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令 和 ２ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和２年２月２５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 令和元年第４回定例会付託議案第１号

名寄市基幹相談支援センター条例の制

定について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第４ 令和２年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

日程第６ 議案第２号 名寄市へき地保育所条例

の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市営住宅管理条例の

一部改正について

日程第８ 議案第４号 工事請負契約の変更につ

いて

日程第９ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

について

日程第11 議案第７号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第９号）

日程第12 議案第８号 令和元年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第９号 令和元年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第１０号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１１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２号）

日程第16 議案第１２号 令和元年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第17 議案第１３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２

号）

日程第18 議案第１４号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第１５号 令和元年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１６号 令和元年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１７号 令和２年度名寄市一般

会計予算

議案第１８号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１９号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第２０号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第２１号 令和２年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第２２号 令和２年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第２３号 令和２年度名寄市病院

事業会計予算

議案第２４号 令和２年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２５号 令和２年度名寄市下水

道事業会計予算

日程第22 議案第２６号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

令和２年２月２５日（火曜日）第１回３月定例会・第１号
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令和２年２月２５日（火曜日）第１回３月定例会・第１号

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 令和元年第４回定例会付託議案第１号

名寄市基幹相談支援センター条例の制

定について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第４ 令和２年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

日程第６ 議案第２号 名寄市へき地保育所条例

の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市営住宅管理条例の

一部改正について

日程第８ 議案第４号 工事請負契約の変更につ

いて

日程第９ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

について

日程第11 議案第７号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第９号）

日程第12 議案第８号 令和元年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第９号 令和元年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第１０号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１１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２号）

日程第16 議案第１２号 令和元年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第17 議案第１３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２

号）

日程第18 議案第１４号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第１５号 令和元年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１６号 令和元年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１７号 令和２年度名寄市一般

会計予算

議案第１８号 令和２年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１９号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第２０号 令和２年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第２１号 令和２年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第２２号 令和２年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第２３号 令和２年度名寄市病院

事業会計予算

議案第２４号 令和２年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２５号 令和２年度名寄市下水

道事業会計予算

日程第22 議案第２６号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１８名）

議 長 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
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令和２年２月２５日（火曜日）第１回３月定例会・第１号

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 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

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２年

第１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、

４番 佐久間 誠 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２６日まで

の３１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、今期定例会の会期は、本日より３月２

６日までの３１日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 令和元年第

４回定例会付託議案第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。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、高野美枝子委員長。

〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員） 皆様、

おはようございます。議長より御指名をいただき

ましたので、令和元年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市基幹相談支援センター条例の制定につ

いて、審査経過並びに結果について御報告いたし

ます。

委員会は、令和２年１月２１日、２月６日の２

回にわたり担当職員の出席を求め、慎重に審査を

行いました。

１月２１日の委員会では、最初に付託議案の詳

細について説明を受けました。名寄市では、平成

２８年度より新たに障がいに関する総合相談を行

う窓口を設置し、名寄市基幹相談支援センター事

業を開始しています。その後、国において障がい

者の重度化、高齢化、相談、緊急時の受入れ対応

を備えた地域生活支援拠点の方向性が示されまし

た。平成３０年度からは近隣５市町村が共同で地

域生活支援拠点の取組を進めています。本市とし

ては、総合的な相談体制、障がい福祉行政のさら

なる強化に向けて条例を制定したいとの説明があ

りました。センターの業務内容については、①、

総合的、専門的な相談支援の実施に関すること。

②、地域の相談支援体制の強化の取組に関するこ

と。③、地域移行、地域定着の促進の取組に関す

ること。④、権利擁護、虐待防止の取組に関する

こと。⑤、自立支援協議会の運営に関すること。

⑥、障がいの理解啓発の活動の取組に関すること。

⑦、障がい者が安心して地域生活を継続できる体

制整備、地域生活支援拠点に関すること。⑧、他

市町村への情報提供、技術的な助言、その他必要

な支援の実施に関することとの報告を受けました。

その後質疑に入り、道内で条例を整備している自

治体はあるのか、要綱の第１０条で事業の中身が

記載されているが、条例制定に伴い改正されるの

か、広域市町村とは美深、下川、中川、音威子府

の認識でいいのかの質問に対し、基幹相談支援セ

ンターは道内で３０か所設置されているが、条例

化されているのか確認して、後日報告する。要綱

の第１０条には基幹相談支援センター事業の記述

があるので、条例化されたら見直しを考えている。

地域生活支援拠点は名寄市単独ではなく、美深、

下川、音威子府、中川であり、そこを中心に考え

ている。要綱から条例に格上げする意図はの質問

に対し、平成２８年度より事業化して進めている

が、地域生活支援拠点としてさらに充実した取組

として進めるべく条例化したい。広域に関わる内
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容はどこで読み取るのかの質問に対し、第８条に

他市町村ということで、近隣にも情報の提供、技

術的な支援を実施するとの表現になっている。他

町村に助言をして、それを基に住民に対して支援

ができるように考えている。また、第５条第２号

の利用対象者は、名寄市以外の施設に入った場合

でも名寄市が見るという考え方になる。職員の配

置を含めて新年度で変更になる部分はあるのかの

質問に対し、業務は増えると思うが、現状の５名

で進めていく。他市町村との広域的な相談支援体

制の中で条例の体制整備を具体的にどう進めるの

か、第７条の運営委員会に当事者の意見は反映さ

れるのかの質問に対し、名寄市の設置条例として

いるが、近隣町村では専門の相談員が配置されて

おらず、制定後は定住自立圏の中でも相談しなが

ら対応していく。運営委員会に関しては現在ある

障がい者の自立支援協議会では約半分くらいが当

事者であり、運営委員会も同様の考え方で進めた

い。第８条の運営上必要があると認めた場合、業

務の一部または全部を委託することができるとあ

るが、現状からすると若干の不安があるとの質問

に対し、委託という文言はあるが、当面は子供か

ら大人まで切れ目のない支援体制を直営で行うよ

う考えている。これまで２４時間対応としていた

と思うが、今後の取扱いはの質問に対し、今まで

どおり２４時間で対応する。実際には夜中の連絡

はなく、昼間の相談対応が多い。他町村との協議

内容はとの質問に対し、近隣４町村とは障がいの

分野でももともと協力して進めてきた経過がある。

現在他市町村では障がい者が少ない状況だが、埋

もれていることも想定され、今後相談件数は増え

る可能性がある。第３条第６号に障がいの理解啓

発の活動とあるが、具体的な内容はの質問に対し、

今まで障がいの種類と状況に合わせた理解啓発活

動を進めてきた。さらに幅を広げていきたいなど

の回答がありました。

以上の質疑の後、次回の委員会では道内の条例

整備自治体について、また他町村のグループホー

ム、サービス提供に係る計画書の作成状況などの

説明を受けることとしました。２月６日の委員会

では、追加説明を受け、質疑を行いました。他市

町村での条例制定事例は１件で、道内の市町村で

は条例は制定されていない。また、道内の基幹相

談支援センターは民間の福祉施設に業務委託して

いる形がほとんどである。質疑では、業務の運営

上必要があると認めた場合業務委託とあるが、智

恵文、風連地区などを分けて管理するイメージな

のかの質問に対し、名寄市の人口規模であれば複

数箇所は必要なく、１か所で管理可能。５市町村

で対応する場合、市内グループホームの受皿が不

足するのではの質問に対し、名寄市内には２０棟

のグループホームがあり、対応は可能と考える。

各自治体での専門的な人材配置は難しいと考える

が、今後の対応はの質問に対し、研修会などの情

報を共有することで専門性を高めたい、ケアプラ

ンなど質の向上を目指していくなどの回答があり

ました。

以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上をもちまして、令和元年第４回定例会付託

議案第１号 名寄市基幹相談支援センター条例の

制定についての審査の経過と結果の御報告とさせ

ていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」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、令和元年第４回定例会付託議案第１号

は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１１分

令和２年２月２５日（火曜日）第１回３月定例会・第１号
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再開 午前１０時１２分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ これより令和２年度市政執行方針・

教育行政執行方針を行います。

初めに、令和２年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 令和２年第１回名寄市議

会定例会の開会にあたり、市政執行への私の基本

的な考え方を申し上げ、議員各位をはじめ、市民

の皆様のご理解とご協力をいただきたいと思いま

す。

私が、市長として３期目の任を担わせていただ

いてから、間もなく２年を迎えることとなりまし

た。

昨年は、施策の基本となる総合計画（第２次）

中期基本計画がスタートした年であり、人口減少、

少子高齢化などに伴う情勢の変化に対応する施策

を展開してまいりました。一方で、不正のあった

株式会社名寄振興公社問題、名寄社協指定居宅介

護支援事業所問題に関しては、その原因をしっか

り究明し、抜本的かつスピード感を持って解決し

てまいります。

今後も、多くの市民の皆様や企業、関係機関・

団体などと連携し、ご協力をいただきながら、我

がまちに愛着を持ち、誰もが暮らし続けたいと感

じられるよう、様々なご意見に耳を傾けるととも

に、市民が主体のまちづくりを進めてまいります。

市政推進の基本的な考え方を申し上げます。

総合計画の将来像の実現に向け、「人づくり」

「暮らしづくり」「元気づくり」の３つの理念を

基本に、中期基本計画を着実に実行していく必要

があります。計画に掲げた主要施策の成果指標

（ＫＰＩ）の目標値達成に向けた施策を展開して

いくとともに、ＰＤＣＡサイクルの中で進捗管理

を行い、施策を深化させてまいります。

今後も、地域の魅力ある自然環境と都市基盤に

さらに磨きをかけ、道北地域の中核都市としての

責任と役割を果たしていくとともに、この地域が

発展していけるよう、議員各位をはじめ、多くの

市民の皆様とともにまちづくりを進めてまいりた

いと考えていますので、一層のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

次に、令和２年度の予算編成について申し上げ

ます。

本市の令和２年度各会計予算は、総合計画の将

来像の実現に向けて、重点プロジェクトや総合戦

略を中心とした様々な施策や事業を盛り込み、予

算を編成いたしました。

主な事業では、新規事業として（仮称）名寄高

校駅設置に係る実施設計、合同墓建設事業、保育

所整備に係る基本設計、哺育・育成センター整備

に対する支援、智恵文小学校の校舎改築に向けた

調査や基本設計、ＧＩＧＡスクールネットワーク

構想に対応すべく学校教育情報化推進事業などを

盛り込みました。また、乳幼児医療等給付事業の

拡充、さらには、北１丁目通道路改良舗装事業な

どの道路新設改良事業や橋梁長寿命化事業などに

ついても予算を計上させていただきました。

これにより、一般会計の予算案は、前年度予算

と比べ １パーセント増の２０９億２６４万４千

円となりました。

また、下水道事業特別会計と個別排水処理施設

整備事業特別会計が企業会計化されたことから、

５つの特別会計予算は８６億 ４４０万９千円、

企業会計予算は１５９億 ０９４万５千円、全会

計の総額では４５４億 ７９９万８千円となりま

した。

なお、予算編成の主な財源として、財政調整基

金で４億 ５３０万５千円、減債基金から ５０

０万円、公共施設整備基金で２億 ０００万円を

繰入し、収支の調整を図りました。

引き続き、限られた財源を有効活用し、行財政

改革に取り組むとともに、財政規律を遵守し、健

全な財政運営に努めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申
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し上げます。

まちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄

市自治基本条例」について、昨年、市民で構成す

る検討委員会を設置し、施行後２度目の見直し検

討を行いました。条例改正の必要はないものの、

条例を市民に知ってもらい、まちづくりへの市民

参加を促す取組を求める意見書が提出されたとこ

ろです。

本市としましては、意見書の内容を踏まえ、広

報誌やホームページなどの多様な媒体による継続

した市民周知や、まちづくりへの市民参加を促す

ための市民参加型セミナーの開催などにより、市

民主体のまちづくりを推進してまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画の重点

プロジェクト及び主要施策の成果指標（ＫＰＩ）

の目標値達成に向けた取組を推進するとともに、

行政評価やローリング作業を実施し、事業の検証

・必要な見直しを行い、総合計画の実効性を高め、

効果的・効率的な行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。

「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

着実な推進に向け、国の地方創生推進交付金を活

用した、スポーツフードやスポーツツーリズム商

品の開発を行う「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」に取り組んで

います。このプロジェクトの深化・高度化により、

冬季スポーツの拠点化に向けた取組に加えて、夏

季を含めたインバウンド受入拡大を目指してまい

ります。

また、今後も地方創生関係交付金を活用するた

め、国の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

で示された新たな視点やキーワードを本市の創生

総合戦略に位置付けるとともに、成果指標（ＫＰ

Ｉ）などの見直し作業を実施してまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織

である町内会については、安心して暮らせる地域

づくりの活動に対して財政支援を行ってまいりま

す。また、未加入世帯の増加や役員の成り手不足

などの課題に対しては、加入促進の取組を行うと

ともに、町内会活動への参画を呼びかけるなど、

町内会連合会とも連携して取り組んでまいります。

町内会の枠を超えた活動の取組や地域課題の解

決などを担うことを目的に、小学校区域を基本に

組織された地域連絡協議会については、地域の特

性を生かした自主的なまちづくりを推進する活動

に対して、財政的な後押しをすることにより地域

コミュニティ組織としての活性化を図ってまいり

ます。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

をまちづくりに反映させていくため、名寄市利雪

新雪推進市民委員会との連携を図り、地域におけ

る利雪新雪の取組を推進するとともに、なよろ冬

カレンダーの配布や写真展開催などを通じて意識

啓発及び取組の周知を図ってまいります。

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

市民一人ひとりが人権を尊重され、他者の人権

も尊重した行動を取ることができるよう、令和２

年度に北海道から受託する人権啓発活動地方委託

事業を活用しながら、人権擁護委員協議会や関係

機関などとの連携による啓発活動を推進してまい

ります。

男女共同参画社会の形成については、性別にと

らわれず、男女が互いに尊重し、協力し合える社

会の実現に向けて、「第２次名寄市男女共同参画

推進計画」に基づき、本市はもとより名寄市男女

共同参画推進委員会をはじめ、市民や各種団体・

関係機関、企業などと連携して取組を進めてまい

ります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

各種情報システムを安定的に運用し、市民サー

ビスの向上や業務の効率化を進めていくため、情

報システム機器の計画的な更新や堅牢なセキュリ
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ティシステムの構築に向けた取組を進めてきまし

た。

令和２年度はファイルサーバや職員用パソコン

の更新などを予定しており、今後も計画的な更新

を行うことで、各種システムの安定稼働と機能向

上に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、人的交流や特産品販売な

どを通じて、山形県鶴岡市、東京都杉並区との交

流をさらに推進してまいります。

ふるさと会については、活動の充実や会員拡大

に向けて、ふるさとからの情報提供や財政的な支

援を行ってまいります。

なお、東京なよろ会では、３５周年記念事業を

計画されていることから、記念事業の充実に向け

必要な支援を行ってまいります。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイから交換学生を、友好都市

ロシア連邦ドーリンスク市に訪問団をそれぞれ派

遣し、これまで育んできた交流の絆をさらに深め

られるよう支援してまいります。

さらに、台湾との交流では、中学生の派遣や教

育旅行の受入、農業青年の派遣・受入など、多様

な交流の機会を創出しながら、国際理解や国際感

覚豊かな青少年の育成、交流人口の拡大に努めて

まいります。

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、本市の魅力のＰＲ強化

に向けて、名寄市移住促進協議会や市民の皆様と

連携しながら、交流・関係人口の創出や拡大につ

ながるよう様々な媒体を活用した取組を進め、よ

り効果的な情報発信に努めてまいります。

併せて、本市の住みよさを実感していただける

よう「名寄まちなかお試し移住住宅」の運用を継

続し、地域の方々との交流を通じて、地域の魅力

も感じてもらえるよう利用促進を図っていくとと

もに、移住に至る確度が高い方に対しては、短期

間での受入体制を新たに整備し、移住後のフォロ

ー体制構築につながるよう進めてまいります。

また、東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地

方の担い手不足対策に係る支援事業についても、

引き続き国・道と連携し取り組んでまいります。

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、天塩川の認知度向

上や地域の魅力紹介などを目的とした取組を行っ

ており、本年度は、北海道の命名者とされる「松

浦武四郎」をテーマに様々な取組を進めてまいり

ました。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸とした

地域が広域に連携し、この地域とその魅力を内外

に情報発信しながら交流人口の拡大に努めてまい

ります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

本市と士別市を複眼型中心市とし、１３の市町

村で形成する北・北海道中央圏域定住自立圏にお

いて、「定住自立圏共生ビジョン」に基づき、医

療、介護分野などを中心に広域連携事業を推進し

てまいりました。

とりわけ地域公共交通のバス路線の維持につい

ては、一部の路線で国・北海道補助の対象外とな

るなど自治体の財政負担が増大していることから、

財政負担の軽減並びに地域住民の利便性が高い効

率的な公共交通網の形成に向け、圏域として継続

的に議論を進めてまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

平成２９年４月に「第２次名寄市行財政改革推

進基本計画」を策定し、本計画に掲げた「効率的

で質の高い行政運営の推進」「持続可能な財政運

営の推進」「市民と協働の行政運営の推進」の３

つの基本方針に基づき、効率的な行政運営に取り

組んでまいりました。今後も本計画に基づき、時

代に即した行財政改革に取り組んでまいります。

次に、恒久平和に向けた取組について申し上げ

ます。

本市においては「非核平和都市宣言」の趣旨に
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のっとり、これまで平和首長会議や日本非核宣言

自治体協議会への加盟をはじめ、各種事業の実施

や民間団体などが行う事業との連携を図ってまい

りました。また、これまで取り組んできた事業の

内容や資料などを、市ホームページに掲載し、よ

り積極的に情報発信を行うことで、恒久平和を念

願し平和の尊さを市民と共有してきました。

今後も核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民

共通の願いとして、様々な平和推進事業に取り組

んでまいります。

次に、自衛隊の体制維持・強化の推進について

申し上げます。

本市に所在する陸上自衛隊名寄駐屯地の拡充や

自衛隊員の増員については、北海道自衛隊駐屯地

等連絡協議会や名寄駐屯地増強促進期成会などと

連携し、各種の要望を行ってきたところです。

今後も関係機関と連携を図り、名寄駐屯地の役

割や必要性、自衛隊との共存共栄によるまちづく

りの推進など、国の動向を注視しながら、自衛隊

の体制維持・強化の推進に努めてまいります。

また、本市における自衛隊の活動を応援する名

寄市自衛隊後援会などに引き続き支援してまいり

ます。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画「健康なよろ２１（第２次）」の中間評価に

基づき、特定健診や各種がん検診の受診率向上を

図り、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、

乳幼児期から高齢期まで生涯を通じた健康づくり

を推進し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に努

めてまいります。

母子保健対策の推進については、本年３月から

保健センターにおいて「子育て世代包括支援セン

ター事業」を開始し、子育ての総合相談や子育て

応援プランの作成など、関係機関と連携しながら

妊娠期から子育て期にわたり切れ目ない支援体制

の拡充を進めてまいります。

感染症対策の推進については、感染症予防に関

する正しい知識の普及啓発や予防接種の充実を図

るとともに、今後予定されているロタウイルスワ

クチンの定期接種化についても、国・道の動向を

注視し、迅速な対応に努めてまいります。

次に、地域医療の充実について申し上げます。

病院事業については、北海道医療計画に定める

地域医療構想に沿って、主に市立総合病院では救

急及び急性期医療、東病院では慢性期医療を担い、

市民はもとより圏域の住民が安心して適切な医療

が受けられるよう、診療体制の維持と経営基盤の

安定に努めていますが、本年４月の診療報酬改定

では実質 ４６パーセントのマイナス改定が見込

まれており、医業収益への影響が懸念されるとこ

ろです。

計画最終年次を迎える「新名寄市病院事業改革

プラン」については、評価と見直しを行いながら

プラン達成に向けた対策に取り組むとともに、予

想される新たなガイドラインに対応した改革プラ

ンの策定を進めてまいります。

市立総合病院においては、ＤＰＣ制度への対応

強化とベンチマークを活用した経費節減策などに

努める一方、働き方改革の推進に資する制度を整

備してまいります。

東病院では指定管理者と連携協議しながら、よ

り効率的な経営に努めてまいります。

また、医療圏域内の各医療機関のあり方も変化

していくことが予測されるため、多方面での連携

を強化し、必要な医療スタッフの充実に努め、求

められる医療提供体制の実現を目指してまいりま

す。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、令和２年度からスター

トする「第２期名寄市子ども・子育て支援事業計

画」に基づき、さらなる子育て支援の促進を図る

ため、計画に盛り込まれた事業を推進してまいり

ます。

幼児教育・保育の推進については、昨年４月か

ら、認可外保育園の認可化移行をはじめ、風連地
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区では幼児教育施設と保育施設が統合し、認定こ

ども園としてスタートしました。今後も各施設へ

の支援を行いながら市民ニーズに沿った体制の整

備を進めてまいります。

待機児童解消と保育士などの確保については、

待機児童解消緊急対策事業として「保育士等就職

支援給付事業」「保育士等宿舎借り上げ支援補助

事業」を継続し、乳幼児の幼児教育・保育の受入

体制の充実に努めてまいります。

子どもや家庭への総合的な支援については、関

係する機関などと連携しながら「子ども家庭総合

支援拠点事業」の充実を図り、児童虐待をはじめ、

個々のケースに応じて迅速かつ丁寧な対応に努め

てまいります。

障がい児福祉の充実については、「名寄市こど

も発達支援センター」の機能を強化し、発達の遅

れや障がいのある児童とその家族が身近な地域に

おいて、適切な支援が受けられる体制づくりを進

めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域福祉については、第２期名寄市地域福祉計

画に基づき、子ども、高齢者、障がい者など、全

ての市民が安心して健やかに暮らしていくことが

できる「自立と共生」の地域社会づくりを進めて

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。

高齢者福祉の充実については「名寄市第７期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基

づき事業の推進を図るとともに、高齢者の方々が

可能な限り、住み慣れた地域において自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に向け取組を進めてまいりま

す。

また、第７期計画が最終年度となることから、

第８期計画の策定に向けて、市民ニーズの把握に

努めるとともに、関係する機関や団体などの協力

をいただきながら作業を進めてまいります。

「介護予防・日常生活支援総合事業」について

は、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支

援者などに対する効果的かつ効率的な支援を行う

ため、介護予防・生活支援サービス事業と一般介

護予防事業の推進に努めてまいります。

認知症施策の推進については、地域や職域にお

いて認知症の人と家族を支える認知症サポーター

の養成講座を引き続き実施するとともに、「認知

症カフェ」の定期開催や認知症の人やその家族に

早期にかかわる「認知症初期集中支援チーム」に

よる早期診断・早期対応に向けた支援の推進に努

めてまいります。

在宅医療・介護連携の推進については、地域の

医療・介護サービス資源を把握し、医療と介護の

ネットワークを構築しながら、本人の意思を尊重

したきめ細やかなサービスの提供に努めてまいり

ます。

喫緊の課題である介護職員の確保については、

慢性的な介護従事者不足を解消するために、介護

職員研修受講費用の助成や資格保持者に対する就

職支度金の助成を継続するとともに、介護職員の

離職防止・定着・確保に向けた対策事業に取り組

んでまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を営

むことのできる「自立と共生の地域社会づくり」

を目指し、「第３次名寄市障がい者福祉計画」

「第５期名寄市障がい福祉実施計画」に基づき、

円滑な福祉サービスの提供に努めてまいります。

令和２年度は、障がい福祉実施計画の最終年度

となることから、障がい福祉行政及びサービス提

供体制に関する検討を行い、「第６期名寄市障が

い福祉実施計画」の策定を行ってまいります。

また、障がい者の高齢化・重度化や親亡き後も

見据え、障がい児や障がい者が、住み慣れた地域

で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を切

れ目なく提供できる仕組みである「地域生活支援

拠点」の整備を広域的に取り組んでまいります。

令和２年２月２５日（火曜日）第１回３月定例会・第１号
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次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険の都道府県単位化に伴い、財政運

営の責任主体である北海道に納付金を納める仕組

みとなりました。各市町村の税率は、納付金の算

定基礎となる標準保険税率を参考に市町村が設定

するため、本市の課税方式について、現在の４方

式から資産割を除いた３方式への移行を図るほか、

賦課割合の調整などを進めてまいります。

今後も、加入者の負担に十分に配慮した適正な

税率設定について、国保財政の見直しや運営協議

会の意見などを踏まえながら検証するとともに、

国や北海道に対して確実な財政支援の実施や納付

金算定における市町村負担の軽減などを求めてま

いります。

次に、環境との共生について申し上げます。

深刻さを増す地球温暖化問題に対応するため、

新エネルギー・省エネルギーの啓発などの取組を

進めてまいります。

霊園、墓地、火葬場などの施設については、自

然環境と調和した景観に配慮しながら適切な維持

管理を行い、利用される方が快適で安らぎを感じ

る環境空間となるよう努めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

循環型社会の実現に向けて重要となるリデュー

ス、リユース、リサイクルを推進するため、再生

資源集団回収事業をはじめ、段ボールコンポスト

の普及、適正な分別方法の周知啓発、古着・廃食

用油・使用済み小型家電の再資源化などの取組を

進めてまいります。

また、きれいなまちづくりに向けて環境衛生推

進員協議会との協働による清掃週間や分別指導の

ほか、安全安心で効率的な収集・処理事業に取り

組んでまいります。

次に、消防について申し上げます。

近年、風水害や地震などの自然災害が各地にお

いて頻繁に発生し、多くの人的・物的被害が生じ

ています。また、災害は多発化、大規模化、多様

化の傾向にあり、市民の防災に対する関心が高ま

っている中、消防に寄せられる期待はますます大

きくなっており、安全安心なまちづくりの実現に

向け、消防力の充実と消防組織体制のさらなる強

化を図ってまいります。

具体的な消防力の充実としては、老朽化した消

防車両や消防資機材の更新を計画的に取り組んで

まいります。

救急・救助体制は、高齢化の進展に伴う出動件

数の増加、多様化する救急需要に対応するため、

隊員の専門的知識や高度な技術の習得など資質向

上に努め、ドクターヘリやドクターカー、医療機

関と連携した出動体制を構築してまいります。

また、地域防災力の中核となる消防団組織の充

実強化として、消防団への加入促進や充足率の向

上を図り、団員の災害活動における安全装備品の

充実に努めてまいります。

住宅防火安全対策の推進については、住宅火災

による被害を低減するため、住宅用火災警報器の

設置及び維持管理に関する広報活動を展開し、市

民の防火意識の高揚を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

近年、全国各地で甚大な被害をもたらしている

自然災害に対する防災対策については、「減災」

の考え方に基づき、「水防災意識社会再構築ビジ

ョン」の取組を推進するとともに、関係機関と連

携した防災活動を展開してまいります。

特に、市民の水害に対する危機意識の醸成、避

難場所の認知度の向上を図ることなどを目的とし

て、生活空間である「まちなか」に水防災に係る

情報を表示する「まるごとまちごとハザードマッ

プ」の取組を進めてまいります。

また、地域における自助及び共助力の向上を柱

とした取組から、市民の防災意識の高揚を図り、

自主防災組織の設立や活動支援及び防災リーダー

の育成に努めるとともに、資機材や食料などの備

蓄品について、計画的な整備を進めてまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

全国的に交通事故件数は減少傾向にありますが、
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飲酒運転やひき逃げ、あおり運転など自分勝手な

運転が原因で引き起される痛ましい事故が後を絶

たないことから、関係機関や団体と連携し、事故

の根絶に向けた取組を実践してまいります。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室の参加促進、夜光反射材の配布など、事故

被害防止に向けた周知啓発活動に取り組んでまい

ります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりを目指し、

地域住民や関係機関・団体と、犯罪防止に関する

情報の共有を図り、防犯対策の強化や防犯意識の

高揚を図ってまいります。

また、空き家対策については、名寄市空家等対

策計画に基づき、所有者などの当事者意識を醸成

する広報啓発活動をさらに推進するとともに、課

題解決のための助言相談について関係部署や空家

等対策協議会と協議を行いながら対応に努めてま

いります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

一向に減少する気配が見られない「悪質商法」

や「架空請求詐欺」など多様な形で消費者をあざ

むく行為により、全国で多くの被害が発生してい

ます。消費者被害を未然に防ぎ、また最小限にく

い止めるために、引き続き細やかな情報提供や市

民への積極的な啓発活動、相談員のスキルアップ

に努めてまいります。

今後も、市民の皆様が安全で安心して暮らせる

地域社会づくりを目指し、地域や関係機関との連

携を深めながら悪質商法や詐欺行為を排除すると

ともに、自立した賢い消費者の育成に取り組んで

まいります。

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、「名寄市公営住宅

等長寿命化計画」に基づき、既存の団地は、将来

の住宅需要を見通した修繕や長寿命化改修を基本

に取り組み、ストックする住宅の適正な維持管理

と居住環境の向上を図るとともに、老朽化した北

斗団地の除却を実施してまいります。

また、瑞生団地は、入居者の住替えに配慮した

整備事業の基本計画を策定し、風連地区のより良

い住環境づくりを進めてまいります。

民間住宅の整備については、木造住宅の耐震化

の支援として、耐震診断及び耐震改修費用の一部

を助成し、地震に対する安全性の向上を図ってま

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

市立地適正化計画については、昨年の第４回定例

会にて議決いただき、本年１月に開催された名寄

市都市計画審議会にて答申以降の経過について報

告しました。

本計画は、令和２年度から２１年度を計画期間

とする概ね２０年後を見据えた長期的な計画であ

ることから、社会経済状況の変化を踏まえて適宜

見直しをしながら、計画をより具体化し、都市機

能の集約と公共交通の充実などによる持続可能な

まちづくりを進めてまいります。

都市公園については、名寄市公園施設長寿命化

計画に基づき「ハルニレ公園」と「麻生公園」に

おいて、老朽化した遊具の更新を行い、安全安心

な遊び場や憩いの場を確保してまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安全安心な水道水を安定供給するために、老朽

管更新事業として４路線を更新するほか、給水区

域内の漏水調査を継続して実施してまいります。

また、第２期拡張事業において計画している名

寄駐屯地への配水管整備を進めてまいります。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

下水道・個別排水事業については、将来にわた

り市民生活に必要なサービスを安定的に提供する

ため、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必要性が高まっていることか

ら、令和２年度から地方公営企業法を適用し、特

別会計から公営企業会計に移行して事業を進めて
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まいります。

また、平成３０年度に策定した公共下水道スト

ックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改

築更新を進めてまいります。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

における快適な生活環境向上のため、１０基の合

併浄化槽の設置工事を予定しています。

次に、道路の整備について申し上げます。

継続路線では、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、南３丁目通、徳田

１８線緑丘連絡線及び豊栄西１２条仲通の４路線

の整備を行うとともに、新規路線として北３丁目

通と南１０丁目右仲通の事業着手に向け、国への

予算要望に努めてまいります。

市単独費による整備については、経年劣化によ

り損傷が進行している東５号線の舗装改築工事を

行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりま

す。

橋梁については、名寄市橋梁長寿命化修繕計画

に基づき、平成２７年度から令和６年度までの１

０年間で修繕を計画している２６橋のうち、「東

橋」の修繕工事のほか、３橋の実施設計、５６橋

の近接目視点検を実施するとともに、平成３０年

度に一巡した点検結果に基づいた計画策定を行い、

利用者の安全確保に努めてまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の降雪については、昨年と同様に平年と

比較してもやや少ない状況で推移していますが、

引き続き市民が安心できる快適な道路空間や生活

空間の確保に努めてまいります。

令和２年度においても、幹線道路の複数回の排

雪や、積み上げ除雪を実施するとともに、交差点

においてはカット排雪を実施し、交差点の見通し

や道路幅員の確保を図りながら、効果的で効率的

な除排雪体制の確立に努めてまいります。

また、排雪ダンプ助成事業や市道及び私道除排

雪助成事業、レンタル＆ゴー事業の実施にあたっ

ては、町内会と連携を図りながら、市民の満足度

が高まるよう、市民との協働による除排雪事業を

進めてまいります。

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、宗谷本線の維持・存続に向け、

宗谷本線活性化推進協議会において、沿線自治体

などと一体となり取り組むことを確認しており、

令和２年度も北海道と連携して緊急的かつ臨時的

な支援を行ってまいります。

また、宗谷線アクションプランに基づき利用促

進に向けた取組を行うとともに、ＪＲ北海道から

廃止提案を受けている極端に利用の少ない無人駅

についても、地域住民と丁寧に協議してまいりま

す。

さらに、国がＪＲ北海道を支援する根拠となっ

ている法律の改正に向け、北海道の地域特性や実

情を踏まえた支援制度が構築されるよう、北海道

と連携して国や国会議員の皆様などに対して要望

を行い、持続的な鉄道網の確立に向け取り組んで

まいります。

路線バスについては、バス事業者への運行経費

補助や、デマンドバスによる郊外の交通手段確保

を継続してまいります。また、昨年策定した「名

寄市地域公共交通網形成計画」に基づき、市民の

皆様が利用しやすく、効率的な地域の公共交通確

保に努めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

地域の特色を生かした持続可能な農業と豊かで

活力ある農村を目指し、「第２次名寄市農業・農

村振興計画」に基づき施策を推進してまいります。

はじめに、収益性の高い農業経営の確立につい

て申し上げます。

基盤整備では、農地の高度利用化、農産物の生

産性向上を目指し、計画的に農業生産基盤の整備

を実施してまいります。

国営事業では、令和３年度の完了を目指し、引

き続き御料ダム、風連ダム、日進頭首工及び導水

幹線用水路の施設補修工事が計画されています。

道営事業では、水利施設整備として「名寄幹線
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地区」、農地整備として「風連東第２地区」「第

３地区」「ちえぶん地区」がそれぞれ継続され、

幹線用水路の長寿命化や区画整理などが計画され

ており、事業の推進に向けて、北海道と連携して

取り組んでまいります。

市単独事業では、農道整備事業として「風連南

１番東線道路」の舗装・防塵処理工事により、安

全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

農業振興センター事業では、ＩＣＴなどの新た

な栽培技術や振興作物における新品種などの試験

をはじめ、優良種苗の提供、土壌診断のほか、実

証展示や巡回指導、各種講座などを通じて、農業

者への情報提供や技術普及などについて積極的に

取り組んでまいります。

薬用植物振興では、カノコソウの作付面積拡大

と安定生産を図るため、機械化による作業の負担

軽減、栽培技術の確立や培養苗の研究について、

名寄市薬用作物研究会や薬用植物資源研究センタ

ー、製薬会社などと連携し取り組んでまいります。

畜産振興では、日米貿易協定、ＴＰＰ及び日欧

ＥＰＡに対応すべく、国の畜産クラスター事業な

どを活用し、個別経営体の規模拡大や機械化によ

る効率化と収益性の向上を図るとともに、酪農家

の作業負担軽減と優良後継牛の育成を推進するた

め、ＪＡが取り組む「哺育・育成センター」整備

へ支援を行ってまいります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

３年目を迎える名寄市立大学生による農作業従

事の定着化と農業への理解の深化を図るとともに、

新たな雇用労働力の確保として農業未経験者の農

作業従事に向けた試験的な取組を、ＪＡと連携し

進めてまいります。

また、地域農業への貢献や雇用確保が期待され

る法人化では、現在２７法人が設立され共同化や

規模拡大など経営基盤の強化が進められており、

引き続き情報提供などに取り組み推進してまいり

ます。

農福連携の取組では、福祉事業者と農業者がそ

れぞれ抱える課題の解消に向けて情報提供や相互

理解を深められるよう、関係機関・団体と連携し

取り組んでまいります。

農地の流動化では、「人・農地プラン」の見直

しに向け、各地域の将来的な農地集積や課題を話

し合う場をつくり、農業委員会の協力を得ながら、

持続的な農業の確立に向けて取り組んでまいりま

す。

次に、農業の担い手の育成と確保について申し

上げます。

農家子弟の新規就農では、昨年は８人の後継者

が就農しており、経営基盤の強化及び後継者の経

営継承に向けて、引き続きＪＡと協調し支援を行

ってまいります。

新規参入者の確保・育成に向けては、地域おこ

し協力隊の募集をはじめ、移住施策との連携や就

農のきっかけづくりを支援する農業体験実習事業

を推進するとともに、農業振興センターの機能を

生かした、より実践的な研修などを通じて育成に

努めます。また、関係機関・団体で構成する新規

就農者支援チーム内に、新たに耕種班及び酪農班

を設け専門性を高めるとともに、併せて集落支援

員による相談・支援により、新規参入者のサポー

トに取り組んでまいります。

加えて、第三者経営継承や法人への就業など、

多様な選択が可能となるよう、地域実態の把握や

条件整備に取り組んでまいります。

農村女性の活躍では、農業経営における活躍の

場を広げるため免許取得に対する支援に取り組む

とともに、地域農業への一層の参画や独自の活動

を助長するため、引き続き研修会への参加やグル

ープ活動活性化の取組に支援を行ってまいります。

次に、人と自然にやさしい農業の推進について

申し上げます。

安全安心な農畜産物の生産では、化学肥料の削

減など環境保全に効果の高い農業を推進してまい

ります。
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有害鳥獣対策では、名寄市有害鳥獣農業被害防

止対策協議会を中心とし、エゾシカ対策について

は、引き続き捕獲実施時期を早め被害防止に取り

組むとともに担い手の育成を図ってまいります。

アライグマ対策については、防除員の拡大により

地域一体となった捕獲体制の強化に努めてまいり

ます。また、ヒグマ対策については、予防と安全

対策の強化として、ヒグマに遭わないための基本

知識や出没情報などの市民への注意喚起をはじめ、

電気柵の設置など人里にヒグマを寄せ付けない方

策の普及啓発や巡回パトロールの実施など、関係

機関・団体と連携して取り組んでまいります。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

食育推進では、第３次名寄市食育推進計画を基

本に、食と生産現場とのつながりを身近に感じら

れる恵まれた環境を生かした取組を進めてまいり

ます。なお、令和２年度は、策定から３年目の中

間年となることから、計画の実施状況について検

証を行ってまいります。また、地産地消やブラン

ド化の推進については、新たなロゴマークの活用

などを通じて「日本一のもち米のまち」として、

市内外へ広く情報発信を行ってまいります。

農村環境の保全では、中山間地域等直接支払交

付金や多面的機能支払交付金などを活用しながら、

農地及び農業施設の保全はもとより、景観や防災

など多面的な機能の発揮に向けて、地域の主体的

な取組に支援を継続してまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、名

寄市森林整備計画に基づき、健全な森林資源の維

持・造成を推進してまいります。

市有林については、国の補助事業を活用し、間

伐などを効率的に進めるとともに、伐採適齢期を

迎えた森林の皆伐及び再造林を計画的に推進し、

自然環境と市有財産の保全に努めてまいります。

私有林については、関係機関・団体と連携のも

と森林経営計画を推進するとともに、低コスト化

森林施業に向け、国や道の助成制度を有効に活用

してまいります。また、令和２年度から森林環境

譲与税を活用した新たな支援策として、除間伐な

どの各種施業に対する補助の拡充や、人材育成・

担い手確保などに対する補助を創設し、森林環境

整備の推進と保全に努めてまいります。

また、旭川市への誘致を進めていた「北海道立

北の森づくり専門学院」については、本年４月開

校予定であり、本市としましても「北海道立北の

森づくり専門学院上川地域支援協議会」の構成団

体として、引き続き役割を果たしてまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

本市の商工業の振興を図るため、名寄市中小企

業振興条例に基づき、市の制度融資などの活用促

進や中小企業の経営基盤強化の支援など、地域経

済を牽引する事業者への支援を継続してまいりま

す。

また、中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す

中、本市の中小企業振興に係る基本的な理念や役

割などを定める「基本計画」の検討を進めるとと

もに、中小企業振興条例に基づく支援制度に関し、

より時代のニーズに合った見直しを含め検討を進

めてまいります。

人口減少に歯止めがかからず人材不足が課題と

なる中、経済の地域循環を促し地域経済を活性化

するためには、生産年齢人口の確保が有効であり、

そのための方策として、外国人材の受入は有効な

手段の一つと認識しています。昨年４月に施行さ

れた改正入管法に基づく新たな在留資格である

「特定技能」や従前の「技能実習制度」など、外

国人材の受入に関して引き続き調査・研究してま

いります。

駅前交流プラザ「よろーな」については、令和

２年度から５年間の指定管理者に、これまでに引

き続きＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会が選
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定されたところであり、施設管理業務に加えて、

本市のコミュニティ醸成の場として、さらなる街

なかの賑わい創出が期待されます。

併せて、商店街においても、「よろーな」の取

組事業と連携したイベントや「よろーな」と商店

街をつなげるイベントを行うなど、主体的な取組

が定着しつつあり、今後も、このような取組を積

極的に支援していくとともに、商工団体、観光協

会及び各商店街振興組合などと連携し、賑わい創

出を推進してまいります。

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、緊急対策本部が中心となり、昨年１１

月１８日から１２月９日までの３週間、撤退の再

考を求める署名活動を行ったところ、市内外から

２ １６１筆もの署名が集まりました。こうした

草の根の動きを通した地域の皆様の声を届けるた

め、同年１２月２５日に、王子ホールディングス

株式会社に要請をしてまいりました。今後は、影

響を最小限にとどめることに主眼を置いた取組を

進めることとし、緊急対策本部に設置した検討部

会において、関係機関・団体と連携し、具体的な

取組を検討してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢について、

昨年１２月の状況は、月間有効求人倍率が ７４

倍で、前年同月比では ３３ポイント上回り、１

１カ月連続で前年同月を上回っており、引き続き

高い水準を維持しています。

職業別では、特に建築・土木・測量技術者、建

設・土木作業員など建設関係のほか、看護・介護

分野で人材不足の状態が続いています。本市では

現在、介護職員、保育士、看護師・助産師、そし

て名寄市立大学卒業生を対象に、地元定着を図る

ための支援を行っており、商工業の分野では、商

工団体や教育機関などと連携を図り、中小企業振

興条例に基づく支援制度の中でも、特に「人づく

り」に関して、より時代のニーズに合った見直し

を含め検討を進めてまいります。

管内新規高等学校卒業予定者の就職内定状況に

ついては、卒業予定者６１１人のうち就職希望者

は、昨年１２月で１５４人と前年同月比 ５パー

セントの減少、就職内定者数は１４４人で前年同

月比 ４パーセントの減少となり、就職内定率は

９ ５パーセントとなりました。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や企業説明会などを関係団体、事業所、

学校関係者などと連携し実施するとともに、事業

所に対する求人要請、求人開拓などを引き続き実

施するほか、名寄市立大学を中心にハローワーク

なよろとも連携するなど、新規学卒者の地元定着

につなげるための施策を推進してまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄市観光振興計画に基づき、市民の満足度向

上や地域の情報発信などに取り組むほか、令和２

年度から順次実施される道内７空港の一括民営化

を好機と捉え、近隣市町村と連携して広域観光を

推進するとともに、インバウンド受入体制の整備

を進めてまいります。

また、Ｎスポーツコミッションと連携し、スポ

ーツツーリズム商品の開発やスポーツ合宿・大会

の誘致など、冬季スポーツ拠点化プロジェクトの

推進に努めてまいります。

スキー場及び温泉・宿泊施設については、市内

唯一の温浴施設であり市民の皆様の憩いや健康増

進に必要不可欠な施設であること、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

施設であることなどから、施設の稼働を最優先に

考え、市議会はもとより市民の皆様と情報共有を

図りながら、信頼の回復に取り組んでまいります。

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

昨年１０月から３歳以上児の幼児教育・保育の

無償化により、保護者の負担軽減が図られていま

す。令和２年度においても、幼児教育の支援を充

実させるとともに、幼児教育の質の向上と保護者

が安心して預けることのできる環境や、園児を安

定して受け入れるために必要な支援を行ってまい
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ります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２９年度から１０年間における大学運営の

指針として策定した「名寄市立大学の将来構想

（ビジョン２０２６）」は、本年度末で前期３年

が終了します。大学内に設置している内部質保証

推進委員会において、前期期間の具体的な推進項

目を定めた前期実施計画の検証作業を進めている

ところですが、ほとんどの項目で取組が達成され

たものと考えているところです。

令和２年度からの３年間における中期実施計画

は、野村陽子新学長のもと早急に策定し、当該計

画を全教職員で共有する中で、将来構想の着実な

推進に努めてまいります。

次に、修学支援制度について申し上げます。

国は、本年４月から、学ぶ意欲のある学生が、

経済的な理由により大学などへ修学をあきらめる

ことのないよう、返還を要しない給付型奨学金の

拡充に併せて、入学料と授業料を免除または減額

する高等教育の修学支援新制度を創設しました。

本学においても国の基準に基づき、入学料や授

業料などに係る新たな減免制度を実施することと

しています。

今後も、これら減免制度の実施や令和２年度か

ら１年生まで拡大する独自の給付型奨学金制度な

どを通じて、学生支援の取組を進めてまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ振興については、子どもたちが運動と

出会う機会をさらに充実させるとともに、幼児期

に体を動かすことの大切さを知っていただきなが

ら、将来、スポーツ人口のすそ野が広がるように

取組を進めてまいります。

ジュニアの育成・強化については、Ｎスポーツ

コミッションと連携しながら、競技種目に関わら

ずジュニアを育成できる取組を進めてまいります。

また、冬季スポーツ拠点化事業については、年

々価値が高まっている天然雪や自然環境などを生

かして、各種大会や合宿の誘致を推進するととも

に、ピヤシリヘルシーゾーンの新たな活用として

スポーツツーリズムに取り組み、将来に向けた、

事業化・商品化への研究を進め、交流人口の拡大

及び地域振興につながる取組を推進してまいりま

す。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様のご理解

とご協力をお願い申し上げ、令和２年度の市政執

行方針といたします。

〇議長（東 千春議員） 次に、令和２年度教育

行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 令和２年第１回定例会

の開会にあたり、名寄市教育委員会の教育行政の

執行に関する基本的な方針について申し上げます。

現在、国においては、第３期教育振興基本計画

のもと、教育基本法に示された理念の実現と、我

が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な

推進を図る取組を進めております。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の二つの基本理

念の実現に向けて、「ふるさとを想い、グローバ

ルな視野で共に生きる力の育成」と「学校・家庭

・地域・行政の連携による、人口減少に対応する

ための教育環境の形成」の二つの重点を示し、具

体的な教育施策の推進に努めております。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ

るとともに、名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画の「生きる力と豊かな文化を育むまちづく

り」を教育・文化・スポーツ分野における基本目

標とし、令和２年度の学校教育推進計画、社会教

育推進計画の確実な推進に努めてまいります。

以下、令和２年度の学校教育、社会教育の主な

施策について申し上げます。

はじめに、学校教育の重点施策について申し上

げます。
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令和２年度の学校教育については、名寄市学校

教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念であ

る「生きる力」を育てるために、社会に開かれた

教育課程の実現を図ります。また、道教委の指定

事業である「学校力向上に関する総合実践事業」

が令和元年度をもって終了し、第２ステージに移

行することから、第２次名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の３年間の成果と課題を踏まえ、第３

次名寄市教育改善プロジェクト委員会を立ち上げ、

次の７つの重点的な取組を進めてまいります。

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力を育成するため、

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた日常の

授業改善を重視するとともに、思考力・判断力・

表現力の育成に資する「書く」活動や家庭学習の

充実、ＩＣＴ機器の効果的な活用などを図ってま

いります。

また、児童生徒の「主体的に学習に取り組む態

度」を育むため、天文台や市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールなどの本市の教育資源や、名寄市

立大学の学生支援員などの積極的な活用に努めて

まいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら、市内の小

中学校が一体となった学力向上の取組を推進して

まいります。

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

の時間を要として家庭や地域社会との連携を図り

ながら、学校の教育活動全体を通して道徳性を養

う指導を推進してまいります。

道徳科の指導では、ねらいに即して、問題解決

的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習等を

適切に取り入れるなど、指導方法の工夫・改善に

努めてまいります。

また、木原天文台を建設した故木原秀雄氏を題

材とした道徳科の読み物資料の改訂や市民文化セ

ンターＥＮ―ＲＡＹホールの積極的な活用を通し

て、児童生徒の豊かな情操を養うよう努めてまい

ります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用し、蔵書の配置の工夫や本への興味

関心を高める環境を整備して、児童生徒の豊かな

感性や創造性を高めてまいります。

さらに、生徒指導では、教師と児童生徒との信

頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を基

盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい

集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて、いじめの定義やいじめ解消の判断基準

を具体的に示すとともに、いじめ防止基本方針の

取組状況を学校評価において評価し改善に生かす

など、取組を強化してまいります。また、「名寄

市小中高いじめ防止サミット」については、昨年

改善したいじめ防止宣言の内容が児童生徒へ確実

に定着するよう取組を充実させ、いじめの根絶を

目指してまいります。

なお、いじめについては「いじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行等

については「児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査」を有効に活用し、

早期発見、早期解消に努めます。また、教育相談

センターの教育推進アドバイザー、教育専門指導

員等との連携に努めるとともに、中学校に配置し

ております心の教室相談員による教育相談につい

ては、必要に応じて小学校でも実施できるように

します。

不登校の児童・生徒への対応については、学校
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や教育相談センター・子ども未来課などの関係機

関が連携を図り、組織的、計画的に支援すること

が重要なことから、児童生徒理解・教育支援シー

トを活用し、一人一人の児童生徒に応じた支援に

努めてまいります。また、必要に応じて道教委に

配置されているスクールカウンセラーやスクール

・ソーシャルワーカーを活用し、不登校解消に向

けた取組の充実にも努めてまいります。

スマートフォンや携帯電話などの利用による問

題行動、薬物乱用の防止などについては、名寄市

生徒指導・補導協議会や関係機関・家庭と連携し

ながら、青少年センターや道教委が作成した啓発

用のパンフレットなどを活用し、児童生徒が情報

モラルを身に付けたり、望ましい生活習慣を確立

することができるよう取り組んでまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくりである「１校１実践」の取

組や「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に

努めてまいります。

また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習

会を実施したり、体育の授業の工夫改善を図るな

ど、体力向上の取組を一層充実させてまいります。

とりわけ、課題となっている「５０ｍ走」「シャ

トルラン」については、スポーツ・合宿推進課と

連携を図りながら、体力づくりの取組を推進して

まいります。

子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を

身に付けていくためには、何よりも「食」が重要

であり、食育は「生きる力」を育むことに欠かす

ことのできないものであります。

栄養教諭が行う食に関する指導は、児童生徒が

将来にわたり、望ましい食習慣や食に関する自己

管理能力を身に付けられるよう、学校給食を通し

て各学校と連携を図りながら進めてまいります。

学校給食で使用する食材は、安全で安心な食材

の選定に細心の注意を払いながら、地場の農畜産

物を積極的に活用してまいります。地場産品を学

校給食に取り入れることは、児童生徒が地域や自

然との関りについて学び、農業や農産物について

理解を深めるとともに、地産地消の推進に役立つ

ものであり、今後も地域との連携を図りながら、

より一層の取組を進めてまいります。

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒

一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとと

もに、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶ「インクルーシブ教育シス

テム」を構築することが重要であります。

そのため、特別な支援を必要とする子どもへの

就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支

援体制を整備してまいります。また、名寄市立大

学との連携によるティーチング・アシスタント事

業の有効な活用や特別支援教育専門家チームによ

る巡回教育相談の充実に努めてまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を

進めるため、学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施するなどして、保育所や認定こども園、

幼稚園、学校、関係機関等との情報交流の促進に

努めてまいります。

また、昨年、市内全ての幼児、児童生徒に配付

した名寄版個別の支援計画「すくらむ」が有効に

活用されるよう、リーフレットによる啓発活動を

充実するとともに、活用方法の改善に向けて検討

を進めてまいります。

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動と外国語の指導時数を確保するとと

もに、外国語による聞くこと、読むこと、話すこ

と、書くことの言語活動の充実に努めてまいりま
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す。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノート「マイノート」を活用する

などして、教育相談や進路指導等の充実に努めて

まいります。

情報活用能力の育成については、児童生徒の発

達段階を踏まえ、情報技術が急速に進化していく

時代にふさわしい情報モラルを確実に身に付けさ

せることや、目的に応じてコンピュータ・情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的

に活用できるようにするための学習活動の充実に

努めてまいります。

また、今年度からすべての小学校において必修

化されるプログラミング教育の円滑な実施に努め

るとともに、学校教育情報化推進委員会と連携し

ながら、ＩＣＴ環境の整備を進めてまいります。

主権者に関する教育については、児童生徒にふ

るさとへの愛着や豊かな情操を養うため、「ふる

さと未来トーク～市長・教育長と児童生徒との懇

談会～」を実施するなどして、地域への愛着や誇

りをもち、ふるさとに根付く子どもたちを育てて

まいります。

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育の目標を共有し、協働して組織的

に課題に対応し、学校改善に努めることが大切で

あります。

このため、各学校では、本市共通モデルの学校

経営計画及び学級経営案を効果的に生かし、学校

の課題を明確にした上で、年度の重点教育目標を

設定するとともに、名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画や名寄市学校教育推進計画との関連を

図りながら学校経営を推進してまいります。

さらに、学校評価については、各学校が年度の

重点教育目標の達成状況等について評価する自己

評価と、保護者や地域住民等が学校の自己評価の

結果や改善策の妥当性について評価する学校関係

者評価を実施し、その結果を公表して学校運営の

改善に生かしてまいります。また、学校の年度の

重点教育目標と学校職員評価の自己目標を関連さ

せるなどして、円滑な学校運営を推進してまいり

ます。

コミュニティ・スクールについては、昨年６月

をもって市内すべての学校に学校運営協議会を設

置しました。今後は、学校運営協議会の主な役割

である学校運営の基本方針の承認や学校運営に必

要な支援等についての協議を充実するとともに、

社会教育と連携し、地域学校協働本部の体制を整

えてまいります。

小中一貫教育については、風連地区小中学校連

携教育推進委員会で進めてきた９年間を見据えた

教育課程や学習規律、出前授業の体制などが整い

つつあることから、新年度から風連中央小学校と

風連中学校において実施してまいります。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育改善プロジェクト委員会による

全小中学校共同で行う研修会やミドルリーダーの

マネジメント力を高める研修会などを通して、教

職員のキャリアステージに応じて求められる資質

能力を高めてまいります。また、外国語教育の早

期化・教科化、ＩＣＴの活用、プログラミング教

育などの新たな課題に対応できる力量を高める研

修の充実にも努めてまいります。

服務規律の保持については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務を遂行できるよう、

道教委からの各種通知や服務規律ハンドブック等

を活用して校内研修を進めてまいります。

学校における働き方改革の推進では、教職員の

多忙化が依然として解消されていない状況のなか、

教職員が子どもと向き合う時間が確保できるよう、
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学校における働き方改革の取組を一層進める必要

があります。このため、道教委の「北海道アクシ

ョン・プラン」に示された取組の方向性をもとに、

名寄版「アクション・プラン」に基づき、学校内

での業務改善の意識改革と体制づくりを進めてま

いります。

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全安心な教育環境づくりについては、各小学

校区に組織している安心会議などと連携を図りな

がら、交通安全指導や安全マップを用いた児童生

徒の通学路の安全確保、「地域１１０番の家」の

協力や登下校時の見守りなどを通して、地域ぐる

みで不審者への対応をしてまいります。さらに、

「名寄市通学路安全推進会議」では、通学路の安

全確保のため、関係機関と連携し継続的に安全点

検や安全対策に努めたり、対策箇所一覧表をホー

ムページで公開して、対応状況の周知や危険箇所

の注意喚起を行ってまいります。

市内小中学校の整備については、小中一貫教育

や耐震化への対応に考慮しながら、智恵文中学校

に智恵文小学校を併設するための各種調査や基本

設計などに取り組んでまいります。

学校給食センターは、年次的な調理設備等の更

新や設備修繕等により、安全・安心な給食の安定

供給に努めていますが、改築以来２８年が経過し

ていることから、給食提供に支障が出ないよう施

設の適切な維持・管理を行ってまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減少に

より定員割れが続いている状況にあることから、

市内各高等学校と連携を図り、生徒の資格取得に

対する意識の高揚と資質向上など、魅力ある学校

づくりを支援するため、就職や進学に有利となる

資格取得に対する補助制度「名寄市高校生資格取

得支援事業」の取組を進めてまいります。

また、名寄地区の基幹産業である農業従事者の

人材育成には、名寄産業高等学校酪農科学科の間

口維持が重要なことから、道外入学者を呼び込む

ため、受験にかかる交通費の負担軽減を図る「名

寄産業高等学校酪農家学科受験者交通費等助成事

業」を継続してまいります。

さらに、名寄市内の将来の高等学校の在り方に

ついては、子どもたちの希望に沿った学ぶ環境を

維持することが重要であり、この地域の産業を支

えるための人材育成や、進路希望に沿った学習が

できる環境を充実させるために、道教委と連携を

図り検討を進めてまいります。

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

令和２年度の社会教育については、名寄市社会

教育推進計画に基づき、市民の皆様が生きがいの

ある人生を送ることができる生涯学習社会の形成

などを目指し、次の５つの重点的な取組を進めて

まいります。

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

昨年６月をもって、市内すべての学校に学校運

営協議会が設置されましたが、「地域とともにあ

る学校づくり」の更なる充実が図られるよう、地

域学校協働活動を社会教育行政として支援するた

め、学校と地域が連携・協働できる体制づくりに

取り組んでまいります。

市民講座では、新たな学びへのきっかけづくり

や学習活動を通した仲間づくりなどにつながるよ

う、市民の学習ニーズなどに応じた講座の開設に

努めてまいります。

また、グループやサークルの活性化や組織化を

支援する「ジャックの豆事業」の奨励、市民が文

化芸術を体験・発表する生涯学習フェスティバル

の開催など、市民が自主的な学習に取り組める環

境づくりに努めてまいります。

風連地区については、ふうれん地域交流センタ

ーや風連公民館を拠点とし、各種団体などと連携

・協働し、生涯学習事業の推進に努めてまいりま
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す。

智恵文地区については、住民ニーズの把握に努

めたり、農村地区という地域特性を踏まえ、学校

をはじめ関係機関との連携を一層深めながら生涯

学習事業の推進に努めてまいります。また、地域

の歴史や自然、文化を知り、地域の魅力を発見し

ながら、地域資源を継承する学習活動として「ち

えぶん学講座」を開催してまいります。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館が、市民の最も身近な学習活動を支援す

る教育施設として、幅広い図書資料の収集や環境

整備を図るとともに、人と本を結びつけ、人と人

が交流できる課題解決の場となるよう努めてまい

ります。

また、第３次名寄市子どもの読書活動推進計画

に基づき、乳幼児期のうちから本に親しむ習慣を

醸成するため、絵本の読み聞かせなどを推進し、

読書習慣の定着に努めてまいります。さらに、人

を通して多くの良い本に出会うことができる「土

曜読書会」、書評ゲーム「ビブリオバトル」など、

各種事業の充実に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、本年４月に開台１０周年を迎えるこ

とから、これを記念する事業のほか、より一層星

空への興味関心を持ち、来館していただけるよう

な事業を行ってまいります。

学校教育との連携では、新学習指導要領に沿っ

てプラネタリウムの学習投影を工夫するなど、よ

り分かりやすい授業にするための取組や移動式天

文台車の積極的な活用についても、広域的に利用

を呼び掛けてまいります。

研究分野では、北海道大学との連携の下、ピリ

カ望遠鏡を利用した研究を一層進め、全国に成果

を発信してまいります。

交流事業としては、国立天文台石垣島天文台や

台北市立天文科学教育館との共同観測、日食など

の天文現象の相互配信などを通して交流を深める

とともに、全国の天文台との協力のもと、相互に

利用者が行き来できるような取組を進めてまいり

ます。

さらに、星と音楽をテーマにした星祭りや音楽

イベントでは、より多くの市民や全国の方々に利

用していただけるよう開催方法などについても工

夫してまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

市内の幼稚園における家庭教育学級の設置や家

庭教育支援講座の開催などを通して、親子で楽し

みながら学んだり、保護者の学びを支援する学習

機会の提供に努めてまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の改修では、昨年、市民のスポー

ツ活動の拠点である名寄市スポーツセンターの長

寿命化を図るため、屋外キューピクル・変圧器取

替え工事など、市民に安心なスポーツ環境の整備

を行ってまいりました。

今後も、修繕計画に基づく適正な改修や整備を

行い、スポーツ施設の長寿命化を図るとともに、

スポーツ施設の適正配置を検討してまいります。

また、風連地区では、廃校体育施設などを含め

た体育施設の維持管理に努め、利用調整を図りな

がら身近な体育施設として広く市民に開放し、競

技スポーツや生涯スポーツへの取組を助長してま

いります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学び合う野外体験学習事

業「へっちゃＬＡＮＤ２０２０」に加え、交流自

治体である東京都杉並区との小学生交流事業とし

て、夏季の「都会っ子交流」及び冬季の「自然体

験交流」を実施してまいります。

また、子ども会育成連合会などと連携したリー

ダー育成事業や育成者研修事業、フットサル大会

などにも取り組んでまいります。

名寄市成人式については、実行委員会を中心に

企画運営を行い、趣向を凝らした内容で開催して

まいります。
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名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として安全安心な居場所となるよう

施設運営の充実に努め、遊びやスポーツ、各種行

事を企画し、子どもたちの健全育成を図ってまい

ります。

放課後児童クラブでは、放課後における児童の

遊びや生活の場として、施設運営の充実や環境整

備を図り、児童の健全育成に努めてまいります。

また、民間学童保育所に対しては、児童の安全

安心な居場所となるよう環境整備、運営に対し必

要な支援を行ってまいります。

青少年センターでは、青少年を取り巻く社会環

境がますます複雑・多様化する中、各町内会推薦

指導員との巡視活動や各学校、関係機関との連携

を通して、青少年の問題行動の未然防止や安全確

保に努めてまいります。

近年、スマートフォンなどの急速な普及に伴い、

ネットトラブルやネット依存などが大きな社会問

題になっていることから、研修会の開催やパンフ

レットの配布などにより啓発活動を行ってまいり

ます。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話や面接などで相談に応じてまいります。

また、ひきこもりの解消や日中に相談ができない

方のために夜間相談日を設けて対応してまいりま

す。相談内容によっては、学校と情報交換を行い

ながら適切な支援及び指導を行ってまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。

不登校は本人だけの問題ではなく、学校や家庭

を含む様々な要因が複雑に絡み合って生じる傾向

にあるため、教育推進アドバイザーを中心に学校

や関係機関との連携に努め、相談体制の充実を図

ってまいります。

放課後子ども教室では、小学４年生から中学３

年生までを対象に、放課後における子どもたちの

安全安心な居場所となる活動拠点を設け、勉強や

スポーツ、文化活動等に取り組み、自ら学ぶ姿勢

を高め、学習習慣の定着を図ってまいります。

本年度も、地域の教育経験者などの協力を得て、

自学自習の充実やテーマ学習の工夫を図り、子ど

もたちにとって有意義な教室となるよう努めてま

いります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市文化芸術振興条例及び名寄市文化芸術の

振興に関する基本方針に基づき、文化芸術の振興

を図るとともに、市民などによる文化芸術活動が

自主的、創造的に行われるよう努めてまいります。

また、優れた文化芸術を鑑賞する文化芸術鑑賞

バスツアーや市民が日頃の文化活動の成果を発表

する市民文化祭を実施するとともに、開館５周年

を迎える市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを

核とした鑑賞事業やアウトリーチを含めた市民参

加型の文化芸術事業のほか、開館５周年記念事業

を実施してまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成８年２月の開館以来２４年が経過し、これ

までに３２万人の利用者を数えているところであ

り、引き続き、地域に根差した視点に立って、地

域の歴史や自然、文化に関する普及啓発を進めて

まいります。博物館事業の主体となる展示活動で

は、森の知恵者と象徴され、博物館敷地にもレリ

ーフを設置しているフクロウ類についての特別展

を計画しています。

また、地域史を伝える企画展として、天塩川や

名寄川など、かつて大雨のたびに農業や住民の暮

らしに被害をもたらした水害の歴史を振り返ると

ともに、防災意識啓発のための展示を予定してい

ます。さらに、地域の歴史や自然を伝える自主企

画による展示会、市民・団体による作品展を年間

通して開催し、市民に開かれた博物館活動を継続

してまいります。あわせて道内博物館・研究機関

等との連携を図り、体験学習や講座などを充実し、
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郷土学習の拠点施設としての博物館を目指してま

いります。

以上、令和２年度の教育行政執行方針について、

その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校

・市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域

を支える人材を育てる大きな役割と責任を担って

おります。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に学

校・家庭・地域社会との連携を深めながら、本市

の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいりま

す。

議員並びに市民の皆様の一層のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で令和２年度市政

執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１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１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。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化などを図るための関係法律の整備に関する法律、

これが令和元年６月１４日に公布をされ、成年被

後見人の一律な権利制限が見直されたことに伴い、

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申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市へき地保育所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２号 名寄市へき

地保育所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、砺波地区における幼児保育を担ってい

た砺波保育所について、砺波地区地域住民との合

意の下、本年３月３１日をもって閉所することと

なったため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。また、１２月の納期限を統一す

るため、所要の改正を行うものでございます。

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７ 議案第３号

名寄市営住宅管理条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市営住

宅管理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、平成２９年６月２日公布の民法の一部

を改正する法律による賃貸借契約における保証人

の債権関係の規定見直し及び国の公営住宅に係る

制度の見直しによる社会経済の変化に対応した入

居者要件の改正などが進められていることから、

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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８ 議案第４号

工事請負契約の変更についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 工事請負契

約の変更について、提案の理由を申し上げます。

風連中央小学校旧校舎屋内運動場解体工事、屋

外運動場整備工事については、令和元年６月２１

日に五十嵐・第一・橋場特定建設工事共同企業体

と２億 ８２０万円で契約を締結をし、現在施工

中でありますが、本件は建物解体におきまして概

数としていた産業廃棄物処分量の数量確定及び屋

外運動場整備におきましてグラウンド出入口の変

更等により設計を変更する必要が生じたために当

初の契約金額に ６０２万 ０００円を加えまし

て、３億４２２万 ０００円で当該企業体と変更

契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会

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、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。
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〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第５号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和元年度名寄市一般会計補正予算に

係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ８

０万円を追加し、予算総額を２０９億 ６２４万

０００円にしたものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。４款衛生

費では、食肉センター施設の修繕に伴い、食肉セ

ンター事業特別会計繰出金８０万円を追加したも

のでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加に伴い２０款繰入金で８０万円を追加をし、収

支の調整を図ったものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第６

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和元年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算に係る専決処分でありまして、歳

入歳出それぞれ８０万円を追加し、予算総額 ７

６４万円にしたものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費では、食肉センター給水施設の修繕に伴い８０

万円を追加したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

におきまして８０万円を追加し、収支の調整を図

ったものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第７

号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第９

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７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、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出にそれぞれ６億 ５０１万 ００

０円を減額をし、予算総額を２０３億１２３万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきましてふるさと応援事業費５４９万

０００円の追加は、ふるさと納税寄附金の増額

に対応し、寄附記念品発送業務委託料などについ

て補正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名寄東病院振興基金積

立金１億 １１９万 ０００円の追加は、地方交

付税の算定結果に基づき積立てしようとするもの

でございます。また、病院事業会計繰出金 ０７

１万 ０００円の追加は、今年度の地方交付税の

算定結果や東病院の収支調整に対し繰出金を補正

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地域づくり総合交付

金事業補助金 １７０万円の追加は、道北なよろ

農業協同組合が実施をした３つの農業用施設の改

修等について補助しようとするもので、財源につ

きましても同額を道補助金にて予算を計上してご

ざいます。

７款商工費におきまして名寄振興公社職員派遣

負担金４５０万円の追加は、名寄振興公社に派遣

をした職員の人件費相当分について負担しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。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行ったほか、１款市税に

おきましては本年度の納税状況を踏まえまして、

固定資産税を ０００万円追加しようとするもの

でございます。

１２款地方交付税の普通交付税で２億 ０８２

万 ０００円の追加は、今年度の普通交付税額の

確定に伴い予算を計上しようとするものでござい

ます。

１９款寄附金の １１３万 ０００円の追加は、

既に予算化したものを除き、これまで頂いた寄附

金について予算計上しようとするものでございま

す。

２０款繰入金では、財政調整基金を減額をし、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業（９棟目）の予算を

変更しようとするものであります。

第３表、繰越明許費につきましては、年度内に

完了しない議会運営事業費ほか２件を繰越ししよ

うとするものでございます。

第４表、債務負担行為補正につきましては、名

寄庁舎エレベーター保守管理委託料のほか６件を

追加しようとするものでございます。

第５表、地方債補正につきましては、農業農村

整備事業のほか１２件の変更と徳田１８線緑丘連

絡線道路改良舗装事業のほか１件を廃止しようと

するものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（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
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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１２ 議案第８

号 令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補正

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８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きまし

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３４６万 ０００円を追加し、予

算総額を２９億 ０９３万 ０００円にしようと

するものでございます。また、直診勘定におきま

して歳入歳出それぞれ６８８万 ０００円を減額

し、総額を２億３１４万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の主な内容を保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費におきまして人件費の減に

より ０４９万 ０００円を減額しようとするも

のであります。

４款保健事業費では、健診費用の減により１１

９万 ０００円を減額しようとするものでありま

す。

５款基金積立金では、国民健康保険支払準備金

基金積立金として ５１６万 ０００円を追加し

ようとするものであります。

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決算見込み等から６２９万

０００円を減額しようとするものであります。

また、４款繰入金では一般会計繰入金を ０５

０万 ０００円、国民健康保険支払準備金基金繰

入金を １３１万 ０００円減額しようとするも

のであります。

５款繰越金におきまして １０６万 ０００円

追加をし、収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、直診勘定の補正の内容について歳出から

申し上げます。１款総務費では人件費等で６８４

万 ０００円を減額し、３款施設整備費では事業

費の確定により３万 ０００円を減額しようとす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

におきまして６８８万 ０００円を減額し、収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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。

ここで１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７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
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を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第９

号 令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（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９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５０５万 ０００円を追加し、予算

総額を２６億 ７７１万 ０００円に、サービス

事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ２

８７万 ０００円を追加をし、予算総額を３億

９１５万 ０００円に、サービス事業勘定・風連

におきまして歳入歳出それぞれ６３万 ０００円

を追加し、予算総額を ０００万 ０００円にし

ようとするものであります。

補正の主な内容、保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費におきまして人件費などの

減により２１万円減額しようとするものでありま

す。

４款基金積立金におきまして介護給付費準備基

金積立金に５２６万 ０００円を追加しようとす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきまして保険者機能強化推進交付金の交

付決定により５２６万 ０００円を追加しようと

するものでございます。

８款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

２１万円減額をし、基金繰入金におきましては介

護給付費準備基金繰入金を ９３５万 ０００円

減額しようとするものであります。

９款繰越金におきまして平成３０年度決算剰余

金の繰越し分として ９３５万 ０００円を追加

しようとするものであります。

続きまして、サービス事業勘定・名寄について

申し上げます。歳出におきまして１款総務費では

人件費で２８７万 ０００円を追加しようとする

ものであります。

次に、歳入におきまして一般会計繰入金を追加

し、収支の調整を図ろうとするものでございます。

また、第２表、債務負担行為補正では、名寄市

特別養護老人ホーム清峰園指定管理委託料の限度

額について変更しようとするものでございます。

次に、サービス事業勘定・風連について申し上

げます。歳出におきまして１款総務費では人件費

で６３万 ０００円を追加しようとするものであ

ります。

次に、歳入におきまして一般会計繰入金を追加

し、収支の調整を図ろうとするものであります。

また、第２表、債務負担行為補正では、名寄市

風連特別養護老人ホームしらかばハイツ指定管理

委託料の限度額について変更しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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１４ 議案第１

０号 令和元年度名寄市下水道事業特別会計補正

予算（第２号）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１０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、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ１億 ４

３３万 ０００円を減額をし、予算総額１０億

６１０万 ０００円にしようとするものでありま

す。

補正の主な内容について歳出から申し上げます。

１款下水道事業費では事業費の確定に伴う各費目

の調整により総額で１億 ９８２万 ０００円、

２款公債費では３７２万 ０００円、３款諸支出

金では消費税等で７８万 ０００円それぞれ減額

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。３款国庫支

出金では ０６６万 ０００円、６款市債では

０８０万円を事業費の確定によりそれぞれ減額を

し、４款繰入金では一般会計繰入金で ５３３万

０００円を減額して収支の調整を図ろうとする

ものでございます。

次に、第２表、地方債補正では、公共下水道整

備事業のほか１件の限度額を変更しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

１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１１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、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ６００万

０００円を減額し、予算総額 ８１５万 ００

０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歳出から申し上げ

ます。１款個別排水事業費では事業費の確定に伴

う調整により５８３万 ０００円、２款公債費で

は７万円をそれぞれ減額しようとするものでござ

います。

次に、歳入について申し上げます。事業費の確

定に伴う市債の調整のほか、３款繰入金で２０６

万 ０００円を減額し、収支の調整を図ろうとす

るものでございます。

次に、第２表、地方債補正では、個別排水処理

施設整備事業の限度額を変更しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「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１６ 議案第１

２号 令和元年度名寄市食肉センター事業特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和元年

度名寄市食肉センター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、食肉センター給水施設の改修に

要する経費を補正しようとするもので、歳入歳出

それぞれ６００万円を追加をし、予算総額を ３

６４万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款衛生

費において給水量の安定確保を図るための施設改

修に伴い６００万円を追加しようとするもので、

指定管理者であるニチロ畜産株式会社と協議の上、

今後における施設の安定稼働に必要な対応を図る

ものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

におきまして６００万円を追加し、収支の調整を

図ろうとするものであります。

次に、第２表、繰越明許費については、本工事

が年度内に完了しないことから、繰越ししようと

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１７ 議案第１

３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１３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３６万 ００

０円を追加をし、予算総額を４億９０６万 ００

０円にしようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきまして健康診査受診者の増により後期高

齢者健康診査業務委託料を３６万 ０００円追加

しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。諸収入にお

きまして後期高齢者医療広域連合受託事業収入を

３６万 ０００円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）
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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１８ 議案第１

４号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算

（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１４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、歳入歳出それぞれ１億 ６７４

万 ０００円を減額をし、予算総額１８億 ８６

０万 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。１款

教育費では決算見込みによる人件費の減額や事業

費の確定による減額のほか、名寄市立大学奨学金

基金積立金に２２０万 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。５款寄附金

において大学に対する寄附金６６万 ０００円を

追加しようとするものであります。

６款繰入金では、一般会計繰入金で１億 ６５

５万 ０００円を減額をし、収支の調整を図ろう

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、エレベ

ーター保守管理委託料について追加しようとする

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１９ 議案第１

５号 令和元年度名寄市病院事業会計補正予算

（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

度名寄市病院事業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、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものであります。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款病院事業収益では、医業収益におき

まして入院患者数の減少等により入院収益で ６

００万 ０００円を減額し、外来患者数の増加等

により外来収益で１億 ０７２万 ０００円を追

加しようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして東病院の診療交

付金等に要する経費の減額等により他会計補助金

で４５万 ０００円を減額をし、小児医療に係る

交付金算定額の増加等により他会計負担金で３７
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万 ０００円、その他医業外収益で １３３万

０００円をそれぞれ追加しようとするものでござ

います。

次に、特別利益におきまして過年度損益修正益

で ７９２万 ０００円を追加し、収益の総額を

１０４億 ９６１万 ０００円にしようとするも

のでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では医業費用におきまして給与費で

１億 ２９８万 ０００円、経費で委託料や修繕

費の減により ７４９万 ０００円、減価償却費

で ２４１万 ０００円をそれぞれ減額をし、材

料費で薬品費の増加により ４９４万 ０００円

を追加しようとするものでございます。

次に、医業外費用におきまして支払利息及び企

業債取扱諸費で一時借入金に係る利率の低下によ

り６１万 ０００円を減額をし、保育施設費で給

食材料費等の減により２２１万 ０００円を減額

しようとするものでございます。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で８３６万 ０００円を追加をし、費用総額１０

５億 ０２３万 ０００円にしようとするもので

ございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で ４７０万円、

他会計負担金で１２８万 ０００円をそれぞれ減

額をし、寄附金で２２万 ０００円、貸付償還金

で９４２万円、他会計出資金で ８３５万 ００

０円をそれぞれ追加をし、総額を６億 ９２４万

０００円にしようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして資産購入費で４８４万

０００円、施設費で ７４１万 ０００円をそれ

ぞれ減額をし、企業債償還金で ００４万 ００

０円、貸付金で６６万円それぞれ追加をし、総額

１２億 ４７８万 ０００円にしようとするもの

であります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金

で補填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２０ 議案第１

６号 令和元年度名寄市水道事業会計補正予算

（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

度名寄市水道事業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、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益７９２万 ００

０円の減額や長期前受金戻入２８２万 ０００円

の減額により収益全体で９１８万 ０００円を減

額をし、総額を７億 ７０４万円にしようとする

ものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の
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調整を行い、費用全体で ７６９万 ０００円を

減額し、総額を６億 ５４６万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業費の確定に伴う調整を行い、３款

資本的収入では ７５５万 ０００円を減額をし、

総額を２億 ３２８万 ０００円に、また４款資

本的支出では ０３１万円を減額をし、総額を５

億 ４８４万 ０００円にしようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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２１ 議案第１

７号 令和２年度名寄市一般会計予算、議案第１

８号 令和２年度名寄市国民健康保険特別会計予

算、議案第１９号 令和２年度名寄市介護保険特

別会計予算、議案第２０号 令和２年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２１号 令

和２年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議

案第２２号 令和２年度名寄市立大学特別会計予

算、議案第２３号 令和２年度名寄市病院事業会

計予算、議案第２４号 令和２年度名寄市水道事

業会計予算、議案第２５号 令和２年度名寄市下

水道事業会計予算、以上９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１７号 令和２年

度名寄市一般会計予算及び議案第１８号から議案

第２５号までの各特別会計予算並びに各企業会計

予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、令和元年１１月１日付市長訓

令に基づき、名寄市総合計画や総合戦略の具現化、

事業の選択と集中の徹底、健全な財政運営の維持

といった基本的な考え方に基づき予算を編成いた

しました。

一般会計予算案は、前年度と比較をし １％増

の２０９億２６４万 ０００円となりました。子

供、子育て支援に係る民生費の増や哺育・育成セ

ンター整備への支援に対する農林業費の増などが

主な増額要因であります。なお、収支不足を補う

財政調整基金の取崩し額は４億 ５３０万 ００

０円を計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。令和２

年度より下水道事業特別会計と個別排水処理施設

整備事業特別会計が企業会計化されることから、

令和２年度国民健康保険特別会計外４特別会計の

予算総額は８６億 ４４０万 ０００円となって

おります。増減の大きなものといたしまして、名

寄市立大学特別会計では配水管改修工事の減など

により ３９２万 ０００円の減となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計では前年度比 １％増の１２３億 ８００

万 ０００円、水道事業会計では前年度比 ３％

減の１３億 ４８６万 ０００円となりました。

また、下水道事業会計は２１億 ８０７万 ００

０円となりました。

以上によりまして、令和２年度全会計の予算総

額は４５４億 ７９９万 ０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２
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４条の規定に基づき提出をいたしますので、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） お諮りいたします。

議案第１７号外８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予算審査特別委

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１７号外８件については、全議

員をもって構成する予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、予算審査特別委員会

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２２ 議案第２

６号 名寄市教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 名寄市教

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市教育委員であります松田潤子氏が本年５

月１５日をもって任期満了となりますが、本件は

同委員を再度教育委員に任命をいたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定に基づき議会の同意を求めるものでござ

います。

なお、任期は４年でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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２６号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は同意することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第２３ 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 専決処分を

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、令和元年１０月２１日午後３時

４９分頃、名寄市風連東５号線と風連２４線の市

道交差点におきまして、一時停止標識のある左方

から停止をせず交差点に進入してきた相手方車両

と市民部所管の公用車が衝突したものでございま

す。過失割合は本市が２０％であり、相手方車両

の修理代として１万 ２００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。
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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２月２６日から３月８

日までの１２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２月２６日から３月８日までの１

２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 １時２９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 佐久間 誠

署名議員 東 川 孝 義
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