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令 和 元 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和元年１１月２６日（火曜日）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 名寄市基幹相談支援セン

ター条例の制定について

日程第５ 議案第２号 消費税及び地方消費税の

税率の引上げ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 成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第４号 会計年度任用職員制度の

導入に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について

日程第８ 議案第５号 公益的法人等への名寄市

職員の派遣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 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第10 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（名寄市北国雪国ふるさと交流館）

議案第８号 指定管理者の指定につい

て（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第９号 指定管理者の指定につい

て（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第１０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市牧場）

日程第11 議案第１１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第６号）

日程第12 議案第１２号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１３号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１４号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１５号 令和元年度名寄市個別

排水処理施設整備事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第16 議案第１６号 令和元年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１７号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第19 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２０号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第２１号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第20 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第２３号 名寄市都市計画マ

スタープランを定めることについ

て

議案第２４号 名寄市立地適正化
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計画を定めることについて

追加日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市

一般会計補正予算（第７号）

追加日程第３ 緊急質問

名寄市における喫緊の課題につい

て【山崎真由美議員】

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 名寄市基幹相談支援セン

ター条例の制定について

日程第５ 議案第２号 消費税及び地方消費税の

税率の引上げ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 成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第４号 会計年度任用職員制度の

導入に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について

日程第８ 議案第５号 公益的法人等への名寄市

職員の派遣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 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第10 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（名寄市北国雪国ふるさと交流館）

議案第８号 指定管理者の指定につい

て（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第９号 指定管理者の指定につい

て（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第１０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市牧場）

日程第11 議案第１１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第６号）

日程第12 議案第１２号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１３号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１４号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１５号 令和元年度名寄市個別

排水処理施設整備事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第16 議案第１６号 令和元年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１７号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第19 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２０号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第２１号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第20 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

追加日程第１ 議案第２３号 名寄市都市計画マ

スタープランを定めることについ

て

議案第２４号 名寄市立地適正化

計画を定めることについて

追加日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市

一般会計補正予算（第７号）

追加日程第３ 緊急質問
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名寄市における喫緊の課題につい

て【山崎真由美議員】

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 加 藤 諒

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 課 長 佐 々 木 紀 幸 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

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４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（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、

１３番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 田 典 幸 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１２月２０日ま

での２５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（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１２月２

０日までの２５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４回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日文化の日に、名寄市文化賞条例に基

づき、「名寄市おもちゃライブラリー」と「名寄

・リンゼイ姉妹都市友好委員会」に文化奨励賞を

授与いたしました。

「福祉部門」、「地域福祉の充実」で受賞され

た「名寄市おもちゃライブラリー」は昭和６１年

度に創立され、以来３０年以上にわたり心身に障

がいのある子どもたちに、おもちゃを通じて夢と

希望を与え、機能訓練を助けながら「共に生きる

地域福祉の充実」に努めてこられた団体でありま

す。

「おもちゃ図書館」の開設をされながら、ふれ

あい広場やミニバリアフリーおもちゃ博ｉｎなよ

ろに参加するなど、子どもたちへの支援活動に積

極的に取り組まれており、本市の福祉文化、とり

わけ地域福祉の振興に多大なる功績を残されてお

ります。

また、近年では、利用する子どもたちの親が子

育てに関する情報を交換する場、親同士の交流親

睦の場としても利用されており、その活動は子育

て支援としても大きく貢献しているところです。

本市におきましても、障がいのあるなしに関わ

らず全ての人が地域社会を構成する一員として尊

重され、市民が共に支え合う取組を進め、誰もが

安心して暮らせるまちづくりを目指してまいりま

す。

「科学部門」、「国際親善交流」で受賞された

「名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会」は、本市

とカナダ国オンタリオ州リンゼイ市が姉妹都市宣

言をした翌年の昭和４５年度に設立され、以来４

９年にわたり姉妹都市との親善交流を目的に活動

されてきた団体であります。

道北地域において国際交流の先駆けとなったこ

の姉妹都市提携は、人的交流活動を中心に取り組

まれており、相互親善訪問ではこれまで３４２人

の方々がお互いの街を訪問し交流を深めてきてい

るとともに、交換学生事業では次代を担う８５人

の青少年がホームステイなどを通じて国際的視野

を身に付けてきております。

このように、本市における国際交流の文化発展

に多大なる功績を残されており、さらに本年にお

きましては姉妹都市提携５０周年となる節目の年

であることから、「なよろイングリッシュキャン
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プ」の開催や記念誌の発刊など記念事業を実施す

ることで、これまで以上に市民レベルでの友好親

善や相互理解が図られているところでございます。

本市といたしましても、これまで築き上げた友

好関係をさらに深め、両市の国際文化が発展する

よう努めてまいります。

次に、名寄市表彰条例に基づく各表彰について

は、自治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、

教育文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に

寄与された２８個人に功労表彰を、多額の寄附を

いただいた６個人、２８団体に善行表彰を、芸術、

文化、スポーツなどの分野で輝かしい活躍をされ

た３個人、１団体に栄誉賞をそれぞれお贈りいた

しました。

受賞された皆さんには、今後とも本市の発展に

御尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と

御健勝を願っております。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

１１月１２日から２５日までの「女性に対する

暴力をなくす運動」の取組として、１１月９日開

催の市内イベント会場において、啓発グッズの配

布、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関

する相談窓口の周知などを行いました。

１１月１６日には、男女共同参画の先進国であ

るフィンランドからの留学生を講師に「個人と家

族から見た仕事と余暇」をテーマに男女共同参画

セミナーを開催し、多くの市民の皆様に御来場い

ただきました。また、セミナーの前段に、名寄市

男女共同参画推進事業者等表彰式を行い、夜間・

休日預かりなどの一時保育を実施し、市民の仕事

と生活の調和を支援する取組をしている「一般社

団法人どろんこはうす」様を表彰し、広く市民に

周知しました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流については、名寄・藤島

交流友の会が１０月１９日から２０日まで鶴岡市

小真木原公園で開催された「つるおか大産業まつ

り２０１９」に出展し、藤島・名寄交流友の会会

員や藤島庁舎職員などの協力を得て、ソフト大福

などの特産品を販売しました。

東京都杉並区との交流については、１０月２５

日から３日間にかけて、交流自治体協定締結３０

周年を記念した企画事業「ジャズと秋の大文化祭

を楽しむツアー」に参加のため、市民１６人が杉

並区を訪問しました。区内で開催中の音楽イベン

ト「阿佐谷ジャズストリート２０１９」の鑑賞や

文化施設の見学などを通じて、杉並区の魅力を体

験するとともに、６月に本市を訪れた区民ツアー

参加者との交流会などを通じ、杉並区民との交流

を深めました。

また、１１月２日から３日まで杉並区立桃井原

っぱ公園で開催された「すぎなみフェスタ２０１

９」において、杉並区職員などの協力もいただき

ながら、なよろ煮込みジンギスカンやソフト大福

などの販売を行いました。

ふるさと会の交流については、東京なよろ会の

総会が１０月２６日に東京都内において、会員を

はじめ約７０人の出席により開催され、創立３５

周年記念事業として、カーリングのジュニア育成

を目的に、カーリング用具を寄贈することや首都

圏での物産販売支援などの事業計画が承認されま

した。また、引き続き行われた「なよろを味わう

会」では、本市の農産物を使用した料理が振る舞

われ、出席者は懇親を深めました。

台湾との交流事業については、１０月３１日か

ら２日間、台湾の学校関係者６人をお招きし、教

育旅行先としての当地域の魅力をＰＲしました。

また、名寄日台親善協会が道北なよろ農業協同

組合と連携し、農業青年の国際的な視野を広める

とともに、台湾交流を担う人材の育成を図る目的

で、市内の農業青年４人を、１１月２５日から２

９日の日程で大保市に派遣しています。ホームス

テイや農業実習、國立嘉義大学の学生との意見交

換などを通じて、お互いの地域の文化や農業を肌

で感じるとともに、農業青年同士の交流を予定し
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ています。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住ＰＲ事業については、札幌市で開催された

移住イベントを通じて、２人の方が本市との関係

性づくりのために来訪されました。市内の主要施

設の見学をはじめ、移住者や商店街の方々と意見

交換をするなど、地域を知っていただく機会を設

け、今後の移住や関係人口につながるよう交流を

深めました。

また、１１月９日には東京都内で子育て世代を

対象としたイベントを開催しました。本市にＵタ

ーンされ、子育てと仕事を両立しながら、趣味を

活かした生活を送っている方をゲストに、地域の

魅力や子育て環境を紹介し、参加者との交流を行

いました。また、翌日に開催された北海道移住イ

ベント「北海道暮らしフェア」にも出展し、移住

相談や情報発信に努めてまいりました。

お試し移住住宅については、１１月２０日現在、

道内外から６件１５人の利用があり、本市での生

活を体験されています。引き続き移住推進に向け

ＰＲ強化を図ってまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１１月５日に定住自立圏構成市町村長会議を本

市で開催し、結びつきやネットワークの強化を図

るため、効率的で持続可能な地域公共交通につい

て議論を深めていくことを確認するとともに、環

境省地球環境局地球温暖化対策課事業監理室長の

古来隆雄氏をお招きし、「エネルギー対策特別会

計を活用した地域の低炭素化に関連する施策」に

ついて御講演いただきました。

今後とも、新たな広域連携事業の研究などを進

めるとともに、定住自立圏共生ビジョンの着実な

推進を図ってまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、１１月２４日に

「天塩川フォーラム」を開催し、北海道の名付け

親とされ、天塩川を踏査した幕末の探検家松浦武

四郎に関する紙芝居やドキュメンタリー番組の上

映、パネル展示などを通して、広く地域住民の皆

様に天塩川の歴史や魅力を知っていただく機会と

なりました。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

「第３２回なよろ健康まつり」については、１

１月９日に市民文化センターにおいて、名寄市立

大学や名寄保健所などと協働し、「みんなで広げ

よう健康の輪」をテーマに開催しました。骨密度

測定や簡易ストレスチェックなどの体験コーナー

と地場産食材を使った試食コーナーを設け、７６

６人の参加をいただき生活習慣の見直しや健康へ

の啓発を図りました。

多くの市民の集う場をつくるため、「２０１９

地産地消フェアｉｎなよろ」と同時開催し、１７

団体の出展のもと、名寄産農産物及び加工品の販

売や試食などの催しが行われ、多くの市民に足を

運んでいただきました。

さらに、「食育の小路」と題した食育と健康の

コラボレーション企画を実施をし、食品ロス削減

の啓発や清涼飲料水などに含まれる糖分量の展示

を行うとともに、カルビー株式会社食育チームの

御協力もいただき、食育と健康に対する関心を高

める機会づくりの場となりました。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の運営

状況について申し上げます。

御報告が遅れましたが、７月２２日に厚生労働

省医政局長吉田学氏が当院を訪れ、救命救急セン

ターやヘリポートを視察をされました。

和泉事業管理者から「北北海道の地域医療の現

状と当院の役割」について説明を行い、地域医療

構想の実現に向けて、地方の中核病院の救急機能

の維持と連携、医師派遣機能、ＩＣＴの活用など

について有意義な意見交換をさせていただいたと

ころです。

本年７月に設立５年目を迎えた「名寄市立総合

病院サポートクラブ」様から、病院周辺の環境整

備の一環として、彩り豊かなフラワープランター
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とジャンボカボチャを玄関周りに設置をいただき、

来院者の心を癒やしていただきました。

ナースカフェの支援やロビーコンサートの開催、

病院情報や活動の様子を「サポートニュース」と

して広く市民の皆様に周知いただくなど、会員の

皆様にはこれまでのサポート活動に心から感謝い

たします。今後とも、市民と病院との懸け橋役と

して御支援くださいますようお願いいたします。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万 ３３

４人で前年比 ２７２人の減となり、外来患者数

では延べ１１万 ７１１人で前年比 ３１０人の

増となっています。

収支の状況は、事業収益は４８億 ３９４万円

で前年比 ７０５万円増、事業費用は４８億 ８

６９万円で前年比 ０４７万円増となり、事業収

支は ４７５万円の純損失となりました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努めてまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の運営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 １９

３人で前年比 ２４８人の減となり、外来患者数

では延べ １９３人で前年比３２人の減となりま

した。

また、収支状況では、事業収益は３億 ７３３

万円で前年比 ２７６万円増、事業費用は２億

８８８万円で前年比３２０万円減となり、事業収

支は ８４５万円の純利益となりました。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

国は、急速な少子化の進行並びに幼児期の教育

及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を

推進する一環として、子育ての経済的負担の軽減

を図ることを目的に、小学校就学前の幼児教育・

保育の無償化並びに発達支援の無償化を、１０月

から開始しました。本市内においては、認可外施

設を含む全ての幼児教育・保育施設が無償化の対

象施設となっています。

また、１１月より、ひとり親家庭の利便性の向

上及び家計の安定を図る観点から、児童扶養手当

の支給回数が現在の年３回から年６回に変更とな

りました。

今後も、市民のニーズや要望に対応し、子育て

支援のさらなる向上を図るため、国や道に対し制

度の拡充などについて要望を行いながら推進して

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。

「長寿を祝う会」については、９月２１日に市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールにおいて、市

内関係団体と実行委員会を組織し開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、

男性１０１歳と女性１０９歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた２３６人と金婚を迎えら

れた６０組の御夫婦をお招きし、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１８日

から２３日まで開催し、１２３点の力作の数々を

市民の皆様に御覧いただきました。

また、町内会など８１団体が敬老事業を実施し、

７５歳以上の １８８人が温かい祝福を受けまし

た。

１０月５日には、豊栄区町内会や株式会社エフ

エムなよろ、名寄警察署などの関係機関の協力を

得て、「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク捜

索模擬訓練」を実施しました。訓練では、行方不

明者役が豊栄区町内会付近を徘徊し、「徘徊高齢

者ＳＯＳネットワーク」を用いて行方不明者役の

情報を発信し、地域の方に捜索協力の呼びかけを

行いました。町内会の方には、行方不明者役に声

かけをしながら、地域の中で面識のない高齢者に

対してどのように接すればよいのかを体験してい

ただきました。

１０月２６日には、名寄ひまわり基金法律事務

所の弁護士である菊地顕太氏を講師に迎え、「任

意後見制度」をテーマに権利擁護講演会を開催し

ました。講演会には、１００人を超える市民の皆
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様に参加をいただき、福祉寸劇と菊地氏の解説を

通して、楽しく学ぶ機会となりました。

次に、環境との共生について申し上げます。

１０月１２日に名寄消費者協会主催で行われた

「第５０回みんなの消費生活展」に出展し、節電

に関するクイズやパネル展、水素を燃料とする燃

料電池自動車の展示を行いました。クイズには約

１３０人の方に参加いただき、新エネルギーや省

エネルギーについての理解を深めてもらうことが

できました。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

５年ごとに作成している一般廃棄物収集に係る

「ごみ分別ガイドブック」と「ごみ分別ポスタ

ー」を１０月に全戸配布しました。スプレー缶類

の収集区分の変更や、収集・処理方法を更新し、

より具体的で分かりやすい内容に見直しを行いま

した。

また、１０月１４日から２０日までの秋の清掃

週間では、２０日を一斉清掃日と定めて地域の清

掃活動を呼びかけました。期間中は多くの市民に

清掃作業など美化活動に取り組んでいただき、環

境美化と市民意識の醸成を図ることができました。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数は２件で前年比６件の減

で、死者が１人発生しています。また、救急出動

件数は８９１件で前年比３５件の減、救助出動件

数は３６件で前年比５件の増となりました。

住宅防火対策の推進は、１０月１５日から３１

日までの「秋の全道火災予防運動」期間中に一般

家庭や高齢者宅の防火訪問、防火対象物や危険物

施設の立入検査の実施、防火ポスターの配布、関

係機関の協力による大型店舗での火災予防広報な

ど、防火対策の啓発や火災予防のＰＲ活動を実施

しました。

次に、交通安全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、９

月２１日から１０日間にわたって秋の交通安全運

動が実施されました。期間中、市民や関係団体の

御協力のもと街頭啓発などが取り組まれ、９月３

０日には西條デパート前において、市民や関係団

体２４０人が結集した「旗の波作戦」を実施し、

交通事故防止の啓発を行いました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の建設事業については、昨年度に着工

した北斗団地１棟１２戸の建替工事が１０月に完

成し入居開始となっています。

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戸の外部改修工事は、１１月に、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月にそれぞれ完成しています。

また、風舞団地長寿命化改修工事の実施設計業

務は、来年１月の完了を予定しています。

今後も、公営住宅等長寿命化計画に基づき、改

善事業や修繕を行い、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。

都市公園の長寿命化計画に基づく施設整備につ

いては、大橋公園は７月に、ナナカマド公園は１

１月に更新工事が完成しています。

また、現在施工中のカエデ公園とえんれい公園

については、来年２月の完成を予定しています。

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄

市立地適正化計画策定については、９月３０日に

都市計画審議会から答申をいただき、その素案を

１０月９日に開催した市民説明会にて説明をいた

しました。その際、策定委員会アドバイザーの北

海道大学森傑教授から御講評をいただき、計画の

確認と市民理解を深めてまいりました。また、１

０月１１日からはパブリックコメントを実施し、

いただいた御意見のほか、国や北海道からの助言

を計画へ反映させるとともに、２０年後も持続可

能なマチとなる計画として策定を進めてまいりま

した。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事
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については、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

ートルを１１月に完成しています。

また、検定期間満了にともなう量水器の交換や、

給水管の漏水調査についても終了し、漏水個所に

ついては必要な修繕を完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場及び風連浄水管理センター

における機械設備と電気設備更新工事の進捗状況

は、来年３月の完成に向け、機器の工場製作や更

新機器の搬入据付に着手しています。

下水道汚水管渠については、公共下水道ストッ

クマネジメント計画基づき、管渠更生工事２路線、

延長１２５メートルを９月に完成しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

９基の合併浄化槽の設置に着手し、このうち８基

が１１月までに完成しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通は９月に、南３丁目通については１

１月に工事が完成し、新規路線の豊栄西１２条仲

通については来年１月の完成を予定しています。

また、本市単独費により整備を進めていました

北西９条右仲通は８月に、西１条通は９月に改良

舗装工事が完成し、風連大沼線の舗装改築工事に

ついては１０月に工事が完成しています。

次に、橋梁整備について申し上げます。

名寄市橋梁長寿命化修繕計画に基づく整備につ

いては、東一号橋の修繕工事は９月に完成し、忠

烈布一線橋は１２月に完成を予定しています。

また、５６橋の近接目視点検は来年１月に、５

橋の実施設計については、来年３月の完了を予定

しています。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１８３路線、約２ ３キロメートルを完了し

ています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

４キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを

実施する計画としています。

１０月２３日に除雪事業の契約を締結し、効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めてまいりま

す。また、安全な道路空間の確保を図るため、幹

線道路ではこれまで同様に複数回の排雪と積上げ

除雪を実施してまいります。

１２月中旬には除雪ドーザ１台の更新を予定し

ており、これまで以上に作業の効率性や運用性な

どが高まるものと期待しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、宗谷本線の利用促進に向けた

取組として、宗谷本線活性化推進協議会において、

昨年度御好評をいただきました「宗谷線フォトコ

ンテスト」を実施し道内外の８３人から１３２作

品の応募をいただくとともに、新たな取組として

宗谷本線の利用者を対象に、駅の概要や周辺の観

光地などを掲載した「宗谷線ステーションカー

ド」を、１１月上旬から名寄駅を含む１２の駅で

配布いたしました。

また、１１月１８日にはＪＲ北海道に対し、地

域住民・利用者ニーズが高く、利用促進につなが

ると考えられる稚内―札幌間の特急直通列車の増

便に向けた要望を行ってきています。

引き続き、関係機関と連携し、宗谷本線の維持

・存続に向けた取組を推進してまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに主要農作物の生育状況などについて申

し上げます。

水稲については、１０月１５日現在の農林水産

省の作況指数は、全国で９９の「平年並み」とな

ったものの、本市を含む北海道１０４、上川では

に１０５の「やや良」となりました。本市の１１

月１２日現在の出荷状況は概ね５割で、もち米１

３万５千俵、うるち米１万９千俵、合計１５万４

千俵となり、一等米比率は約９８パーセントで、

収量は平年よりやや良い状況となっています。

畑作については、秋小麦、春小麦、大豆は平年
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並みとなりました。また馬鈴しょは平年よりやや

良、てんさいは平年並み、かぼちゃ、玉ねぎ、ス

イートコーンは平年をやや下回る見込みとなりま

した。

畜産については、９月末での過去１年間の生乳

生産量は１万 ４３８トン、乳代は補給金を含め

平均で１キログラムあたり１０１円と前年同水準

で推移しています。

次に、経営所得安定対策について申し上げます。

まず、転作関係では、対象農家５１４戸、対象

面積 ８７９ヘクタールで、水田活用の直接支払

交付金が５億 ８８７万円、産地交付金が８億９

１８万円となり、合わせて１３億 ８０５万円の

年内交付を予定しています。

畑作関係では、畑作物の直接支払交付金のうち、

既に営農継続払い３億 ８０３万円が交付されて

おり、今後は数量払いの交付を見込んでいます。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

１１月１３日現在のエゾシカ駆除については、

３５２頭を駆除し昨年よりやや減少しました。ま

た、アライグマ駆除についても、２１２頭と減少

しています。

ヒグマの対策については、本年度の捕獲許可期

間を１２月２７日までとしており、１１月１３日

現在の出没情報は、昨年度の総件数４３件に対し

６件多い４９件の出没報告件数となっています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野では５月３

０日から１０月１８日まで、母子里地区共同牧場

では５月３１日から１０月１９日まで市内酪農家

１３戸から２５９頭を受け入れ、適正な飼養管理

により高い受胎率と個体の資質向上を図ってきま

した。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度から譲与が開始された森林環境譲与税に

ついては、「基本方針」を１０月に公表し、現在、

次年度からの活用に向けて、林産業者の意向など

を踏まえ、具体的な使途について検討を進めてい

ます。

持続可能な森林管理と地域材のブランド化など

を目指す森林認証制度については、平成３０年度

から上川管内の市町村及び森林組合で構成する

「上川森林認証協議会」で取り組まれており、９

月５日付で、管内で約８万９千６百ヘクタール、

うち本市で約９千９百ヘクタールの森林が認証登

録されました。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表した令和元年７月期から９月期ま

での上川北部地域の地域別経済動向調査の結果で

は、公共工事の減少、資材価格の増加傾向、人材

不足、販路減少など地域景況は依然として厳しい

状況にあるものの、宿泊・飲食業などにおいては

例年並みに推移していることから、地域全体の業

況としては「普通」と判断されています。

昨年度までの名寄市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、９月２６日に本年度予

算額に達したことから、交付申請の受付を終了し

たところです。

本年度の申請件数は１７７件、交付決定額は

９９５万円であり、拡充した移住者加算は５件、

空き家加算は２件、雪対策に係る外構工事は４件

となっています。

今後も市民や事業者ニーズを調査・検証し、地

域経済の活性化と良質な住環境の整備に努めてま

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、

対象と思われる住民税が非課税の方のうち、１０

月３１日時点で申請された方は ７８５世帯 ５

６８人、また、対象となる子が属する世帯は６４

６世帯で子どもの数は７１４人となりました。商

品券の販売については、９月２４日から名寄商工

会議所及び風連商工会で行っており、１１月１１

日時点での商品券取扱店舗数は１５３店舗となっ

ています。今後も地元紙や広報などを活用し、事
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業周知を図ってまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場の生産品集約に

ついては、１０月４日に同社社長が来庁し報告を

受け、同日午後に発表されました。事前の報告は

なく突然の話であったことから、１０月９日に、

北海道産業振興局長、上川総合振興局長、道議会

議員、名寄商工会議所会頭とともに同社本社を訪

れ、社長に対して改めて再考を求めたのに続き、

１０月１５日には市、名寄商工会議所、風連商工

会で構成し、市議会と北海道をオブザーバーとす

る「王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に

関する名寄市緊急対策本部」を設置しました。こ

の対策本部を中心に、北海道と連携し市への影響

額の緊急調査を行い、影響額を定量化したうえで、

１０月３１日に北海道経済部長、道議会議員、市

議会議長、名寄商工会議所会頭、風連商工会会長

などとともに、同社本社において社長に対し、昭

和３５年の天塩川製紙設立以来６０年にわたる本

市との歴史や地域への影響の大きさを踏まえ、改

めて再考を求める要請書を提出してまいりました。

現在は、緊急対策本部が中心となって、撤退の

再考を求める署名活動が行われておりますが、こ

うした草の根の動きを通した市民の皆様の声を届

けるために、年内を目途に、王子ホールディング

ス株式会社に要請に行く予定です。本件について

は、まちづくり懇談会などを通じ市民の皆様にも

お知らせしておりますが、今後も、情報共有を図

り地域として取り組んでまいりたいと考えていま

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９月末現在の月

間有効求人倍率は ５０倍で、８カ月連続で前年

同月を上回っており、依然として高い水準を維持

しています。

また、９月末現在の来春の管内新規高等学校卒

業予定者は６１１人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１４７人で前年同月比５人

の減、管内での就職希望者は８２人で前年同月比

５人の減、就職内定者数は４８人で前年同月比５

人の増加となっています。

次に、観光の振興について申し上げます。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が２９万 １

９４人で、大型バスの立ち寄りの減少などにより、

前年度比１万 ４０３人の減少となりました。売

上額は昨年度並みで推移をしており、今後も指定

管理者と連携し地場特産品などの販売をはじめ、

地域のＰＲに努め多くの方に利用いただける魅力

ある施設づくりに取り組んでまいります。

名寄ピヤシリスキー場については、早期のオー

プンを目指し１１月上旬にリフトの整備を行いま

した。また１１月２２日にはピヤシリスキー場安

全祈願祭が行われ、シーズン中における安全と無

事故を祈願しました。

株式会社名寄振興公社については、市内唯一の

温浴施設であり、本市の重点プロジェクトである

冬季スポーツ拠点化の核となる施設の運営を止め

ないことを最優先に考え、公社の経営を立て直す

ため体制を刷新し、新たに橋本副市長が社長に就

任したことに加え、第三セクターである公社を指

導・監督・検証することを目的に、担当する市職

員をはじめ、会計・経理・法務コンプライアンス

などの専門家で構成する委員会を設置して、市と

して積極的に経営改善に向けて関わっていくこと

としました。まちづくり懇談会などを通じた市民

との情報共有や、市議会において第３回定例会最

終日に設置された特別委員会での審議などを踏ま

え、新たに提出させていただく経営改善計画とと

もに、必要な支援策として補正予算案及び公社の

体制強化に必要な特定団体への職員派遣に関する

条例の改正案を提出いたしますので、御審議のほ

どお願い申し上げます。

なお、なよろ温泉サンピラーについては、９月

６日に男性浴場の天井が落下する事案が発生し、

緊急的な修繕による安全対策と確認のため、９月

７日から２１日までの１５日間にわたり休業する



－12－

令和元年１１月２６日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

こととなり、利用者の皆様には大変御迷惑をお掛

けしました。施設の安全対策や日々のチェック機

能を高め、利用者の皆様に安全・安心・快適に御

利用いただけるよう努めてまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

１０月２５日から２６日まで、東京都杉並区役

所前などにおいて、「北海道名寄市物産展」を開

催し、生産者などが旬のかぼちゃやもち米、トマ

トジュースなどの販売とＰＲ活動を行いました。

１１月１日には札幌市内のホテルにおいて、な

よろ観光まちづくり協会主催による「なよろナイ

ト」が開催され、参加された本市に所縁のある方

々に対し、名寄産農産品などを使用した料理を提

供するとともに、名寄市物産展や特産品を景品と

する抽選会を実施し、本市のＰＲを図りました。

今後も、民間を主体とした地場産品の知名度の

向上や魅力を発信する機会を提供してまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、１

１月１８日に名寄小学校と名寄東中学校を会場と

して名寄市教育研究大会を開催しました。名寄小

学校では、子どもたちの主体性を育てる授業づく

りの工夫をテーマに、指導過程に応じた板書の工

夫や主体性を育てるノート指導の方法について活

発な協議が行われました。

名寄東中学校では、互いに認め合い、落ち着い

て学び合うことができる生徒を育むため、国語、

数学、社会、理科、英語、体育及び道徳などの授

業が公開され、授業改善のあり方について研修を

深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、９月

１３日に智恵文中学校において、名寄市教育改善

プロジェクト委員会による「特別の教科 道徳

公開授業研修会」が開催されました。本市にゆか

りのある木原秀雄氏の生き方を題材とした中学生

向けの授業が公開され、子どもたちが自己の生き

方を考え深めることのできる道徳の指導のあり方

について、熱心な協議が行われました。

また、９月２５日には、市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールを会場に、児童生徒の豊かな情操

を育むため、名寄市小中学校音楽発表会が開催さ

れました。

特別支援教育の推進については、１０月３日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学保健福

祉学部社会保育学科教授安永啓司氏を講師に迎え、

「通常の学級における特別支援教育推進の要点～

個別の指導計画を考える～」をテーマに、市内小

中学校の管理職などを対象とした研修会を行いま

した。本市はもとより、士別市や下川町、幌加内

町の教員など４１人が子どもたち一人一人の困り

感に応じた支援のあり方について学びました。

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、１１月８日に名寄南小学校において名

寄市教育改善プロジェクト委員会と北海道立教育

研究所による連携研修講座が開催され、プログラ

ミング教材を用いた演習を通して、小学校で必修

となるプログラミング教育の指導方法について研

修を深めました。

学校における食育の推進については、児童生徒

が将来にわたり食に関する正しい知識や望ましい

食習慣を身に付けるため、栄養教諭を中心に食に

関する指導の充実に努めています。

学校給食で使用する食材は、安全な食材の選定

に注意を払いながら地場農産物の活用に努めてい

ます。１０月２日と２９日の両日に、名寄産食材

を中心とした「名寄給食の日」を実施し、児童生

徒が地場農産物に対しての理解を深めたところで

す。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和２年３月末で任期満了となる名寄市立大学

の学長選挙が去る１１月６日に行われ、野村陽子

氏が当選されました。

なお、任期は、令和２年４月１日から令和６年

３月３１日までの４年間となります。

１０月１日に名寄市立大学コミュニティケア教

育研究センター主催の市民公開講座を開催しまし
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た。北海道大学公共政策大学院客員教授で本学参

与会委員の石井吉春氏を講師にお迎えし、「総合

計画と大学の役割」と題して御講演をいただきま

した。講座には３８人が参加し、総合計画にて

「大学教育の充実」を掲げる本市において、大学

がどのような役割を果たすのかについて、本市の

人口動向を分析しながら一緒に考えました。

１０月１７日に岡山県の新見公立大学と学術交

流協定書を締結しました。本学と新見公立大学は、

いずれも保健福祉系の公立大学で大学の規模や学

科構成、設置経緯が類似しており、これまでも大

学運営や施設整備で情報交換を行ってきましたが、

今後はこの協定締結により、学生や教員の交流、

研究・教育の共同実施など様々な事業を計画的に

実施してまいります。

本年で１３年目となる名寄高校との高大連携事

業「研究室訪問・大学授業体験」を１０月９日に

実施しました。本年度は、高等学校学習指導要領

の改訂に伴う「総合的な探求の時間」の導入によ

り、生徒が主体的に課題を設定し、情報の収集や

整理分析を行ってまとめるといった能力の育成を

支援する場として行ってきました。

名寄高校１年生９９人が参加し、研究室訪問の

後、希望する各学科の模擬授業や学生との交流を

体験し、進路選択の一助としました。

今後も、地域に根ざした教育活動の展開と名寄

市立大学の特色と専門性を活かした地域貢献活動

の取組に努めてまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

９月２９日に、市民文化センターを会場に「生

涯学習フェスティバル２０１９ｉｎなよろ」を開

催しました。出会いの広場には７団体が出演、ワ

ークショップブースには１４団体が出展し、その

うち１４団体が体験教室を実施しました。

１０月１０日には、市民講座「エンレイカレッ

ジ」を開講しました。受講者９人には５回の講座

を通じて、地域の活動を学び、まちづくりについ

て関心を深めていただく予定です。

１０月２３日には、市民文化センターを会場に

名寄ピヤシリ大学の大学祭を開催し、各学年やク

ラブによる芸能発表に約１４０人の来場がありま

した。また、１０月１５日から同会場で実施した

展示発表では、多くの市民が工夫を凝らした作品

を楽しみました。

次に、市立図書館について申し上げます。

地域住民が抱える医療・健康に関する課題を解

決する支援策として、１０月２日から「がん情報

コーナー」を設置しました。このコーナーは、国

立がん研究センターの科学的根拠に基づき作成さ

れている、各種がんに関する資料を展示したもの

です。がんに関する情報を気軽に得られる場の提

供に努めてまいります。

１０月２７日から１１月９日の読書週間には、

「雑誌リサイクル」や「ビブリオバトル」などを

行いました。子どもから大人まで多くの方の参加

をいただき好評を得たところです。ビブリオバト

ルは、知的書評合戦とも言われるゲーム性の高い

もので、自分が読んでおもしろいと思った本の感

想を伝え合い、チャンプ本を決めていきます。本

の楽しさを知り、それを共有することで生きる力

を育むきっかけづくりとなるよう、今後も取り組

んでまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

天文台は来年４月に開台１０周年を迎えること

から、開台を記念する企画として、１１月１日か

ら天文台のロゴマークを募集をしています。天文

台をより多くの方々に知っていただき、親しんで

もらうことをはじめ、プレスリリースなどの際に

も使用することを目的としており、来年１月末ま

で募集し、来春には公表の予定となっています。

９月１０日から１６日まで、中秋の名月である

十五夜に合わせ、お月見観望会を開催しました。

天候に恵まれ、スマートフォンでの月の撮影など、

２５８人の方に楽しんでいただくことができまし

た。
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１０月３１日から５日間、移動式天文台車ポラ

リスⅡを交流自治体である東京都杉並区へ派遣し

ました。小学校での理科の授業や、桃井原っぱ公

園などでの観望会に、延べ ４６２人の区民の皆

様に参加をいただきました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、１０月２８日

から１１月１日にかけて、老朽化に伴う名寄市ス

ポーツセンターの高圧電源設備取替修繕を行い、

施設の長寿命化と安心してスポーツに取り組める

環境を提供しているところです。また、なよろ健

康の森クロスカントリーコースについては、本年

３月に開催したＪＯＣジュニアオリンピックカッ

プのスキー大会において、けが人が発生したこと

から、一部コースの安全対策として、名寄建設業

協会様の御協力により、支障木の伐採やコースの

改良を行っていただいたところです。名寄建設業

協会の皆様の御協力に、心から感謝申し上げます。

スポーツ振興事業については、Ｎスポーツコミ

ッションのジュニア育成事業の一環として、８月

１３日に２００８年北京オリンピック４×１００

メートルリレーで銀メダルを獲得をした高平慎士

氏をお招きして「かけっこ教室」を開催し、市内

外から参加した小学生７０人が、トップアスリー

トから走ることの楽しさや走り方のコツを学びま

した。

また、北海道との共催事業として、元プロ野球

選手の牧谷宇佐美氏をお招きし「スポーツチャレ

ンジ教室」を開催しました。スポーツセミナー、

少年野球教室、野球肘検査を実施し、８５人の選

手・指導者・保護者の御参加をいただいたところ

です。

障がい者スポーツの振興については、ボッチャ

競技の普及を目的として、８月３１日に「レク・

ボッチャ審判運営講習会」を開催するとともに、

名寄市社会福祉協議会との共催で「ボッチャ交流

大会」を開催し、市内外から約３００人の選手や

観客が訪れ、障がいの有無や年齢を問わず、幅広

く楽しむことができる競技であることを、多くの

方に知ってもらう機会となりました。

スポーツ合宿の誘致については、新たな団体と

して道内の高校サッカー部やバスケットボール部

が、夏休みを利用して本市で合宿を行いました。

また、道外からは国内有数の強豪校である阪南

大学高等学校トランポリン部が本市を訪れ、地元

トランポリン少年団と合同練習を実施をするなど、

交流人口の拡大だけではなく、ジュニア選手の競

技力向上が図られ、スポーツ合宿推進の効果が広

く表れたところです。

今後も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て情報収集を行いながら、

夏季合宿の環境づくりを進めるとともに、その効

果が地元経済やジュニア選手の競技力向上に広く

反映されるよう、工夫を重ねながら事業に取り組

んでまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月２３日に、スポーツセンターを会場に、

第１３回名寄市子ども会スポーツ大会「フットサ

ル」競技を開催しました。町内会の子ども会や小

中学校から過去最多となる３３チーム、２１９人

の児童生徒が参加し、スポーツを通して交流を深

めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月２４日に令和元年度名寄市青少年表彰式

を行い、学校や地域活動などにおいて顕著な功績

のある２個人を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

２９日に最優秀作品の表彰を行う予定です｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月２日から４日にかけて、市民文化センタ

ーを会場に、第６２回市民文化祭を開催しました。

展示発表は３０団体、１１個人から書道、写真、

絵画など ３００点を超える作品が出展され、来
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場者は３日間で延べ ８００人を超えました。ま

た、４日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール

で開催した芸能発表には、楽器の演奏や舞踊、詩

吟など、２４団体が出演し、約８００人が鑑賞し

ました。

また、１１月２日から３日にかけて、ふうれん

地域交流センターを会場に風連文化祭を開催しま

した。会場には２０団体、５個人から７００点を

超える作品が展示されました。演芸発表では、小

学生から高齢者まで１９団体から１７２人が演奏

や踊り、歌などを披露し、会場いっぱいに集まっ

た延べ７００人の市民が大きな声援を送り、楽し

いひと時を過ごしていただきました。

１１月１１日には、市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホールを会場に、名寄市民文化講演会が開催

されました。本市の交流自治体である東京都杉並

区の中学校で、義務教育初の民間校長を務めた藤

原和博氏から「人生１００年時代に向けての生き

方・子供の育て方」をテーマに御講演をいただき

ました。保護者、教育関係者など、約２００人の

来場者は、藤原氏のテンポ良く、全体を巻き込ん

だ情熱たっぷりの語りに引き込まれていました。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月４日から１１月３日まで企画展「藤倉英

幸展 私の中の北海道」を開催し、約４０点の貼

り絵による北海道の四季折々の風景や藤倉氏がデ

ザインをしたふうれん特産館のパッケージや名寄

ゆかりのポスターなどを展示し、期間中８６２人

の来館者がありました。１０月１９日には藤倉氏

を講師に迎え、取材旅行の思い出など「小さな旅

と風景」と題した講演会を開催し４２人が参加し

ました。

本市の指定文化財である名寄教会会堂の外壁の

塗装工事などについては、９月末日に完成し、明

治４２年に建立された市内最古の洋風木造建築物

の外観を保持することができました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

なお、最後になりますが、１０月３０日に報道

されました名寄社協指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の介護報酬にかかわる本市の指導及

び対応についての指摘がなされた件についてでご

ざいます。昨年名寄社協指定居宅介護支援事業所

が法令で定められている適正な業務を怠ったとい

う事案が発生をして、市が当該事業所に対しまし

て法令等に基づく適切な指導監査を行っていない

事態が報道されました。この事案に対しまして、

介護サービスの利用継続を優先した対応が必要と

の市の判断から、市が法令等に基づく適切な監査

を行っていなかったという報道がありましたが、

これは事実でありまして、改めて市民の皆様には

市政に対する不信感と御不安をおかけしておりま

すことに深くおわびを申し上げます。本定例会最

終日には、自身を含め責任の所在を明らかにさせ

ていただきたいと思います。本事案を深く受けと

めておりまして、現在は北海道に御助言もいただ

きながら、法令に基づく監査を１１月８日に実施

をし、現在も監査を継続し、調査を行っていると

ころでございます。今後におきましても北海道か

らの御助言もいただきながら法令等に基づく監査

を実施をし、その結果が出ましたら報告をさせて

いただきます。

以上、報告とおわびとさせていただきます。

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

名寄市基幹相談支援センター条例の制定につい

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 名寄市基幹

相談支援センター条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

本市では、平成２８年度より障がいに関する総

合相談を行う名寄市基幹相談支援センター事業を
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実施をしておりますが、その後国から障がい者の

重度化、高齢化を見据え緊急時の受け入れ対応等

の必要な機能を備えた体制の整備をする方向性が

示されたことから、地域生活支援拠点の取り組み

を進めているところでございます。本件は、地域

で障がい者が安心して生活できるために総合的な

相談体制や各種支援情報の提供、地域生活支援拠

点の整備などの取り組みが必要であり、本市にお

ける障がい福祉行政のさらなる強化に向けまして

名寄市基幹相談支援センターを設置をするために

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。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 確認をさせていただ

きたいと思います。

第４条にセンターに所長その他必要な職員を置

くというふうにされています。この職員は、どの

ような職員を何名ほど置かれるのかお知らせをい

ただきたいと思います。

また、第５条に利用対象者が書かれているので

すが、本市に住所を有する障がい者、また本市が

援護の実施主体となる障がい者の方々というふう

になっているのですが、提案説明資料の中では広

域的なというふうな言葉があったかというふうに

思うのですが、広域的なところでいうと本市とい

うふうにここでは、条例の中ではなっているので

すが、それが３項にあるその他市長が特に必要と

認めた者というところにくくられるのかどうか、

ここを確認したいと思います。よろしくお願いし

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） 今御質問いただ

きましたまず第４条の職員に係る部分ですけれど

も、基幹相談センター事業につきましては既に実

施をしておりまして、その機能をより明確にして

いくということで今回設置条例を設けることであ

りまして、今いる障がい相談支援係の職員が基幹

相談センターの職員として担っていくというふう

になっています。そのためには責任者、管理者も

必要ですので、所長を置くということで考えてい

るところであります。

次に、対象者ですけれども、当然名寄市の設置

条例でありますから、市内の事業者、そしてグル

ープホーム等々、ほかの市町村の方が名寄市で生

活している方もいますので、そういった方を対象

にするとともに……を考えております。広域的な

部分につきましては、定住自立圏の中で士別が実

施をしていますけれども、そういった中での対応

も含めて、今後近隣町村の支援体制も含めてとっ

ていくようなことで考えています。

以上です。

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。

議案第１号は、市民福祉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

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関

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 消費税及び

地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を

改正する等の法律の一部が令和元年１０月１日に

施行されたことに伴い、消費税及び地方消費税の
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税率が変更となったことから、名寄市智恵文多目

的研修センター条例など計５２本の条例に規定を

する使用料等について消費税等相当額を加算する

ために所要の改正を行おうとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（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） １点お伺いをいたし

ます。

条例が５２本一律に今回消費税の増税分が転嫁

されるということなのですが、例えば水道事業給

水条例も含めて一括してといったところでの転嫁

された、ここについての御説明をいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） これ水道ではなくて、

一括で提出した理由ということですよね。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 休憩しますか。

暫時休憩します。

休憩 午前１１時０５分

再開 午前１１時０８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

佐々木総務課長。

〇総務課長（佐々木紀幸君） 今回の名寄市水道

事業給水条例の改正について、今回の５２本の中

で一緒に改正をすることについてということで御

質問がございました。水道使用料につきましては、

既に改正の手続をさせていただきまして、水道料

金の値上げについては終えているところでありま

すけれども、今回につきましてはことしの１０月

に改正されました消費税の増税、これに伴いまし

てほかの使用料と同じように８％から１０％に引

き上げられたということに伴いまして、その分に

ついての料金をほかの使用料と同様にこの給水条

例に係る分についても値上げを同じように２％分

引き上げをさせていただくという内容でございま

す。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 水道料金が上げられ

たときに１０月１日から消費税が上がるやもしれ

ないということで、据え置きをしていただいた経

緯があります。この間大きな災害等の中でもこの

水の大切さが非常に大きく叫ばれてきたところで

あります。そうしたところの水道料金と、また貸

し館のところの料金の改定と一緒になったところ

にちょっといかがなものかというふうに感じてい

るところであります。しかし、消費税が１０％に

上げられたことで市民の皆さん方の暮らしも大変

になっているといったところで、本当に暮らしに

かかわる水道と、そして貸し館も非常にいろんな

ところの利用状況を見ましても多くの市民の皆さ

んが利用されている。ここに消費税１０％に上げ

られたということで２％足されるということは、

ますます暮らしにも大きく影響していく。私たち

日本共産党としても消費税については反対をして

いますし、まずは５％に引き下げというふうな訴

えもしているところでありますけれども、やっぱ

り今回この一律に引き上げるということに対して

同意できないということを申し上げて、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。
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（「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、

起立により採決をいたします。

議案第２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

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係条例の整理に関する条例の

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３号 成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係条例の整理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、成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律が公布をされ、成年被後見人等に係る欠格

条項等の権利を制限している規定が見直され、地

方公務員法及び児童福祉法の関係規定が改正をさ

れたことから、名寄市職員の分限及び懲戒に関す

る条例など計５本の条例について所要の改正を行

おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の

整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４号 会計年度任

用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

平成２９年に地方公務員法及び地方自治法の一

部が改正をされ、会計年度任用職員制度が創設を

されたことに伴い、本市におきましても令和元年

第３回定例会におきまして関係条例が可決、公布

をされておりますが、その後国からフルタイム会

計年度任用職員の公務災害基準に関する全国的な

取り扱いに関する通知があったことから、会計年

度任用職員であって、給料を支給される職員の補

償基礎額について常勤職員の公務災害補償に係る

平均給与額の規定の例によることとする規定を追

加しようとするものでございます。

また、下水道事業の地方公営企業法の全部適用

に伴いまして、企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正が可決、公布をされており

ますが、同条例の改正案提案時においては会計年

度任用職員に関する給与及び報酬等の支給根拠と

なる条例が未決であったことから、新たに支給根

拠を追加するために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。
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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

公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関する

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 公益的法人

等への名寄市職員の派遣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、市が出資をしている特定法人である株

式会社名寄振興公社において人的援助が必要とな

ったことから、当該法人に対して市職員を派遣す

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。

倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 本条例の改正について、

改正に至った経過、あわせて改正後の運用の関係

で何点か御質問させていただきたいというふうに

思います。

この改正により条例が運用されますと、当該職

員が地方公務員を退職して派遣ということが可能

になるということになると認識しておりますけれ

ども、提案に当たって職員組合との協議等が行わ

れたのかどうなのか。あわせて、運用に当たって

任命権者より退職辞令の交付を受けての派遣とい

うことになると思いますけれども、これは当該職

員との同意を持っての派遣となるのかどうなのか

というところ、また派遣先での処遇、例えば公務

員でいた場合の生涯賃金等の影響がないのかどう

なのか、３点についてお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の職員団体との協

議においてということでありますけれども、あく

まで人事権の中でありますので、職員団体との協

議についてはしていないところでありますが、退

職しての派遣ということでありますので、行く職

員については当然仕事の内容も含め大変な状況だ

ということは認識しておりますので、そのあたり

につきましてはさまざまな形で職員の不安も払拭

しながら派遣させていただきたいと思っておりま

す。

あと、生涯賃金等については、退職するという

ことでありますから、そこが減らないという形で

の確認はしつつこの作業を行っているところであ

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 職員組合との協議は行

っていないということで今お話がありましたけれ

ども、こちら一般職員、管理職以外の職員も含め

て退職辞令を出しての職員派遣が可能というとこ

ろではしっかりとやっぱり職員組合、処遇も含め

て協議は必要なのではないかなというふうには考

えておりますけれども、その辺の考え方もう一度

お伺いをしたいと思います。

派遣する職員の同意を得て、しっかり不安のな
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いようにということで当たっていきたいというこ

とだというふうに思いますけれども、これ同意が

得られなかった場合、その当該職員にその後不利

な扱いは行われないかどうなのかというところも

あわせて確認をさせていただきたいというふうに

思っております。

生涯賃金等に影響がないというところでは理解

をさせていただきました。２点についてよろしく

お願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 職員団体との協議につ

きましては、本日条例提案ということでございま

すので、本当に大きな問題でありますから、今後

さまざまな形で少しお話をさせていただければと

思います。あくまでも人事権の執行の範囲内とい

うことはありますので、そこを逸脱しない形での

対応になるかと思っております。

また、派遣の職員については、同意を得る、得

ないという話もありますけれども、これ同意を得

なかったからといってその方が不利益をこうむる

ということはこれは当然あってはならないことで

すので、あくまでも私どもの公社に対する派遣と

いうことでありますから、そこの目的をしっかり

と考えた上で、この作業に人選も含めて当たらさ

せていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 改正後の運用に当たっ

てについては職員団体とは、組合とはさまざまな

形で協議をしていくというところとお答えがあり

ましたけれども、そのあたりをしっかり行ってい

ただきたいというふうに思っております。不利な

扱いが行われない、同意を得なかった場合当該職

員の不利な扱いはないということは理解をさせて

いただきました。その辺の運営をしっかり行って

いただきたいということを申し上げて、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

名寄市公民館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 名寄市公民

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

名寄市公民館は、昭和５８年に名寄市民文化セ

ンターが建設をされて以来文化センターと一体と

なった施設としてこれまで多くの皆様に使用され

てきました。本件は、本条例に公民館の事業など

を規定することで社会教育法にとらわれない文化

センターの貸し館を柔軟に行い、今まで以上に多

くの皆様に使用していただく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。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回公民館条例の一

部改正ということですが、今御説明もありました
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ように社会教育法にとらわれない名寄市民文化セ

ンターの貸し館を柔軟に行うというふうにあるの

ですが、例えばこの使用の許可、また使用の不許

可、ここでは法の第２３条の規定に該当すること、

これは社会教育法第２３条のことだというふうに

思います。これに該当することというふうに書か

れていて、それが社会教育法にとらわれない法の

運営というふうになると、ちょっとどういうこと

を言われているのか理解できないでおります、私。

市民の皆さん方にとっても使いやすいということ

は、使いやすくしていただくというのは歓迎され

るものだとは思うのですけれども、内容について

何かよくわかりやすいような、そういう説明をし

ていただきたいというふうに思うのですが。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今御質問をいただき

ましたけれども、名寄市民文化センターですね、

西館、東館、ＥＮ―ＲＡＹホールができて、新し

く西館がオープンしましたけれども、もともと市

民文化センター、あの建物については名寄市民文

化センター条例という条例の中で貸し館をできる

ことになっております。その条例とあわせて名寄

市公民館条例で二重で管理しているというような

ことでお考えをいただければと思います。公民館

条例の中では、施設を住民の集会、その他の公共

的利用に供することができるということで、社会

教育法第２２条の中で公民館法の中でも貸し館等

をできることになっているのですけれども、公民

館法を用いますと、今ＥＮ―ＲＡＹホールができ

て、全道大会、全道規模の大会等が多くやられる

ようなことになってきているのですけれども、例

えばそこで物販をしたいと。名寄の特産品をぜひ

全道の皆さんにお知らせしたいというような形で

物販等をしたいということになると、公民館法の

中で営利を目的とした物販等ができないという縛

りがございますので、あくまでもそういう縛りを

今回公民館法のほうを一部改正をさせていただい

て、縛りをなくすることによってあくまでも市民

文化センター、東館、西館の貸し館業については

市民文化センター条例を用いて行うように公民館

法を一部改正をさせていただいて、市民の方々が

より多く使いやすく借りることができるように改

正をするということを目的に今回一部改正をさせ

ていただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほども言いました

けれども、使用の不許可のところで第７条の１項

に社会教育法の第２３条の規定に該当するとき、

この第２３条のところでは専ら営利を目的として

事業を行いというふうに書かれていて、今おっし

ゃったのは専らでないからいいというふうに理解

していいのかどうか。非常に理解しづらいかなと

いうふうに思うのですが。済みません、何か。も

う一度御説明お願いします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 社会教育法第２３条

では専ら営利をということで、先ほど私もちょっ

と説明が足りなかったのかもしれませんけれども、

公民館の事業の中で、社会教育法第２２条で公民

館でやる事業というのが定められていまして、６

項目ございますけれども、その一つの項目に貸し

館といいましょうか、ができるということになっ

ていますけれども、そこを改正させていただいて、

行うことができるというような形にさせていただ

いて、公民館法で貸し館をする、しないという縛

りを外すということで、そうすると社会教育法の

２３条の専ら営利を目的としたものというような、

先ほど言ったとおり、名寄市の特産品等を販売す

るというようなことも今後できるようにしたいと

いうことで改正をさせていただきたいというふう

に思っています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 目的の趣旨は理解を

するところでありますけれども、やはりこの社会

教育法見せていただく中では、この２２条、６項

目でも定期的にというようなことはあってはなら
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ないともろもろ書かれているのですが、こういっ

たことが利用したいと思っている皆さん方にすぐ

に伝わるかどうかというのが私だけがわからない

のかどうかわからないのですが、非常に複雑かな

というふうに思います。ぜひわかりやすいような

利用者の皆さん方に御説明をいただくことを求め

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 指定管理者の指定について（名寄市北国雪国

ふるさと交流館）、議案第８号 指定管理者の指

定について（駅前交流プラザ「よろーな」）、議

案第９号 指定管理者の指定について（名寄市風

連米乾燥調製施設）、議案第１０号 指定管理者

の指定について（名寄市牧場）、以上４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７号から議案第１

０号までの指定管理者の指定について、一括して

提案の理由を申し上げます。

議案第７号及び議案第８号の名寄市北国雪国ふ

るさと交流館、駅前交流プラザ「よろーな」２施

設につきましては、名寄市公の施設に係る指定管

理者の指定手続に関する条例第２条による公募に

よる施設であり、議案第９号及び議案第１０号の

名寄市風連米乾燥調製施設、名寄市牧場２施設に

つきましては同条例第５条第１項第１号による公

募によらない施設でございます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第７号

外３件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回３件の指定管理

が示されたところでありますけれども、今公社問

題もある中で指定管理ということに対するいろい

ろな市民の皆さんの関心も高い中であります。総

務省のほうからも、今自治体のこの指定管理制度

利用状況を見ると、昨年度この指定管理について

の全国調査も行っています、総務省で。その中で

利用状況を見ると、コストカットのツールとして

使ってきた嫌いがあると総務省自身が言われてい

るところであります。また、制度の運用、また再

点検も必要かというようなことも示されていると

ころであります。今後やはりこの３者に対しても

必要な点検、支援等も含めて今回のことを踏まえ

ながら進めていただくことが必要かというふうに

思いますが、この点についてお考えをお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 指定管理者制度そのも

のについては、議員おっしゃるとおり、総務省の

ほうからもコメントが出ております。指定管理者
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制度のそもそもの導入のところをさかのぼって考

えますと、やはり専門性を持っている方ならでは

の部分を発揮していただく、これが一番大事だと

いうことで、総務省のコメントを読みますと、や

やもすれば丸投げみたいな形になっているのでは

ないかという危惧は多少あるところであります。

この間のさまざまな出来事も踏まえまして、選定

委員会の中でももう少し専門的な知識を持ったほ

うからの議論も必要でないかという御意見もいた

だいております。改めて時期を踏まえながら指定

管理に沿った形になっているか、お金の使い方は

どうなのか、ポイント、ポイントでこれは検証し

ながら、また次の作業もありますので、それはや

っていかなければならない問題だと思っておりま

すので、改めて担当課のほうと進め方についてさ

まざまな研究させていただきたいと思います。

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７号外３件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号外３件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１

１号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第６

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１１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ございまして、歳入

歳出それぞれに ２１４万 ０００円を減額し、

予算総額を２０９億８１３万 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風連庁舎維持管理事業費２８

３万円の追加は、非常時の停電に備え、風連庁舎

執務室などに停電用電源配線工事を実施をしよう

とするものでございまして、財源には北海道市町

村振興協会からの特別支援事業交付金を活用しよ

うとするものでございます。

３款民生費におきまして医療介護連携情報共有

ＩＣＴ事業費 ５７３万 ０００円の減額は、本

事業に欠かすことのできない名寄市立総合病院の

ポラリスネットワークを先行して改修をし、その

改修後に改めて本事業を実施をすべきとの判断に

より事業費の全額を減額しようとするものでござ

います。財源につきましても、国庫支出金にて減

額の予算を計上しております。

４款衛生費におきまして子育て世代包括支援セ

ンター事業費１８６万 ０００円の追加は、妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実

を図る子育て世代包括支援センター事業の準備経

費について追加しようとするものでございまして、

財源につきましても、国及び道支出金に予算を計

上してございます。

７款商工費におきまして王子マテリア名寄工場

生産品集約に関する緊急対策事業費４５万円の追

加は、名寄工場の生産品集約の撤回要請などに係

る旅費について補正しようとするものでございま

す。

１０款教育費におきまして冬季スポーツ拠点化

事業費 ２９８万円の減額は、地方創生推進交付

金の採択状況を踏まえ、各事業における負担金の
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減額または追加をしようとするものでございまし

て、本事業の財源である地方創生推進交付金につ

きましても減額の予算を計上しております。

次に、歳入につきまして申し上げます。１９款

寄附金３４万 ０００円の追加は、既に予算化し

たものを除き、いただいた寄附金について予算を

計上しようとするものでございます。

また、このほかに各事業費の追加及び確定に伴

う国庫支出金、道支出金、市債などの特定財源の

調整を図ったほか、収支の調整については前年度

繰越金にて調整しようとするものでございます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、名寄庁

舎環境衛生管理業務委託料ほか１９件を追加しよ

うとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正では、ピヤシリスキ

ー場整備事業ほか２件について限度額の変更をし

ようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（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１２ 議案第１

２号 令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補

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１２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、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ４２４万円を追加をし、予算総額を２億

００２万 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。２款医業

費におきまして、予防接種ワクチン及び高額薬剤

の増加により４２４万円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款診療収

入におきまして外来収入で７４万円、その他診療

収入で３５０万円それぞれ追加しようとするもの

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） １点確認をさせてい

ただきたいと思います。

医療費、ワクチンなどの材料費のことなのです

が、今インフルエンザも例年よりかなり早い時期

から始まっている。そして、ワクチンも不足ぎみ

というようなことも言われているところです。そ

れと、あと名寄では水ぼうそうも非常に流行がし

ているということで、このワクチンがどういった

対応を今準備されているのかについてお聞きをし

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） 私のほうから直診勘

定の部分でのお答えとなりますけれども、今回の

補正につきまして、ことしからロタウイルスのワ

クチンの接種が診療所のほうでもできるようにな
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ったということで、それに関連しまして、同日に

あわせてほかの公的な予防接種もできるというこ

とで、件数が急にふえた状況となっております。

また、インフルエンザ等、先ほどおっしゃられて

いましたワクチン等につきましては、これまでと

同様に件数などを踏まえた上で購入するような形

となりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今いろいろなことが、

予期しないようなことがあるかなというふうに思

うのですか、インフルエンザもそうですし、今言

った水ぼうそうも非常にふえているということで

すので、徹底した対策、準備をしていただくこと

を強く求めて、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１３ 議案第１

３号 令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３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は歳

入歳出それぞれ２１万 ０００円を追加し、予算

総額を２６億 ２６５万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の主な内容につきまして保険事業勘定の歳

出から申し上げます。１款総務費、２款保険給付

費、３款地域支援事業費におきましてはそれぞれ

歳出予算の調整を行い、６款諸支出金では所得更

正等による平成３０年度分介護保険料の還付金に

ついて２１万 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。９款繰越金

におきまして２１万 ０００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１４ 議案第１

４号 令和元年度名寄市下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 令和元年

度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、損害賠償額の決定について専決

処分を行ったことに伴い歳入歳出それぞれ６万円

を追加し、予算総額を１１億 ０４３万 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款下水

道事業費におきまして、賠償金を６万円追加しよ

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。５款諸収入

におきまして６万円を追加し、収支の調整を図ろ

うとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、風連浄

水管理センター等維持運転管理業務委託料を追加

し、限度額を １２３万 ０００円にしようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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１５ 議案第１

５号 令和元年度名寄市個別排水処理施設整備事

業特別会計補正予算（第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１５号 令和元年

度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、個別排水処理施設保守点検清掃業務委託料を

追加をし、限度額を ０７０万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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１６ 議案第１

６号 令和元年度名寄市後期高齢者医療特別会計

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

度名寄市後期高齢者医療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、歳入歳出それぞれに １９９万

０００円を追加をし、予算総額を４億８７０万
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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。２款後期

高齢者医療広域連合納付金におきまして保険料増

収の見込み及び事務費負担金の額の確定により、

総額 １９９万 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款後期高

齢者医療保険料におきまして保険料増収の見込み

から、 ３５０万 ０００円を追加しようとする

ものでございます。

また、事務費負担金の確定に伴い、２款繰入金

では１５１万 ０００円を減額しようとするもの

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１７ 議案第１

７号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７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、債務負担行為の追加を行うもの

で、大学学校用務・大学公園管理業務委託料の限

度額を７５０万円に、大学学生寮管理業務委託料

の限度額を３３０万円にしようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（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１８ 議案第１

８号 名寄市議会基本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。

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議案第１８号 名寄

市議会基本条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、本

市議会におきましては名寄市議会基本条例におい

て規定を定めているところであります。これまで

第１４条において名寄市の将来を大きく決定する

計画として総合計画の基本構想及び基本計画、定

住自立圏形成協定の締結及び変更または廃止を求
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める旨の通知等の２件を議決事件として定めてお

りましたが、改選後の議会運営委員会におきまし

て議論を進めてきた結果、新たに名寄市都市計画

マスタープラン及び名寄市立地適正化計画の２件

を追加することとなったため、所要の改正を行お

うとするものであります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（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１９ 議案第１

９号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、議案第２０号

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部

改正について、議案第２１号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、議案第２２号 名寄

市職員の給与に関する条例の一部改正について、

以上４件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１９号 名寄市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、議案第２０号 名寄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第２１号 名寄市教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について、議案第２２号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正について、一括して提案の

理由を申し上げます。

本件は、本年８月７日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与及び議員、特別職の期末手当の

額について同様の措置を講ずるために関係条例を

改正しようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額を改定する

際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞く

こととされておりますが、平成２６年５月１日に

同審議会から出された答申により、期末手当の額

の取り扱いについては、人事院勧告等により一般

職員に改定があった場合にはその改定に準じるこ

とが適当であるとされており、今回の人事院勧告

に関して同審議会の各委員に確認をし、人事院勧

告どおりに改定を行うべきとの意見を受けまして、

今回の改正を行おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第１９

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（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号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号外３件は原案のとおり可

決されました。
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〇議長（東 千春議員） 日程第２０ 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。

事件の内容は、本年９月２日午後３時４５分ご

ろ、名寄市字徳田３１番地４、住宅型有料老人ホ

ームほしぞらの家におきまして健康福祉部所管の

公用車が施設利用者を送り届けるために玄関先に

車両を後退させた際、車両後部が屋根を支える柱

に接触をし、破損したものでございます。過失割

合は本市が１００％であり、施設の修理代として

１１万 ２３６円を負担することで示談が成立し、

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

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。

本件は、本年７月３１日午後２時ごろ、名寄下

水終末処理場隣接地におきまして草刈り作業中の

飛び石により、相手方住宅の窓ガラスを破損させ

たものでございます。過失割合は本市が１００％

であり、相手方住宅の窓ガラスの修理代といたし

まして市が５万 ９９４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。

ここで先ほど議決いたしました名寄市議会基本

条例の一部改正により、新たに議決事件として名

寄市都市計画マスタープラン及び名寄市立地適正

化計画が追加されましたので、議会の運営につい

て議会運営委員会で協議をお願いいたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで河合教育部長より発言を求められており

ますので、これを許可いたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 貴重なお時間をいた

だき、申しわけございません。先ほど川村議員か

ら名寄市公民館条例の一部改正について御質問を

いただきましたけれども、その答弁の中で何度か

公民館法という表現をしてしまいましたが、正し

くは公民館条例の間違いですので、訂正し、おわ

びを申し上げます。申しわけございませんでした。

〇議長（東 千春議員） 休憩中に市長より議案

第２３号 名寄市都市計画マスタープランを定め
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ることについて、議案第２４号 名寄市立地適正

化計画を定めることについて、議案第２５号 令

和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号）が提

出されました。これについては、さきに行われた

議会運営委員会にて日程に追加し、議題とするこ

とと決定しています。

お諮りいたします。お手元に配付の追加日程第

１号のとおり日程に追加をし、議題とすることに

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。

議案第２３号から議案第２５号を日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第１ 議案第

２３号 名寄市都市計画マスタープランを定める

ことについて、議案第２４号 名寄市立地適正化

計画を定めることについて、以上２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２３号 名寄市都

市計画マスタープランを定めることについて及び

議案第２４号 名寄市立地適正化計画を定めるこ

とについて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の名寄市都市計画マスタープラン

が計画目標をおおむね２０年間として設定をし、

１０年が経過をした際には定時見直しを図ること

としていたことから、都市計画法第１８条の２に

基づき本計画を見直し、また都市計画マスタープ

ランの高度化版である立地適正化計画の策定が可

能となったことから、改正都市再生特別措置法第

８１条の１に基づき本計画を策定しようとするも

のでございます。

本計画の策定に当たりましては、市民アンケー

トや市民シンポジウム、市民説明会の開催など市

民の皆様の御意見を初め、有識者で構成をされる

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委員会におきまして策定作業

を進め、その後名寄市都市計画審議会で素案を審

議をいただきました。本年９月３０日に同審議会

からいただいた答申をもとにパブリックコメント

で意見を募集をしたほか、国や北海道との協議、

調整を行い、本計画の最終案が整いましたので、

名寄市議会基本条例第１４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） お諮りいたします。

議案第２３号外１件については、質疑から採決

までの議事を１２月２０日に延期したいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号外１件については質疑か

ら採決までの議事を１２月２０日に延期すること

に決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第２ 議案第

２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第

７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２５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経営安

定化を図るため運営資金の不足、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７３１

万 ０００円を追加をし、予算総額を２０９億

５４４万 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日進地区利用促進補助金１５

０万円の追加は、日進地区の公共施設の利活用を

図るために日進ピヤシリ線のバス料金無料化に係
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る名寄振興公社負担分を本市が負担しようとする

ものでございます。

同じく７款商工費におきまして名寄温泉整備事

業費 ５１８万 ０００円の減額は、なよろ温泉

サンピラーの管理運営を行う名寄振興公社が経営

及び体制が整わないことから、本年度進めてきた

研修施設改修実施設計について現況調査や測量な

ど既に履行された分を除き、業務委託契約を解除

することに伴う研修施設改修実施設計委託料を減

額しようとするものでございます。同じく７款商

工費におきまして名寄振興公社経営改善事業費

１００万円の追加は、名寄振興公社経営状況等指

導・監督・検証委員会の外部委員の報償費１００

万円、名寄市振興公社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７３１万 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。議案第２５号は、名寄振興

公社のあり方に関する特別委員会に付託をいたし

ます。

ただいま付託いたしました議案第２５号につい

ては、１２月２０日までに審査を終了するように

期限をつけることにしたいと思いますが、これに

御異議はございませんか。

（「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２５号は、名寄振興公社のあり

方に関する特別委員会に付託の上、１２月２０日

までに審査を終了するように期限をつけることに

決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

名寄市における喫緊の課題について、山崎真由

美議員から緊急質問の申し出がありました。これ

については、さきの議会運営委員会にて日程に追

加し、発言を許すことと決定しています。

お手元に配付の追加日程第２号のとおり山崎真

由美議員の緊急質問に同意し、日程に追加の上、

直ちに発言を許可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。

日程に追加し、発言を許すことにいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいま議長より発

言のお許しをいただきました。正副議長を初め議

会運営委員会委員の皆様に緊急質問の機会を与え

ていただきましたことに心から感謝申し上げます。

その上で、１点質問させていただきます。先ほ

ど市長の行政報告でも発言がありましたが、名寄

市においてはここ半年間かつてない事案が立て続

けに発生し、市民は大きな不安を抱えることとな

りました。また、市内にとどまらず、全道、全国

に深刻な行政不信を印象づける事態ともなってい

ます。特に社会福祉協議会指定居宅介護支援事業

所における不正受給に対しての行政対応について

は、法令違反についてどのような理由があったに

せよ許されざることであります。市長が法令違反

を認めたこの責任は重大であります。誤った判断

についての謝罪及びこの後の処分について先ほど

の発言はありましたが、最も法令遵守が求められ

る行政内部においてなぜにこのような判断をする

事態が生じたのか、細部にわたる説明を求めます。

現在北海道及び上川総合振興局の指導のもと不

正受給額返還に向けた監査が進んでいるとのこと

です。市役所内部の立て直しについては、どのよ
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うに進んでいるのか。今日の問題について、市民

からはさまざまな声が届いています。中には市役

所内部の人事交流に端を発する緩い関係が慣例化

しているとの怒りの声も届いています。経験値の

高さに主眼を置き、成果を期待できるはずの人事

派遣が信頼関係の名のもとにいつの間にか楽な関

係へと変容してしまった。そのことに気づかない

ばかりか、気づいたとしても修正への発言がため

らわれるような空気感が流れていたということで

あれば、到底市民の期待に応えることはできませ

ん。二度とこのような事案が起きないよう行政の

トップとして再発防止策をどのように講じるのか。

市民への信頼をどのように回復されようとしてい

るのか。令和元年の師走を目前に一刻も早い信頼

回復を強く望むものでありますことから、緊急の

質問とさせていただきます。

以上です。

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） 今山崎議員から

緊急の質問がありましたけれども、答弁に入る前

に、私の立場からも市民の皆様におわびを含めて

お話をさせてもらうことをお許し願いたいという

ふうに思っております。

このたびの名寄社協指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員、ケアマネージャー業務にかかわ

る市としての指導及び対応について、介護サービ

ス利用者へのサービス提供の継続を優先するとい

うことから、法令等に基づく対応をしなかったこ

とにより、市民の皆様、特に介護サービス等を利

用されております皆様に御不安と動揺を与え、さ

らには名寄市政への不信感、名寄市の不名誉な発

信をしたことに対しまして担当部長といたしまし

て深くおわびを申し上げたいというふうに思いま

す。今後このようなことが起きないように理事者

との協議を慎重に行うとともに、北海道を初め関

係機関からの御助言をいただきながら、市民の皆

様が住みなれたこの地域で末永く安心して暮らす

ことができる環境を整えていくとともに、市政へ

の信頼回復に向け、各種事業を取り組んでまいり

ますので、議員皆様におかれましても御理解と御

協力のほどよろしく申し上げます。大変申しわけ

ありませんでした。

それで、今山崎議員からありました質問に対し

て答弁をさせていただきたいというふうに思いま

す。まず初めに、法令遵守に基づいた対応しなか

ったという点でありますけれども、昨年の６月の

状況でありますけれども、名寄市の居宅支援事業

所については６事業所ありまして、ケアマネージ

ャーが１６名という状況であります。その中で社

協指定居宅介護支援事業所が６名在籍しておりま

して、担当していました要介護認定者につきまし

ては１５８人ですけれども、万が一法的対応によ

って取り消し等になった場合にこのサービス利用

者がほかの事業所で対応できないという状況があ

ったことから、速やかな改善を求め対応を図った

ということでは、法令に基づいた対応を怠ったと

いうことでは事実であります。しかしながら、介

護サービスを優先するということで、利用者が心

身の機能を維持していくために必要な手段だとい

うふうに考えておりましたが、議員から指摘あり

ましたとおり、法的な対応しなかったということ

については十分反省をしているところであります。

次に、今の監査の状況ですけれども、１１月８

日の日に北海道から自治法に基づく技術的助言を

いただきながら、当該事業所のほうに監査に入り

ました。その後関係資料の複写、出力を行いまし

て、それが終わりまして、現在当市において精査

作業に入っているところになります。随時精査し

たものを道のほうにも郵送しながら、北海道にお

いても同様に確認作業を行っている状況でありま

す。

社協との関係ですけれども、当然地域福祉の向

上を目指すためには両輪になって、やっぱり名寄

市と社協がともに取り組みを進めることが重要な

ことだというふうに今考えております。御指摘に

あったような社協に市から職員を派遣していると
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か、そういった状況の中で、今回社協に対して緩

やかな対応したのでないかという御指摘ありまし

たけれども、私はそういう対応はしてはいないと

いうふうに思っています。先ほど申し上げました

ように、あくまでも介護サービス利用者の継続利

用、そこを優先した形での対応ということで行っ

たということで御理解をいただきたいというふう

に思っております。

信頼回復についてですけれども、当然これはす

ぐに回復されるものではないというふうに思って

いますけれども、名寄市、私ども含め各種事業を

しっかり市民の目線に立って、市民の要望等も伝

えながら、先ほど申し上げました市民の皆さんが

この地域で安心して暮らしていける、そうした環

境をつくっていく、そのことが信頼回復につなが

っていくというふうに考えておりますので、今後

においても部内においてもしっかり職員に対して

もそういったことを説明をしながら、そういった

意識を持って業務に当たるように対応してまいり

たいというふうに思っているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて私からもおわびを

申し上げますが、今小川部長からもお話がござい

ました今回の当該居宅介護支援事業所の不正事案

に対しての監査が不行き届きだったという件であ

りまして、部長からもお話があったとおり、現場

としては現場の混乱を最小限に防ぐということを

目途というか、それによりまして速やかな指導と

いうこと、その対応を私も了としたわけでありま

して、改めて法令をしっかりと守っていく、その

ことを指導、監督しなければならない立場である

わけでありまして、こうした判断をしてしまった

ことはひとえに私の認識不足というか、でござい

ます。改めておわびを申し上げたいと思います。

先ほどもお話をしたとおり、このことを含めて

今現在北海道の御協力もいただきながら、しっか

りと今監査をしているところでありますけれども、

できるだけ早い段階でこの結果を明らかにさせて

いただいて、しっかりと、法令にのっとった対応

をしていくことと同時に、こうした事案に至った

みずからの責任の所在も議会最終までには明らか

にしていきたいというふうに考えております。そ

れぞれ今大変な事案が起きている中で、一つ一つ

しっかりと前向きに市民の皆さんとともに全力で

この問題、それぞれの問題にこのことも含めて対

応していくことで市民の皆さんの信頼を回復をし

ていくということに尽きると思っております。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御答弁を聞かせてい

ただきました。介護サービスを優先するというこ

とが緩い関係から招いたことではないということ

については、その言葉をそのまま信じたいという

ふうには思いますし、現場の混乱を招かないこと

を最優先に考えたということも言葉としては何度

も伺っているところではありますけれども、やは

り今現在これだけ大きな混乱を招いている、この

事実については紛れもない事実でありまして、大

変残念としか言いようがないばかりか、この後の

対応がよほど大きな対応でなければ信頼回復に届

かないのではないかという不安を持っているとこ

ろであります。

本日の発言につきましては、山崎個人の発言で

はなく、多くの市民からこのことについての声を

届けてほしいということがありましたし、私の所

属する市民ネットの会派の意向ということも私の

中では踏まえさせていただいております。その上

で、これから対応していただきます監査について

は粛々と進めていただけると信じておりますが、

名寄市役所の内部の状況について一体市長のとこ

ろにどのような報告や連絡や相談があって、この

事態になったのか、そこについては先ほどから御

説明はいただいているということでしょうけれど

も、この後庁内会議ですとかそれぞれの担当部署

の具体的なところについて再構築というところが
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どのような形で進められていくのか。信頼回復に

努力しますという言葉は、もちろんそのまま受け

とめさせていただきます。しかし、見えてこない

ものについての不安は拭い去ることができません。

これは、介護サービスを受けておられる高齢者の

方たち、声を上げることがなかなかできない方た

ちの悲痛な叫びでもあります。このことについて

は、詳細について再度御答弁を求めたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 対応につきましては、先

ほどからお話をしているとおり、今現在北海道に

御助言をいただきながら法令に基づく監査をしっ

かりと行っておりまして、粛々と法令に基づいた

調査、監査をさせていただきたいと思います。で

きるだけ早い段階でその結果についても御報告を

させていただきます。この事案が起きて２日後か

３日後かでしたか、庁舎の職員を全員集合させま

して、私のほうから今回の問題に対して私の法令

の認識の甘さに対してこういった事態が起きたと

いうことに対しての、そのことについて謝罪もし

ながら、しかしこうした事案が起きたということ

は、それぞれやはり特にいろんなことが積み重な

ってきたことが報告が逐次出されていなかった。

特に都合の悪いというか、そうした問題の芽が起

きやすいものに対してひょっとしたら報告を怠っ

てきた可能性があるのでないかという指摘もさせ

ていただいたところであります。できるだけ、当

たり前のことですけれども、仕事を行うに当たっ

て組織の報告、連絡、相談というのを改めて徹底

をさせていただき、特に何かちょっとイレギュラ

ーな事案がある場合に関しては速やかにできるだ

けその直属の上司に相談をし、そして私にも積極

的にそうした悪いことを報告するようにというこ

とを改めて徹底をさせていただいたところであり

ます。加えて、このことによっていろんな形で外

部から市に対してのいろんな不信感等もいただい

ているのも事実でありますが、一方でこうした今

たくさんのいろんな事案が起きているからこそ今

頑張らなければならないときだというふうにお話

をさせていただいたところであります。どういう

ふうに変わったかというのは、それは一つ一つの

やはりこれからの仕事を見ていただくしか市民の

皆さんには発信できないというふうにも思ってい

まして、これからそれぞれの一つ一つの業務に対

して誠心誠意市民の目線に立って、市民の皆さん

と一緒になって考えて、行動していくということ

を改めて徹底をさせていただく、そのことをぜひ

結果を見ていただくということに尽きるのでない

かというふうに思います。よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいまの市長の御

発言をしっかりと受けとめさせていただきたいと

思いますが、やはり逐一市民に見える形で情報を

提供していただきたい。そして、市民が安心でき

るこの名寄市、新しく進んでいく都市に向けてと

にかく一刻も早い対応について市民みんなが望ん

でいるということについて強く申し上げて、緊急

質問を閉じさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で緊急質問を終結

いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日１１月２７日から１２

月１６日までの２０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、明日１１月２７日から１２月１６日ま

での２０日間を休会とすることに決定しました。

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。
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散会 午後 １時２５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 高 橋 伸 典

署名議員 山 田 典 幸


