官粕谷茂氏の秘書官を務

めた小磯修二氏を迎え、「粕谷茂と風連～大都市

と地方のきずな～」と題し、特別講演会が開催さ

れました。本市と杉並区との交流自治体協定締結

に至った経緯などについて御講演いただき、約１

００人の市民が来場するなか、今後の交流の在り

方などについて多くの御示唆をいただきました。

山形県鶴岡市との交流事業については、少年少

女交流事業として、藤島ミニバスケットボール少

年団の児童１７人が本市を訪れ、８月２日から３

日間、市内のミニバスケットボール少年団との交

流試合や施設見学、交流会などを通じて、お互い

のまちに対する理解と友好の絆を深めました。

ふるさと会との交流事業については、６月７日

から４日間、東京なよろ会会員など２２人が本市

を訪れ、ゴルフや施設見学、アスパラ収穫体験の

ほか、市民交流パーティーなどを通じて、ふるさ

とでの楽しいひとときを満喫していただきました。

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

を迎えることから、名寄・リンゼイ姉妹都市友好

委員会が主体となり、７月１３日、１４日の２日

間、道立サンピラーパーク内ふるさと工房館を会

場に、なよろイングリッシュ・キャンプが開催さ

れました。約５０人の児童が参加し、外国人講師

との英語によるコミュニケーションを通じて、

「生きた英語」を学ぶとともに、国際感覚を磨く

機会となりました。

また、７月２７日から４日間、カワーサレイク

ス市から、リンゼイ・名寄姉妹都市提携委員会ヘ

ザー・ニューマン委員長ほか訪問団１３人を受け

入れました。訪問団は、カナダ料理教室や、記念

碑除幕式、名寄・リンゼイ姉妹都市提携５０周年

記念式典・祝賀会への参加などを通じて、これま

で育んできた友好の絆を再確認するとともに、今

後の末永い交流と友情を誓い合いました。

なお、記念式典・祝賀会には、御来賓として本

市出身の在トロント日本国総領事伊藤恭子様をは

じめ、多くの皆様に御臨席賜り、姉妹都市提携５

０周年を祝いながら友好を深めました。

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、名寄・ドーリンスク友好委員会が
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主体となり、８月２２日から５日間、訪問団１４

人を受け入れました。訪問団は、ロシア料理教室

やなよろ産業まつりへの参加、文化体験などを通

じて、これまで育んできた友好の絆をさらに深め

ました。

台湾との交流事業については、国立鳳山高級中

学が６月６日、７日の２日間、本市を訪れ、市内

の高校生と授業を通じて交流などを行いました。

また、名寄日台親善協会が主体となり、７月１

８日から６日間、太保市から農業青年３人を受け

入れました。受入には、道北なよろ農業協同組合

や昨年の農業青年台湾派遣事業に参加した地元農

業青年などに御協力をいただき、歓迎会や農協主

催の運動会などで交流したほか、ホームステイや

農業実習などを通じて、お互いの地域の文化や農

業を知るとともに、農業青年同士の交流を深めま

した。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住の推進については、名寄市移住促進協議会

での初の試みとして「まちなかお試し移住住宅」

の利用者と協議会会員、移住者の方々との関係性

作りを目的に、交流を図る場を設けました。

また、お試し移住住宅が所在する町内会と連携

し、町内会行事などの情報提供に努め、地域での

交流も推進してまいります。

移住ＰＲ事業については、札幌市や東京都で開

催される移住イベントに参加したことでつながっ

た方々が本市へ来訪されるなど、移住を希望され

る方との出会いの場となっており、関係性を深め

るきっかけにもなっていることから、今後も取組

を推進してまいります。

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、８月１日から、

北海道の名付け親といわれる「松浦武四郎」が踏

査した天塩川周辺地点の案内サイトを公開し、松

浦武四郎の偉業や当時の北海道の様子を解説する

音声ガイドの導入など、昨年から配布している

「テッシ武四郎カード」と連動した取組を進めて

います。この取組を通じ、地域愛の醸成、歴史の

再認識及び交流人口の拡大を図ってまいります。

次に、恒久平和に向けた取組について申し上げ

ます。

本市は、平成１９年３月に非核平和都市宣言を

行い、過去に多くの人が犠牲となった戦争を二度

と繰り返させないことを固く誓いました。この宣

言の趣旨にのっとり、７月１０日に名寄市戦没者

追悼式や平和音楽大行進が開催され、また８月１

５日には全国戦没者追悼式に合わせて、正午にサ

イレン吹鳴を行いました。

加えて、「日本非核宣言自治体協議会」から原

爆に係るパネル及びポスターの貸出しを受け、８

月２３日から２６日まで駅前交流プラザ「よろー

な」において、名寄原爆の絵を見る会実行委員会

が主催する「原爆の絵 名寄展」に併せて展示を

行ったところです。

今後とも、戦争や原爆の記憶を風化させず、恒

久平和への願いを後世に伝えていくため、様々な

取組を進めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

５月２９日に「チャレンジデー２０１９」が開

催され、本市は２６回目の参加で対戦相手は佐賀

県神埼市となりました。当日は天候にも恵まれ、

早朝ラジオ体操は １４１人、市民綱引き大会は

１６８チーム ６５７人の参加をいただくなど、

全体では１ ９８３人の参加で、参加率６ ２％

の結果となり、２年連続の勝利となりました。

今後も楽しみながら健康づくりに取り組んでい

ただき、市民の皆様と一緒に元気なまち・名寄を

つくってまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の第１四半期における一般科の患

者取扱状況については、入院患者数は延べ１万

９９３人で前年比４２２人の増、率にして ２パ

ーセントの増加、また、外来患者数は、延べ４万

９１１人で前年比８７９人の減、率にして ９
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パーセントの減少となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１４億 ７３１万円で前年比２８３

万円の増、率にして ２パーセントの増加、また、

外来収益は６億 ７５４万円で前年比 ２７９万

円の増、率にして １パーセントの増加となって

います。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、２

０億 ４８５万円となり、前年比 ５６２万円の

増、率にして ２パーセントの増加となっていま

す。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本年１０月から予定されています幼児教育・保

育の無償化については、無償化の実施内容説明会

を順次実施しており、７月末時点で認定こども園、

幼稚園、保育所において説明会を終了しています。

今後は、認可外保育施設においても説明を行い、

引き続き関係機関と連携し、子育て支援の向上を

図ってまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

「人生１００年時代へのはじめの一歩」第３弾

として、８月３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『「が

んばらない」健康法』をテーマに御講演をいただ

きました。講演には、１２０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ユーモアを

交えたお話や、自身が実践されている運動法の鎌

田式「スクワット」や「かかと落とし」の紹介な

ど、終始、笑いが絶えない講演となりました。

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、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた負担と、国保税負担

の格差是正や税収増を図るため、基礎賦課分に係

る限度額の改正を行い、また、国保税の軽減拡大

としては、軽減判定所得算定額について５割軽減

対象世帯及び２割軽減対象世帯の限度額を引き上

げる改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者数が ６１４人で、

前年度比１６５人の減、世帯数は ６１１世帯で、

前年度比１１０世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が ３０７世帯、５割が６

０４世帯、２割が４６６世帯となり、全体では国

保加入世帯の６ ８パーセントにあたる ３７７

世帯となりました。

昨年度の国保の都道府県単位化から、道と市町

村が共通認識のもとで安定した運営ができるよう

努めており、今後も医療費の適正化など加入者の

負担軽減につながる取組を進め、市民の皆様が安

心できる医療保険制度を確立するため、事業の円

滑な運営に努めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

現在、名寄地区衛生施設事務組合で次期一般廃

棄物中間処理施設整備が検討されていることを踏

まえ、平成２５年に本市を含む同組合構成４市町

村で策定した「一般廃棄物処理広域化基本計画」

の見直し作業を本年６月から開始しています。年

度内の見直し完了に向けて、引き続き作業を進め

てまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は１件で、前年比４件の減となり、火災種別では、

建物火災１件で、火災による負傷者などの発生は

ありません。

救急出動件数は５２４件で、前年比２６件の減、

事故種別では、急病３６３件、一般負傷７１件、

転院搬送４０件、交通事故２１件、そのほか２９

件となっています。

救助件数は２４件で、前年比５件の増、交通事

故によるもの１０件、そのほか１４件となってい

ます。

火災予防については、４月から６月までに防火

対象物７８事業所、危険物施設２２カ所の立入検

査を実施し、法令違反の対象物・施設に改善指導
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を行っています。また、一般住宅１１５世帯と高

齢者独居住宅１７９世帯の防火訪問を実施し、住

宅防火対策の推進に努めています。なお、住宅用

火災警報器の設置率は８ ７パーセントとなって

います。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年の名寄市防災訓練については、７月１８日

に「ＦＩＧ―ａなよろ『課題を見つける避難訓

練』」、７月３１日には「確実な避難のための防

災セミナー」を多くの市民や関係機関の協力によ

り実施しました。

訓練では、浸水深への理解や、参加者自らが避

難に関する様々な課題を確認するなど、自助共助

の推進に弾みがついた訓練となり、防災意識の高

揚が図られました。

次に、７月３０日から３日間、復興支援事業と

して「なよろ夏休み防災・科学スクール２０１

９」を開催し、南相馬市の児童９人のほか、本市

の児童７人が参加しました。

スクールでは、７月３１日開催の防災セミナー

に参加したほか、旭川地方気象台の予報に関する

機器を見学するなど、学習と交流を深めました。

６月１８日に発生した山形県沖を震源とする地

震では、姉妹都市である山形県鶴岡市で震度６弱

を観測し、１８人の負傷者、６６７棟の家屋損壊

などの大きな被害を受けました。

被災された皆様に心からお見舞いを申し上げる

とともに、一刻も早い復旧を強く念願するもので

す。

本市においては、７月１０日から１８日の９日

間、職員２人を派遣し、業務支援に従事してきま

した。今後とも、鶴岡市が一日も早く復旧できる

よう支援に努めてまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、市

民や関係団体の御理解と協力のもと、７月１１日

から「夏の交通安全運動」を１０日間実施しまし

た。期間中、関係団体・地域住民による街頭啓発、

早朝街頭パトロールやパトライト作戦、高齢者の

交通事故撲滅を目的とした「高齢者交通安全宣言

大会」を開催しました。

また、「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」

で定める「飲酒運転根絶の日」の７月１３日には、

道の駅「もち米の里☆なよろ」において、名寄警

察署、交通安全協会などの関係機関との連携によ

り、飲酒運転防止啓発を実施し、「飲酒運転をし

ない、させない、許さない」意識の啓発を図って

まいりました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、環境整備事業とし

て７月に着工した緑丘第１団地４棟８戸の外部改

修工事における８月末現在の進捗率は約４０パー

セントとなっており、１１月の完成を予定してい

ます。

また、緑丘第１及び東光団地の高齢者向け住宅

２９戸の緊急通報装置改修工事は、９月の完成を

予定しています。

北斗団地の整備は、昨年度着手した鉄筋コンク

リート造２階建て１棟１２戸の建替工事における

８月末現在の進捗率は約８５パーセントとなって

おり、駐車場整備工事をはじめとする住棟の周辺

外構整備も並行して進め、１０月の完成を予定し

ています。

９月１１日から１９日まで、市営住宅の定期募

集を行い、入居が決定していない北斗団地の新築

住宅と修繕が完了した住宅について案内し、引き

続き公営住宅を適正に管理してまいります。

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、６月に「コン

パクトなまちづくりを考える市民シンポジウム」

を開催し、策定委員会のアドバイザーである北海

道大学森傑教授から「コンパクトシティと生活の

質の向上とは」と題して御講演をいただき、講演

後には１２０人を超える参加者と意見交換会を行

い、コンパクトなまちづくりについての理解を深
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めました。

７月には庁内検討委員会を４回開催し、区域内

への誘導施設や誘導施策について議論を深め、実

効性の高い計画となるよう検討を進めてまいりま

した。また、策定委員会及び都市計画審議会にお

いて素案が取りまとめられた後に答申を受ける予

定となっています。計画（案）については、市民

説明会やパブリックコメントなどを実施し、市民

理解を深めた上で、本市が２０年後、３０年後も

持続可能で安心で快適に暮らせるマチとなるよう

な計画としてまいります。

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、大橋公園の遊具更新工事は７月に完

成し、現在施工中のナナカマド公園については、

１１月中の完成を予定しています。引き続きカエ

デ公園及びえんれい公園の遊具更新工事を発注し

てまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、西町西１２条通老朽管更新工事ほか

４路線、延長 ６８２メートルが完成しており、

現在は東８号線（南１０丁目～南１２丁目）老朽

管更新工事ほか１路線、延長 ３１５メートルの

整備に着手し、１０月中旬の完成を予定していま

す。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、名寄下

水終末処理場及び風連浄水管理センターの機械設

備と電気設備の更新工事に着手し、来年２月下旬

の完成を予定しています。

公共桝取替工事については、３工区に分けて５

月下旬に着手し、合計７８カ所の取替を７月下旬

に完了しました。

また、公共下水道ストックマネジメント計画に

基づく管渠更生工事については延長１２５ｍの整

備に着手し、９月下旬に完成を予定しています。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

において７基の合併浄化槽の整備を進めています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通の改良舗装工事は９月に、南３丁目

通は１１月に完成を予定しています。

新規路線の豊栄西１２条仲通の実施設計につい

ては、来年２月に完了を予定しており、本路線の

一部については、本年１０月に改良舗装工事の発

注をしてまいります。

また、本市単独費により整備を進めている北西

９条右仲通の改良舗装工事は８月に完成し、西１

条通は９月に、風連大沼線の舗装改築工事につい

ては１１月に完成を予定しています。

次に、橋梁整備について申し上げます。

道路整備と同様に、社会資本整備総合交付金に

よる東一号橋の修繕工事は９月に、忠烈布一線橋

は１２月に完成を予定しています。また、南大橋

をはじめとした５６橋の近接目視点検は来年１月

に、風連駅跨線橋ほか２橋の実施設計については、

来年２月の完了を予定しています。

引き続き、安全安心な道路環境の整備に努めて

まいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、基盤整備については、「風連東第１

地区」をはじめ、道営事業６地区すべての工事発

注が終了しており、順調に進捗しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

８月１５日現在の状況は、水稲では、もち米・

うるち米ともに平年並みで推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦は、収穫量は平年

並みで、現在調製作業を行っています。大豆につ

いては、少雨による干ばつの影響を受け一部で生

育不良が発生し、収穫が見込めない圃場約７７ヘ

クタールが廃耕される見通しですが、全体として

は平年並みとなっています。

次に、薬用植物振興事業について申し上げます。

７月１２日に、国立研究開発法人医薬基盤・健

康・栄養研究所による「薬草植物フォーラム２０
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１９」が開催され、薬用植物に関する最新の研究

成果などが報告されました。また、これに併せて

翌１３日には、市主催による「薬草植物フォーラ

ム２０１９・市民講座」を開催し、国立研究法人

医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター長川原

信夫氏から「身近な薬用植物・生薬・漢方薬」に

ついて、株式会社アルビオン副本部長染谷高士氏

から「化粧品と薬用植物」について御講演をいた

だきました。

市民の皆様をはじめ全国から御来場をいただき、

薬用植物に取り組むまちとして広く情報発信がで

きました。

次に、農業振興センター事業について申し上げ

ます。

ＩＣＴ技術の普及に向けて、６月２７日にビニ

ールハウス内の環境制御機器や水田水位計測装置

などの展示・紹介を行いました。各種機器の特長

や作業性の確認など、情報提供の場となりました。

次に、労働力確保対策について申し上げます。

２年目を迎えた農繁期における市立大学生の農

作業従事については、アスパラガスの収穫作業に

おいて、受入農家１５戸に４７人の学生が参加し

ました。また、スイートコーンの収穫作業におい

ては、受入農家１１戸に４４人の学生が参加し、

取組を継続しています。

次に、農業担い手の育成と確保について申し上

げます。

本年度の新規就農者は、新規学卒で１人、Ｕタ

ーンで７人、合わせて８人となりました。また、

７月３１日には、名寄市農業担い手交流会が開催

され、新規就農者４人が出席し、先輩農業者、関

係機関・団体からの激励を受けるとともに交流を

深める場となりました。

次に、農業後継者対策について申し上げます。

名寄市農業後継者対策協議会主催の夏の婚活事

業が、７月１４日、１５日の２日間、本市で開催

されました。当日は、市内農業者の協力のもと農

作物の収穫並びに花束作成体験、市立天文台「き

たすばる」での星空観賞など本市の魅力を体感し、

様々な交流を行った結果、６組のカップルが成立

したところです。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。

８月１３日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の３１０頭に対し１５頭少ない２９５頭、アラ

イグマは昨年度４月から５月までの生息調査捕獲

８５頭を含む１２３頭に対し５頭、６月以降は昨

年度の１０１頭に対し８５頭の捕獲を行ってきた

ところです。引き続き関係団体と連携し捕獲活動

など、農業被害防止に取り組んでまいります。

ヒグマ対策については、８月１３日時点の出没

情報は、昨年度の総件数４３件を上回る４５件の

報告を受けており、そのうち目撃情報は１９件で、

昨年同期の約３倍となっています。

今後、農作物の収穫やキノコ採りのシーズンを

迎えることから、ホームページによる出没状況の

情報提供を行うとともに、関係機関・団体と連携

して注意喚起を図りながら、被害防止対策に取り

組んでまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

なよろ産業まつりは、８月２５日、なよろ健康

の森を会場に開催され、多くの市民の皆様に御来

場いただきました。

山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ御協力

をいただいた関係機関・団体の皆様にお礼申し上

げます。

次に、食肉センターについて申し上げます。

衛生面と作業安全の改善を図る食肉センター改

修工事については、２月に着手し、７月に完成し

ています。また、畜産処理加工施設改修工事は、

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。

本年度より譲与が始まる森林環境譲与税につい

ては、現在、その活用に向けた考えや取組などを

示す「基本方針」の策定を進めており、本年１０

月の公表を目指しています。



－12－

令和元年９月２日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表した平成３１年第１四半期（１～

３月）の上川北部地域の地域別経済動向調査の結

果では、建設業は収益低下が懸念され、製造業、

運送業は引き続き人材不足が続いています。個人

消費については、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。

昨年度までの住宅改修等推進事業に、新たに雪

対策工事などを拡充した名寄市ずっと住まいる応

援事業については、７月末時点で１２１件の申請

があり、申請件数は昨年並みに推移しています。

拡充した移住者加算は４件、空き家加算は２件、

雪対策に係る外構工事は２件となっており、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。

名寄市プレミアム付商品券発行事業については、

７月下旬に対象と思われる方へ購入引換券交付申

請書を送付しており、８月１日から名寄庁舎、風

連庁舎及び智恵文支所において受付事務を実施し

ています。

購入引換券については、順次審査を行い９月初

旬より発送し、９月２４日からは名寄商工会議所、

風連商工会において商品券の販売が行われること

になっています。今後も地元紙や広報などを活用

し、事業周知を図ってまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ４１倍で、前年同月比 ０７ポイ

ント上昇し、５カ月連続で前年同月を上回ってお

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。若年層の持続的な人材の確保がより

一層重要となっていることから、７月２９日、名

寄公共職業安定所長、上川総合振興局長、上川教

育局長と本市の４者で名寄商工会議所に対し令和

元年度新規学卒者求人要請を行ったところです。

今後も関係機関と連携して情報収集に努め、雇

用の安定及び就職活動の支援に努めてまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

７月２７日から運行が開始された、観光列車

「風っこそうや号」は、８月１７日から９月８日

の毎週土日に名寄駅の停車を含む旭川から音威子

府間を運行しています。地域の皆さまと連携・協

力し、「ニシン・カズノコ弁当」の復刻販売や記

念ポストカードの配布などにより、観光客に対す

るホスピタリティを進めています。

ひまわり観光については、本年度もひまわりボ

ランティアとして市民及び名寄高校陸上部の協力

をいただき、除草作業や環境整備を行ったほか、

観光客に向けたウェルカムカードの製作を行い、

ホスピタリティあふれる観光地づくりに努めまし

た。

道立サンピラーパークにおけるひまわり観光に

ついては、６・７月の雨量不足が影響し、生育が

予定より遅れましたが、お盆の時期には満開を迎

え、市内外から多くの方々にお越しいただきまし

た。また、８月１日から１８日の間には「なよろ

ひまわりまつり」を開催し、ひまわり案内所の設

置や各種催事、市内飲食店などと連携したスタン

プラリーに取り組み、交流人口の拡大を図りまし

た。

次に、イベント関係について申し上げます。

本市の夏を彩るイベントでは、７月２８日に天

塩川曙橋下流河川敷を会場に、「てっし名寄まつ

り」が開催されました。野外ライブや各種団体の

ステージ、さらにはフィナーレを飾る花火など、

多彩な催しが行われ、約１万５千人の来場者で賑

わいました。

第４１回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１５団

体１７基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月１８日に行われた平成３１年度全国学力・学習
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状況調査の結果が７月下旬に提供されたことを受

け、市内各校において２学期以降の子どもの教育

指導の改善策を講じる取組を進めています。

今後は、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

教育研究（研修）の充実に関する研究グループと、

教育指導の充実に関する研究グループにおいて、

授業研究を通して授業改善の取組を進めてまいり

ます。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

２３日に風連中学校において、いじめの根絶に向

けた「名寄市小中高いじめ防止サミット」を開催

しました。

同サミットでは、いじめを許さない意識と態度

を育むため、全小・中学校、高等学校の児童会・

生徒会の代表者が一堂に会し、子どもたちが評価

しやすいように改善を加えた、改訂版「名寄市小

中高いじめ防止宣言」を新たに採択しました。

また、採択された「いじめ防止宣言」と自校の

取組状況を照らし合わせながら、各学校のいじめ

根絶に向けた取り組みの良さや工夫しなければな

らない点などについて話し合いました。

さらに、「いじめ防止標語」を募り、優秀な作

品についてはポスターを作成し、市内の各学校の

ほか公共施設などに掲示し、地域全体でいじめ防

止に向けた取組を進めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小・中学校において、「全

国体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しま

した。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育研究（研修）の充実に関する研究グループが中

心となり、５月２８日に名寄西小学校を会場に、

新体力テスト実施に向けた実技研修会を行いまし

た。

研修会では、本市の児童生徒の体力における課

題となっている「走力」を高めるため、Ｎスポー

ツコミッションと連携を図り、民間のトレーナー

を講師に招いて、短距離走の合理的な動作のポイ

ントなどについて研修を深めました。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果を分析し、児童生徒の体力などのより一層

の向上に向けて、体育指導などの充実を図る取組

を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、北海道教育委

員会のスクールソーシャルワーカー活用事業によ

り、スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、

困り感を抱えている児童生徒に対する適切な支援

のあり方についての協議と研修を行いました。

信頼される学校づくりの推進については、６月

７日に名寄西小学校で第１回学校運営協議会を開

催しました。これをもって、市内すべての学校が

コミュニティ・スクールとなりました。

今後は、地域と学校が連携・協働して子どもた

ちの成長を支えていく活動を推進するため、学校

運営協議会と地域学校協働本部などが一体となっ

て活動体制を整備してまいります。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

風連中央小学校の改築については、本年度、旧

校舎などの解体と屋外運動場の整備などを行い全

体事業が終了することになります。

工事は６月末から着手しており、来年３月１９

日の完成に向け、安全対策に配慮しながら取り進

めていきます。

旧下多寄小学校の校舎・屋内体育館などの利活

用については、かねてより要望があった下多寄町

内会、社会福祉法人陽だまりの会の両団体で活用

することになりました。

校舎は主に陽だまりの会が利用し、広々とした

環境の中で生活介護の活動や、名寄市指定ごみ袋

の製造事業に取り組む障がい者就労施設として活

用する予定です。また、校舎の一部は旧下多寄小

学校の資料の保管場所として町内会が利用するこ

とになります。

屋内及び屋外運動場は、主に町内会が地域振興

のために行うイベントの開催などでの利用が見込
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まれています。

また、敷地内にある４棟の教員住宅のうち、３

棟は経年劣化が激しく居住には適さないことから、

比較的建物の状態が良い１棟について、地域から

学校の閉校により地域振興やコミュニティを担う

教職員が居なくなることから、下多寄地区出身者

で地域振興に協力をいただける方を入居させたい

との要望を受け、現在貸付を行っています。

学校給食センターでは、老朽化が進んでいた蒸

気ボイラー及び蒸気回転釜、食缶洗浄機、フード

スライサーについて夏休み期間中に更新を実施し、

２学期から供用を開始しています。

今後も計画的な施設設備などの更新により、安

全安心な給食を提供してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくため、７月２０日と８月１８日に、

高校生と保護者を対象にオープンキャンパスを開

催しました。２回合わせて高校生４２３人、保護

者３８３人の参加があり、昨年と比較して高校生

で１９人の増となりました。

また、令和３年度入学者から入試制度が変更と

なることから高校３年生及び１・２年生に分けた

ガイダンスを行ってきています。

なお、３回目のオープンキャンパスは１０月１

９日の開催を予定しています。

特別支援学校教諭免許状の取得向上に向けての

取組として、北海道教育委員会が主催し、名寄市

立大学が指導大学として実施している免許法認定

講習が、７月２９日から１２日間にわたり本学に

て開催されました。道内では、北海道教育大学が

指導大学となって実施した３会場と合わせて４会

場で実施されています。名寄会場では、市内の学

校などから参加した２４人をはじめ、合計８５人

が受講し、先進的な教育理論や教育実践の講義に

熱心に取り組みました。

次に、市立図書館について申し上げます。

夏休みの企画として、「一日司書体験」「夏の

工作」など、子ども向けの行事を開催し、参加し

た多くの子どもたちが図書館に対する興味や関心

を高めることができました。

８月１日から２５日まで、小学生から幅広い世

代にわたって楽しめる場をつくることを目的に、

「これも学習マンガだ！」学べるマンガ展を開催

しました。世界に認められているマンガを通して、

本を読むことが苦手な若い世代に興味を持っても

らい、読書意欲を引き出すことができました。

８月には、４１回目となる文学講座を開催しま

した。新元号「令和」が制定されたことにちなん

で、「令和の出典 萬葉集 その心の歌」をテー

マとしました。万葉集の時代に生きた人々の心を

映した古典文学の世界に触れていただきました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

７月２０日に、星と音楽の集い実行委員会によ

る「きたすばる・星と音楽の集い２０１９」が開

催され８６０人が参加しました。人類の月面着陸

５０周年に合わせた月にまつわる企画や、子ども

たち向けに、星の絵本の読み聞かせや工作を行い

ました。あいにく天候は曇り模様でしたが、講演

会やプラネタリウム内でのライブなど、多くの来

館者に好評を得ました。

また、ペルセウス座流星群の観望会は、８月１

２日は雨天のため中止になりましたが、翌１３日

には天候に恵まれ、２２５人の来館者が流れ星を

楽しみました。

環境省では、昨年度より「夜空の明るさ調査」

を実施していますが、なよろ市立天文台は、今年

の冬に行われた調査で、引き続き「天の川が良く

見える地域」となりました。今後も良好な天体観

測環境を維持するため、光害防止についての啓発

を行ってまいります。

また、良好な星空環境を観光に生かす、宙ツー

リズムが脚光を浴びていますが、宙ツーリズムを

紹介する書籍に、当天文台が北海道の星空スポッ

トとして掲載されたことから、今後も来館者の拡

大に向けたＰＲをしてまいります。



－15－

令和元年９月２日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育支援講座「親子ふれあい体操」が、７

月３日に市民文化センターで開催され、４３人の

参加者は楽しく体を動かしながら、コミュニケー

ションを深めました。

また、家庭教育学級２学級の合同研修会「親子

でるんるん♪バルーンアート教室」が、７月２４

日に市民文化センターで開催され、参加した５０

人の親子は、バルーンをコミュニケーションツー

ルとして親子の触れ合いを深めました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツ施設の整備では、名寄市Ｂ＆Ｇ海洋セ

センターにおいて、開設準備中の５月２０日に１

日当たり約６０トンの漏水が確認されました。調

査したところ、ろ過装置から水槽に繁がる給水管

のつなぎ部分の腐食が原因と判明したことから、

緊急に修繕を行い、予定より１６日遅い６月９日

に開設したところです。

また、ピヤシリシャンツェにおいても、サンピ

ラー国体記念サマージャンプ大会に向けた準備中

に、スピードメーター及びスタートシグナルなど

のジャンプ競技システムの一部が正常に作動しな

かったことから、部品の取替修繕などを行ったと

ころです。

スポーツ振興事業では、「第６７回なよろ憲法

記念ハーフマラソン大会」を２５年振りに憲法記

念日の５月３日に開催しました。

本大会には７４６組の申込みをいただき、一部

公道の使用や商品割引券の配布など、ランナーの

満足度を上げる取組や、地域経済への波及効果を

高めるため新たな取組を行いました。

また、スポーツの価値を広く知っていただくた

め「まちづくり・人づくり」をテーマに２回のス

ポーツ講演会を実施しました。

講師には日本パラリンピアンズ協会の会長でパ

ラリンピック金メダリストの河合純一氏や、本市

出身で現役プロバスケットプレーヤーの大塚裕士

氏をお招きし、スポーツが持つ力を活かしたまち

づくりや、夢を持つことの大切さなどを、子ども

たちに伝えていただきました。

スポーツ合宿の誘致では、７月２８日に開催さ

れたサンピラー国体記念サマージャンプ大会の直

前合宿や、２０２２年北京オリンピックに向けた

強化合宿に中国吉林省体育局雪上運動管理センタ

ー所属のノルディック複合チームが訪れるなど、

海外からの冬季スポーツ合宿へのニーズが徐々に

高まってきています。

今後は、Ｎスポーツコミッションや各競技団体

のネットワークを活かし、情報収集を行いながら、

夏季合宿の環境づくりも進めてまいります。

ジュニアの育成については、本年度から本格的

に市内小中学校の体育授業にスポーツトレーナー

を派遣し、子どもたちの運動能力を高める取組を

実施していますが、これまで４つの小学校で活用

いただいています。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会に、

スポーツトレーナーを派遣し、先生方に対して走

力を高めるための講習会も実施しながら、ジュニ

ア育成のすそ野を広げる取組を行いました。

今後は、少年団や部活動などからのニーズに合

わせてスポーツトーレナーの派遣を行い、ジュニ

ア選手の基礎的な体力及び運動能力向上を支援し

てまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄市子ども会育成連合会と共催のリーダー育

成事業「わくわく！体験交流会」では、２０人の

小中学生が登録し、野外キャンプやネイパル深川

での宿泊研修など、全８回中３回の体験活動を行

いました。

また、野外体験学習事業「へっちゃＬＡＮＤ２

０１９」では、３７人の小中学生が３泊４日の野

外での団体活動を通じて、仲間同士互いに協力し

合って物事に取り組むことができるようになるな

ど、たくましく成長しました。

東京都杉並区との小学生体験交流では、親善大

使となる小学４年生から６年生を対象に、本市か
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ら２２人、杉並区から２５人の児童が参加しまし

た。それぞれの地域で３泊４日の集団生活を通し

て、文化や自然環境の違いなどを学びながら交流

を深めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月３０日に名寄警察署の協力を得て、北海道

青少年健全育成条例に基づき、青少年に対して有

害となる図書・ＤＶＤ・刃物などの販売状況の確

認やカラオケボックスにおける青少年深夜入場禁

止の指導状況、携帯電話販売店へフィルタリング

機能の利用促進についての調査などを行うため、

市内３３店舗の訪問指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市内で鑑賞することができない文化芸術に接す

ることで、市民の文化芸術活動への関心を高める

ことを目的に実施している文化芸術鑑賞バスツア

ーについては、本年度は３回のツアーを計画して

おり、７月には２回目のツアーが実施され、３３

人の市民が劇団四季のミュージカルや北海道立美

術館の芸術作品を鑑賞しました。

引き続き、質の高い優れた文化芸術鑑賞の機会

を提供できるよう、事業の充実に努めてまいりま

す。

また、本年度から１日開催となった、夏を締め

くくる盆踊り大会は、８月１４日に開催され、仮

装盆踊りに個人１９人、団体１０チームが参加す

るなど、約 ２００人の人出で賑わいました。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月５日から８月２５日の期間中、特別展「キ

タキツネとエゾタヌキ」を開催しました。昔話な

どで誰もが幼少の頃から知っている身近な小動物

の生態を紹介するとともに、先史時代の遺跡から

キタキツネの歯を利用した装身具が出土した事例

や、アイヌ民族の狩猟法と衣類や食材としての利

用法などを紹介しました。８月１７日には幌延町

在住の動物写真家・富士元寿彦氏を講師に迎え、

講演会を開催し２２人が参加し、写真家の視点で

見て感じたキツネとタヌキの生態についてお話い

ただきました。

８月１３日には、夏休み体験講座「コウモリ観

察会」を開催し１７人の参加者がありました。本

年度も旭川市のオサラッペコウモリ研究所代表の

出羽寛氏を講師に迎え、館内での座学と野外観察

や捕獲調査を体験し、名寄公園一帯の自然の豊か

さを実感したところです。

最後に、株式会社名寄振興公社について申し上

げます。

第２回定例会最終日に御報告したとおり、同社

の経営状況については再精査が必要となっていま

した。その後、同社において精査を進めてまいり

ましたが、この度、調査を終え、平成２８年度及

び平成２９年度事業決算の修正及び、平成３０年

度事業報告の再提出を受けるとともに、経営改善

計画が提出され、本日、報告第４号で報告させて

いただきます。

本件については、市民の皆様、議員の皆様、そ

して関係する多くの方々に多大な御心配、御迷惑

をおかけしておりますことを、心からお詫び申し

上げますとともに、市民の皆様に御利用いただく

施設や冬季スポーツ拠点化の核となる施設の運営

を継続することを最優先に、市として最大限の努

力をしてまいりますので、御理解をいただきます

ようお願い申し上げます。

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

名寄市廃校体育施設の設置及び管理に関する条

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 名寄市廃校

体育施設の設置及び管理に関する条例の制定につ
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いて、提案の理由を申し上げます。

本市は、市民の文化及びスポーツ活動の普及振

興を図るため名寄市立学校施設開放利用条例を制

定し、学校施設を学校教育に支障のない範囲で開

放しておりますが、廃校となる学校の増加に伴い

利用可能な屋内運動場が減少している状況でござ

います。屋内運動場は利用希望が多く、特に冬季

においては夏季に屋外で活動している団体が屋内

運動場での活動を希望されるため、開放校によっ

ては飽和状態となっております。このような状況

を踏まえ、廃校となった屋内運動場のうち当面利

用可能な施設について、市民のスポーツ及びレク

リエーション活動の場を確保することを目的とし

て本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（東 千春議員） これより、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。

議案第１号は、総務文教常任委員会へ付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市下水道事業及び名寄市個別排水処理施設

整備事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の

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 名寄市下水

道事業及び名寄市個別排水処理施設整備事業の地

方公営企業法適用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。

計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの

向上に取り組むため、公営企業会計を適用してい

ない下水道事業等に対して総務省から公営企業会

計の適用の推進についての要請があり、本市にお

いても平成28年度から関係事業について詳細に検

討を行い、下水道事業及び個別排水処理施設整備

事業についてより的確に財政マネジメントの向上

に取り組むために公営企業会計を適用し、貸借対

照表や損益計算書の作成等を通じて経営、資産等

を正確に把握するため同事業について地方公営企

業法を適用するため、本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（東 千春議員） これより、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。

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

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 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

る条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、本年６月３日に公布をいたしました本

条例において施行期日が適正に施行されないこと
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がわかったために、新たに経過措置を設けること

により条例施行前に指定した指定管理者の管理期

間については従前どおりとし、条例施行後に指定

する指定管理者の管理期間から改正後の規定を適

用するよう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

名寄市印鑑条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市印鑑

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

により、本年１１月５日から住民基本台帳におい

て旧氏の併記が可能となります。このことにより、

旧氏の印鑑登録を可能とするため、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（東 千春議員） これより、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。

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５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、災害弔慰金の支給等に関する法律の一

部を改正する法律が本年６月７日に公布をされた

ことに伴い条項ずれが生じたことから、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（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）
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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

名寄市職員の特殊勤務手当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６号 名寄市職員

の特殊勤務手当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、市立大学教員が行う大学入試センター

試験に関する業務と入試問題作成及び点検業務を

特殊勤務と位置づけ、両業務に従事をする教員に

特殊勤務手当を支給するために本条例の一部を改

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 名寄市立大学の授業料等徴収条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市立大

学の授業料等徴収条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、高等教育の無償化制度の実施に伴い、

令和２年度からの給付型奨学金の拡大にあわせて

国が示す基準により各大学において入学料及び授

業料の減免が行われますが、本学には入学料の減

免規定がないため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、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。

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 名寄市立大学奨学金給付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。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市立大

学奨学金給付条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本条例は、名寄市立大学に在学をしている学生

で、経済的理由のために修学困難と認められる者

に名寄市立大学奨学金を給付することにより学習

を奨励し、有為な人材の育成に資することを目的

として平成３０年に制定をされ、平成３１年４月

に施行されました。本件は、学生確保の観点から

給付対象者を現行の２年次から４年次までとして

いたものから１年次の学生を加えるため、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（東 千春議員） これより、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。

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

号 名寄市総合福祉センター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９号 名寄市総合

福祉センター条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

名寄市総合福祉センターの会議室は、福祉関係

者の利用を目的としており、一般利用者が利用す

ることを前提としておらず、利用料金等を定めて

おりませんでした。しかしながら、会議室の空き

時間を有効利用する観点で一般利用者にも開放す

ることを目的に利用料金等を定め、あわせて施設

の利用に関する必要な事項を明記するとともに、

文言整理等を行うために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 名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。
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本件は、国が定める特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準で市町村長

が認めた場合に特定地域型保育事業者の連携施設

の確保義務が緩和するなど内閣府令の一部改正に

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。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ２点ほど確認をさせ

ていただきたいと思います。

今回の幼児教育への保障ということで、３歳以

上の保育料を無料にしていくということになって

いるかと思うのですが、その反面副食費を実費徴

収するというふうな中身になっています。それで、

１つ確認をしたいのですが、今名寄は国が定めた

段階よりも数を多くして利用者の負担を軽減する

ように取り組んできたわけですけれども、そうし

た中で今回国のほうから支援をいただくというこ

とになると、市独自で行ってきた支援の部分がど

のくらいの費用があったのかお知らせをいただき

たいと思います。というのは、独自に保育料の助

成をしている市町村の中では、この部分を活用し

て給食費に充て、保育料が無料になるのですけれ

ども、副食費の部分が実費になるということで、

その無料になる部分を副食費の支援に回そうとい

う自治体もあるというふうに聞いているのですけ

れども、名寄市の場合その辺についてどのように

お考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。

もう一点は、そういうことで今までは保育料に

あわせての副食費だったのですけれども、今回別

で払わなければならないということであります。

滞納者が出た場合、今回児童手当から差し引くこ

とも可能というふうに国のほうから言われている

かというふうに思うのですが、その部分について

保護者の方々としっかりと合意を得ながらしてい

くことが必要かなというふうに思うのですけれど

も、その部分どのように取り計らっていこうとさ

れているのか確認をさせていただきと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 無償化に伴って

１つは独自削減、これまでやっていた部分を含め

て財源をどのように活用するかというような御質

問だというふうに思います。前の川村議員からの

御質問も前回もあったかと思いますけれども、ほ

かの自治体においても独自削減分、３歳以上の無

償化によって国から臨時交付金なり交付税で補填

されるということで、これまで使用していた分が

一般財源からの支払いが減るということで、一般

財源が確保できる状況にあるかというふうに思っ

ています。それにつきましては、現在市長ローリ

ングも含めて行っていますけれども、これまで言

われていました乳児医療であったり、保育所の改

築であったり、今子ども・子育て支援計画のアン

ケート調査においても遊び場の確保が優先的に出

されている。そういった数多くの要望が出されて

いる中で、市のほうでどういった財源をいかに有

効に活用していくかということで議論をしている

ところであります。当面におきましては、副食費

におきましてはこれまで保育料とあわせて徴収し

た分については実費で徴収することになっていま

すので、この条例の改正のとおり副食については

実費で徴収をしていきたいというふうにも考えて

います。先ほど申し上げましたように、財源につ

きましては今後も議会の御意見もいただきながら、

有効に活用できるように子育て支援に努めてまい

りたいというふうに考えているところであります。

あと、児童手当の関係ですけれども、これは滞

納の分についてはどのように対応していくかとい

う部分につきましては、きちんと保護者ともお話

をしながら対応については慎重に取り扱っていき

たいというふうに考えておりますので、御理解を

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。
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〇１０番（川村幸栄議員） 子育て支援に対する

アンケートもとられて、皆さんからいろんな声が

寄せられているところでありますが、この国から

の支援の分の財源についての活用は今後検討する

ということでしたけれども、保護者の皆さん方の

意見をよく聞いていただいて、活用していただき

たいと思いますし、先ほど滞納された方々からの

育児手当を活用してということなのですけれども、

それはやはり保護者の方によく納得していただく

中でしてもらうということが必要かなと思います。

中には保育所に入所するときの契約の中で一文が

入っていて、それを認めなければならないような、

そういったところもあるやに聞いていますので、

そういったことのないように確実に保護者と面談

して、理解をしていただくということを強く求め

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 名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、国が定める家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準で連携施設に関して確保が困

難で必要な支援ができると認めるときは、家庭的

保育事業者に連携施設を確保しないことができる

期間をさらに５年間延長する厚生労働省令が改正

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１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

２号 名寄市保育所に関する利用者負担額等を定

める条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 名寄市保

育所に関する利用者負担額等を定める条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。
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本件は、子ども・子育て支援法の一部改正によ

り３歳から５歳の全ての子供の利用料が無償化を

され、またゼロ歳から２歳の子供についても住民

税非課税世帯の利用料が無償化されることに伴い、

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１２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１２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１６ 議案第１

３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１３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。

水道法施行令におきまして指定給水装置工事事

業者の指定要件を定めておりますが、水道法の一

部改正に伴い、工事事業者の指定に関して更新制

が追加をされ、また本条例で引用する水道法施行

令に条項ずれが生じたことから、本条例の一部を

改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（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１３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１７ 議案第１

４号 名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 名寄市立

総合病院食堂等使用料徴収条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、消費税及び地方消費税の税率の改正に

伴い、市立総合病院内で使用許可をしている食堂

等の利用料の額を改めるために本条例の一部を改

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。
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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。

これより採決を行います。

議案第１４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１４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１８ 議案第１

５号 名寄市有給吏員退隠料等支給条例の廃止に

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１５号 名寄市有

給吏員退隠料等支給条例の廃止について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、本条例の適用を受けた旧名寄町の元職

員とその遺族に対し退隠料または遺族扶助料を支

給をしておりましたが、支給対象者が死亡し、ま

た今後も適用を受ける職員がいないため、本条例

を廃止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 名寄市特別用途地区建築条例の廃止につい

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 名寄市特

別用途地区建築条例の廃止について、提案の理由

を申し上げます。

本条例は、特別工業地区において建築基準法の

制限に加えて大規模集客施設の建築を制限するも

のでございますが、建築基準法が工業地域におけ

る大規模集客施設についても建築を制限するもの

に改正をされたことに伴い、本条例により制限を

かける必要がなくなったために廃止をしようとす

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 議案第１

７号 財産の取得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１７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、戸籍システム共同利用型機器のＯＳの

サポートが終了することに伴い更新をしようとす

るものであり、本年８月２日に物品等審議委員会

での審議を経て、同月１９日に見積もり合わせを

実施をし、 １７０万円で株式会社ＨＤＣに決定

をいたしました。これに消費税及び地方消費税２

１７万円を加え、 ３８７万円で契約を締結しよ

うとするものでございます。

なお、本件に係る経費につきましては、北海道

市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、取得す

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、

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１７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１７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２１ 議案第１

８号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８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、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ ７１８万 ０００円を追加し、予算

総額を２０８億 ６７２万 ０００円にしようと

するものでございます。

補正の主な内容を歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして北海道鉄道利用促進環境整備

負担金１０８万 ０００円の追加は、北海道がＪ

Ｒ北海道に対し交付する北海道鉄道利用促進環境

整備交付金に係る市町村支援金として、宗谷本線

活性化推進協議会に負担金を支出しようとするも

のでございます。

３款民生費におきまして子ども・子育て支援運

営事業費 ３２９万 ０００円の追加及び１０款

教育費の子ども・子育て支援運営事業費 ０１３

万 ０００円の追加は、本年１０月１日から実施

となる幼児教育、保育の無償化に伴い各認定こど

も園や幼稚園に対し施設型給付費負担金を追加し

ようとするものでございます。

４款衛生費におきまして公衆浴場解体費助成金

２６２万 ０００円の追加は、先月廃業された日

の出湯の浴場解体に対しその一部を助成しようと

するものでございます。

６款農林業費におきまして森林整備等振興基金

積立金 １５２万 ０００円の追加は、今年度譲

与される森林環境譲与税についてその全額を基金

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。

２款地方譲与税におきましては、森林環境譲与

税 １５２万 ０００円を追加しようとするもの

でございます。
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１１款地方特例交付金 ９１４万 ０００円の

追加は、幼児教育、保育の無償化の実施に伴い保

育料が減額となることから、その減額分について

国の子ども・子育て支援臨時交付金を追加しよう

とするものでございます。

また、このほか事業費の追加などに伴う特定財

源の調整のほか、収支の調整については前年度繰

越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、臨時財政対策

債について限度額を変更しようとするものでござ

います。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて追加説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第１８号の１２ページ、１３ページをお開きく

ださい。

２款総務費、１項１目秘書管理事業費の山形県

沖地震災害見舞金５０万円の追加は、６月１８日

に発生しました山形県沖地震により多大な被害が

生じている山形県鶴岡市に対し支援をしようとす

るものであります。

３款民生費、１項６目老人福祉費の地域介護・

福祉空間整備等施設整備補助金 ００９万 ００

０円の追加は、認知症高齢者グループホームの大

規模改修や非常用自家発電設備の整備に対し補助

しようとするもので、財源としてその全額を国庫

支出金で計上しております。同じく３款１項６目

老人福祉費の介護人材就労定着支援事業補助金６

４万 ０００円の追加は、実務者研修に係る受講

者の増などにより予算を追加しようとするもので

あります。

１４ページ、１５ページをお開きください。同

じく３款民生費、２項５目児童母子等給付費の未

婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付

金３５万円の追加は、児童扶養手当の受給者のう

ち未婚のひとり親の方に対し今年度の臨時特別措

置として給付金を支給しようとするものであり、

財源としてその全額を国庫支出金で計上しており

ます。

１６、１７ページをお開きください。６款農林

業費、１項２目農業振興費の強い農業・担い手づ

くり総合支援交付金４７５万 ０００円の追加は、

産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進する

ため、必要な農業用機械や施設の導入に対し補助

しようとするもので、財源として全額を道支出金

で計上しております。

８款土木費、２項３目道路除雪費の市道除雪・

排雪対策事業費６５８万 ０００円の追加は、北

海道の労務単価の増に伴い市道排雪事業委託料な

どについて予算を追加して対応しようとするもの

であります。

１８、１９ページをお開きください。１０款教

育費、７項２目体育施設費の体育施設管理運営一

般行政経費５８万 ０００円の追加は５月に発見

された名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センターの漏水に対する

調査手数料の追加、また体育施設整備事業費の５

９３万 ０００円の追加はピヤシリシャンツェジ

ャンプ競技システムの改修やピヤシリフォレスト

ろ過装置交換工事の実施に伴う予算の追加であり

ます。

次に、歳入について申し上げます。戻っていた

だきまして、８ページ、９ページをお開きくださ

い。１８款財産収入、１項１目財産貸付収入の母

子里牧場採草地貸付収入２３万 ０００円の追加

は、長年未利用地となっていた母子里牧場の採草

地について貸し付けを実施し、有効活用を図ろう

とするものであります。

１９款寄附金の１４万 ０００円の追加は、７

月末までにいただいた寄附金の状況を鑑み、予算
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を追加しようとするものであります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

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） それでは、１３ペー

ジ、総務費、企画振興費の北海道鉄道利用促進環

境整備負担金１０８万 ０００円にかかわって少

し確認をさせていただきたいと思います。

実は、土曜、日曜と旭川で北海道の中の女性議

員の研修会が行われました。私も参加させてもら

って、全道各地から女性議員がたくさん参加して

いただいたのですけれども、話題はどこから来た

のからどうやって来たのということであります。

もう不便で、不便で。開会の時間もそういったこ

とも加味しながら日程を調整していただいていた

ところなのですけれども、遠く根室から来られる

方は飛行機で来たそうです。ということで、利用

促進負担金ですから、そういった部分で本当に昔

はこここういうふうに通っていたのだけれども、

今は全くないというような話で持ち切りでありま

した。そういった部分でいうと、なかなか利用促

進のためのこのお金を出すというところの理解が

しにくいかなというふうに思っています。この部

分で市民へどのように報告といいますか、御説明

をされていこうとされているのか。また、これは

公共交通でありますから、しっかりと国や道へ求

めていくことも必要だと思いますが、今後どのよ

うに取り組まれていこうとしているのかお知らせ

をいただきたいと思います。

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） ただいま御質問

いただきましたけれども、この今回補正をさせて

いただく金額の意味といいましょうか、こちらは

北海道が取りまとめる北海道鉄道利用促進環境整

備交付金、こちらの協力として今回対象になって

いた各線区ごとに依頼が来て、一体となって取り

組んでいこうという流れでの今回の負担金の補正

予算でございます。確かに議員おっしゃっていた

だいたとおり、現状、本当に昔から見るとなかな

か不便な部分も実際にあって、ダイヤがなかなか

なかったりですとかあるのですけれども、この部

分については宗谷線、名寄市単体でどうのこうの

ということではなくて、やはり北海道の鉄道網を

どういった形で残していくのかという議論が非常

に大切で、そのためにはまずはしっかりと各線区

が利用しやすい、さらに現状以上に利用しやすい

ような環境をいかにつくっていって、今まで以上

に市民の皆さんたちに少しでも使っていただける

ような環境を用意していくのかというのが非常に

大事なのかなというふうに考えております。

今回北海道が提案している交付金についてです

けれども、ここは今年度、来年度、２年間にかけ

てＪＲに対しては車両設備、停車場設備、駅です

ね。それから、防護設備といったような鹿柵です

とか、そういったものにしっかりと使って、環境

を向上してくださいという目的で今回はみんな一

体となって協力していくということですので、実

はここを名寄が１０８万 ０００円と補正出させ

ていただきましたけれども、この部分がきれいに

名寄のために使われるかというと、そういったお

金ではないのも事実であります。しかしながら、

駅のワイファイの設備であるとか、そういったも

のも各線区ごとにＪＲが前向きに今後２年間で投

資していくというお話ですので、ここについては

しっかりと前向きに捉えて、市民の皆様方も少し

でも利用していただけるような環境になるという

ことで前向きに捉えて考えていきたいというふう

に思っておりますし、市民説明につきましては今

お話しさせていただいたような内容をこの補正予

算議決いただきましたら、実は来月号の広報等で

既に枠はとらせていただいておりますので、そち

らのほうで我々の中で説明できる限りのことを書

かせていただいて、説明をさせていただければと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い
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いたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） もちろん宗谷線、名

寄駅だけに使ってよというふうには思っていませ

んで、先ほどもお話ししましたように全道から来

られた皆さんがそれぞれ口々に言っていたのがそ

ういった現状であると。やっぱり北海道の中の交

通網の不便さを非常に、首都圏は便利になってい

るかと思いますけれども、一歩ちょっと離れると

旭川でさえもいろんなところから来るのが大変だ

という現状を私は目の当たりにして、そういった

部分でまた積極的にＪＲももちろんですけれども、

国や道へ要望を届けていただきたいと、そのこと

を強く求め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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２２ 議案第１

９号 令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 令和元年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれに２３０万 ０００円を減額し、予

算総額２９億 ７４６万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。３款国民

健康保険事業費納付金におきまして国民健康保険

事業納付金の確定に伴い、２７２万 ０００円を

減額しようとするものでございます。

４款保健事業費では、人件費の増に伴い４１万

０００円を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款国民健

康保険税におきまして当初賦課の決定による増収

の見込みから ２４１万 ０００円を追加しよう

とするものでございます。

また、２款道支出金におきまして保険給付費等

交付金４１万 ０００円を追加しようとするほか、

４款繰入金で国民健康保険支払準備金基金繰入金

を ５１３万 ０００円減額をし、収支の調整を

図ろうと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（東 千春議員） 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。
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〇議長（東 千春議員） 日程第２３ 議案第２

０号 令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 令和元年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれに ２２９万 ０００円を追加し、

予算総額を２６億 ２４３万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきましてマイナンバー制度における情報連

携に伴うシステムの改修及び介護報酬改定に伴う

システムの改修に要する費用のため８５万 ００

０円を追加しようとするものでございます。

６款諸支出金におきまして平成３０年度介護給

付費負担金等の精算に伴う返還金などとして １

４３万 ０００円を追加しようとするものでござ

います。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきましてシステム改修に係る国庫補助と

して４９万 ０００円を追加し、８款繰入金にお

きまして一般会計繰入金の事務費繰入金を３６万

０００円追加しようとするものでございます。

また、９款繰越金におきまして １４３万 ０

００円を追加し、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（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（東 千春議員） 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（東 千春議員） 日程第２４ 議案第２

１号 平成３０年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第２２号 平成３０年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第２

３号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第２４号 平成３０年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２５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決算の認定について、議案第

２６号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特

別会計決算の認定について、議案第２７号 平成

３０年度名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認

定について、議案第２８号 平成３０年度名寄市

立大学特別会計決算の認定について、議案第２９

号 平成３０年度名寄市病院事業会計決算の認定

について、議案第３０号 平成３０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について、以上１０件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号から議案第

３０号までの平成３０年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算及び水道事業

会計決算の認定について、一括して提案の理由を

申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第２１号か

ら議案第２８号までは令和元年５月３１日、議案

第２９号及び議案第３０号は平成３１年３月３１

日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いま
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したので、地方自治法第２３３条第３項及び地方

公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認

定に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第２１号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思

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、議案第２１号外９件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２５ 議案第３

１号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第４

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３１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、株式会社名寄振興公社の決算の

修正に伴い運営資金の不足、経営改善に伴う資金

が必要なことから、歳入歳出それぞれ１億 ０５

５万円を追加をし、予算総額を２０９億 ７２７

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。７款商工

費におきまして名寄振興公社経営改善事業費１億

０５５万円の追加は、名寄振興公社の経営改善

に必要な資金として名寄振興公社経営改善補助金

０００万円、施設の運営上緊急的に必要な資金

として名寄振興公社緊急運営資金貸付金 ０５５

万円を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。２０款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金１億 ０５５

万円を追加をし、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第３１

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。

お諮りいたします。議案第３１号については、

８名の議員をもって構成する名寄振興公社運営に

関する審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査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、議案３１号は、８名の議員をもって構成

する名寄振興公社運営に関する審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することに決定い

たしました。

ただいまの決定に基づき、名寄振興公社運営に

関する審査特別委員会の委員に委員会条例第７条

第１項の規定により、山崎真由美議員、佐久間誠

議員、三浦勝秀議員、今村芳彦議員、高野美枝子

議員、塩田昌彦議員、東川孝義議員、山田典幸議

員、以上８名を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 ０時１１分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄振興公社運営に関する審査特別委員会の正

副委員長の互選が行われましたので、その結果を

報告いたします。
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委員長には東川孝義議員、副委員長には高野美

枝子議員、以上であります。

〇議長（東 千春議員） 日程第２６ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年４月１日午後１時４５分ご

ろ、名寄市西２条南９丁目の交差点におきまして

健康福祉部所管の公用車が一時停止をせず交差点

に進入したため、左方から直進をしてきた相手方

車両と衝突したものでございます。過失割合は本

市が９０％であり、相手方車両の修理代として１

１万３７６円を負担することで示談が成立をし、

和解したところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２７ 報告第２

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年５月１０日午前９時３０分

ごろ、名寄中学校前庭において草刈り作業中の飛

び石により駐車車両を破損させたものでございま

す。過失割合は本市が１００％であり、相手方車

両の修理代として本市が１１万 ５６０円を負担

することで示談が成立をし、和解したところでご

ざいます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をし、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、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２８ 報告第３

号 平成３０年度名寄市一般会計継続費精算報告

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成３０年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、継続費により事業を実施をしておりま

した北斗・新北斗公営住宅建設事業及び風連中央

小学校校舎・屋内運動場等改築事業が完了したこ

とに伴い、地方自治法施行令第１４５条第２項の

規定により報告を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。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２９ 報告第４
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号 株式会社名寄振興公社の経営状況について

（平成２８・２９年度事業決算の修正及び平成３

０年度事業報告書の再提出）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 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。

さきの第２回定例会におきまして報告第８号と

して上程をいたしました株式会社名寄振興公社の

経営状況については、当該定例会最終日に御報告

をしたとおり再精査が必要となったため、同公社

において精査を進めてまいりました。このたび調

査を終え、平成２８年度及び平成２９年度決算の

修正並びに平成３０年度事業報告及び決算の修正

に伴う経営改善計画につきまして８月２６日の臨

時株主総会を経て報告を受けたところでございま

す。

決算につきましては、当期純利益ベースで平成

２８年度当初決算の８７６万 ６３１円に対し修

正後の決算は４２８万 ４７３円となり、平成２

９年度におきましても当初決算の１３０万 ５４

７円に対しまして修正後の決算はマイナスの １

０６万 ５０９円となりました。

平成３０年度の決算につきましては、当初決算

の当期純利益１３５万 ７８２円に対し修正後の

決算では売上総利益１億 ０９４万 １３３円か

ら販売費及び一般管理費、営業外費用、法人税等

を差し引きし、当期純利益はマイナスの ４７２

万 ７３７円となりました。

また、繰越利益剰余金は前年度までのマイナス

５９５万 ３４８円を加え、マイナス ０６７

万 ０８５円となり、この決算の修正を受け、同

公社において経営改善の計画を策定をし、市に対

して提出がされたところでございます。

第４８期においては、経営改善計画をもとに関

係機関、団体等の指導を仰ぎながら営業力の強化

と利用者の満足度の向上を図り、信頼、信用の回

復に努めてまいります。

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にお願いを申し上げ

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で報告第４号の報

告を終わります。

報告第４号については、本日の会議終了後に議

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３０ 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、本市では８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受けて活動を行

っておりましたが、平成３０年８月３１日付で今

田佳子氏が退任をされたことから、後任者の推薦

の依頼がございました。

本件は、新たな候補者として西條知加子氏を推

薦いたしたく、人権擁護委員法第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９月３日から９月１７
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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。

（「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９月３日から９月１７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２０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 今 村 芳 彦

署名議員 川 村 幸 栄


