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令 和 ２ 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和２年１１月３０日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市墓地条例の制定に

ついて

日程第５ 議案第２号 所得税法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市図書館条例の一部

改正について

日程第９ 議案第６号 なよろ市立天文台条例の

一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市風連スキー場条例

の一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第14 議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（和寒町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（剣淵町）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（下川町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（美深町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（音威子府村）

議案第１６号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１７号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１８号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１９号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第２０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第２１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第15 議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市体育施設）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場、名寄市

ピヤシリシャンツェ、体育センターピ

ヤシリ・フォレスト）

議案第２４号 指定管理者の指定につ
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いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第２５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ゆきわらべ雪冷貯蔵施

設）

議案第２６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２７号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）

議案第２９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市特別養護老人ホーム清峰

園）

議案第３０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市デイサービスセンター楽

々館）

議案第３１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市デイサービスセンター友

遊館）

議案第３２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ）

議案第３３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連在宅老人デイサービ

スセンター）

日程第16 議案第３４号 財産の処分について

日程第17 議案第３５号 名寄地区衛生施設事務

組合規約の変更について

日程第18 議案第３６号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第19 議案第３７号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第３８号 令和２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21 議案第３９号 令和２年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第４０号 令和２年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第23 議案第４１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４２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４３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４４号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

議案第４５号 名寄市フルタイム会計

年度任用職員の給与に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市墓地条例の制定に

ついて

日程第５ 議案第２号 所得税法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市図書館条例の一部

改正について

日程第９ 議案第６号 なよろ市立天文台条例の

一部改正について
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日程第10 議案第７号 名寄市風連スキー場条例

の一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第14 議案第１１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（和寒町）

議案第１２号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（剣淵町）

議案第１３号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（下川町）

議案第１４号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（美深町）

議案第１５号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（音威子府村）

議案第１６号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中川町）

議案第１７号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（幌加内町）

議案第１８号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（西興部村）

議案第１９号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（枝幸町）

議案第２０号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（浜頓別町）

議案第２１号 定住自立圏形成協定の

一部を変更する協定の締結について

（中頓別町）

日程第15 議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市体育施設）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場、名寄市

ピヤシリシャンツェ、体育センターピ

ヤシリ・フォレスト）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第２５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ゆきわらべ雪冷貯蔵施

設）

議案第２６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２７号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）

議案第２９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市特別養護老人ホーム清峰

園）

議案第３０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市デイサービスセンター楽

々館）

議案第３１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市デイサービスセンター友

遊館）

議案第３２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ）

議案第３３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連在宅老人デイサービ

スセンター）
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日程第16 議案第３４号 財産の処分について

日程第17 議案第３５号 名寄地区衛生施設事務

組合規約の変更について

日程第18 議案第３６号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第19 議案第３７号 令和２年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第３８号 令和２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21 議案第３９号 令和２年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第４０号 令和２年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第23 議案第４１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４２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４３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４４号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

議案第４５号 名寄市フルタイム会計

年度任用職員の給与に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 伊 藤 慈 生

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 渡 辺 博 史 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 木 村 睦 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
丸 箸 啓 一 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長



－5－

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

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、

５番 三 浦 勝 秀 議員

１３番 高 橋 伸 典 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１８日ま

での１９日間としたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１８日までの１９日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和２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日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、「名寄本よみ聞かせ会」に文化奨励賞を

授与いたしました。

「科学部門」、「子どもの読書活動推進」で受

賞された「名寄本よみ聞かせ会」は、昭和４９年

に創立され、以来４５年以上にわたり子どもたち

への読み聞かせのほか、ボランティア団体や個人

への読み聞かせの技術的指導などの活動に努めて

こられた団体であります。

市立名寄図書館において、幼児や小学生を対象

とした絵本や紙芝居の読み聞かせや、市内の小学

校へ出向いて読み聞かせの活動をされております。

また、市外からの要望にも応じており、その活動

は本市のみならず市外の子どもの読書活動推進に

も多大なる功績を残されております。

会員皆さんの「子どもたちを笑顔にしたい、子

どもたちの笑顔を見たい」という優しい思いが、

この４５年以上にわたる活動につながったものと

感じています。

本市としましても、市民の皆さんが豊かな心と

知性を育み、生涯にわたっていきいきと学べるま

ちを目指し、また地域が手をつなぎ合い、市民が

輝くまちづくりを進めてまいりたいと思っており

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１７個人、１団体に功労表彰を、多額

の寄附をいただいた１０個人、３５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、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

市民との協働によるまちづくりを進めるため、

名寄市町内会連合会と連携のもと、全７会場で

「まちづくり懇談会」を開催し、多くの市民の御

参加をいただきました。

会場での貴重な御意見、さらには本年９月に実

施した町内会アンケート調査の結果について、市

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号



－7－

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

政への反映に努めてまいります。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

多様な媒体による広報の推進を図るため、この

たび、国内で利用者数が最大のＳＮＳである「Ｌ

ＩＮＥ」の公式アカウントを取得し、１０月１日

から公開しました。イベントなどの情報を写真と

ともに発信するほか、簡易な行政上の質問応答も

可能となっています。今後も他自治体の先行事例

を参考としながら広報活動を推進してまいります。

次に、国勢調査について申し上げます。

本年１０月１日を基準日として、２８７調査区、

約１万３千世帯を対象に、調査員１８５人、指導

員２７人体制で調査に取り組んでまいりました。

調査結果については、来年６月に人口及び世帯

数の速報値が公表される予定となっています。

調査員、指導員の皆様の御尽力に感謝を申し上

げますとともに、市民の皆様の御協力に対しまし

て厚くお礼を申し上げます。

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、「女性に対する

暴力をなくす運動」の取組として、内閣府男女共

同参画局が作成したポスターの展示を市内商業施

設において行いました。この運動はパープルリボ

ン運動と称されることから、多くの市民の興味を

引くよう、会場をパープルのバルーンで装飾し、

併せて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。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、名寄・

藤島交流友の会が主体となり、１０月２８日に本

市のかぼちゃを、１１月１２日に鶴岡市の庄内柿

を、それぞれの地域の小中学校で提供するととも

に、給食だよりなどを通じて姉妹都市交流を伝え

る学校給食交流が行われました。

東京都杉並区との交流事業については、１１月

７日から８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２０２０」において、

杉並区職員などの協力もいただきながら、じゃが

いもやかぼちゃなどの農産物やソフト大福などの

販売を行いました。

ふるさと会との交流事業については、１１月１

日に東京なよろ会創立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

用具贈呈式が道立サンピラーパークで行われまし

た。本事業が世界に羽ばたく選手育成の後押しと

なることを期待します。

国際交流については、名寄・リンゼイ姉妹都市

友好委員会と名寄・ドーリンスク友好委員会の共

催で、９月中旬から１０月中旬にかけて、風連庁

舎と北国博物館を会場に、国際親善メモリアルホ

ール移動展が開催されました。リンゼイとドーリ

ンスク両地域との交流の経緯や、これまでの交流

事業などについて紹介するとともに、記念品を展

示するなど、国際交流事業をＰＲしました。

また、ドーリンスクとの交流では、友好都市提

携３０周年を来年に控え、プレイベントとして市

内の料理人などに参加いただき、ロシア料理研究

会を開催しました。

さらに台湾との交流事業については、１０月１

６日に台湾国立中山大学西湾学院と国際交流に関

する覚書を締結しました。

覚書締結後の最初の事業として、１１月２５日

に名寄産業高等学校と同学院とのオンライン授業

交流を行いました。１２月２２日には名寄高等学

校との交流を予定しています。

今後も、様々な交流事業を通じて、国際感覚を

持つ人材の育成や、交流人口の拡大を図ってまい

ります。

次に、移住の推進について申し上げます。

１１月１６日に、名寄市移住促進協議会主催に

より、芸者東京株式会社代表取締役ＣＥＯ田中泰

生氏を講師に招き「関係人口創出・拡大の可能

性」をテーマとした講演会が開催されました。講

演会には７０人を超える市民の皆様の参加をいた

だき、天塩川の豊かな自然や景色は素晴らしい資
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源であり、関係人口創出の可能性があることなど、

本市の魅力を認識していただく機会となりました。

また、「移住体験ツアー」については、１１月２

０日までに、首都圏から３件の利用がありました。

利用者が必要とする情報の収集などを通じて、本

市での生活をイメージしていただいたことから、

今後も関係性のつながりを継続しつつ、移住推進

に向け対応してまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１０市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、北海道の名付け

親と言われる「松浦武四郎」の偉業を地域の子ど

もたちに伝えるために、絵本製作に取り組んでい

ます。現在、中川町在住の漫画家による作画作業

を進めており、年度内には関係自治体の小学校や

図書館、関連施設などに配布予定です。この取組

を通じて、地域愛の醸成や歴史の再認識の機会拡

充を図ります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１１月６日に定住自立圏構成市町村長会議を本

市で開催し、圏域生活基盤維持対策・産業振興分

野における連携強化を図るため、協定内容の精査

について確認されました。これに伴う定住自立圏

形成協定の一部変更について、本定例会で提案さ

せていただきますので御審議のほどお願いいたし

ます。

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。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万 ７３

６人で前年比 ５９８人の減となり、外来患者数

では延べ１０万 ９２４人で前年比１万７８７人

の減となりました。収支の状況は、事業収益が前

年比１億 ６８３万円減の４６億 ７１１万円、

事業費用が前年比 １７８万円増の４８億 ０４

７万円となり、事業収支は１億 ３３６万円の純

損失となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きく表れ

た状況となっていますが、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１万６，５

２０人で前年比 ３２７人の増となり、外来患者

数では延べ ３９６人で前年比２０３人の増とな

りました。

また、収支状況では、事業収益は前年比 ７６

２万円増の４億 ４９５万円、事業費用は前年比

０５９万円増の３億９４７万円となり、事業収

支は１億 ５４８万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。

公立保育所等整備については、建設場所を現在

の南保育所に隣接する公共用地に決定し、市民に

喜ばれる保育所整備に向け基本設計の中で具体化

してまいります。

乳幼児等医療費給付事業については、本年１０

月診療分から小学生の通院に係る医療費について

も全額助成となりました。１０月末現在、対象世

帯の約９割から申請を受け付け、受給資格認定の

後に受給者証を交付しています。未申請者につい

ては、病院などの受診の際に一度料金をお支払い

いただき、受給資格認定後に償還払いをしてまい

ります。

名寄市子育て世帯への臨時特別給付金について

は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子

育て世帯を支援するために、児童手当受給世帯

９２５世帯 ２４５人の児童に対し１人１万円を

支給しました。

名寄市児童福祉施設等従事者慰労金については、

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣

言中に放課後児童クラブや幼児教育・保育施設な

どにおいて勤務していた方に、慰労金として１人

５万円を支給しています。

今後も関係機関と連携し、子育て支援の向上を

図ってまいります。
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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、市内関係団体と

実行委員会を組織し、９月１９日に市民文化セン

ターＥＮ―ＲＡＹホールにおいて開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、

男性１０２歳と女性１０８歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた方々２２３人と金婚を迎

えられた８３組の御夫婦に御案内し、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１６日

から２２日まで開催し、１０６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歳以上の方々 ２４９人が温かい祝福を受け

ました。

今後も長年にわたり地域社会に貢献された高齢

者に敬意を表し、その長寿を祝福するとともに、

市内各地域で開催される敬老会の主催者に対する

支援を行うことにより、市民の敬老意識の高揚を

図ってまいります。

次に、合同墓について申し上げます。

緑丘霊園区画内において整備を進めていた合同

墓建設工事が１０月末に完了しました。来年度か

らの供用開始に向けた準備を進めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

家庭ごみの排出が困難な高齢者や障がい者世帯

などの日常生活の負担軽減を目的として、本年１

０月から「ごみ出し支援事業」を開始しました。

今後も居宅サービス等提供事業所などに御協力を

いただき、支援を必要とする世帯の利用拡大を図

ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

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８件で前年比６件の増

となり、負傷者が３人発生しています。また、救

急出動件数は８３７件で前年比５４件の減、救助

出動件数は１２件で前年比２４件の減となりまし

た。

住宅防火対策の推進については、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活動を行いました。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年度の名寄市防災訓練については、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため、市民参加型の

訓練は中止とし、市職員を対象に２回実施しまし

た。

第１回訓練は、新型コロナウイルス感染症を考

慮した避難所運営についての検証訓練や、避難所

開設時における感染症対策を講じた受付配置や避

難者誘導などについて研修を行いました。

第２回訓練では、ワークショップ形式での水害

想定訓練により、災害対応の疑似体験を行い、気

象情報や河川情報に関しての職員間の共通認識を

深めました。また、北海道版避難所運営ゲームを

活用し、コロナ禍において避難所で想定される対

応の図上訓練を行い、避難所運営能力の向上を図

ったところです。

洪水ハザードマップのさらなる普及浸透、住民

等の水害に対する危機意識の醸成、避難所などの

認知度の向上を図ることを目的として、生活空間

である「まちなか」に水防災に係る各種情報を標

示する「まるごとまちごとハザードマップ」の取

組については、各避難所や避難場所の６６施設に

８９枚の標示板を設置し、名寄市街地の幹線道路

の電柱３５カ所には、避難方向や浸水想定などを

示した標示板を設置しました。

今後も、国の「水防災意識社会再構築ビジョ

ン」による天塩川流域の減災対策協議会の取組や、

関係機関と連携した防災活動を推進するほか、市

民の防災・減災意識の向上と啓発を図ってまいり

ます。

次に、交通安全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
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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２０５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、生活安全について申し上げます。

不審者などの対策については、既に地域や各企

業組合の協力による１１０番の家などの取組を行

っているところですが、さらなる防犯対策として、

「子ども・女性ＳＯＳの車」の取組を１０月１３

日から開始しました。公用車に加え、市内ハイヤ

ー会社とバス会社の御協力をいただき、約３０台

の車両にステッカーを表示することで見守り活動

の強化を図ってまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

１１月７日に思考の整理収納塾代表の田川瑞枝

氏を講師に招き、「すぐに実践できる片付けのコ

ツ」をテーマとした消費生活セミナーを開催しま

した。セミナーでは「利き脳」整理術や収納のコ

ツについて７０人の市民が学びました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅長寿命化改善工事として７月に着工し

た風舞団地１棟８戸の外部改修工事は、１１月に

完了しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

名寄市公園施設長寿命化計画に基づく施設整備

については、ハルニレ公園は９月に、麻生公園は

１０月に完了しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、国道４０号老朽管更新工事ほか２路

線が１１月に完成しました。

また、検定期間満了にともなう水道量水器取替

工事についても完成しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

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に基づき、管渠更生工事２路

線を１０月に完了しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

５基の合併浄化槽の受付があり、このうち１基が

１０月までに完了しています。

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丁目通と徳田１８線

緑丘連絡線は１１月に工事が完成し、豊栄西１２

条仲通の改良舗装工事については、来年２月に完

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る東５

号線の舗装改築工事は１０月に完成し、徳田１号

線の改良舗装工事は１２月に完成を予定していま

す。

橋梁整備では、東橋と報徳２号橋の修繕工事は

来年２月の完成を予定しています。

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

５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２０日に風連地区、２１日に名寄地区の

除雪事業の契約を締結し、本年度においても効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めるとともに、

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。

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

「宗谷線フォトコンテスト」を実施し、道内外の

８２人から１２７作品の応募をいただきました。

また、宗谷本線の利用者を対象に、沿線市町村の

駅の概要や周辺の観光地などを掲載した全１２種

類の「宗谷線ステーションカード」を、１１月１

日から名寄駅を含めた７つの有人駅で配布しまし

た。

また、ＪＲ北海道は新型コロナウイルス感染症

の影響により、依然として利用客の減少が続き、

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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回復の見込みが立たない状況であることから、来

春のダイヤ改正に合わせて特急列車の減便や臨時

列車化する方針を明らかにしました。宗谷本線で

は、旭川―稚内間の特急「サロベツ」を現行の定

期４本から定期２本と利用状況に合わせて年間３

０日程度運休する臨時２本とするとともに、旭川

―名寄間の利用の少ない普通列車を中心に削減を

検討する考えが示されました。利便性が低下する

と、さらなる利用者の減少につながりかねないこ

とから、利用促進に資する取組などについて関係

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、北海道１０６、上川は１０７の

「良」となりました。本市の１１月１７日現在の

出荷状況は概ね８割で、もち米２６万１千俵、う

るち米１万７千俵、合計２７万８千俵となり、一

等米比率は約１００パーセントで、収量は平年よ

り良い状況となっています。

畑作については、秋小麦、春小麦は平年より作

柄が良く、スイートコーン、馬鈴しょはやや良、

かぼちゃ、てんさいは平年並みとなりました。大

豆については、収穫期の降雨により品質低下が見

られる状況ですが、総体としてよい年となったと

受けとめています。

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 ２９６トン、乳代は平均で１キロ

グラムあたり１０４円となり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５０６戸、対象

面積 ８８２ヘクタールで、水田活用の直接支払

交付金が５億 ３８６万円、産地交付金が８億

２３３万円となり、合わせて１４億 ６１９万円

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４億２万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。

本年度のエゾシカ駆除については、１１月１７

日現在で、５３０頭を駆除し昨年より１７８頭増

加し、アライグマ駆除についても、同日現在で４

７９頭と２６７頭増加しています。

ヒグマ対策については、本年度の捕獲許可期間

を１２月３０日までとしており、１１月１７日時

点の出没情報は、昨年度の総件数４９件に対し１

２件少ない３７件となっています。

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、名寄牧場では５月２５日

から１０月１９日まで、母子里牧場では７月４日

から１０月２０日まで市内酪農家１１戸から２４

０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りました。

次に、地産・地消の推進について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

とした「なよろ産業まつり」の代替企画として、

市民を対象に「もっともち米！餅もち川柳」の募

集を行いました。２６８点の応募作品から選定し

た３１点の入選作品を中心にカレンダーを作成し、

広く周知してまいります。また、市内宿泊施設に

宿泊された方を対象に、本市の特産品セットをプ

レゼントする秋の味覚キャンペーンには、５４６

人から御応募をいただき、抽選により５０人の方

に農産物などを発送し、市外へのＰＲを図りまし

た。

「２０２０地産地消フェアｉｎなよろ」につい

ては、例年より内容を縮小し１１月１４日に開催

しました。地元野菜の詰め放題など名寄産農畜産

物の販売を通じて、地産地消の推進に取り組みま

した。

もち米の消費拡大や産地ＰＲを目的に作業を進

めていた、「もち米ロゴマーク」については、１
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０月５日に記者発表を行いました。今後、もち米

関連商品への貼付やホームページなどにより、

「日本一のもち米のまち」として、市内外へ広く

情報発信に取り組んでまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

森林環境譲与税を活用した取組については、本

年度より、市の基本方針に基づき「森林整備」、

「人材育成と担い手育成確保」及び「普及・啓

発」などを推進しています。

「森林整備」では、間伐や下刈りなど６７ヘク

タールに補助を行っているほか、今後、野そ駆除

や枝打ちなどへの補助も予定しています。

「人材育成と担い手確保」では、チェーンソー

講習などに係る費用について、７人分の補助を行

っています。

また、「普及・啓発」では、森林の果たす役割

や森林整備の必要性を市民に周知するため、町内

会へのチラシ回覧やホームページへの掲載のほか、

なよろ健康の森「もりの学び舎」でのパネル掲示

を行っています。

今後とも、森林の有する多面的機能の持続的な

発展に向けて、森林環境譲与税の有効活用を図っ

てまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表している令和２年７月から９月ま

での地域別経済動向調査によると、上川北部地域

の地域景況は人材不足・販路減少により依然とし

て厳しく、生産・消費動向については「低調」と

判断され、新型コロナウイルス感染症拡大の懸念

から中止が相次いだ行事などについては、感染拡

大状況を見ながら徐々に開催される兆しにあるも

のの、依然として消費が冷え込む傾向にあり、総

合では「低調」と判断されています。

「名寄市ずっと住まいる応援事業」については、

１０月末時点で１７１件の申請があり、交付決定

額は ９５０万円となっています。

引き続き、地域経済の活性化と良質な住環境の

整備を促進してまいります。

新型コロナウイルス感染症に関する商工業の支

援施策では、給付事業の第２弾となる「名寄市が

んばる中小企業応援給付金」については、９月３

０日で申請期間が終了し、総給付件数は４９６件、

総給付額は１億９８３万７千円となりました。

商品券事業の第２弾となる市内店舗で利用でき

る「プレミアム付き商品券事業」については、当

初の６万セットに続き、９月７日から追加発行の

３万セットを販売しました。事業を実施している

実行委員会からは、取扱店舗での利用は堅調に推

移していると報告を受けており、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた市内経済の回復と活性

化を期待しているところです。

名寄市中小企業振興条例に基づく補助事業の拡

充・緩和については、商工業者から大変好評をい

ただき、中心市街地近代化事業、店舗支援事業及

び創業支援事業では、これまでにない多くの申請

をいただいており、今後さらなる需要が見込まれ

ることから、補正予算を提案させていただきます

ので、御審議をお願いいたします。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況、

国や道の施策、市の経済状況を注視しながら必要

な対策を講じてまいります。

（仮称）名寄市商工業振興基本計画については、

１０月１５日に第２回名寄市中小企業振興審議会

検討部会を開催し、計画策定に向けて実質的な審

議をスタートさせたところです。

王子マテリア株式会社名寄工場の生産品集約に

関する名寄市緊急対策本部については、工場敷地

の利活用について話し合いの環境が整ったと判断

し、緊急対策本部の発展的な解消を行い、新たに

「王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

する名寄市対策本部」を設置しました。

設置目的では、生産品集約の再考を求めること

から、敷地の利活用及び雇用対策と改め、具現化

に向けて関係機関と連携し検討を進めており、１

１月１９日に王子マテリア株式会社を訪問し、工
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場敷地における新規事業への協力や雇用確保など

の要望を行ってきたところです。

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 ４１倍で、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、８カ月連続で前年同月を

下回っているものの、求職者に対し求人数が上回

る状況は継続しており、本年４月以降、５カ月連

続で前月を上回っています。

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５９７人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１４５人で前年同月比２人

の減、管内での就職希望者は８５人で前年同月比

３人の増となりました。

引き続き、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携し、新型コロナウイルス感染症が雇用情勢に

与える影響にも注視しつつ、雇用の安定と促進に

努めてまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

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２１万 ４

２７人で、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、前年度比８万 ７６７人の減少となりました。

売上額も、一時期は前年度比の５０％程度にまで

落ち込みましたが、夏以降、ＧｏＴｏトラベルキ

ャンペーンなど、経済活動の段階的な引き上げに

伴い、前年度比８０％以上にまで回復しています。

今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め

ながら、指定管理者と連携し、地場特産品などの

販売をはじめ、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。

また、１０月には、なよろ観光まちづくり協会

が、観光庁の「誘客多角化等のための魅力的な滞

在コンテンツ造成」実証事業に採択され、新たな

体験型観光商品の造成を目的とした実証事業を実

施しました。観光農園での野菜収穫及び料理体験

ツアーや、名寄振興公社と連携してピヤシリスキ

ー場のグリーンシーズンでの利活用も併せて検討

したサバイバルゲームイベントを行い、新たな生

活様式を実践した観光商品・イベントの検証がで

きました。

名寄ピヤシリスキー場については、１１月上旬

からオープンに向けた準備を進め、安全で快適に

御利用いただけるよう整備を行ってきました。ま

た１１月２６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。

今シーズンは、小中学生のリフト料金を無料化

するほか、シーズン券料金を大幅に値下げするな

ど、料金体系を見直し、足元マーケット対策を強

化しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、１

１月１２日に風連中央小学校と風連中学校を会場

として、名寄市教育研究大会を開催しました。風

連中央小学校では、見方や考え方を働かせて、深

い学びに向かう子どもを育むため、国語科の授業

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。

風連中学校では、主体的に学びに向かい、学び

の連続を実感する生徒を育むため、数学科の授業

が公開され、効果的な課題設定と振り返り活動の

あり方について活発な協議が行われました。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会では、

教育研究（研修）の充実に関する研究グループと

教育指導の充実に関する研究グループにおいて、

ミドルリーダー研修会や小学校高学年における効

果的な教科担任制の推進に関する研修会、学習指

導の諸課題への対応に関する研修会などを開催し

ました。

さらに、教育経営の充実に関する研究グループ

では、１０月２８日に名寄東中学校において、働

き方改革推進委員会研修会を開催し、各学校の実

情や取組を共有するなど、活発な意見交換が行わ

れました。

道教委の学校力向上に関する総合実践事業の推
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進については、１１月２７日に名寄南小学校を会

場に、地域連携研修が行われました。研修では、

国語科と特別支援学級の授業が公開され、基礎的

・基本的な知識や技能を身に付け、進んで学ぶ子

どもを育むための活発な協議が行われました。

また、各学校の学校力向上に資する効果的な取

組を共有するため、名寄西小学校と風連中央小学

校を会場に、名寄市地域協議会を開催し、学校経

営方針を家庭・地域に浸透させる取組や学習規律

の徹底を図る取組など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、児童

生徒の豊かな情操を育むため、９月２４日に市民

文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを会場に、名寄

市小中学校音楽発表会を開催しました。新型コロ

ナウイルス感染症対策として、発表内容を器楽や

和太鼓、吹奏楽の演奏に限定したほか、保護者の

方には別室で映像にて鑑賞していただきました。

また、「特別の教科道徳」の指導の充実を図る

ため、名寄市教育研究所の道徳班が中心となり、

キャリア教育と関連付けながら、木原天文台を建

設した故木原秀雄氏の生き方を題材とした読み物

資料を使った授業研究を行うなど、指導方法など

の改善・充実を図る取組を推進しました。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育研究所の体育保体班が中心となり、各学

校で実施した新体力テストの結果を分析し、子ど

もの体力のより一層の向上を目指し、実技研修会

を実施しています。

特別支援教育の推進については、１１月９日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学の教授

を講師に招き、「困難を抱えている子どもへの指

導の手がかり」をテーマに、市内小中学校の教職

員などを対象とした研修会を行いました。研修会

では、本市はもとより士別市や美深町、下川町の

教職員など８９人が子どもたち一人ひとりの困り

感に応じた指導・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、１０月１５日に名寄市学校教育情報化

推進委員会を開催し、ＧＩＧＡスクール構想にお

ける１人１台端末の導入に向けて必要となるＩＣ

Ｔ環境の整備などについて協議しました。

今後は、名寄市教育改善プロジェクト委員会が

中心となり、１人１台端末を活用した指導方法な

どについて研修を進めていきます。

信頼される学校づくりの推進については、１０

月２０日に第３回地域学校協働本部連絡協議会を

開催し、各学校の課題や要望などを共有するとと

もに、地域学校協働活動の推進のあり方などにつ

いて協議しました。

今後、地域コーディネーターが学校を定期的に

訪問するなど、学校と一層の連携を図りながら、

地域学校協働活動の充実を図る取組を進めていき

ます。

安全・安心な教育環境の整備では、智恵文小学

校の耐震化に合わせ、小中一貫教育の推進を図り、

智恵文中学校に小学校を併設した義務教育学校と

するため、地域やＰＴＡの代表者、学校関係者な

どによる智恵文義務教育学校開校準備委員会を設

置し、基本設計の検討を進めています。

学校給食では、コロナ禍によるインバウンドや

外食需要の減少により、在庫が余剰となった国産

水産物や和牛の消費拡大を図るため、農林水産省

の施策として学校給食への食材の無償提供があり

ました。水産物では大ぶりのホタテを使用したホ

タテカレーやホタテフライを、畜産物では道産和

牛を使用したビーフカレーや牛丼を提供し、児童

・生徒から好評を得たところです。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくため、検温や手指消毒などの感染

症対策を講じた上で、高校生と保護者を対象にオ

ープンキャンパスを１０月１７日に午前と午後の

２回に分けて開催しました。高校生１９９人、保

護者１７３人の参加があり、昨年と比較して高校

生で４１人の増となりました。生徒には模擬授業
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とキャンパスツアー、保護者には大学概要などの

全体ガイダンスを行いました。

本年で１４年目となる名寄高等学校との高大連

携事業を、１０月７日に実施しました。本年度は、

大学から高校へ訪問する形で行い、名寄高等学校

１年生９１人が参加する中で、大学生から学生生

活、進路選びのタイミングやきっかけを話し、そ

の後、生徒からの探求課題提案に対して、大学教

員が課題の実現可能性や進路を一つに絞るまでの

プロセスを検討する演習を行っています。

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。

名寄ピヤシリ大学では、市民文化センターを会

場に、第３１回大学祭を開催しました。

１０月１３日からの作品展示では、修学旅行や

研修旅行の報告のほか、各学生の工夫を凝らした

作品を展示し、期間中訪れた多くの市民が作品を

楽しみました。２０日には芸能発表が開催され、

各学年やクラブが練習の成果を発表し、来賓、一

般合わせて約４０人の市民がステージを楽しみま

した。

次に、市立図書館について申し上げます。

１０月１４日に市内小中学校の図書室担当者会

議を、１５日に読み聞かせ連絡会議を開催し、活

動状況や相互連携について協議しました。今後に

おいても関係者と連携を図りながら、幼児や児童

生徒の読書環境づくりに取り組んでまいります。

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「フィルムコートサービ

ス」、お勧めする本の書評を競う「ビブリオバト

ル」などを行い、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。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために延

期となっていた開台１０周年記念講演会を、１０

月１０日に開催しました。国立天文台石垣島天文

台との協定が縁となり、国立天文台水沢ＶＬＢＩ

観測所の本間希樹所長をお招きし、最新のブラッ

クホールに関する研究について御講演いただきま

した。市内外から９６人の方が参加し、熱心に耳

を傾け、１０周年にふさわしい講演会となりまし

た。

１１月１日に一般社団法人天文教育普及研究会

北海道支部との共催により、「北海道金環日食ま

であと１０年」をテーマとして、オンライン及び

対面形式での研究会を開催しました。２０３０年

に北海道で金環日食が観測されることから、２０

１２年の本州での金環日食の際に、安全な観測の

呼び掛けや大勢の来館者の対応にあたった天文台

の方に、この１０年間で準備すべきことなどを伺

いました。

次、家庭教育の推進について申し上げます。

１１月１５日に、家庭教育学級の合同研修会と

して、国立大雪青少年交流の家から講師を招き

「親子ふれあい体操」を市民文化センターで開催

しました。１３組３２人の親子が参加し、軽運動

でのふれあいを楽しんだところです。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、スポーツセン

ターの非常用照明の取替工事を行い、停電時にお

ける利用者の安全を確保するとともに、経年劣化

による損傷が著しかった第２体育室の床の改善工

事を行い、利用者が安心して利用できる環境を整

えました。

次に、スポーツ大会の開催については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で延期をしていた「第

６８回なよろ憲法記念ハーフマラソン」を、市民

限定にするなどの感染症対策を行いながら９月２

０日に開催し、２２１人のエントリーをいただき

ました。

スポーツ振興事業については、Ｎスポーツコミ

ッション主催事業として「Ｎスポ健康ステーショ
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ン」が駅前商店街に開設されました。

この事業は、身近なスポーツ環境のニーズ調査

などを目的に、体を動かして健康づくりに取り組

めるプログラムを提供するもので、９月から来年

１月まで週３回のペースで開設されます。

さらに、１０月１１日に同じく駅前商店街にお

いて、スポーツによる地域の元気づくりを目的に、

名寄市商店街連合会や名寄警察署など多くの関係

者の御協力のもと「街なか運動会」が開催され、

７４６メートルリレーや買い物競争などの種目に

２７４人の市民が参加しました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１０月４日に、本年度１回目の「わくわく!体験

交流会」を開催し、小中学生の参加者１３人が、

高校生のシニアリーダーや大学生ボランティアの

サポートのもと、テント設営や飯ごう炊飯などの

アウトドア活動を体験しました。また、１１月１

４日には第２回目を開催し、カーリング体験によ

り交流を深めました。本年度の事業は、コロナ禍

の影響により開始が遅れましたが、１０月から来

年２月まで、全５回の体験交流会を予定していま

す。

１１月２３日には、スポーツセンターを会場に、

第１４回名寄市子ども会フットサル大会を開催し

ました。町内会の子ども会や小中学校から２７チ

ーム１６６人の児童生徒が、スポーツを通じて交

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１２日に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３個

人、１団体を表彰しました。

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

２７日に最優秀作品の表彰を行いました｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月１日から３日まで、市民文化センターを

会場に、第６３回市民文化祭を開催しました。展

示発表は２９団体、３個人から陶芸、書道、絵画

など ０５６点に上る作品が出展され、３日間で

延べ ０００人を超える来場がありました。３日

には、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを会

場に芸能発表を開催し、舞踊や合唱、楽器演奏な

ど１９団体が出演し、約５００人の市民が鑑賞し

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６７６点

の作品が展示されました。芸能発表では、小学生

から高齢者まで１８団体、１個人から１４１人が

演奏や踊り、歌などを披露し、会場に集まった延

べ３００人の市民は楽しいひと時を過ごしました。

次に、北国博物館について申し上げます。

９月１日の「防災の日」合わせて、９月１日か

ら２９日まで企画展「名寄の水害史」を開催し、

期間中 １１７人の来館者がありました。天塩川

や名寄川は住民生活に恩恵を与えてくれる一方、

洪水により農林業や鉄道、道路などの交通、家屋

浸水など住民生活に大きな被害をもたらしてきま

した。展示内容は、過去の被害状況の写真や避難

時に実際に使用した木造舟を展示するとともに、

「名寄市防災マップ」や非常持出品の実物を展示

し、防災意識を高める一助としました。

最後に、下水道使用料の賦課漏れについて申し

上げます。

１１月６日に記者発表にて御報告したとおり、

水道を使用し公共下水道に接続されているにも関

わらず下水道使用料を賦課することなく未徴収に

なっている、いわゆる賦課漏れがあることが判明

しました。

１１月９日から、現地確認調査を必要とする対

象住宅及び施設４３件を訪問し、調査を行った結

果、賦課対象件数３１件、賦課が漏れていた下水

道使用料は、 ９８８万 ９８７円、そのうち、

時効未到来であり遡及する下水道使用料は、５９

１万 ４７０円となったことを御報告申し上げま
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す。

下水道使用料の賦課漏れにより、負担の公正、

公平性を損なう事態を招き、また、賦課漏れの対

象者となる皆様に、遡及して下水道使用料の納入

をお願いすることとなり、公共下水道を御利用い

ただいている市民・企業の皆様に御迷惑をおかけ

しておりますことを心より深くお詫び申し上げま

す。本事案を重く受け止め、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。

今後、賦課対象となった皆様には丁寧に御説明

申し上げ、納付方法については相談の上対応する

とともに、再発防止に向け、適正な事務処理に努

めてまいりますので、御理解をいただきますよう

お願い申し上げます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市墓地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 名寄市墓地

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、緑丘霊園内に名寄市合同墓を設置する

ことに伴い使用資格、使用料金等を定める必要が

あること、また内容の重複する名寄市墓地条例と

名寄市霊園条例を統合し、手続等を分かりやすく

するために名寄市墓地条例を全部改正し、新たに

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第１号は、市民福祉常任委員会に付託いた

します。

お諮りいたします。ただいま付託いたしました

議案第１号については、１２月１８日までに審査

を終了するよう期限をつくることにしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「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、市民福祉常任委員会に

付託の上、１２月１８日までに審査を終了するよ

う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） 日程第５ 議案第２号

所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う

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 所得税法等

の一部を改正する法律の施行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、所得税法等の一部を改正する法律の一

部が令和３年１月１日に施行され、租税特別措置

法が改正されることに伴い、同法を引用して延滞

金を定めている関係条例３本を一括で改正するた

めに本条例を制定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。



－18－

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市国民健康保険税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 名寄市国民

健康保険税条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

令和２年度税制改正における個人所得課税の見

直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から

基礎控除へ１０万円の振替等を行うことにより国

民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じな

いよう被保険者に係る所得等について所要の見直

しを行うために本条例の一部を改正しようとする

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申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、名寄市建築確認申請等手数料徴収条例

で定める建築基準法関係の手数料の額を一部変更

するとともに、この手数料を名寄市手数料徴収条

例の別表に編入させるほか、所管別となっている

別表の統合を行うために本条例の一部改正をしよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市図書館条例の一部改正についてを議題と

いたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市図書

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

昨今の利用状況の変化及び利用者からの要望の

声に応じて開館時間を変更するために、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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

なよろ市立天文台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 なよろ市立

天文台条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

天文台の業務内容につきましては、年間を通し

て多くのお客様を受け入れており、来館者への対

応やプラネタリウム、望遠鏡の操作といった日常

的なものに加え、学校授業や夜間の天体観測など

多様かつ専門的な業務となっております。このよ

うな状況の中、安定的な天文台の運営を図るため

に職員の適切な勤務体制や精密な観測機器のメン

テナンス等に時間を充てる必要があることから、

来館者の多い学校の長期休業期間中を除き、毎月

最終火曜日を休館日とするために本条例の一部を

改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 名寄市風連スキー場条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市風連

スキー場条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

名寄市風連スキー場は、主に幼児連れの親子や

スキー初級者、中級者に利用されているスキー場

で、リフトについては年間３万人を超える利用が

ございます。現在小学生以下はリフトの利用が無

料となっておりますが、本市の代表的な冬季スポ
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ーツであるスキー、スノーボードの人口拡大と普

及のために中学生まで無料で利用できるように本

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第８

号 名寄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、介護人材確保の状況等が考慮され、指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の

一部を改正する省令が施行されることに伴い、所

要の改正を行うため本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回のこの改正なの

ですが、主任介護支援専門員の確保が難しい。今

本当に介護の支援員さん、それぞれ人材を確保す

ることが非常に難しいというふうには、それは押

さえているところです。ただ、介護支援専門員を

管理者とすることができると。これが６年間にわ

たってということであります。この６年間ではず

っと主任介護支援専門員という方々が配置されな

いのかどうか、ここのところが少し不安なのです

が、そこに対するお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） ただ

いま御質問いただいた件でございますけれども、

前回の制度改正のときに居宅介護支援事業所の管

理者が主任ケアマネとするということで定められ

ておりましたけれども、この間、議員おっしゃら

れたとおり、介護職員含めてケアマネさん、介護

支援専門員もなかなか確保は難しいという状況の

中で、国のほうの審議会の中で今回さらに猶予期

間の延長ということでの省令が改正されたという

ことで、本条例につきましても改正をいただいた

ところですが、名寄市といたしましても介護職員

含めてケアマネさんの確保についても非常に今厳

しいという状況の中で、そういった方々を増やし

ていくということでは今後も取組も強化しながら、

実際にこの猶予期間内で主任ケアマネさんを配置

できるような形で併せて考えていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 何か半分ぐらいちょ
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っと聞こえづらくて、申し訳ないのですけれども、

要するに介護受けている方、家族の方々の不安は、

やはり資格を持った方がきちっと管理者としてい

ていただくということが非常に安心感があるわけ

です。資格がないから不安だということではない

のですけれども、しかしやはりそのための資格で

もあるかなというふうに思っています。６年間と

いうふうになっていると、この６年間が全くそう

いった方々がいなくても過ごすことになるのか。

今努力をというふうにおっしゃったかなというふ

うに思うのですが、早い時期にやはりきちっと資

格の取れた、持った方が管理者となるように全力

を尽くしていただきたいなというふうに思ってい

るところです。

再度お聞かせをいただいて、終わります。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

おっしゃられたとおり、ケアプランを策定すると

いうことについては定められた介護支援専門員、

または主任ケアマネさんということで配置をする

ということで、サービスの提供を受ける際にはそ

の人に合った適正なサービスが受けられるという

ことが一番でありますので、そこも含めまして主

任ケアマネ、主任介護支援専門員が配置されるよ

うに市としても協力なり支援をしていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

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。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第９

号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市企業

立地促進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、中小企業の事業承継の促進のための中

小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律の一部が改正されたことか

ら、関係する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。
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よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市ふ

うれん望湖台自然公園条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

現在新型コロナウイルス感染症の影響により、

３密を避けた余暇としてキャンプ場ニーズが高ま

っております。これを受けて、ふうれん望湖台自

然公園の活性化を図るため、民間事業者や自主団

体の活動による利用拡大及び一般利用者の利便性

の向上や使用料の確保を目的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。

今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） ２点ほど確認をさせて

いただきます。

コロナウイルスの感染症の拡大の影響があり、

余暇の過ごし方としてキャンプ場のニーズが高ま

っているという説明でありましたが、来年度の利

用を主に具体的な利用の見込み、数量についてあ

るのかどうかという点が１点。

そして、今回の改正内容の中で、別表第２とい

う中でテントや寝袋及びプロパンガスについてと

いう部分が改正案の中に表記されていないという

ところの理由についてお聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいま今村議

員から御質問いただきました。来年度の利用見込

みということですが、先ほど提案理由説明にもあ

りましたとおり、コロナ禍というものがこのキャ

ンプ場については追い風となっておりまして、今

年度についても数字が増えたということがござい

ます。来年度についても、名寄市には望湖台のほ

かにも２つキャンプ場がありまして、そういった

性質の、性格の異なる３つのキャンプ場を持って

いるということの優位性を生かして、その利用促

進に努めていきたいということで、利用が増える

と見込んでの改正でございます。

また、別表２につきましてですが、この貸しテ

ント、寝袋等ですけれども、今回の条例改正に当

たりまして確認をしたところ、まずこういった設

備が今はないということが分かったことと、それ

から実際申請につきましてもこれまでなかったと

いうことで、今回削除させていただいたところで

ございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御説明をいただきまし

た。

それでは最後に、来年以降増える見込みがある

ということで、今後さらに増加に向けた取組を行

うことがあるのかどうか。そして、ほかの施設に

ついても利用の、キャンプ施設についても利用料

金の改定等の予定があるのかどうかお聞かせをい

ただいて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 来年度に向けて

の利用促進につきましては、様々な方法でＰＲを

したり、あるいはネットでの申込みができるよう

なことも考えております。また、先ほど申し上げ

ましたが、１つの市が持つキャンプ場が３つある

というのもなかなかほかにないという話も聞いた

ことがございまして、それぞれ性格の異なるキャ

ンプ場でございますので、そういったことを生か

しながら、また料金改定につきまして、今回は望

湖台の利用促進ということで望湖台についての料

金といいましょうか、改定をさせていただくこと
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になりますが、ほかのキャンプ場については料金

改定の予定はないということでございます。なの

で、来年度に向けて利用促進に努めてまいりたい

と思っております。

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） 利用促進ということ

での御説明がありました。利用促進といいながら、

コテージの利用時間は２時間縮小されております。

どのような検討の経緯があったのかお聞かせくだ

さい。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 利用時間につき

ましては、より実態に合わせてということと利便

性の向上ということで、今までは午前９時から午

後９時ということで、これが午後３時から翌日の

１０時までというふうな改正させていただきます

けれども、これにつきましてはちょっと利用実態

に合わせて改正させていただくというところで御

理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 例えば１ページ目の

第６条の表を次のように改めるのところのコテー

ジでは、午後３時から翌日の午前１０時までとい

うふうになっております。以前は、午後２時から

翌日の１１時までであったと思います。利用実態

に合わせてということでありましたが、利用実態

に合わせてということとこの条例の望湖台自然公

園の利用目的に合わせた第１条との関係では、ど

のような判断がなされたのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１８分

再開 午前１１時１９分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 利用時間につき

ましては、今回午後３時から翌日の１０時までに

させていただきましたが、これについては前回利

用された後の方々が利用が終わって、その次に利

用されるまでの間ちょっと時間を確保させていた

だいて、より利用の環境をよくさせていただくと

いうことで、時間は短くなりますが、利用者の利

便性を考慮したところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） コロナ禍ということ

が最初に説明の中でありましたので、より丁寧な

清掃等も必要になるかとは思いますけれども、利

用促進ということが最初に言葉としてありました

ので、引き続きこの点について確認をお願いした

いと思います。

以上で終わります。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今の話の中で利用促

進が言われました。それで、利用者の利便性向上

も含めてというふうな御説明でありました。私が

非常に気になるのは、熊の出没が今年も多くて、

利用ができなかったですよね、望湖台の公園が。

それで、そういった場合、熊に対する対応とかと

いうわけではないのですが、利用される皆さん方

への対応をどうされようとしているのか、お考え

をお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 熊に対する対応とい

うことの御質問だったと思います。施設を利用し

ていただくに当たっては、やはり安全性を確保と

いうのが最優先になると思いますので、場合によ

っては、今議員が言われたように、一時休止とい

う対応も含めて取らなければいけないのだと思い

ますが、できるだけ休止にならないような対応が

必要だということだと思います。ここは熊の所管

については……熊の所管って、そういう所管はな

いのですけれども、熊の対応の知識を持っている

ところですと耕地林務課のほうが持っております

ので、ここは産業振興室でも耕地林務課のほうに

意見を求めて、そういった対応させていただいて

います。具体的には担当職員がパトロールをした
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り、あるいは施設の管理人がパトロールをしたり、

様々しておりますし、熊の出没跡があったときに

ついては利用者の皆さんにもしっかりと周知をし

ながら、注意を払っていただきながら御利用いた

だくということさせていただいています。その場、

その場で適切な対応、臨機応変な対応させていた

だいておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） コロナの関係で自然

を楽しみたいという方が増えているという、その

気持ちは私も分かりますし、どんどん利便性向上

し、利用促進ということで、お客さんが増えたら、

またそこに食べ物だとか後始末が非常に重要にな

ってくるかなと思うのです。そういったところで

熊が民家になんかも来ているという話があります

ので、そういったところ利用される皆さん方への

安全性も含めて徹底することが求められるかなと

いうふうに思っているのですが、その部分につい

てと利用される方々への周知の徹底について再度

お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員の言われるとお

りだと思います。施設管理者としてすべき対応と

施設を利用する人がしっかりとすべき対応、両方

があると思いますので、議員が言われるように、

管理者側とすると管理人がおりますので、管理人

などからしっかりと周知をするということとごみ

などの適正な管理、廃棄については利用者の皆さ

んにしっかりと守っていただくような指導をして

まいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

１号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定

の締結について（和寒町）、議案第１２号 定住

自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結につ

いて（剣淵町）、議案第１３号 定住自立圏形成

協定の一部を変更する協定の締結について（下川

町）、議案第１４号 定住自立圏形成協定の一部

を変更する協定の締結について（美深町）、議案

第１５号 定住自立圏形成協定の一部を変更する

協定の締結について（音威子府村）、議案第１６

号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の

締結について（中川町）、議案第１７号 定住自

立圏形成協定の一部を変更する協定の締結につい

て（幌加内町）、議案第１８号 定住自立圏形成

協定の一部を変更する協定の締結について（西興

部村）、議案第１９号 定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について（枝幸町）、議

案第２０号 定住自立圏形成協定の一部を変更す

る協定の締結について（浜頓別町）、議案第２１

号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の

締結について（中頓別町）、以上１１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１１号から議案第

２１号までの定住自立圏形成協定の一部を変更す

る協定の締結について、提案の理由を申し上げま
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す。

定住自立圏構想につきましては、都市機能を有

する中心市と近隣の町村とが相互に役割分担と連

携、協力することにより総体として生活機能を確

保することを通じ定住促進を目指す構想でござい

ます。今回は、新たな項目を追加する協定を締結

しようとするものでございまして、名寄市、士別

市の複眼型中心市と和寒町、剣淵町、下川町、美

深町、音威子府村、中川町、幌加内町、西興部村、

枝幸町、浜頓別町及び中頓別町の９町２村との間

におきましてそれぞれ協定変更の協議が調いまし

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。

なお、協定の概要につきましては、総合政策部

長から説明をさせますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を石橋総合政

策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私から議案第１

１号から第２１号までの定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結について、概要を説明さ

せていただきます。

まず、今回定住自立圏形成協定の一部を変更す

ることになりましたのは、新たに通年雇用の促進

及び防災の２項目を追加したいことから、協定を

締結しようとするものであります。通年雇用の促

進につきましては、既に連携して取り組んでいる

季節労働者などへの各種支援により一層の通年雇

用化を促進することとともに、上川北部人材開発

センターの活用による圏域住民の人材育成、能力

開発を図るため協定を締結しようとするものであ

ります。

防災につきましては、近年激化する自然災害を

鑑み、今後これまでにない地震や台風、豪雨など

の大規模自然災害が広範囲にわたり発生した場合、

それぞれの自治体が単独で対応することが厳しく

なることも想定され、その際には物資や避難施設

の相互提供など自治体間の連携が重要となります

ので、有事に備えた相互応援体制を構築するため

協定を締結しようとするものであります。

以上、概要説明とさせていただきます。御審議

のほどよろしく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号外１０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１１号外１０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１５ 議案第２

２号 指定管理者の指定について（名寄市体育施

設）、議案第２３号 指定管理者の指定について

（名寄ピヤシリスキー場、名寄市ピヤシリシャン

ツェ、体育センターピヤシリ・フォレスト）、議

案第２４号 指定管理者の指定について（名寄市

大橋地区コミュニティセンター）、議案第２５号

指定管理者の指定について（名寄市ゆきわらべ

雪冷貯蔵施設）、議案第２６号 指定管理者の指

定について（名寄市風連農産物出荷調整利雪施

設）、議案第２７号 指定管理者の指定について

（名寄市東部地区集落センター）、議案第２８号

指定管理者の指定について（名寄市西部地区集

落センター）、議案第２９号 指定管理者の指定

について（名寄市特別養護老人ホーム清峰園）、

議案第３０号 指定管理者の指定について（名寄

市デイサービスセンター楽々館）、議案第３１号

指定管理者の指定について（名寄市デイサービ
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スセンター友遊館）、議案第３２号 指定管理者

の指定について（名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ）、議案第３３号 指定管理者の

指定について（名寄市風連在宅老人デイサービス

センター）、以上１２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２２号から議案第

３３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２２号及び議案第２３号の名寄市体育施

設を含む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まして、議案第２４号

から議案第３３号までの名寄市大橋地区コミュニ

ティセンターを含む１０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申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、第２３号

の指定管理者の指定について（名寄ピヤシリスキ

ー場、名寄市ピヤシリシャンツェ、体育センター

ピヤシリ・フォレスト）に関わって伺いたいと思

います。

今市長からの御説明があったように、公募でさ

れたということであります。今回は、この指定に

ついての資料は頂きました。様々な問題を受け、

今回の指定からピヤシリスキー場、ピヤシリシャ

ンツェ、体育センターピヤシリ・フォレストの３

施設を一括で公募したということでした。このこ

とについてもう少し詳しくお知らせをいただきた

いのと５年にしたことについても御説明をいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） まず、今回の指定か

らピヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、体育

センターピヤシリ・フォレストの３施設一括で公

募したということでございますが、基本的に他施

設との連携ということで周辺の競技施設、隣接宿

泊研修施設と連携して練習関係の確保ですとか、

あと同じエリア内に隣接します施設、宿泊研修施

設ですとか体育センターピヤシリ・フォレスト、

ピヤシリシャンツェを情報共有、統一した管理を

行うことによりまして利用の促進ですとか運営の

効率化、また各施設が有している多くの機能を生

かした産業の振興や都市との交流など地域活性化

につながるような形で、つながるような取組した

いという部分を含めまして一括して公募したとい

うものでございます。

また、指定管理期間の５年につきましては、基

本的に条例で５年の間だったと思いますが、なっ

ていますので、５年として公募したというもので

ございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） もう少し詳しくお聞

きできればなと思ったのですが、公募という形を

取っていること、それから条例になっているとい

うことなのですが、５年にした根拠といいますか、

そういったこともお知らせをいただきたいなとい

うふうに思います。

それから、この資料の中で、選定委員会等の担

当課のヒアリングの中でこんなふうに書かれてい

ます。利用者の目線に立った施設運営を徹底して

いきたいというふうに書かれています。公の施設

ですから、利用者の目線だけでなくて、市民の思

いもどのように反映させていこうとされているの
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か、この辺が伝わってまいりません。その辺につ

いて再度お聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 後段いただいた御質

問の中に利用者のしっかりとニーズを踏まえてと

いうのはあるのだけれども、市民の声もしっかり

と反映すべきだという御意見だったと思っていま

す。もとより、ここでは利用者という書き方して

いますけれども、例えばホテルサンピラーでいき

ますと入浴、あるいはレストランをはじめ市民の

皆さんに多く御利用いただいておりますので、こ

の利用者の中には当然市民の方がたくさん入って

いるという理解の下に進めさせていただいており

ます。ホテルでも今市民の皆さんのお声を聞く機

会を様々設けておりますし、そのとおり実際には

内部の会議の中でもどう対応していくのかについ

ても検討がされておりますので、そういったとこ

ろ踏まえながらしっかりと市民の声を含め、さら

には宿泊等は市外の方が多いですので、そういっ

た方のニーズも当然踏まえてよりよいサービス、

さらには利用拡大に向けて努めていきたいという

考え方ということで御理解を賜りたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 施設の一括公募なの

ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、

基本的には冬季スポーツの拠点化の主要な施設と

しましてスキー場ですとかシャンツェ、体育館、

陸上競技場など連携した取組を進めていきたいと

いう部分で一括公募でしているという部分と、指

定管理期間の５年につきましては雇用の関係です

とか様々な取組をするに当たりまして、やはり５

年程度の期間がないと取組がなかなか進まない、

雇用の部分含めてということで、以前も他の施設

についても条例改正なんか行いながら基本的には

指定管理施設については５年という形の考えの下、

今回は設定させていただいたということで御理解

いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ５年というのは、今

おっしゃったように、やっぱり働いている方々の

ことも含めながらというところの５年というとこ

ろは私も理解しているところですけれども、その

ことについてきちっと明確におっしゃっていただ

けたらよかったなと思ったものですから、すみま

せん、何回も。

あと、３施設が一括してというところも地域的

な、距離的なものもありますし、設備としての連

携もありますから、これ分かるのですが、公募に

したといったところで、今、以前にもお話しした

かと思いますけれども、この指定管理制度につい

て総務省のほうでは点検をしていますよね。全国

的にはいろいろ見直しもされていて、例えば指定

の見直しだとか、それから直営にしただとか、ま

た民間にというようないろんなことが進められて

いるところです。その中で今回は名寄市として公

募をしているといったところで、この公募したと

いうところの御説明をいただきたいなというふう

に思ったところであります。この間この施設の管

理運営については、市民の皆さん方も非常に関心

があるところです。そういった中での指定管理者

の変更というか、更新といいますか、そういった

中で皆さん関心を寄せられているところで、きち

っと御説明をしていただくことが必要かなと思っ

ているのです。公の施設であります。そういった

部分では、自治体の管理だとか、また請け負う事

業者のモラル、経営実態についてもこれからも厳

しく問われていくだろうというふうに思います。

そのことをどのように受け止められているのか、

また再度お聞きをしたいと思います。

それから、担当課とのヒアリングの中での利用

者の目線にのところですが、もちろん市民の皆さ

んもたくさん利用しています。しかし、昨年から

続いている中でいえば、利用していない方々から

もいろいろ厳しい御指摘もいただいているところ
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です。ですから、市民というところら辺の言葉が

やっぱり必要かなというふうに私は思って、ちょ

っとお聞きをさせていただいたところです。要す

るに公の施設ですから、公的な資源ですと。それ

を使っているのだといったところの押さえ方、こ

れが多くの皆さんからいろいろ御指摘をいただい

て、どうなっているのだという声が届いてくるわ

けです。そこに対しての担当としてどう対応して

いくかというところが私は重要ではないかという

ふうに思いますので、再度お考えをお聞かせをい

ただいて、終わります。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 振興公社の問題について

は、昨年来様々な御意見も市民からも頂戴してい

るところでありますし、議会でも何回も委員会を

開いていただいて、議員協議会でも様々な御説明

させていただきました。公的施設といいながらも

収益性の高い施設も有している中で、これをどう

いった、収益性も高めつつ公共性を担保していく

というなかなか難しい施設だということもありま

す。一方で、そうした市が大きく株式のウエート

を持つ公社だからこその甘えもあったのではない

かと、こうした御指摘も市民からいただいたのも

事実でありまして、襟を正すべく今橋本社長を中

心に振興公社の抜本的な改革を行い、現在に至っ

ているということであります。こうした声にもし

っかりと反映するということと、指定管理者制度

というのはあくまでもやっぱり民間等の資源を有

効に活用することで公的資源を最大限活用しなが

ら市民生活の、あるいは市民のサービスの最適化

を図っていくという、そうした概念もあるという

ことも鑑みて、今回はそうした多様な声に耳を傾

けるということも含めて公募施設として募集をさ

せていただいたということであります。結果とし

て公社しか応募がなかったということであります

が、一方でこのスキー施設そのものも今全国的に

見ても非常に、昨年も暖冬が続いていて、厳しい

状況もあるということでありますし、名寄市も冬

のスポーツの拠点化を含めたスポーツを通じたま

ちづくり、振興ということからも鑑みますと、こ

うした形でやっぱり一体的に運営していくという

ことをこれからも続けていくということになって

いくのだろうということだと思います。今回、今

シーズンも振興公社が市民の皆様を中心とした裾

野の拡大ということで大きな施策を今打ち出して

いるところでありまして、これもまさに、せっか

くいただいている、やっぱり税金を頂戴しながら

運営している施設ということもありますので、こ

うした市民の声にお応えするためにまさに行って

いく施策の一つだろうというふうに思います。こ

うしたことを踏まえた中で利用者目線、市民目線

という声がヒアリングの中で公社から出てきたも

のというふうに判断しておりまして、こうした改

革する姿勢を我々としても評価をしながら、当然

しかし指定管理の、市としても今後も的確に状況

を監査をし、チェックをしながら共にこの施設を

最大限に利活用できるように我々としても目配り

をしてまいりたいと思いますし、振興公社のさら

なるそうした運営の改善、向上についても期待を

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

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２２号外１１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２２号外１１件は原案のとおり
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可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第３

４号 財産の処分についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 財産の処

分について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市西５条北１０丁目５０番１１、

１万 ５８ ８３平方メートルの市有地を名寄駐

屯地の新宿舎用地として、北海道防衛局と売買協

議を行い、購入希望提示価格１億９５３万円で売

却しようとするもので、名寄市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に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３４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３４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３

５号 名寄地区衛生施設事務組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５号 名寄地区

衛生施設事務組合規約の変更について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、同組合で進められている次期中間処理

施設整備に伴い、本年２月の上川北部地域ごみ処

理広域化対策協議会名寄ブロック市町村長会議で

負担割合などについて協議を行った結果、組合を

構成する市町村間で合意に至りましたことから、

文言整理と併せて変更しようとするものでござい

まして、地方自治法第２９０条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５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３５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３

６号 令和２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３６号 令和２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。



－30－

令和２年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正をしよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれ２億

８８０万 ０００円を追加をし、予算総額を２

５７億 ０４６万 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基金積立金１億９５３万円の

追加は、旧公設地方卸売市場跡地売払い収入を市

場解体費用に充てた起債の償還に備えて積み立て

ようとするものでございます。

７款商工費におきまして商店街等活性化関連補

助金１億円の追加は、８月の第２回臨時会で議決

をいただいた名寄市中小企業振興条例に基づく補

助事業における補助率のかさ上げと支援策の拡充

緩和策を継続をするために補助金を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１９款財産

収入１億９５３万円の追加は、旧公設地方卸売市

場跡地の売払い収入を追加しようとするものでご

ざいます。

このほか、各事業費の追加、変更に伴う特定財

源の追加のほか、前年度繰越金にて収支の調整を

図ろうとするものでございます。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完成をしない小型家電等資源化施設設計業

務委託料について、塵芥収集処理事業費を繰越し

しようとするものでございます。

第３表、債務負担行為補正では、名寄庁舎エレ

ベーター保守管理委託料ほか計２４件追加をしよ

うとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げました。細

部につきましては総務部長から説明させますので、

よろしく御審議くださいますようお願いを申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を渡辺総務部

長。

〇総務部長（渡辺博史君） それでは、私から一

般会計の補正予算につきまして、市長より申し上

げた分の重複を避けて追加説明をさせていただき

ます。

議案第３６号の１０ページから１１ページをお

開きください。２款総務費、１項８目企画振興費

における地域交通対策事業費５７２万 ０００円

の追加は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り利用者が大きく落ち込んでいる道北バス名寄線

について旭川市から本市までの沿線自治体で協調

して地域間をまたぐ広域バス路線を支援しようと

するものであります。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費における

社会福祉一般行政経費 １８３万 ０００円の追

加は、令和元年度における生活保護など福祉施策

に係る事業費が確定したことに伴う国、道への返

還金を追加しようとするものであります。

１２ページ、１３ページをお開きください。４

款衛生費、２項２目塵芥処理費における塵芥収集

処理事業費３５０万円の追加は、現在旧清掃工場

を作業場やストックヤードとして活用している小

型家電等資源化業務について、令和４年度に予定

している旧清掃工場解体に伴い必要となる施設の

設計を行おうとするものであります。

１４ページ、１５ページをお開きください。６

款農林業費、１項６目農地整備費における農業経

営高度化支援事業費７０３万 ０００円の追加は、

農地整備促進のための通年施工促進費の交付金を

追加しようとするもので、財源として道補助金及

び地元負担金をそれぞれ計上しております。

７款商工費、１項１目商工業振興費における事

業継続支援給付金給付事業費 ４８０万円の削減

及びがんばる中小企業応援給付金給付事業費９８

３万 ０００円の追加は、それぞれ申請期限が終

了し、給付金額が確定したことから、事業費の調

整を図ろうとするものであります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り
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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） ただいま提案のありま

した一般会計の補正予算について、１点だけ確認

をさせていただきたいと思います。

議案３６号の１７ページ、債務負担行為に関わ

る部分でございます。上から３つ目、ピヤシリス

キー場指定管理委託料、令和３年から令和７年ま

で４億 ０００万円債務負担行為の金額が計上さ

れておりますけれども、こちらの金額、単年度に

直すと ２００万円になりますけれども、今年度

の当初予算 ９００万円、 ９１５万円、当初予

算の倍までいかないですけれども、かなり金額が

単年度でいくと増えている計算になります。これ

先ほど可決されました指定管理、来年度からの部

分で名寄振興公社から事業計画書等指定管理の申

請をする際に出されていると思うのですけれども、

それに基づいた金額がこれ計上されているという

ことで確認していいのかどうなのか、そこの４億

０００万円の算定根拠をちょっと教えていただ

きたいと思いますけれども、よろしくお願いしま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この債務負担を今提

案させていただいている額につきましては、市の

積算額をベースとして債務負担の提案をさせてい

ただいたということで御理解いただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今市のほうで積算した

指定管理料ということで、計上ということで、今

年度当初予算、先ほどお話ししましたとおり、

９１５万円、年度途中で補正予算で ５００万円

指定管理料増額していますけれども、それでも

３３０万円ぐらいかな、金額的には。それに比べ

るとまたさらに金額増えているといった状況で、

これ以上かかるということで新年度以降積算され

て、指定管理料の債務負担行為を提出してきたと

いうことでよろしいでしょうか。もう一回確認さ

せていただいて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この公社の関係につ

いては、議会でも様々御議論いただいたところで

あります。その議論の中で明らかになったことは、

この間研修施設については自主自立の中で、いわ

ゆる独立経営の中で運営ができるということで進

めさせていただきましたけれども、さきには施設

別の決算も議会にはお知らせをさせていただいた

ところでありますけれども、研修施設については

やはり赤字額が大きいということで、ここについ

ても指定管理料が必要だという判断をさせていた

だいております。スキー場につきましては、従前

からお願いしている指定管理料からそう多く変わ

る分ではございませんけれども、新たに研修施設

の指定管理料を見込みを入れさせていただきまし

て、今回については４億 ０００万円の債務負担

を提案させていただいたということで御理解をい

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３６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３６号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分
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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。

日程第１９ 議案第３７号 令和２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３７号 令和２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 ２４１万 ０００円を追加し、予

算総額を２７億５９１万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきまして介護報酬改定に伴うシステム改修

のため２３６万円を追加するものでございます。

２款保険給付費 ９７７万円の追加は、介護サ

ービス受給者の増加による居宅介護サービス給付

費の追加と保険給付費で見込まれる過不足の調整

を図ろうとするものでございます。

６款諸支出金におきまして所得更正等による過

年度分介護保険料の還付金について２８万 ００

０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。それぞれ事

業の変更に伴い特定財源を追加をするほか、収支

の調整を前年度繰越金で実施をいたしました。

次に、第２表、債務負担行為補正では、サービ

ス事業勘定・名寄で名寄市特別養護老人ホーム清

峰園指定管理委託料ほか計２件を、サービス事業

勘定・風連で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ほか計２件を追加しよ

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。

（「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３７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３７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３

８号 令和２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３８号 令和２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９９９万 ０

００円を追加をし、予算総額を４億 ９２２万

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９９９万 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 ２７０万円を追加しようとするものでござ

います。

２款繰入金におきまして事務費負担金の確定に

伴い２７０万 ０００円を減額しようとするもの

でございます。
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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３８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３８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３

９号 令和２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３９号 令和２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、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものであり、歳入歳出それ

ぞれ１２１万 ０００円を追加し、予算総額を２

０億 ２６０万 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。１款

教育費におきまして償還金３９４万円の追加は、

保護者の世帯収入によって生じる入学料還付金の

増加によるものでございます。また、名寄市立大

学奨学金基金積立金６０万円、特別研究事業費２

０万円の追加は、いただきました寄附の目的に応

じた事業についてそれぞれ追加をしようとするも

のであります。

次に、歳入についてはこれまでいただいた寄附

金について追加を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、エレベ

ーター保守管理委託料ほか計３件を追加しようと

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３９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３９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第２２ 議案第４

０号 令和２年度名寄市下水道事業会計補正予算

（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４０号 令和２年

度名寄市下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、債務負担行為の追加を行うもの

で、風連浄水管理センター等維持運転管理業務委

託料ほか計２件を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。
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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４０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４０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２３ 議案第４

１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４２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４３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４４号 名寄

市職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第４５号 名寄市フルタイム会計年度任用職

員の給与に関する条例の一部改正について、以上

５件について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４１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４２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４３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４４号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正について、議案第４５号

名寄市フルタイム会計年度任用職員の給与に関す

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１０月７日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の期末手当の額が改定をされることに

伴い、名寄市職員及び議員、特別職について同様

の措置を講ずるため、また会計年度任用職員につ

いては据置きとす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期末手当の改定に

つきましては、名寄市特別職報酬等審議会から一

般職員に準じて改定を行うことが適当であるとの

答申に基づき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、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４１号外４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４１号外４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２４ 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。
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本年７月３１日午前１１時頃、大橋町内会に設

置をしている大橋公園におきまして公園愛護事業

での草刈り中に刈り払い機による飛び石により隣

接している宅地内に駐車をしていた車両の窓ガラ

ス及び車体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、当該車両の修繕代

として市が２２万 ６７１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

り専決処分をいたしましたので、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。

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

公園愛護事業に関わるこのような事故が発生し

た場合、市が損害賠償を負担するというのはどの

公園にも適用されるということでよかったでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 愛護事業として、

各町内会には市民との協働のまちづくりという精

神ですとか観点から公園をはじめ河川ですとか道

路等々の環境整備や美化に御協力、お努めいただ

いているかというふうに思っています。町内会に

は、あくまでも愛護事業ということでございます

ので、きちんと回数ですとか内容ですとか、そう

いったところはこちらのほうからお示ししていま

せんで、町内会の主体性に応じて対応していただ

いているところでございます。そのため、こうし

た愛護事業の活動によりましてやはり事故が出て

きた場合なのですけれども、よほどの誤った何か、

そういった過失みたいなものが見られない限りは

お願いしている市側のほうで責任を負うものと判

断させていただいておりますから、今回につきま

しては私方、市のほうで責任を取らせていただき

たいということで判断させていただきましたので、

御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 理解させていただきま

した。ということは、様々なそういった公園愛護

事業、町内会が請け負っているものに関して事故

があるときは、その事故のケースにもよるのでし

ょうけれども、それに合わせた形で市のほうが損

害賠償を負うという形でよかったでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） おっしゃられて

いるとおり、今現状明確なルールというものがご

ざいませんので、あくまでも愛護事業というもの

は町内会にお願いしているということから、何か

事故ですとか、そういったことが発生した場合は

その都度、その都度、ケース・バイ・ケースに合

わせてお話しいただいて、対応させていただきた

いというふうに思っております。しかしながら、

こういった事件が起きている以上、やはり何か我

々としても手だては考えていかなければならない

というふうに思っております。特に今回の刈り払

い機の事故につきましては、機械でどうしても短

く刈りたいというふうにきっと思われているかと

思うのですけれども、一定程度の、ちょっと基準

まだ決められていませんけれども、これぐらいの

基準で刈ってくださいですとか、あと特に損害賠

償もそうなのですけれども、活動されている方が

けがされた場合というのもあるかと思います。そ

ういったことで安全にこれからも愛護活動をして

いただけるような手だて、我々のバックアップと

いうのでしょうか、支援というのでしょうか、そ

ういったところも少し検討させていただきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解のほうよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 町内会の役員もかなり

高齢化も進んできているという状況の中で、公園
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愛護がどこまで今後もやっていけるかどうかとい

うところもなかなか分からない部分もあるのかな

というふうにも思いますので、その辺のケアも含

めて一つルールづけをしながら事故のないような

形でやっていただけるように求めて、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。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２５ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦ついてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、令和３年３月３１日をもって上

枝委員が任期満了となります。

本件は、再度上 枝氏を候補者として推薦を

いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合上、明日１２月１日から１２月１５

日までの１５日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１２月１日から１２月１５日まで

の１５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１８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 三 浦 勝 秀

署名議員 高 橋 伸 典
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