
－1－

令 和 ３ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和３年２月２２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 令和３年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に係る特定公

園施設の設置に関する基準を定める条

例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 令和２年度名寄市一般会

計補正予算（第１２号）

日程第８ 議案第５号 令和２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９ 議案第６号 令和２年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第５号）

日程第10 議案第７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２号）

日程第11 議案第８号 令和２年度名寄市立大学

特別会計補正予算（第４号）

日程第12 議案第９号 令和２年度名寄市病院事

業会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１０号 令和２年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第14 議員第１１号 令和２年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１２号 令和３年度名寄市一般

会計予算

議案第１３号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１４号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第１５号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第１６号 令和３年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第１７号 令和３年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第１８号 令和３年度名寄市病院

事業会計予算

議案第１９号 令和３年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２０号 令和３年度名寄市下水

道事業会計予算

日程第16 議案第２１号 名寄市教育委員会委員

の任命について

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 令和３年度市政執行方針・教育行政執

行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に係る特定公

園施設の設置に関する基準を定める条

例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 令和２年度名寄市一般会

計補正予算（第１２号）

日程第８ 議案第５号 令和２年度名寄市国民健
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康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第６号 令和２年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第５号）

日程第10 議案第７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２号）

日程第11 議案第８号 令和２年度名寄市立大学

特別会計補正予算（第４号）

日程第12 議案第９号 令和２年度名寄市病院事

業会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１０号 令和２年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第14 議員第１１号 令和２年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１２号 令和３年度名寄市一般

会計予算

議案第１３号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計予算

議案第１４号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計予算

議案第１５号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算

議案第１６号 令和３年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算

議案第１７号 令和３年度名寄市立大

学特別会計予算

議案第１８号 令和３年度名寄市病院

事業会計予算

議案第１９号 令和３年度名寄市水道

事業会計予算

議案第２０号 令和３年度名寄市下水

道事業会計予算

日程第16 議案第２１号 名寄市教育委員会委員

の任命について

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
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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

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３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

９番 清 水 一 夫 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２２日まで

の２９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

２日までの２９日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより令

和３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３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） おはようございます。

令和３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３年が過ぎようとしています。

この間、人口減少・少子高齢化が進み、地域に

おける課題が複雑・多様化する中において、総合

計画を基本とした様々な事業に取り組み、地域の

発展のために全力を注いでまいりました。

とりわけ昨年からは、世界中が新型コロナウイ

ルス感染症により大きな影響を受ける中、本市に

おいても、社会活動を継続できるよう各種給付金

をはじめとした様々な支援策を実施してまいりま

した。

また、昨年末には「コロナ差別がゼロのまち宣

言」を行い、感染者や医療従事者が安心して治療

や看護に専念できるよう取り組んでまいりました。

市民の皆様には、感染予防への絶大なるご協力、

各種施策に対するご理解に深く感謝申し上げます。

いよいよワクチン接種も始まります。今後も新型

コロナウイルス対策を適時適確に展開してまいり

ます。

一方で、デジタルトランスフォーメーション

（ＤＸ）やカーボンニュートラルの推進など、社

会における価値観が大きく変わろうとしており、

アフターコロナ社会を見据えた施策の展開が求め

られています。

また、王子マテリア株式会社名寄工場生産品集

約に伴う停機が本年１２月に予定されています。

工場敷地の利活用と雇用対策については、関係機

関と連携して検討を継続しているところです。

このような社会や地域において、大きな変革を

迎えようとする情勢をしっかり捉えた施策を展開

するとともに、引き続き市民の皆様にとって住み

よいまちづくりを進めるため、多くの意見に耳を

傾けながら市民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。

令和３年度は総合計画中期基本計画の３年目と

なります。今後も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

三つの理念を基本に、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するとともにＰＤ
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ＣＡ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。

また、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、魅力あるこの地域がさ

らに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

ます。

次に、令和３年度の予算編成について申し上げ

ます。

本市の令和３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、季節や天候に

関係なく子どもたちが遊べる「こどもの遊び場」

の整備費用、除排雪業務の担い手育成や確保に対

する支援、名寄市立大学における大学院設置にか

かる調査費用などを盛り込みました。また、子育

て世帯の経済的負担の軽減を目的に保育料無償化

対象範囲を拡大し、多子世帯も対象とするほか、

名寄高校駅設置事業、なよろ温泉サンピラーの改

修に向けた実施設計委託料、南３丁目通道路改良

舗装事業などの道路新設改良事業、栄町５５団地

改修工事などの市営住宅環境整備事業などについ

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 ２パーセント増の２１３億 １８１万１

千円となりました。

また、５つの特別会計予算は８６億 ９８０万

円、企業会計予算は１６１億 ５１３万９千円、

全会計の総額では４６１億 ６７５万円となりま

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 １５３万４千円、減債基金から２億

０００万円、公共施設整備基金で２億 ５００万

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

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」に基づき、パブリック・コメン

トの実施による市民意見の反映や多様な媒体によ

る情報発信に努めるとともに、条例を市民に浸透

させるため、広報紙やホームページなどによる市

民周知のほか、様々な手法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、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用

いた「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。新

型コロナウイルス感染症の収束が不透明ではあり

ますが、収束を見据えて開発関連商品のプロモー

ションの準備を進めてまいります。

また、再生可能エネルギーを活用した物流拠点

の構築を目指し、信金中央金庫の企業版ふるさと

納税「ＳＣＢふるさと応援団」を活用した事業実

施に向けた準備を進めてまいります。

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、継続した財政的支援の

ほか、未加入世帯の増加や役員の担い手不足など

の課題解決に向けて、名寄市町内会連合会と連携

し検討を継続してまいります。

小学校区域を基本に組織され、町内会の枠を超

えた活動や地域課題の解決などを担うことを目的

とする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に対する財政的支援

や、地域連絡協議会代表者会議などによる情報共

有により、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するため、名寄市利雪親雪推
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進市民委員会と連携し、利雪親雪の取組を推進す

るとともに、なよろ冬カレンダーの配布や写真展

開催などを通じて周知啓発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。

市民一人ひとりが相手の気持ちを考え、人権に

配慮した行動をとることができるよう、引き続き、

人権擁護委員協議会などと連携を図りながら啓発

活動や相談事業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、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。

情報化の推進については、これまで情報システ

ム機器の計画的な更新や堅牢なセキュリティシス

テムの構築を進めることで、各種情報システムの

安定的な運用を行い、市民サービスの向上や業務

の効率化を図ってきました。

今後は、国が推し進める行政のデジタル化に向

け、各種システムの統一化やマイナンバーカード

の普及促進、また行政手続きのオンライン化の検

討など、人口減少社会における住民サービスの向

上やさらなる行政運営の効率化を目指し、持続可

能な社会の発展に向けた取組を進めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市、東京都杉

並区との交流において、人的交流や特産品販売な

どを通じて、互いの地域の魅力を発信し、さらに

充実した交流となるよう推進してまいります。

ふるさと会については、本市の情報提供や会員

拡大への支援などを通じ、各会の活動の充実が図

られるよう支援してまいります。

なお、札幌風連会、旭川風連会では、会設立５

０周年を迎えることから、記念事業に対して必要

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に交換学生を派遣するとと

もに、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市に訪問

団を派遣し、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。

ドーリンスク市との交流では、友好都市提携３

０周年を記念して、名寄・ドーリンスク友好委員

会を中心とした実行委員会を組織し、各種記念事

業を実施する予定です。

また、台湾との交流では、中学生の派遣や農業

青年の派遣・受入、教育旅行や台湾国立中山大学

などの受入のほか、インターネットを活用したオ

ンライン交流などにより、国際感覚豊かな青少年

の育成や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、名寄市移住促進協議会

を中心に、様々な媒体や機会を活用した情報発信

に努め、移住体験ツアーなどを通じて、移住及び

交流人口、関係人口の創出・拡大に結びつくよう

地域の方々と連携し進めてまいります。

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への支援事業についても取り

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、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

ています。本年度は、北海道の名付け親とされる

「松浦武四郎」を題材とした絵本の完成を予定し

ており、天塩川周辺に暮らす子どもたちに、この

絵本を通じて、幕末の天塩川の様子やアイヌの方

々の暮らしを紹介し、人々の「多様性」を大切に

する価値観や豊かさを伝えてまいります。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸に連携

し、この地域とその魅力のブランディングを図り、

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。

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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本市と士別市を複眼型中心市とした１３市町村

で形成する北・北海道中央圏域定住自立圏につい

ては、「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。

新たに定住自立圏形成協定に追加しました「通

年雇用の促進」及び「防災」の２項目についても、

定住自立圏共生ビジョンに登載し、圏域で取組を

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月に策定しました「第２次名寄市

行財政改革推進基本計画」及び本計画を具体化す

る前期実施計画に基づき、効率的な行政運営に取

り組んでまいりました。今後も、時代に即した行

財政改革に取り組んでまいります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

集合研修の実施が困難となっていることから、新

たな人材育成手法の研究に努め、市民サービスの

向上と効率的な行政運営を進めてまいります。

次に、恒久平和に向けた取組について申し上げ

ます。

本市においては「非核平和都市宣言」の趣旨に

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、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

自衛隊員の増強については、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ついても引き続き支援し

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、各種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を目指してまいり

ます。

母子保健対策の推進については、子育て世代包

括支援センター事業を中心に、安心して子育てが

できるよう、妊娠・出産期からの切れ目ない支援

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、新型コロナウイ

ルスワクチンの接種に向け、市内医療機関などと

連携のもと、ワクチンの供給状況に応じて速やか

に接種が行える体制の整備に努めてまいります。

また、予防接種や感染症予防に関する正しい知

識の普及啓発を図るとともに、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住み慣れた地域で安

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。

市立総合病院においては、救急や周産期・小児

医療機能を維持するほか、ウィズコロナ時代に対

応した医療提供体制の構築、医療介護施設との連

携システムの推進など、一層の感染対策の強化に

取り組んでまいります。
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併せて、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、医師

や医療従事者への働き方改革のための制度を順次

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るとともに、老朽化した施

設設備への対応について検討を進めてまいります。

新公立病院改革プランについては、ガイドライ

ンの取扱いが当初の予定から先延ばしになってい

ますが、新たな改革プランの策定を見据え、最終

年度を終えた「新名寄市病院事業改革プラン」の

進捗状況の点検・評価をしてまいります。

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、昨年１０月に設

立された地域医療連携推進法人「上川北部医療連

携推進機構」における事業推進を図りつつ、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。

子どもの遊び場については、季節や天候に関係

なく子どもが遊ぶ施設を整備して欲しいとの要望

が多く寄せられていることから、中心市街地にあ

る商業施設の一部を活用し整備を進めてまいりま

す。

保育所などの整備については、本年度は基本設

計、令和３年度に実施設計を行い、令和５年度中

の開所に向けて取り組んでまいります。

子育て世帯の経済的負担の軽減については、無

償化の対象範囲を拡大し、令和３年度から年収６

４０万円未満相当世帯の第２子以降の保育料につ

いても無償化を開始してまいります。

子どもや家庭を支援するための体制については、

一時的に養育が困難になった児童などが委託施設

に短期間入所できる「子育て短期支援事業（ショ

ートステイ）」を開始してまいります。

また、家庭の事情などによりこども発達支援セ

ンターに通所できない児童が適切な療育が受けら

れるように、「保育所等訪問支援事業」を開始し、

支援を充実してまいります。

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、

すべ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。

また、令和３年度は第２期計画が最終年度とな

ることから、第３期計画の策定に向け、市民ニー

ズの把握に努めるとともに、関係機関の協力をい

ただきながら作業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。

令和３年度は「名寄市第８期高齢者保健医療福

祉計画・介護保険事業計画」の初年度にあたり、

計画に基づく事業の推進を図るとともに、高齢者

の方々が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。

健康づくりと介護予防の推進については、後期

高齢者の医療・健診・介護レセプトデータなどを

活用し、健康課題の分析を行い、フレイル予防の

普及啓発活動や健康教育・相談、生活機能向上に

向けた支援などを関係機関と連携して取り組んで

まいります。

認知症施策の推進については、認知症の人と家

族を支えるサポーターの養成に向けた講座を引き

続き実施するとともに、「認知症カフェ」の定期

開催や市民全体が広く認知症について理解を深め

ることができるように取り組んでまいります。

喫緊の課題である介護職員の確保と業務の効率

化については、介護職員初任者研修及び実務者研

修受講費用や就職支度金の助成を継続するととも

に、介護現場におけるＩＣＴの活用促進など業務

効率化を図り、介護職員の定着・確保に向けて取

り組んでまいります。

災害対策については、災害の発生に備え、介護

事業所などにおける災害対策に関する計画や災害

用資材の備蓄を行ってまいります。



－9－

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

感染症対策については、各種予防接種の実施と

接種勧奨に努めるとともに、介護事業所などに対

する感染症対策の徹底と感染症に関する知識の向

上に努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

「第６期名寄市障がい福祉実施計画」に基づき、

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

目指してまいります。

基幹相談支援センターについては、様々な障が

いに関する相談を受け、障害福祉施設と連携を図

りながら、子どもから大人まで継続したサービス

の利用が受けられるよう、支援体制の維持に努め

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くことができるよう、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」の取組も、さらに進めてまいり

ます。

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、各市町

村では、北海道が示した標準保険税率を参考に税

率を設定しており、本市においては、資産割を除

いた３方式化や賦課割合の調整などが必要となり

ます。

今後、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、

市民への啓発のほか、公共施設の省エネルギー化

を推進するなど、二酸化炭素削減への取組を進め

てまいります。

霊園、墓地、火葬場などの施設については、利

用される方が快適で安らぎを感じる環境空間とな

るよう努めるとともに、令和３年度から供用開始

となる合同墓の適切な運営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。

循環型社会の形成に向け、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。

さらには、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・処理事業を推進してまいります。

平成１４年に稼動を停止した風連地区の旧廃棄

物焼却施設については、施設の老朽化が進行して

いることから、適切な処置を講じた上で施設の解

体を行ってまいります。

名寄地区衛生施設事務組合で炭化センターの後

継施設として検討を進めている一般廃棄物中間処

理施設については、清掃センター解体後の施設整

備に向けた基本計画などの調査が進められます。

また、清掃センター解体後における本市のリサ

イクルセンター施設として、小型家電などの資源

化施設の整備を行ってまいります。

次に、消防について申し上げます。

近年、風水害や地震に加えて雪害などの自然災

害が各地において頻繁に発生していることから、

市民が安全安心に暮らせる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。

消防力の充実については、老朽化した消防車両

の更新や新型コロナウイルス感染防止に即した救

急資機材の導入に取り組んでまいります。

救急・救助体制については、複雑多様化する救

急需要に対応し、質の高い救急業務を提供するた

めに、救急隊員などの教育を担う指導的立場の救

急救命士の養成に努めるとともに、医療機関と連

携して充実した出動体制を構築してまいります。



－10－

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

また、地域防災力の中核となる消防団組織の充

実強化については、消防団への加入促進や充足率

の向上を図り、団員の災害活動に対応する安全装

備品の更新と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、住宅用火

災警報器の設置率の向上と適切な維持管理に関す

る広報活動に取り組み、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・減災活動を展開してまいります。

さらに、自助及び地域の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、防災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。

交通事故件数は全国・全道ともに前年比で大幅

減となっていますが、本市においては微増となっ

ていることから、引き続き、関係機関などとの連

携による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と情報の共有を図るとともに、

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、令和３年度から

第２次計画となる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

や、課題解決に向けた助言相談などの業務を進め

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。

「悪質商法」や「架空請求詐欺」などの消費者

被害を未然に防ぎ、また最小限にくい止めるため

に、引き続き積極的な啓発活動を行うとともに、

相談員のスキルアップに努めてまいります。

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、既存団地の長寿命化

改修や将来の住宅需要を見通した修繕を基本に取

り組み、安全安心な住宅の供給を進めてまいりま

す。

また、移転建て替えとして進める瑞生団地は、

入居者の住み替えなどに配慮しながら、より良い

住環境づくりの実現に向け、実施設計を行ってま

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。

また、社会情勢の変化に対応していくため、

「名寄市耐震改修促進計画」及び「名寄市公営住

宅等長寿命化計画」の見直しを実施してまいりま

す。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

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「ライラック公園」、「コデマリ公

園」及び「福鶴公園」の３公園において、老朽化

した遊具の更新を行い、引き続き安全安心な公園

整備に努めてまいります。

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８路線を更新するほか、給水区

域内の漏水調査と配水管洗浄作業を継続して実施

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自

衛隊地区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
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ます。

下水道事業については、公共下水道ストックマ

ネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新

を引き続き進めてまいります。

個別排水事業については、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

整備を進めている南３丁目通、徳田１８線緑丘連

絡線及び豊栄西１２条仲通の３路線の整備を行う

とともに、新規路線として北３丁目通、南１０丁

目右仲通及び西３条仲通の３路線の事業着手に向

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、舗装路面の老

朽化が進行している東５号線、風連２６線及び風

連東４号線の３路線の舗装改築工事を行い、安全

安心な道路空間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、「八

千代橋」をはじめ３橋の修繕工事を実施するほか、

「相生橋」ほか２橋の実施設計及び５４橋の近接

目視点検を実施し、引き続き利用者の安全安心の

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。

令和３年度においても、積上げ除雪の実施や幹

線道路の複数回の排雪とともに交差点のカット排

雪を実施し、冬季の安全安心な道路空間や歩行空

間の確保に努めてまいります。

また、除排雪業務の担い手育成・確保に対する

支援や排雪ダンプ助成事業、市道及び私道除排雪

助成事業の実施など、関係機関と連携を図りなが

ら、引き続き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、現在、国において、ＪＲ北海

道を支援する法律の改正手続きが進められており、

道内においてはＪＲ北海道が中心となり、令和３

年度以降の第２次アクションプランの作成作業を

進めているところです。

今後も、持続的な鉄道網の確立に向け、北海道

や各沿線自治体とも連携を密にし、宗谷本線活性

化推進協議会としての取組を継続してまいります。

名寄高校駅設置については、令和３年度に設置

工事を行う予定となっており、令和４年３月のダ

イヤ改正時に合わせて開駅できるよう関係機関と

連携し進めてまいります。

路線バスについては、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う外出自粛や各種イベント中止

の影響を大きく受けており、利用者が未だに戻ら

ない状況にあります。しかしながら、生活に必要

な市民の移動手段を確保するため、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、「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。

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。

基盤整備については、農地の高度利用化、農産

物の生産性向上を目指し、国営事業、道営事業に

より計画的に農業生産基盤の整備を実施してまい

ります。

農業振興センターについては、新たな栽培技術

や新品種などの試験をはじめ、土壌診断や各種講

座などを通じて、農業者への情報提供や技術普及

について積極的に取り組むほか、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

どと連携し薬用作物を振興してまいります。

畜産振興については、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ため、国の

畜産クラスター事業などを活用し支援に取り組む

とともに、新たに運用が開始される哺育・育成セ

ンターと市営牧場との連携を図ってまいります。

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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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。

労働力確保対策については、新たな雇用労働力

確保に向けてＪＡと連携し取り組んでまいります。

また、法人化については、引き続き情報提供な

どに努めるとともに、複数戸による法人設立支援

を拡充し、地域における中核的な担い手の確保に

取り組んでまいります。

農地の流動化については、「人・農地プラン」

に基づき計画的な農地集積が図られるよう、農業

委員会の協力を得ながら、取組を推進してまいり

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。

新規就農については、引き続き後継者の安定的

な経営継承に向け、ＪＡと協調して支援を行って

まいります。また、法人についても農業の多様な

担い手として大いに期待をするところです。

就農希望者の確保については、地域おこし協力

隊の募集をはじめ、農業体験実習事業も併せて周

知してまいります。

今後も、これまでの独立・自営のほか、第三者

経営継承の活用や法人への雇用就農など、多様な

選択が可能となるよう、情報収集と条件整備に取

り組んでまいります。

農村女性の活躍については、活躍の場をさらに

広げるため、引き続き免許取得やグループ活動活

性化への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については、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。

有害鳥獣対策については、名寄市有害鳥獣農業

被害防止対策協議会を中心として、引き続き捕獲

による被害防止と担い手の育成に取り組んでまい

ります。

ヒグマ対策については、出没情報などの注意喚

起や電気柵の設置などによる予防と安全対策を、

関係機関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。

食育推進については、本年度実施したアンケー

ト結果による検証を踏まえ、７つの目標を達成す

べく関係機関とともに取組を推進してまいります。

また、地産地消やブランド化の推進については、

新たなロゴマークやもち大使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。

農村環境の保全については、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、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

取組を支援してまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

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、間伐や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、森林環境譲与税を活用して、除

間伐などの各種施業や、人材育成・担い手確保な

どに対する支援を拡充してまいります。

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、市の制度融資や経営基盤強

化への支援など、地域経済を牽引する事業者への

施策を継続してまいります。

新型コロナウイルス感染症の影響による経済活

動の収縮に伴い、市内経済も全国と同じく甚大な
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影響を受けています。引き続き、中小企業振興審

議会、経済団体及び業界団体、さらには「産官金

連携なよろ経済サポートネットワーク」と連携し、

国や道の施策を注視しつつ、適宜、必要かつ持続

可能な対策を講じてまいります。

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」の策定を進めるとと

もに、中小企業振興条例に基づく支援制度に関し

て、より時代のニーズに合った見直しを進めてま

いります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約につ

いては、本年１２月に停機が予定されていますが、

工場敷地の利活用策として掲げた、３つの柱であ

る「再生可能エネルギー」「物流・防災拠点」

「ＩoＴデータセンター」を中心に具現化へ向けた

議論を継続して進めており、できるだけ早い段階

で事業概要をお示しできるよう努力してまいりま

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、求職者に対し求人数が上回

る状況は継続しており、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・土木作業員などの建設関係で人材不足の状態

が続いています。現在、名寄市中小企業振興審議

会で協議を進めている中小企業振興条例に基づく

支援制度の中で、人材の確保・育成に関して、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、就職内定者数は１１７人で前年同月比

１ ８パーセントの減少となり、就職内定率は８

７パーセントとなっています。

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ハローワークをはじ

め、関係団体と連携して実施し、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。

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。

平成２４年度から「名寄市観光振興計画」に基

づき、各種の観光施策に取り組んでまいりました

が、１０年間の計画期間の最終年度となる令和３

年度に次期計画を策定いたします。新しい計画で

は、マイクロツーリズムやワーケーションなど、

「ウィズコロナ」「アフターコロナ」に適応した

観光施策の方向性を示すとともに、本市の観光に

ふさわしい新たな指標を掲げるなど、市民や観光

の専門家の意見を伺いながら策定を進めてまいり

ます。

また、引き続き、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・販売やス

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。

名寄ピヤシリスキー場の指定管理については、

ピヤシリスキー場・体育館・ジャンプ台の３施設

を一括して施設管理業務を行うことにより、市民

の皆様の憩いや健康増進を図る市内唯一の温浴施

設、冬季スポーツ拠点化の核となる施設の効率的

運営となるよう、指定管理者と連携し取り組んで

まいります。

なよろ温泉サンピラーについては、平成３０年

度に実施した基本設計を基に、温浴施設を先行し

て改修するため、実施設計を進めてまいります。

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、各施設への支援を充実さ

せ安定した運営のもと、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ことのできる体制づくりを

支援してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２９年度から１０年間における大学運営の
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指針として策定した「名寄市立大学将来構想（ビ

ジョン２０２６）」は、前期実施計画３年間の検

証と第三者機関による大学評価の提言を踏まえて、

本年度、中期実施計画を策定しました。令和３年

度からの２年間は、将来構想の中間期にあたるこ

とから、最終年のビジョンを見据えて、将来構想

を着実に推進してまいります。

また、大学院設置にかかる検討を中期実施計画

期間中に集中して進めてまいります。

次に、修学上の新型コロナウイルス感染症対策

について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策については、一

人ひとりの基本的感染対策と学内施設の感染対策

を講じながら行う対面授業と遠隔授業の併用を基

本に学修機会の確保に努めてまいります。

また、修学環境の変化による学生のストレスに

対する相談、支援体制の充実を図ってまいります。

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、障がいがある方や、

幼児から大人まで各世代ごとに体を動かす機会を

充実させ、スポーツ人口のすそ野を広げながら、

心身ともに良好で健康な市民が暮らすまちづくり

に取り組んでまいります。

ジュニアの育成・強化については、各競技団体

と協力してスポーツ少年団の体験イベントを実施

するとともに、Ｎスポーツコミッションの「ジュ

ニアスポーツアカデミー」における各種育成事業

を支援してまいります。

冬季スポーツ拠点化事業については、国の地方

創生推進交付金を用いた「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」や、

ピヤシリヘルシーゾーンにおけるスポーツツーリ

ズムに取り組むとともに、地域経済に直結するス

ポーツイベントなどを実施してまいります。

スポーツ合宿・大会誘致については、引き続き、

冬季スポーツを中心に、競技団体の協力をいただ

きながら推進していくとともに、なよろ健康の森

の夏合宿などの活用も促進し、ピヤシリヘルシー

ゾーンが、一年を通じて競技力向上及びスポーツ

交流の拠点となるよう、取組を進めてまいります。

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３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３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３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、新型コロナウイルス感染症が国内外に大き

な影響を及ぼしています。このような中、我が国

では、学校における感染及びその拡大のリスクを

可能な限り低減した上で教育活動を継続し、子ど

もの健やかな学びを保障していくという考え方を

基本として、第３期教育振興基本計画のもと、教

育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図

る取組を進めています。

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います。

名寄市教育委員会では、このような国や道の動

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３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３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。
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はじめに、学校教育の重点施策について申し上

げます。

令和３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、昨年度から第

２ステージに移行し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」と２年目と

なる第３次名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組を両輪として、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じて道徳性を養

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

材とした読み物資料を使用した道徳科の授業実践

や市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールの積極的

な活用を通じて、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。

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、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。

さらに、道徳科や学級活動など、教育活動全体

を通じて、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接

触者とその家族、医療従事者などに対する偏見や

差別につながる行為は、断じて許されるものでは

ないことの指導を徹底してまいります。

不登校の児童生徒への対応については、学校や

教育相談センター・こ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
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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。

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」、不登校や非行な

どについては「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、早期解消に努めていきます。また、中

学校に配置している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」運動などの充実

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研修

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」につい

ては、スポーツ・合宿推進課と連携をしながら改

善を図ってまいります。

食に関する指導では、栄養教諭などの専門性を

生かし、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、学校給食を生きた教材として効果的に活用し

てまいります。

学校給食で使用する食材については、安全で安

心な食材の選定に細心の注意を払うとともに、生

産者や納入業者と連携し地産地消に努めてまいり

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

援体制を整備していきます。また、名寄市立大学

との連携による名寄市立大学学生支援員派遣事業

の有効な活用や名寄市立大学コミュニティケア教

育研究センターによる特別支援教育コーディネー

ターの専門性の向上を目指した取組、名寄市立大

学免許法認定公開講座の活用による特別支援学校

教諭免許状を取得しやすい体制の整備などに努め

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、学校などの管理職や転入職員対象の

研修会を実施したり、特別支援教育専門家チーム

による巡回教育相談の充実などに努めてまいりま

す。

また、名寄版個別の支援計画「すくらむ」の効

果的な活用を図るため、小学校の一日入学時に保

護者に説明するなどの啓発活動を充実するととも

に、すくらむを必要とする保護者には、直接配付

し活用方法を説明するなど、一人一人の教育的ニ

ーズに応じたきめ細かな支援に努めてまいります。

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

の効率的な派遣方法を工夫したり、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

活動の充実を図り、コミュニケーション能力の育
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成に努めてまいります。

キャリア教育については、児童生徒の望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動などを効果的に推進していきます。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、

キャリア教育に関する学習活動の記録を蓄積し、

必要に応じて振り返ることができる「キャリア・

パスポート」の効果的な活用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、昨年度からすべての小学校において必修

化されたプログラミング教育の一層の充実に努め

るとともに、学校教育情報化推進委員会と連携し

ながら、ＧＩＧＡスクール構想における児童生徒

一人一台端末等の効果的な活用や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

りを持ち、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などについて評価する自

己評価と、保護者や地域住民などが学校の自己評

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、社会に開

かれた教育課程の実現を図るため、昨年６月に市

内すべての学校の学校運営協議会に、地域学校協

働本部を位置づけました。また、地域学校協働本

部連絡協議会を開催し、市内すべてのコミュニテ

ィ・スクールに地域コーディネーターを配置しま

した。今後は、社会教育と連携し、各コミュニテ

ィ・スクールと地域学校協働本部が相互に補完し

高め合う存在として、「地域とともにある学校づ

くり」の一層の充実を図る体制の強化と、地域学

校協働活動の充実を目指してまいります。

小中一貫教育については、義務教育９年間を通

じた教育活動の一貫性を確保するため、風連中央

小学校と風連中学校が、昨年度に立ち上げた「風

連地区小中一貫教育推進委員会」による取組の一

層の充実を図ってまいります。

智恵文小学校と智恵文中学校においては、これ

まで小中一貫教育として連携した教育活動に取り

組んできました。今後は、令和６年度から系統性

・連続性を強化したカリキュラムの編成・実施が

可能となる、義務教育学校の開校に向けた準備を

進めてまいります。

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じて、



－18－

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

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、ＩＣＴを効果

的に活用した授業改善や小学校高学年における教

科担任制の推進など、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な

ど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中、

教職員が子どもと向き合う時間が確保できるよう、

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じて、地域ぐる

みで不審者への対応をしていきます。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るとともに、対策箇所一覧表

をホームページで公開し、対応状況と危険個所の

注意喚起を図ってまいります。

市内小中学校の耐震化の取組については、智恵

文小学校の耐震化に合わせ、小中一貫教育の推進

を図るため、智恵文中学校に小学校を併設した義

務教育学校の開設に向け、基本設計に引き続き実

施設計に取り組んでまいります。

給食センターは、改築以来２９年が経過してい

ることから、厨房機器類の年次的な更新や設備類

の修繕を実施し、給食提供に支障が出ないよう適

切な維持管理に努めてまいります。

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、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

取得者に対する補助制度「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、道北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科学科受験者交通費助成」に

取り組んでまいります。

さらに、今後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

とが必要なことから、「名寄市内高等学校魅力化

推進委員会」などで、名寄市内の高校が地域から

魅力ある学校として認められるよう、普通科・職

業科の在り方や特進コースの新設、既存校舎の有

効活用などについて検討し、道教委に意見反映し

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３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。

令和元年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。「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して

まいります。
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市民講座では、新たな学びへのきっかけづくり

や学習活動を通じた仲間づくりにつながるよう、

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、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

ーを中心に、各種団体と連携・協働するとともに、

風連陶芸センターや風連公民館などを活用し、生

涯学習活動の推進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズの把握に努

め、学校をはじめ各種団体との連携のもと、生涯

学習活動の推進に努めていきます。また、農村地

区という地域特性を踏まえ、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「ちえぶん学講座」を継続して開催

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。

市民の生涯学習活動を支援する身近な教育施設

として、暮らしに役立ち課題解決に資する幅広い

図書資料の収集や環境整備を図ってまいります。

また、第３次子どもの読書活動推進計画に基づ

き、乳幼児から中高生まで本に親しむ環境づくり

に努めるとともに、同計画の最終年度にあたり次

期計画の策定に取り組みます。さらに、ボランテ

ィア団体の協力を得た読み聞かせ行事や、新たな

読者層の発掘と交流の場づくりを目指した書評ゲ

ーム「ビブリオバトル」、来館者が安らぎ楽しむ

ことのできる展示など、各種事業に取り組んでま

いります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

全国的なコロナ禍の中で、市外からの来館者が

減少していますが、新型コロナウイルス感染対策

を十分に行うと同時に、星空のインターネット配

信を強化するなど、新たな天文普及の在り方につ

いて研究してまいります。

学校教育との連携では、天文台で撮影した天体

資料などを活用し、より分かりやすい授業となる

よう取り組んでまいります。

研究分野では、北海道大学を始めとした他機関

との連携のもと、ピリカ望遠鏡などを利用した研

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や、天文現

象の相互配信などで更なる交流に努めていきます。

星と音楽をテーマにした星祭りや音楽イベント

については、新型コロナウイルスの感染状況を踏

まえ、開催を検討してまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の学びや子育て中の

家庭同士の交流拡大に向け、家庭教育支援講座の

開催や市内の幼稚園における家庭教育学級の活動

など、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、名寄市スポー

ツセンターの長寿命化を図るため、格技室床の張

り替えなどの改修を行っており、今後とも市民に

安心で良好なスポーツ環境を提供するための施設

整備を行ってまいります。

ピヤシリシャンツェについては、老朽化が進ん

でいることから大規模改修など、必要な対策を講

じながら長寿命化を進めていきます。また、他の

スポーツ施設についても、各種施策との整合性を

図りながら改修計画や適正配置を検討してまいり

ます。

風連地区については、廃校体育施設も含めた体

育施設の維持管理に努めるとともに、各種スポー

ツ団体と連携したスポーツ教室を開催するなど、

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。
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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ＬＡＮＤ２０２１」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

の開催などを通じて、青少年の健全育成に取り組

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。

名寄市児童センターや風連児童会館では、自由

来館型の施設として、遊びやスポーツ、各種行事

や体験活動を通じて児童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

安全安心な居場所を提供するとともに、保護者の

仕事と子育ての両立を支援していきます。また、

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。

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や運営に対し、必要な

支援を行ってまいります。

青少年センターでは、全国的に問題となってい

るＳＮＳなどを通じた犯罪被害や、いじめなどか

ら青少年を守るため、地域や各学校、関係機関な

どと連携し、啓発活動に取り組むとともに、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。

また、不審者対策や犯罪のない地域づくりを目

的に巡視活動を行い、子どもたちが安全安心に学

び遊べる環境づくりを推進してまいります。

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相談できない方の

ために夜間相談日を設けて対応し、相談内容によ

っては、学校や関係機関などと情報交換を行いな

がら適切な支援や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、生活支援、学習支援を行いなが

ら、学校復帰を目指していきます。

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、勉強やスポーツ、文化活動、

地域との交流活動などに取り組み、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、地域の学識経験者などの協力を得て、

自学自習の充実やテーマ学習を実施し、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

と継承を図るとともに、市民などによる自主的、

創造的な文化芸術活動を推進してまいります。

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、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２５年が経過し、これ

まで３３万人の利用者を数えています。引き続き、

地域に根差した視点に立って、地域の歴史や文化

財、自然を伝える普及事業を充実させ継続してい

きます。とりわけ夏・冬の特別展などの自主企画

や北海道博物館、道北地区博物館等連絡協議会と

連携した展示会を計画してまいります。

また、市民サークルによる展示会を年間を通じ

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号



－21－

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

て開催するなど、郷土学習の拠点施設としての役

割を果たしてまいります。

以上、令和３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、子ど

もたちの学びを止めることなく、現下のコロナ禍

を乗り越え、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３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４ 議案第１号

名寄市こども発達支援センター条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市こど

も発達支援センター条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市こども発達支援センターにおい

て児童福祉法第６条の２の２第６項に規定をする

保育所等訪問支援に関する業務を実施をするため

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。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長は、第５条に規

定する児童発達支援及び保育所等訪問支援を受け

る者に対して使用料を徴収するとあります。この

使用料徴収に関しての考え方について確認させて

ください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 使用料につきま

しては、この給付点数は決まっていまして、基本

的には ８１８点で、１割負担となりますので、

８１８円ということで、ただ３歳以上につきま

しては無償化ということでありますので、利用料

についてはかかっておりません。３歳未満児につ

いては、そういった形で利用料が徴収される。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） すみません。ちょっ

とマスクの関係で聞き取りにくい部分がありまし

たけれども、先ほどの小川部長の御答弁は、先ほ

ど市長から、それから教育長から市政執行方針に

ついての御発言がありました。その部分と整合性

が取れているということで、再度答弁の内容につ

いて確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時２７分

再開 午前１１時２８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど市長の市

政執行方針の１５ページに記載しております保育

所等訪問事業、これに位置づけられているもので

あります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 整合性は取れている

ということでありますので、この部分について最

後に市民周知についてどのようにされていくのか

についてだけ確認をさせていただいて、終わりま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（小川勇人君） これにつきまし

て市民周知というよりも保育所や認定こども園、

それぞれのところで通所している中でそういった

支援が必要な方がいた場合に対応していく。また、

保健センターでいろんな乳児健診とかありますし、

子育て支援センター、いろんなところから情報を

得ながらそういった子供、発達支援センターには

通えない子供でそういった支援が必要であるから

という子については情報得ながら対応していくよ

うな形になろうかと思います。

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１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市介護保険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 名寄市介護

保険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、介護保険法第１１７条の第１項の規定

に基づき名寄市第８期介護保険事業計画を策定し、

令和３年度から令和５年度までにおける介護保険

料額を定めるため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

第１号被保険者の保険料につきましては、高齢

者人口及び要介護、要支援認定者の増加、介護施

設の開設に伴う介護サービス給付費の増加が見込

まれるため、保険料額の上昇は避けられない状況

でございますが、国の基準の９段階の所得による

負担段階を細分化し、所得に応じた保険料負担を

いただくことにより基準額の上昇を抑え、低所得

者層への負担軽減を図ることとしております。

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。

佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 何点か御質問させて

いただきます。

この条例の改定に伴う上げ幅について、計算し

ますと ２００円から１万 ９００円の上げ幅で

提案されております。上げ幅にしまして１０％か

ら１１％かと思うのですが、負担感がすごく大き

いのではないかというふうに考えております。市

民に対する丁寧な説明が必要になってくるのでは

ないかと。特に制度改正など市民にマイナスにな

るようなことについては早めにこれは示していく

べきではないかと思うのですが、その辺りの考え

方についてお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回提案してい

ますのは、議員が言いますように、基準額で ２

２５円から ８４７円ということで６２２円の増

額となっています。これにつきましては、介護サ

ービス提供量、それによって、１号被保険者の負

担割合２３％となっていますが、それから算出し

ていくものであります。今回の第８期計画の中で、

計画の中にも少し触れておりますけれども、各種

の入所施設等々が整備されるということで、一方
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では介護提供サービスが充実するということにな

りますけれども、その分負担は増えていくという

状況があります。これにつきましては、今回議会

のほうで審議されますので、審議以降、決定しま

したら速やかにそういった状況も含めて市民に周

知しながら御理解をいただいて、賦課のほうに進

めていきたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 基準額が現行よりも

６２２円増額というふうにお聞きいたしました。

それで、基準月額の算定の金額については分か

ったのですが、保険料収納必要額、本市では幾ら

に置いているのか、あるいは基金を基にしたカバ

ーなどはできなかったのか、この辺りについて再

度御質問させていただきたい。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の算出に当

たってでございますけれども、今ありました給付

の総額については３年間で９２億 ３７９万 ０

００円を想定しまして、これに基づいてそれぞれ

の国、北海道、本市、１号被保険者、２号被保険

者等との負担割に基づいて算出をしているところ

であります。そして、先ほど申し上げましたこの

額からいきますと、本来でいけば基準額で １０

６円、 ３３１円の基準額となる予定であります。

ただ、これによりますと、先ほど言いましたよう

に、 １０６円の増額というふうになりますので、

現在基金については約２億 ０００万円あります

ので、その半分であります１億 ０００万円を投

入いたしまして、先ほど申し上げました ８４３

円、４８４円を引き下げて、今回基金も活用しな

がら、負担を少しでも軽減する措置を行いながら

提案させていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今の話で保険料の収

納必要額については分かりました。

それで、最後になりますけれども、２０１９年

１０月から、御案内のように、消費税が８％から

１０％になりまして、特に年金生活者については

非常に生活が苦しくなっているという声を市民の

中からもお聞きいたします。実質的な年金の目減

り、このことに追い打ちをかけるように、またこ

の介護保険についても１０％ほどないし１１％ほ

ど上がっていくということになっていくとかなり

厳しくなっていくのではないかなというふうに思

っておりまして、特に国について消費税の中から

介護保険に、各市町村に充当するような調整交付

金などの手当てなどについて考えていないのかど

うなのか。市町村における調整交付金の手当てに

ついての見通しについてつかまえているところあ

ったら教えていただきたいと思います。

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） 調整

交付金の見込みということで御質問いただきまし

た。先ほど部長のほうからもお答えさせていただ

きましたが、今後３年間の給付の総額の２３％と

いうのが被保険者の負担相当額ということで、そ

こから調整交付金の相当額、毎回見込ませていた

だいて、それから１億 ０００万円の基金の取崩

しを含めて最終的には保険料収納額が約１７億円

ぐらいということでなっておりまして、そこから

予定収納率、それから３か年の被保険者数を割り

返したものが基準額ということで算定をされてお

りまして、今回も調整交付金については一定程度

国のほうで示している概算額で見込んで、保険料

の基準額の算定をさせていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど最初の答

弁で議員のほうから第１被保険者の収納予定額と

いうことだったのですね。私さっき給付額を申し

上げてしまいましたので、ちょっと訂正させても

らいます。
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第１号被保険者の保険料の収納予定額について

は５億 １５１万 ９００円ということなので、

すみません。訂正させてもらいます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今のは１年、年

間の予定額でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、３点ほど

お聞きをしたいと思います。

まず、１つ目ですが、具体的な保険料の数字が

出された。これが今定例会への議案書の配付と一

緒になっているということであります。その前に

議員協議会、また市民福祉常任委員会の中で国や

道からの基準値がなかなか示されないので、具体

的な数字が出せないのだというようなお話はあり

ました。しかし、先ほども佐久間議員からもあり

ましたように、やっぱり市民の皆さんにお知らせ

する、その立場でいくと私にしてみると随分急な

話。そして、今定例会で議論して、結審をしてい

ただいて、４月１日には、条例によると賦課期日

が４月１日付というふうになっていますから、そ

れで条例の最後のほうにも施行するというふうに

なっています。本当に短時間の中で議論しなけれ

ばならない。そういった中でこのような手順以外

方法はなかったのかどうか、このところで非常に

疑問が残るところであります。この点についての

お考えをまずお聞きをしたいと思います。

それから、２つ目ですけれども、今ちょっと今

回保険料増額をした要因について御説明がありま

したけれども、やはりもう少し詳しく丁寧に分か

りやすい説明をいただきたいというふうに思いま

す。

それから、３つ目です。今基金の活用のことも

話しされていましたけれども、ここに関連するの

ですが、社会福祉協議会からの返還金がありまし

た。そこと今回の保険料の値上げとの関連につい

て考え方をお聞きしたいと思います。これ市民の

皆さんにとっても大変関心の高いところでありま

すので、きちっとお知らせをしていただきたいと

いうふうに思っています。基金の活用のところに

ついても、先ほど半分使って、基準値でいくと千

幾らだったのを半分近くに抑えたのだという御説

明がありました。値上げをしないで済むような基

金の活用についてどのようにお考えになっている

か併せてお聞きをしたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から３点の御質問がありました。まず、今回定

例会の前にもっと状況等説明できなかったという

お話でございましたけれども、第８期の計画策定

に当たりまして、まず各事業所からそういった８

期に向けての新規の事業開始等々ないのか、そう

いう調査を行いまして、それについては１月の一

定の段階で私どものほう確定しております。また、

国のほうの介護報酬につきましては、いつも１月

の中旬頃でしょうか、一定程度専門学会等々で審

議されて、確定されて、介護保険料を算定するに

当たっては国の見える化システムというのも活用

して、年前につきましては人口推計なり、認定者

推計等々出していますけれども、だけれども先ほ

ど申し上げました介護報酬が反映されるのが１月

の末ぐらいになるということで、２月の上旬に最

終的な市のほうで入力して、ある程度の額が確定

して、そして理事者協議とかしていくことなので、

いつも予算の部分とぎりぎりの状況になって、な

かなか委員会に報告できなかったということで、

議員がおっしゃるように、前もってしっかり状況

等なりも説明しておけばよかったのですけれども、

保険料に係るものですから、やっぱり慎重な対応

も必要だというふうに思っていました。そういっ

た面では報告、説明が遅れたことはおわび申し上

げますけれども、こういったスケジュール、流れ

でやっていることも御理解をいただきたいという

ふうに思っております。

２点目の増額の具体的な内容でございますけれ
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ども、先ほど言いました施設等のということで、

大きくは認知症対応型共同生活介護ということで、

７期では３施設４５人分ですけれども、これが８

期では４施設７２人というふうに予定をしており

ます。それと、地域密着型特定施設入居者生活介

護、これにつきましては新規で１施設２９人分、

そして介護医療院ということで、これも新規で８

期計画から１施設６０人ということであります。

これで最初に言いました認知症対応型共同生活介

護では月額約９４円、地域密着型特定施設入居者

生活介護では１１８円、介護医療院では２７０円

の増額になります。それと、基金等も繰り入れた

後の介護報酬の増額なり給付費の増額で１４０円

ということで、合計で６２２円の今回増額という

ふうになっております。

基金につきましては、先ほど申し上げましたと

おり、約２億 ０００万円のうちの１億 ０００

万円を入れて負担軽減を図りました。社会福祉協

議会の関係もお話しされていましたけれども、今

回社会福祉協議会から返還のあった部分でそれぞ

れ国、道、１号被保険者等々、負担割合に応じて

戻しております。それで、１号被保険者保険料分

として ８５９万 ５８０円についてはこれは基

金に入れております。それと、名寄市負担分 ６

６３万９６０円、これ本来は一般会計から出ます

から、一般会計に戻すものでありますけれども、

これについては介護事業で一回一般会計から繰り

出しているものでありますから、これについても

基金に入れて、負担軽減を図るという、そういっ

た意味で一般会計に戻さず、合わせた額、約 ４

６０万円ぐらいですか、基金に入れて、これも含

めて２億 ０００万円、そのうちの約半分を今回

活用していっております。そして、１億 ０００

万円残してということですけれども、これにつき

ましては今後も安定した保険事業、保険料をでき

るだけ大幅な値上げをしないような形でしていこ

うというふうに残していくべきだというふうに考

えています。それは、高齢者人口については今後

減少傾向になっていきます。ただ、後期高齢者に

つきましては当面増加していきます。これは団塊

の世代が後期高齢になっていくということになり

ますので、そういった面では介護認定者数及び介

護サービスの提供量が増えるということで給付費

も増えるという状況であります。一方で、先ほど

も言いましたように、それを支える、負担する側

の人数が減るということではこれは負担額も当然

増えていく状況になってしまいますので、そうい

った部分ではある程度調整もしていかなければな

らないということもありますので、全部基金を今

回投入するのでなくて、将来的な部分も見据えて

少し残しながら対応していくということで今回提

案をさせていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） まず、スケジュール

の御苦労された部分についてはある程度理解をさ

せていただきたいと思いますが、しかしこれは名

寄市だけの大変さだったのではないというふうに

思います。第８期のが、計画を改めるのは全国で

同じですから、それで全国の皆さんの様子をとい

うふうには言いませんが、道内の自治体の皆さん

方もやはり同じように大変な思いをしながら進め

ていらっしゃると思うのですが、そういった部分

で参考にされていると思いますけれども、そこの

部分でちょっとお話をしていただける部分ありま

したら、やっぱり他の市町村の状況等も私たちも

参考にさせていただきたい、そう思いますので、

お聞かせできる部分についてお願いしたいと思い

ます。

それから、増額とした要因についてであります。

施設の増加、これはやっぱり市民アンケート取ら

れました、介護のところの。これを全部見せてい

ただくと、やはり介護されている方々、大変な思

いをしているのだなという状況は見てとれます。

働きながら何とかやっているというようなことだ

とか、年齢も非常に高くなりながらも、老老介護
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と言われる状況も見てとれるところであります。

そういった部分でいえば、施設の増という部分で

はこれは致し方ない。しかし、それが地域住民の

皆さんにかかる、覆いかぶさってくる、これは制

度の問題でもありますから、ここはやはり国にし

っかりと言っていかなければならないなというふ

うに思っているところです。

あと、利用者のところの問題がありました。こ

の３年間でいうと、今おっしゃったように、団塊

の世代の方々がというような、それは次の段階に

なってくるかなというふうに思って見ているので

すが、この３年間の計画が今８期でされているわ

けですので、若干少なくはなっているけれども、

やっぱり利用者数、ここを減らしていく取組が重

要かなというふうに思うのです。それで、これも

アンケートから見てみますと、やっぱり運動を継

続するための取組を強めてほしい。高齢者福祉施

策の進め方のところにもそういった要望が非常に

多く出されているところであります。こういった

方々の要望に応えていく。例えば地域で孤立する

ことのないように地域のつながりを強化してくだ

さい、５１％でした。このようなアンケートに出

ているような取組を進めていくことで利用者を減

らすことができるだろうというふうに思っていま

す。ちょっと参考までに、これ後期高齢者の、こ

の間議会があった中で出されていたのですが、第

３次の北海道広域計画の中でも高齢者の健康増進

事業の積極的推進は高齢者のフレイル予防や医療

費の軽減にも寄与するものであると、こんなふう

に書かれているように、今介護のところでもここ

が必要なのだろうというふうに思います。そうい

った中で利用者数を減らしていく、この取組が必

要だと思いますが、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

また、介護報酬のことも出されていて、保険料

に併せて介護利用料も負担となって、上積みされ

てきます。これ大変なことだと、考えるだけでも

ぞっとします。今回、４月からもこれも進むよう

ですけれども、介護事業所の救済策として、コロ

ナ対策も含めて国が進めているのはデイサービス

やショートステイの報酬単価の加算がされていま

すけれども、これが利用者の方のところに行くと

いうふうになっているかというふうに思います。

総合事業も進んでいるのですが、これが要支援１、

２というふうになっていたのを要介護の方々にも

本人の希望や自治体がいいよと言ったらこれを総

合事業に移すというふうなことも私が調べさせて

もらった中では出ていました。自治体任せという

ところら辺では国の責任は非常に大きいかなとい

うふうに思っていて、自治体と住民の皆さんに負

担を押しつけているというふうに思っているので

すが、私はこの介護報酬の引上げで負担を利用者

の皆さん方にしわ寄せするのはあってはならない

と思っていますし、また増加分をやっぱり国がし

っかりと公費として補填していくことが必要だろ

うというふうに思って、党としては国会の中でも

求めているところでありますけれども、そういっ

た部分で非常に、市民の皆さん、利用者の皆さん

に負担を押しつけておくというところら辺でこの

考えをお聞かせをいただきたいなというふうに思

っています。

先ほども出ていました負担増です。コロナ禍の

中でエンゲル係数が非常に高くなっているという

報道がありました。先日も中学生の子供育ててい

る方からどれということはないけれども、経済的

にとにかく大変だというふうにおっしゃっていま

した。高齢の方はどうかというと、また遠慮がち

です。私の知っている方々、遠慮がちです。みん

な困っているからしようがないかな、我慢するか、

こんなことを言わせてはならないと思っているの

です。それで、先ほど市長のほうから市政執行方

針の中で述べられていました。高齢者の方々が住

み慣れて、この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にというふうにおっしゃっ

ていました。これをぜひともしていくためにもこ

の負担増はなくさなければならないというふうに
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思うのですが、そこのところのお考えをお聞かせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今大きく３点で

すか、御質問いただきました。まず、介護保険料

の積算に当たって、算定に当たってのスケジュー

ルでございますけれども、議員がおっしゃるよう

に、全国どこの市町村もこの短期間の中でいろん

なことを検討して、決定していくには大変苦慮し

てやっているのは事実だというふうに考えており

ます。うちの方針もこの間近隣も含めてそういっ

た状況、ちょっとお互い情報交換しながらやって

いますけれども、大変な状況でありますので、こ

れ難しいかもしれませんけれども、国の段階でも

っと早い段階でいろんなものが決まっていけばい

ろんな検討なりいろんな御意見も聞きながらやれ

る状況はつくれるかというふうに思っていますの

で、そういった面についてはうちのほうも検討し

ながら、何か国に要望できることあればしていき

たいというふうに考えていて、保険料というのは

市民負担に関わる部分でありますから、やっぱり

慎重な審議ができるような、そういった時間等も

必要だと思っていますので、何ができるかちょっ

と分かりませんけれども、そういったことができ

ることあれば対応していきたいというふうに考え

ております。

国の負担の部分でありますけれども、これは言

われていますように、給付につきましては公費５

０％、１号、２号被保険者がそれぞれ５０％と負

担割合の中でこれは行っているということで、こ

の枠組みを変えなければいけないという状況にな

ろうかというふうに思っております。先ほど申し

上げましたとおり、後期高齢者が増えて、サービ

スの提供量が増えて、給付費が増える。一方では

それを支えるというか、負担する側が減るという

ことで、当然計算すると自動的に増えていくとい

うことになりますので、そういった面では先ほど

申し上げました枠組みがやっぱり変わらなければ

これ負担割合は減らないということになりますの

で、そういったことにつきましても北海道や市長

会も通じて国に要望していきたいと思っています。

市長会におきましては、今国の負担あります２０

％と調整交付金５％、２５％でありますけれども、

それを国の負担を２５％にして、調整交付金は別

枠にするという、この間ずっと市長会で要望して

おります。今後もそういった枠組み、国の負担も

しっかりするような要望等も北海道市長会通じて

行っていきたいというふうに考えております。

それと、関連して利用者負担、当然介護報酬上

がりますと利用者負担も自動的に上がります。そ

ういった面では負担感もさらに増えるという状況

であります。これにつきましては、議員からあり

ましたけれども、介護予防、これはやっぱり大変

重要だというふうに思っております。介護サービ

スを利用しなければそれだけ給付費が減って、負

担も減るというふうにつながっていますし、市民

の皆様が末永く元気で自立した生活ができる、こ

れは何よりでありますので、そういった面で市と

しましてもこの間いろんな事業展開していますけ

れども、さらに、ちょっと今コロナ禍の中で、コ

ロナの中ではなかなか事業展開できていないのも

ありますけれども、介護予防含めて地域なり、い

ろんな方と連携しながら進めてまいりたいという

ふうに考えているところであります。コロナによ

って生活様式が新北海道スタイルというふうに言

われて、なかなか外出の機会が減ったり、活動の

場が減っている状況の中では心身の部分がちょっ

と心配なところありますけれども、情報なり、状

況も把握できる分については把握しながら、でき

るだけ健康で過ごす、そういったことが全てにお

いてよりよいことでありますので、そこについて

は議員などからの御意見をいただきながら今後も

しっかり対応をしていきたいというふうに考えて

いるところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。
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〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどちょっと負担

増のところで言い忘れたのですが、今納期が６回

から８回にしていただいて、負担感が少し和らい

でいるかなというふうに思います。それで、今回

のこの値上げ分をいろいろ計算してみました。そ

れぞれの段階でこの８回のうちの約１回分の納入

額になるのです、ちょっと少ないですけれども。

１回分増える、今８回にしていただいて、納めて

いますけれども、もう一回増えるぐらいの金額が

それぞれの段階で増えていくというふうに計算し

てみたらなりました。この負担感は、非常に大き

いというふうに思います。今部長からも健康で過

ごすことというふうに何回もおっしゃっていらし

た。心も体も健康に過ごしたいと思います。先ほ

ども言ったように、市政執行方針の中で言われた

ように、高齢者の方々が住み慣れた地域で自分ら

しい生活を続けることができるようこのことを進

めていただきたい。これを強く望むところです。

この負担感についてお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の料金の改

定に伴って、議員がおっしゃられるように、１０

期で割りますと約１期分に相当するという額にな

ります。そういった面では、負担感というのはこ

れ特に年金生活者については毎月決まった額で光

熱費払ったり、いろんなことを計画的に節約しな

がらやっている中ではやっぱりちょっと大きいと

いうふうに私も認識しているところであります。

現状の制度の中では、これは市民の皆さんに御理

解をいただきながら何とか負担していただかなけ

ればならないというふうに考えています。今後の

分で、先ほども申し上げましたように、この介護

保険事業、全体の給付費を下げるような取組であ

ったり、国の負担をしっかりやるようなことであ

ったり、利用料につきましても今社会福祉法人の

軽減措置とかいろいろありますけれども、そうい

ったものが、国の制度もうちょっと拡充できない

とか、いろんな負担を軽減している、これまで行

っている事業ありますけれども、そういったもの

を検証して、先ほど言いましたけれども、全国的

にそういった後期高齢者が増えて、負担する方減

るという、こういった枠組みになってきますから、

ちょっと検討する時期に来ているかなというふう

に思いますので、そういったことも含めてしっか

り国の責任において国民の皆さんが健康で長生き

をして、やっぱり自立した生活、繰り返しますけ

れども、ができる、そういった環境をしっかり整

えていくような、そういった仕組みづくりについ

て市としてもいろいろなところは御意見をいただ

きながら、意見反映するものはしながら対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第２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。ただいま質疑において条例

の一部改正に対する理事者側からの考え方につい

て説明があったところですが、条例改正の施行期

日が令和３年４月１日となっていることから、付

託いたしました議案第２号については、３月２２

日までに審査を終了するよう期限をつけることに

したいと思いますが、これに御異議はございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、第２号は、市民福祉常任委員会に付託

の上、３月２２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。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分



－29－

令和３年２月２２日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

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６ 議案第３号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の

設置に関する基準を定める条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定

公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律の一部が改正をされたことに伴

い引用条項が変更となることから、本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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

令和２年度名寄市一般会計補正予算（第１２

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４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。

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ござい

まして、歳入歳出それぞれに６億 ５０１万円を

減額をし、予算総額を２５２億 ５１８万 ００

０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。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 １２０万 ０００円の追加は、地方交付税の

算定結果に基づき積立てをしようとするものであ

ります。また、病院事業会計繰出金１億 ４９１

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。

７款商工費におきまして商店街等活性化関連補

助金 ６６０万円の追加は、８月第２回臨時会、

１２月第４回定例会で議決をいただきました名寄

市中小企業振興条例に基づく補助事業の拡充、緩

和策を継続をするため補助金を追加しようとする

ものでございます。また、名寄振興公社職員派遣

負担金 ８０９万 ０００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

担を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、２１款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金を減額をし、

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、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない議会運営事業費ほか計４件を

繰越ししようとするものでございます。

第３表、債務負担行為補正につきましては、旧

農産廃棄物処理場解体工事ほか計４件を追加し、

なよろ健康の森指定管理委託料ほか計４件の限度
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額及び期間を補正しようとするものでございます。

第４表、地方債補正につきましては、河川維持

管理浚渫事業ほか計３件の追加、農業農村整備事

業ほか計１３件の変更及び北３丁目通道路改良舗

装整備事業ほか計２件の廃止をしようとするもの

でございます。

以上、補正の概要について申し上げました。細

部につきましては総務部長より説明をさせますの

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。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第４号の３０、３１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基金積

立金 ８０３万 ０００円の追加は、皆様方から

いただいたふるさと納税寄附金、企業版ふるさと

納税寄附金をそれぞれ地域振興基金、企業版ふる

さと納税基金に積み立てようとするものでありま

す。

３８、３９ページをお開きください。３款民生

費、１項７目障害者福祉費における介護給付事業

費 ９５２万円の追加は、障害者自立支援医療費

の不足が見込まれる額を追加しようとするもので

あります。

４０、４１ページをお開きください。３款民生

費、２項３目保育所費における新型コロナウイル

ス感染症対策事業補助金２６５万円の追加は、市

内民間保育園の感染症対策に係る補助であり、財

源として同額を道補助金に計上しております。

５８、５９ページをお開きください。７款１項

１目商工業振興費におけるよろーな管理運営事業

費１６５万 ０００円の追加は、よろーな空調設

備に係る修繕料と新型コロナウイルス感染症の影

響による売上げ減少に起因する指定管理委託料の

不足額を追加しようとするものであります。また、

旧公設地方卸売市場管理事業費における低濃度Ｐ

ＣＢ廃棄物収集運搬業務委託料及び処理業務委託

料の追加は、旧公設地方卸売市場解体に伴い発生

した低濃度ＰＣＢの処理に係る経費を追加しよう

とするものであります。

６４、６５ページをお開きください。８款４項

３目公園費におきましてサンピラーパーク森の休

暇村指定管理委託料２６０万円の追加は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による売上げ減少に起

因する指定管理委託料の不足額を追加しようとす

るものであります。

７４、７５ページをお開きください。１０款６

項２目青少年育成費におきまして学童保育所運営

事業費４０万円の追加は、民間学童保育所におけ

る感染症対策に係る経費を補助しようとするもの

であり、財源として同額を道補助金に計上してお

ります。

次に、歳入について申し上げます。１０、１１

ページにお戻りください。１７款２項１目総務費

補助金におきまして新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金５億 ５５７万 ０００円

の追加は、国から通知がありました交付限度額か

ら次年度への繰越しを希望する額を差し引いた交

付予定額のうち予算未計上分を追加しようとする

ものであります。

２２、２３ページをお開きください。２４款１

項１０目減収補填債の追加は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により地方消費税交付金や地方揮

発油譲与税等の減収相当分に対し発行が認められ

ることとなった起債の追加であります。当減収補

填債は既に交付済みの令和２年度普通交付税の算

定において見込んだ地方消費税交付金等と実際の

収入額の差異が大きくなることが予測されており

ますが、後年度の普通交付税の算定で精算できな

いことから、今年度に限り追加された起債で、後

年度の普通交付税においてそれぞれの交付金や税
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目により償還額の７５％、または１００％が算入

されることになります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「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

令和２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５号 令和２年度

名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ５９４万 ０００円を減額をし、予

算総額を２９億 ５００万 ０００円にしようと

するものであります。また、直診勘定におきまし

て歳入歳出それぞれ５９４万 ０００円を減額を

し、総額を２億９４３万 ０００円にしようとす

るものであります。

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６５７万 ０００円を減額しようとするもの

でございます。

また、５款保健事業費では、予防接種負担金の

増等により２８万円を増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。１款国民健

康保険税におきまして決算見込み等から７２１万

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 ５０

４万 ０００円、国民健康保険支払準備金基金繰

入金を ４３５万 ０００円減額しようとするも

のでございます。

５款繰越金では ２５８万 ０００円を追加を

し、収支の調整を図ろうとするものでございます。

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５９４

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。１款診療収

入におきまして１５０万円を追加、４款繰入金に

おきまして一般会計繰入金で７６９万 ０００円

を減額、事業勘定繰入金で３９万 ０００円を追

加をし、収支の調整を図ろうとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、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
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した。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第６号

令和２年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（第５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６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 ５３０万 ０００円を追加をし、

予算総額を２７億 １２１万 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７０万 ０００円を減額をし、予算総額を３億

１５３万 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８万円を減額を

し、予算総額を ５８６万 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などの

増により２７万円を追加しようとするものであり

ます。

３款地域支援事業費におきまして新型コロナウ

イルス感染症の影響による事業費の減などにより

５１８万円を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 ４５１万 ０００円を追加しようと

するものでございます。

６款諸支出金におきまして名寄市社会福祉協議

会の介護報酬に係る償還金 ５７０万 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。各事業費の

追加及び確定に伴い国庫支出金、道支出金、一般

会計繰入金などの特定財源の調整を行ったほか、

基金繰入金にて ６０２万 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。

９款繰越金におきまして令和元年度決算剰余金

の繰越し分として ３７７万 ０００円を追加し

ようとするものでございます。

１０款諸収入におきましては名寄社会福祉協議

会の介護報酬に係る返戻金１億 ０７６万 ００

０円を追加しようとするものであります。

次に、第２表、繰越明許費につきましては年度

内に完了しない介護給付負担金等返還金について

繰越ししようとするものでございます。

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４８万 ０００円を減額のほか、事業の

確定に伴う事業費の調整をしようとするものでご

ざいます。

次に、歳入では一般会計繰入金を減額し、収支

の調整を図ろうとするものであります。

第３表、地方債補正につきましては、事業費の

確定に伴い介護施設整備事業の限度額を変更しよ

うとするものであります。

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８万円を減額しようとするものであります。

次に、歳入では一般会計繰入金を減額をし、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。
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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 令和２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７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７３万 ００

０円を追加し、予算総額を４億 ９９６万 ００

０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

費におきまして後期高齢者システム更新業務委託

料７３万 ０００円を追加し、歳入におきまして

２款繰入金にて事業費繰入金７３万 ０００円を

追加し、収支の調整を図ろうとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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 令和２年度名寄市立大学特別会計補正予算

（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８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、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、

歳入歳出それぞれ１億 ６３０万 ０００円を減

額をし、予算総額を１８億 ６３０万 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をしようとするため

いただいた寄附金を積み立てるため、名寄市立大

学奨学金基金積立金に２２７万 ０００円を追加

しようとするものであります。また、教材・教具

等整備事業費８６２万 ０００円の追加は、コロ

ナ禍における遠隔授業や学会などのオンライン会

議に対応するための経費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６８万 ０００円を

追加しようとするものでございます。

６款繰入金では、一般会計繰入金で１億 ９６

６万 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。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第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 令和２年度名寄市病院事業会計補正予算（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９号 令和２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

な調整を行うとともに、各種業務委託について債

務負担行為の設定をしようとするものであります。

補正の主な内容につきまし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

おきまして入院及び外来患者数の減少等により入

院収益で３億２４４万 ０００円、外来収益で

４３８万 ０００円を減額をし、救急医療の確保

に要する経費への交付税措置の拡充等により他会

計負担金で ５４６万 ０００円追加し、その他

医業収益で３７９万円を追加しようとするもので

あります。

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 ７２１万 ０００円を減額をし、新たな財政

措置の創設により不採算地区中核病院の運営に要

する経費に対し繰り入れること等により他会計負

担金で １８７万 ０００円、その他医業外収益

で ９０９万 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

及び特別利益でそれぞれ ３２３万 ０００円、

２７８万 ０００円を追加をし、収益の総額を

１０９億 ７６８万 ０００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

病院事業費用では医業費用におきまして給与費で

４７４万 ０００円、経費でコロナ禍における

各種会議のオンライン化などで旅費、交通費の減

少などにより ２０１万 ０００円、減価償却費

で １２７万 ０００円、研究研修費で ６３４

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 ６６７万 ０００円を追加しよ

うとするものであります。

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１２万 ０００円、保育施設費で

６２３万 ０００円、雑支出で９５１万 ０００

円を減額し、消費税及び地方消費税で７００万円

を追加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 ６９７万 ０００円を追加し、費用の総額を

１１１億 ７１６万 ０００円にしようとするも

のであります。

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１億 １４０万

円を減額をし、寄附金で１００万円、貸付償還金

で９７０万円、他会計出資金で ４７９万 ００

０円、道補助金で １２９万 ０００円をそれぞ

れ追加をし、総額を１０億 ８７１万 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。資本

的支出におきまして資産購入費で ９１８万 ０

００円、施設費で ８８６万 ０００円、企業債

償還金で ０７３万 ０００円、貸付金で４９２

万円それぞれ減額をし、総額を１５億 ９１０万

０００円にしようとするものでございます。

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で補填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を申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 令和２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１０号 令和２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１６５万 ００

０円の減額やその他営業収益 ０４６万 ０００

円の減額、その他特別利益 ７５９万 ０００円

の増額により収益全体で５６０万 ０００円を増

額し、総額を７億 ５９７万 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。水道

事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の調整

を行い、費用全体で９５２万 ０００円を減額を

し、総額を６億 ７６４万 ０００円にしようと

するものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では １３２万 ０００円を減額をし、

総額を２億 ２７０万 ０００円に、また４款資

本的支出では １５６万円を減額をし、総額を５

億 ６１３万 ０００円にしようとするものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

１号 令和２年度名寄市下水道事業会計補正予算

（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１１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、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。

補正の主な内容につきまして収益的収入から申
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し上げます。１款下水道事業収益では下水道使用

料で ６０６万円を追加をし、他会計負担金で

８３９万 ０００円、他会計補助金で １４６万

０００円、長期前受金戻入で ４４７万 ００

０円をそれぞれ減額をし、総額を１２億 ４６２

万 ０００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

下水道事業費用では事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、処理場費で ６７５万 ０００円、

減価償却費で ２８７万 ０００円をそれぞれ減

額をし、総額を１２億 １６１万円にしようとす

るものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では企業債で１億１００万円、国庫補助

金で ３５６万 ０００円をそれぞれ減額をし、

総額を３億 ８１３万 ０００円に、また４款資

本的支出では公共下水道整備費を１億 ５０９万

０００円を減額をし、総額を７億 ７６１万

０００円にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

２号 令和３年度名寄市一般会計予算、議案第１

３号 令和３年度名寄市国民健康保険特別会計予

算、議案第１４号 令和３年度名寄市介護保険特

別会計予算、議案第１５号 令和３年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第１６号 令

和３年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議

案第１７号 令和３年度名寄市立大学特別会計予

算、議案第１８号 令和３年度名寄市病院事業会

計予算、議案第１９号 令和３年度名寄市水道事

業会計予算、議案第２０号 令和３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１２号 令和３年

度名寄市一般会計予算及び議案第１３号から議案

第２０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２年１１月２日付市長訓

令に基づき、ウィズコロナ、新しい日常に向けた

事業の取組、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 ２％増

の２１３億 １８１万 ０００円となりました。

旧農産廃棄物処理場解体に伴う衛生費の増や中小

企業特別融資預託金の増額による商工費の増など

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 １５３万 ０

００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３

年度国民健康保険特別会計外計５特別会計予算の

総額は８６億 ９８０万円となっております。増

減の大きなものとして、国民健康保険特別会計で

は保険給付費の減などにより前年度比 ７％の減

となりました。
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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 ９％増の１２７億 １９３

万 ０００円、水道事業会計では前年度比 ４％

増の１３億 ６８６万 ０００円、下水道事業会

計では前年度比 ４％減の２０億 ６３４万 ０

００円となりました。

以上によりまして、令和３年度全会計予算の総

額は４６１億 ６７５万円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

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１２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１２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、審査を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。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします

休憩 午後 １時３９分

再開 午後 １時４６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告いたします。

予算審査特別委員会委員長に高野美枝子議員、

副委員長に遠藤隆男議員、以上であります。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第２

１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２１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中枝範子氏が本年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２１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２１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） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２３日から３月７

日までの１３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２３日から３月７日までの１

３日間を休会とすることに決定いたしました。
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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４８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 清 水 一 夫
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