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平成２２年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２２年６月４日（金曜日）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 平成２２年第１回定例会付託議案第２

号 名寄市公共施設の暴力団等排除に

関する条例の制定について（民生常任

委員長報告）

日程第４ 平成２２年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市証人等の実費弁償

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市道路占用料徴収条

例等の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立総合病院看護師

等学資金貸与条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 北海道市町村備荒資金組

合規約の変更について

議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第１０号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第13 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第17 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第18 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第19 議案第１７号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第20 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第24 報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２１年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越

の報告について

報告第３号 平成２１年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

日程第25 報告第４号 公害の現況に関する報告

について

日程第26 報告第５号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第６号 株式会社名寄振興公社の
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経営状況について

報告第７号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第27 報告第１０号 名寄市国民保護計画の

一部変更について

日程第28 報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

日程第29 報告第１２号 専決処分した事件の報

告について

日程第30 報告第１３号 専決処分した事件の報

告について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第32 請願

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 平成２２年第１回定例会付託議案第２

号 名寄市公共施設の暴力団等排除に

関する条例の制定について（民生常任

委員長報告）

日程第４ 平成２２年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市証人等の実費弁償

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市道路占用料徴収条

例等の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市立総合病院看護師

等学資金貸与条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 北海道市町村備荒資金組

合規約の変更について

議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第１０号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第13 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第17 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第18 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第19 議案第１７号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第20 議案第１８号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２０号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２１号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第24 報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２１年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越
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の報告について

報告第３号 平成２１年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

日程第25 報告第４号 公害の現況に関する報告

について

日程第26 報告第５号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第６号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第７号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第８号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第９号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第27 報告第１０号 名寄市国民保護計画の

一部変更について

日程第28 報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

日程第29 報告第１２号 専決処分した事件の報

告について

日程第30 報告第１３号 専決処分した事件の報

告について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第32 請願

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

２年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

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８０条の規定

により、

９番 岩 木 正 文 議員

１３番 木戸口 真 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

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６月１８日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

８日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第１回定例会付託議案第２号 名寄市公共施設

の暴力団等排除に関する条例の制定についてを議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、佐藤勝委員長。

おはようご〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成２２年第１回定例会付託議案第２号 名寄市

公共施設の暴力団等排除に関する条例の制定につ

いて、民生常任委員会における審査の経過並びに

結果を御報告申し上げます。

委員会は、市民部長を初め担当職員の出席を願

い、平成２２年４月２１日、５月１１日の２回に

わたり開催し、担当職員から説明を受けた後、慎

重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、条例制定の趣旨として

近年暴力団の動きが経済活動や政治活動、社会活

動に紛れて資金獲得活動を活発化させ、手口が巧

妙になり、一般市民を巻き添えにした凶悪事件を

起こすなど市民生活に大きな脅威を与えており、

本市への暴力団の進出を阻止し、暴力団排除に向

けた環境整備を推進し、すべての市民が不安のな

い安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すと

ころにあります。

内容は、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律の趣旨に基づき、市民生活の安定と福

祉の増進のため、社会利益に反する暴力団等が市

のすべての施設を利用することを制限することを

目的とするものであります。

各委員から出された主な質疑では、公共施設の

範囲はどこまでか、道路はどうかについての質問

に、市のすべての施設と道から指定管理を受けて

いる道営住宅も含まれる。道路の使用許可につい

ても公共施設に含まれると理解している。お祭り

の露店等の出店は、従前から暴力団は排除してい

るとの答えでありました。

市民を巻き込んだ実例はあるかに対しては、実

際の話は聞いていないとのことでありました。

第２条の使用制限について、許可の判断、許可

後の取り消し等の具体的な事象が発生したときの

対応マニュアル、職員の対応能力、説明力はどう

するのか、暴力団等の情報は各施設、対応する側

の準備として把握されているのかとの質問につい

ては、警察等と情報交換は常々行っており、対応

についても相談しながら実施をしていく考えでい

る。各施設の使用については担当で判断するが、

暴力団等の疑いがあるときは環境生活課に相談し、

対策をとる体制とするとの説明がありました。

対象となる公共施設はどのようなもので幾つあ

るのかについては、市営、道営の公営住宅、福祉

施設、学校関係の施設で、条例を検討した段階で

３７施設ある。保育所、公設老人クラブ、小中学
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校が入ると１００近くになるとのことでありまし

た。

使用できない旨の周知方法は、また……これは

質問です。使用できない旨の周知方法については

いかがか、あるいはまた使用許可後の取り消しの

判断と方法はどのようにするのか、条例制定後の

警察との連携はどのように考えているかについて

は、条例制定以降施設に張り紙をし、広報等で市

民に周知する。使用許可取り消しは、各担当から

環境生活課に相談をしてもらい、検討の上、市長

名で取り消しを出す。警察との連携については、

条例制定後警察と実効性のある協定を結ぶとの答

弁でありました。

事が起こったときの規則対応マニュアルはどの

ようになっているかに対しては、暴力団の対応に

ついては職員を対象にした研修会を行っている。

ことしも杉並区の専門職員が来名し、研修会を開

催した。対応マニュアルを作成し、対応ルート等

も文書化して職員に徹底していくとの答えであり

ました。

暴力団をどのように区分するのか、警察からの

情報があって対応しているのかについては、暴力

団は組織の利益のため法を犯す組織的団体と考え

る。暴力団、それに準ずるものは、あくまでも違

法、理に合わないことを組織された者が言ってく

るものなので区別している。わかった段階で対応

するしかない。日常の状況から調査をしていくこ

とにあるとのことでありました。

委員外議員からの市施設の設置条例には、公の

施設の秩序を乱すおそれがあるとき、管理上支障

が及ぶときは使用を認めない条項があるが、あえ

て暴力団という組織された人たちとの説明があっ

たが、そのために条例を制定するという理解でよ

ろしいのかの質問には、他人に迷惑行為を及ぼす、

施設に破損等の危害を及ぼす等については、各施

設の設置条例で一定程度うたっている。今回の条

例は、その部分も含め暴力団が組織の利益のため

に使用するということは許されないので、毅然と

した態度をとるということで制定していきたいと

の答えがありました。

条例制定によって、市民が安心して公共施設を

使える、安心して生活ができることの目安になる。

暴力団等の等が気になったが、一般市民との明確

な区分が確認できたのでよいと思うとの賛成意見

も出されました。

以上の議論を踏まえ、当委員会は付託された平

成２２年第１回定例会付託議案第２号 名寄市公

共施設の暴力団等排除に関する条例の制定につき

ましては、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定したところであります。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第１回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ これより〇議長（小野寺一知議員）

平成２２年度市政執行方針・教育行政執行方針を

行います。

初めに、平成２２年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

改めて皆さん、おはよう〇市長（加藤剛士君）

ございます。開会前に今ほどは熊谷副議長１５年、

そして中野議員は１０年ということで永年勤続の

表彰、まことにおめでとうございます。これまで

のお二人の御功績に深く敬意と感謝を申し上げ、

今後とも市政に絶大なる御指導、御鞭撻をいただ
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ければ幸いに存じます。ありがとうございました。

おめでとうございました。

それでは、平成２２年第２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

御理解と御協力をいただきたいと思います。

はじめに

私は、このたびの選挙で新名寄市の第二代市長

として市政を担わせていただくことになりました。

選挙を通じて、多くの市民の皆様、企業、団体、

そして相手候補者等から、さまざまな考えを伺わ

せていただきました。

私は、市民との対話を積極的に行い、多種多様

な考えの調和を図り、広く市民の意思を市政に反

映してまいりたいと考えています。

今、名寄市は大きな変革の時期を迎えようとし

ています。

我が国が人口減少社会を迎える中で、地方にお

いては少子・高齢化と過疎化が急速に進行し、国

の三位一体改革等の構造改革による国庫補助金の

見直しや交付税の削減は、地方自治体の財政基盤

を根底から揺るがしています。

さらに、世界同時不況による景気の後退や雇用

情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、未だ先行

きが不透明な社会経済情勢は、地域の厳しさに拍

車をかけています。

一方、昨年の政権交代に伴い、国の諸制度は大

きく変わろうとしています。地方においても、地

域裁量が大きい「社会資本整備総合交付金」が創

設され、また、「国と地方の協議の場の設置法

案」が今国会で審議されるなど、地域主権の確立

に向けた動きが進められており、地方自治体は、

さらに高い自主性と自立性が求められるものと考

えています。

私は、このような時期だからこそ１０年先、２

０年先を見据え、１００年の歴史の歩みの中で培

われた地域が持っている力、市民が持っている力、

各界各層のあらゆる力を結集して、現状の厳しさ

に臆することなく、市民の皆様から愛され、明る

く住みよい活力のあるまちづくりに取り組んでま

いります。

施策の推進にあたっては、「市民が主役（お客

様）のまちづくり」を信条とし、民間（民間会社

名寄市）の視点を取り入れながら、市民と行政と

の協働を推進するとともに、行財政改革の推進に

よる健全な財政運営の下に、総合計画に基づく施

策・事業の着実な推進に努めてまいりますので、

一層の御理解と御協力を賜りますようお願いいた

します。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

自分たちの地域は自分でつくるという機運の高

まりの中、本年４月１日に名寄市自治基本条例を

施行いたしました。

市民自治を基本とした豊かな地域づくりに向け、

まちづくりに関する情報の積極的かつ速やかな提

供による情報の共有と、まちづくりへの市民の参

画を保障するとともに、互いの役割を適切に分担

し、共に知恵を出し、汗を流して協働のまちづく

りを進めてまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

収入が減少し続ける厳しい環境の中で、まちづ

くりを堅実かつ効率的に進めるためには、行財政

改革は必須の取組と考えています。

この間、組織・機構のスリム化、事務・事業の

一元化、負担金・補助金の見直し、公共施設の統

廃合や受益者負担の適正化など、市民への説明と

理解の下に行財政改革を進めてまいりました。引

き続き、健全財政の堅持及び機能的かつ効率的な

市役所づくりを目指して、行財政改革に取り組ん

でまいります。

また、地域主権への対応や協働のまちづくりを

進めるにあたり、多様化する市民ニーズに的確か
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つ迅速に対応できる職員の育成と、職責に応じた

スキルアップが重要であることから、職員研修の

充実に努めてまいります。

三点目は、「基幹産業の推進」についてです。

活力あるまちづくりを進めるために、農・商・

工・観光などの地場産業の振興や産業興し、雇用

の創造は、極めて重要な課題です。

一次産業が地場産業の足腰であるという観点に

立ち、稲作・畑作・酪農・畜産等がバランス良く

営農している地域の利点を生かして、農業・農村

の持続的な発展と食育の推進、食・観光・物づく

りの連携による地域ブランドの育成に努めてまい

ります。

また、名寄の観光資源や地場産品については、

私自身がトップセールスマンとして、積極的にＰ

Ｒしてまいります。

四点目は、「財産を生かしたまちづくり」につ

いてです。

豊かな自然と歴史や風土が育んだ文化・知恵・

人材・コミュニティ、さらには、地域特性を生か

した特色ある施設、生活・産業を支える施設など、

名寄には多くの財産（地域の力）が築かれていま

す。

道立サンピラーパークや新天文台きたすばるを

活かした野外イベントの開催を検討するとともに、

名寄市立総合病院の充実や名寄市立大学を活かし

た魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

平成２２年度の予算編成

次に、平成２２年度予算について申し上げます。

平成２２年度の各会計当初予算については、４

月に市長選挙を控えていたことから骨格予算とし

て編成し、地域経済や雇用の安定などを考慮して、

多くの継続事業を盛り込みました。

一般会計の予算総額は、当初予算額に、本定例

会に提案している会付予算７会１３２会 ０００

円を加え、１９３会 １０２会 ０００円となり 

ました。

主な事業では、農林水産物処理加工施設整備事

業、（仮称）複合交通センター整備事業、風連中

学校施設等整備事業、大学学内ＬＡＮ及び教務・

就職システム強化導入事業などを予定しています。

次に、主な基金の状況についてでありますが、

財政調整基金については、会付予算を編成するた

め、１会 １４２会 ０００円を取りめしました 

が、平成２１年度末で繰入予定額の全額を取り止

めたことにより６会 ５２４会円となりました。

また、減債基金については、満期一括債の償還財

源として１会 ０００会円を取りめしたため ９ 

８７会円となり、公共施設整備基金については１

会 ９１０会円、合億特例基金については１２会

１６０会円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用するとともに、平成２２年度も、行財政

改革にスピード感を持って取り組むことで、財源

の確保を図り、市民の皆さんと協働のまちづくり

を進めてまいりたいと考えております。

“市民と行政との協働のまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

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。

本年４月１日に施行された「名寄市自治基本条

例」については、「まちづくりの主体は市民」と

いう原則に立ち、市民・議会・行政が対等な立場

で連携・協力してまちづくりを進めるという共通

認識の下に、情報共有と市民参加をまちづくりの

基本ルールとしています。

本条例の推進については、各種審議会、委員会

等における公募委員の拡大、パブリックコメント

制度の導入により市民参加を促進するとともに、

政策決定の過程やまちづくりに関する情報の積極

的な提供により情報の共有を図り、市民が主体

（主役）のまちづくりを進めてまいります。

次に、合億特例区について申し上げます。

風連地区振興のため、「合億特例区協議会」と

の連携を深め、特例区事務事業の円滑な推進に努

めるとともに、特例区が最終年度を迎えることか
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ら、特例区事務事業の市への移管を進めてまいり

ます。

また、合億特例区後の風連地区の振興を図るた

め、将来を見据えた区域の課題や方策の検討、区

域住民の協力と連携の促進、市民と行政との協働

などを推進する「地域連絡協議会」の設置に向け

取り組んでまいります。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

少子・高齢化が進む中、名寄地区については、

地域の課題解決や情報交換、コミュニティ活動の

活性化などを目指して、小学校区毎に連携・協力

する体制として設置した「地域連絡協議会」の活

動に対し、引き続き支援してまいります。

また、風連地区については、本年４月に風連地

区行政区が住民自治組織である町内会へ移行して

おり、制度の定着と自主的な地域自治活動の推進

に向け、町内会の活動及び連携に対し支援してま

いります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

業務の電算化については、窓口業務の迅速化な

どによる市民サービスの向上や事務の効率化など

を目的に、計画的に整備を図ってまいりました。

現在供用している情報システムについては、平

成１５年度に稼働を開始してから７年が経過する

ことから、情報システムの安定稼働を確保するた

め、機器類の計画的な更新整備を実施し、情報シ

ステムの適切な管理に努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、各友好委員会が中心とな

り活動が行われており、姉妹都市提携４０周年を

迎えたカナダ・カワーサレイクス市リンゼイ地区

との交流では、本年度、交換学生２名の派遣を予

定しています。また、友好提携２０周年を迎える

ロシア・ドーリンスク市との交流では、友好市民

訪問団の派遣を予定しており、教育や文化などの

交流が、より充実したものとなるよう支援してま

いります。

国内交流については、東京都杉並区・山形県鶴

岡市藤島との間で、子どもを含めた人的交流や特

産品の販売活動などに取り組んでおりますが、さ

らに充実した交流となるよう、積極的に推進して

まいります。

東京なよろ会などのふるさと会については、名

寄市からの情報発信に努め、側面からの支援を通

じて、都市との人的・経済交流を図ってまいりま

す。

広域行政の推進

次に広域行政の推進について申し上げます。

国は、新たな広域連携の手法である「定住自立

圏構想」をスタートさせました。

本構想の推進にあたっては、国の要件を満たす

市が中心市宣言を行った後に、連携する取組に係

る定住自立圏形成協定の締結と定住自立圏共生ビ

ジョンの策定を行うこととなります。

本市については、隣接する士別市と合わせた複

眼型の中心市として国の要件を満たすこと、北北

海道の中核都市として一定の都市機能が蓄積され

周辺市町村住民に利用されていることなどから、

上川北部地区広域市町村圏における検討を基本に、

本年度内の中心市宣言に向け取り組んでまいりま

す。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

社会情勢の変化に対応できる簡素で効率的な行

政運営を進めるため、本年５月に「平成２２年度

名寄市行財政改革推進実施本部」を設置いたしま

した。

新たな財政健全化法の成立により一層の行財政

改革が求められている中、組織のスリム化、民間

活力の導入や公共施設のあり方等について協議を

進めてまいります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”
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健康の保持増進

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、平成２０年３月

に策定した名寄市健康増進計画「健康なよろ２

１」に基づき、「自分の健康は自分で守る」とい

う健康意識の啓発と市民一人ひとりが主体的に健

康づくりに取り組むことができる体制づくり、さ

らに、がん検診、特定健診等の受診率の向上を目

指し、積極的に生活習慣病の予防対策などの推進

に努めてまいります。

母子保健事業の推進については、妊婦・乳幼児

健診や子育て相談をとおして、妊娠期から乳幼児

期まで一貫した支援体制の充実を図り、安心して

子どもを産み育てる環境づくりに努めてまいりま

す。

感染症予防の推進については、昨年流行した新

型インフルエンザ等の発生動向の把握や予防に関

する正しい知識の普及啓発により、感染の予防に

努めてまいります。

地域医療の充実

次に、市立総合病院について申し上げます。

本年度は、名寄市総合病院改革プランの計画２

年次になることから、特に経営の効率化に関しま

して、コストマネージメントを行う医療経営コン

サルを導入するなど、徹底した経費削減を図り、

目標の達成に努めてまいります。

名寄市立総合病院は、財団法人「日本医療機能

評価機構」から病院機能評価の新評価基準「バー

ジョン６」の認定を、去る３月５日付けで受けた

ところであります。このことは、「患者の権利と

医療の質および安全性の確保など患者が満足し、

安心できる医療レベルにある」との評価を受けた

ものであります。

２０の診療科に４９名の固定医と７名の臨床研

修医、合わせて５６名の診療スタッフによって診

療を行っていますが、道北第３次医療保健福祉圏

の地方センター病院として、圏域内の限られた医

療資源を最大限に活用して、引き続き、地域の病

院・診療所との連携を図ってまいります。あわせ

て医師の派遣や研修会の開催、市民公開講座によ

る生活習慣病の予防に対する意識の高揚を推進し

て、地方センター病院としての役割を担ってまい

ります。

今後も、医師をはじめとする医療スタッフの人

材確保に努め、診療・看護体制の充実を図ってま

いります。特に新たに総合診療科を設けて、複数

の疾患を持った高齢者に対して効率的な医療を提

供していきたいと考えております。

名寄市立総合病院の整備事業計画については、

老朽化している精神科病棟改築と狭隘な駐車場対

策が課題となっております。大きな事業費が見込

まれることから、改革プランとの整合性も考慮し、

今年度中に方向性を示してまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援施策の整備・充実については、本年

３月に策定した次世代育成支援後期行動計画に基

づき、「ここで育って、ここで育ててよかったと

いえるまちをめざして」を基本理念とし、学校や

保育所を含めた行政と家庭や地域、企業（事業

所）が、次世代を担う子どもや子育て家庭を社会

全体で支援していくための取組に努めてまいりま

す。

保育行政については、平成２１年４月に新保育

所保育指針が施行されたことに伴い、新たに「保

育課程」を策定し、これに基づく保育サービスを

提供してまいりました。本年度も引き続き、きめ

細かなサービスの充実に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については、関係機関との

連携を深め、総合療育センターにおける児童デイ

サービス及び個々に応じた療育の一層の充実と、

子育ての不安や悩みの相談、さらには児童虐待な

どについても、相談者の立場に立った助言と個々

のケースに応じた対応に努めてまいります。

新たに創設された「子ども手当」については、

制度の周知と適切な対応に努めてまいります。
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地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域社会の変化等により、福祉サービスを必要

とする方々が、安心して日常生活を営むことがで

きる社会の構築を目指し、道内では１８市町村で

地域福祉計画が策定されています。

地域福祉計画については、市総合計画と福祉関

係計画の中間に位置する計画であり、本市におい

ても平成２２・２３年度の２ケ年をかけ、平成２

８年度までの５年間の計画を策定するものです。

本年は、市民の皆さんからの御意見などをいた

だくため、アンケートを実施する予定となってい

ます。

計画策定にあたっては、地域住民が主体的に関

わり、地域福祉の推進を図るため、各関係機関・

団体からの推薦を受けた委員と市民からの一般公

募による委員で（仮称）名寄市地域福祉計画策定

委員会を構成し、市民が互いに支えあい、住み慣

れた地域で生きがいを持ち、元気に生活できるよ

う計画の策定に努めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２２年３月末における６５歳以上の高齢者

人口は ２２２人で、高齢率は２ ８６パーセン 

トとなり高齢化が進んでいます。

独居高齢者対策として、今年度から救急医療情

報キットの交付により、緊急事態への迅速な対応

と実態把握を進めてまいります。

「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク会議」

や「名寄市高齢者虐待防止ネットワーク会議」の

充実には、地域住民の協力が必要であり、関係機

関との連携に努めてまいります。

平成２１年３月に策定した名寄市第４期介護保

険計画は、初年度が経過したところですが、この

間、国の経済危機対策の一環として、介護施設の

整備が促進されています。

本市においても、民間による事業計画の展望を

見極め、事業所の指定に取り組むなど、保健・医

療・福祉・介護におけるさまざまなサービスを、

関係機関と連携しながら継続的・包括的に提供で

きるよう努めてまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

平成１８年４月に障害者自立支援法が制定され

ましたが、この制度は平成２５年８月までに廃止

が予定されています。

国においては、新制度ができるまでの当面の対

応として、本年４月から、低所得者（市民税非課

税世帯）に対し、居宅・通所・入所施設等の福祉

サービス及び補装具に係る利用者負担をなくし、

負担の軽減が図られることとなりました。

平成２０年３月に策定した第２次名寄市障がい

者福祉計画に基づき、今後も障がいのある方が、

地域の中で安心して暮らせる環境整備と社会参加

できるための支援に努めてまいります。

また、重度障害者医療をはじめ、乳幼児・ひと

り親家庭等医療給付事業についても、北海道医療

給付事業に準じ、引き続き支援に努めてまいりま

す。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

「資源循環型社会」を構築するためには、市民

一人ひとりが意識を高め行動することが大切です。

廃食用油、古着の回収、リサイクル等の取組を

さらに進めるとともに、分別の徹底や減量化、適

正排出、段ボールコンポストの普及について啓発、

指導を行ってまいります。

また、循環型社会の形成に向けて、平成１９年

度に策定した「名寄市一般廃棄物処理基本計画」

については、平成２３年度を中間目標年次と設定

していることから、目標数値や計画内容の必要な

見直しに向けて、準備を進めてまいります。

消防
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次に、消防行政について申し上げます。

住宅火災による犠牲者を減らし、人命と財産を

守るために、住宅用火災警報器の一層の普及・促

進に努めてまいります。

また、各種災害発生時に速やかに対応するため、

通信指令台を更新し、災害地点の迅速な確定、出

動指令及び現場活動支援等を含めた消防体制の充

実・強化を図ります。

応急手当の普及については、救急現場に居合わ

せた人による適切な応急手当の実施により、大き

な救命効果が得られることから、救命講習の充実

と応急手当の普及を推進し、救命率の向上に努め

てまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのために、

関係機関・団体と連携を深めながら、「交通事故

に遭わない、おこさない」という意識の高揚を図

り、交通事故の撲滅を目標に幅広い交通安全運動

を進めてまいります。

生活安全

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のため、関

係機関、団体と犯罪防止に向けた適切な情報交換

を行うとともに、青色回転灯を装備した公用車に

よる巡回等啓発活動を進め、市民生活の安全確保

に努めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者自ら

が正しい消費知識を得られるように適切な情報提

供、消費者相談、講演会等の啓発活動に努めてま

いります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、１１ケ年事業と

して本格的に着手となり、北斗団地１１棟１２０

戸の現地建替え、新北斗団地１４棟５６戸の住戸

全面改善及び４棟１６戸の建替えを行ってまいり

ます。

本年度については、北斗団地１棟１２戸、新北

斗団地１棟４戸及び来年度着工分の実施設計を発

注する予定であり、新北斗団地については、本年

１２月中旬の完成を予定しています。

名寄市公営住宅ストック総合活用計画を包含す

る計画として位置付けられる「名寄市公営住宅長

寿命化計画」の策定については、本年７月中旬か

ら取り組んでまいります。

改善事業については、昨年度から実施している

全団地を対象とした住宅火災警報機の設置が、本

年度をもって完了します。

上水道・簡易水道の整備

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定的に供給するため、老

朽管更新と配水管網整備を進めてまいります。

本年度については、老朽管更新事業として徳田

しらかば１号線などを更新するほか、配水管網整

備事業として南１１丁目東通等を整備してまいり

ます。

また、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。

次に、サンルダムについて申し上げます。

サンルダムについては、平成５年に着手、平成

７年度には基本計画の告示に伴い、用地買収及び

付替道路の工事が着実に進められ、平成２１年度

からの本体工事が決定されていましたが、政府は、

直轄ダム事業の一時凍結方針を表明しました。

流域における住民の生活安全と農業など経済的

活動の安定を期するために、特に本市においては

水需要への対応として重要な多目的ダムであるこ

とから、今後もサンルダム事業に参画するととも

に、関係機関、団体、期成会と連携し、本体工事

の凍結解除に向け、国への要望活動に取り組んで

まいります。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道事業について申し上げます。
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下水道整備事業については、区域内での管網整

備をほぼ完了し、今後は施設の老朽化に伴う機器

更新を進めてまいります。

本年度は、供用開始から３１年を経過した名寄

終末処理場の消化タンク設備の更新を行い、安定

した維持管理ができるよう努めてまいります。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境向上のため、合億浄化槽１０基の

設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連の継続事業については、従来の

補助金・交付金を統合して創設された社会資本整

備総合交付金により、加東橋上部工を含む１９線

道路改良工事、南２丁目通踏切拡幅改良事業ほか

５路線を実施してまいります。

また、北海道が豊栄川河川総合流域防災事業と

して実施する、市道１７線に架かる徳田しらかば

橋改良新設に伴い、迂回する徳田しらかば１号通

の改良舗装を受託工事として実施してまいります。

次に、北海道縦貫自動車道について申し上げま

す。

北海道縦貫自動車道については、現在、士別剣

淵から士別市多寄町までの１２キロメートルが着

工されていますが、士別市多寄町から名寄インタ

ーチェンジまでの１２キロメートルについては、

未だ着手の見通しがついておりません。

道北地域における産業経済の活性化、観光振興

のほか、救急医療における生命線となる高規格幹

線道路であることから、関係機関、団体、期成会

と連携し、着手区間の早期供用開始、未着手区間

の早期着手に向け、国への要望活動に取り組んで

まいります。

総合交通体系

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の公共交通機関を確保するため、バス

路線維持対策を推進してまいりましたが、利用者

の減少など地域公共交通を取り巻く情勢は、一層

厳しさが増しています。

このため、昨年設置された「名寄市地域公共交

通活性化協議会」を中心に、「地域公共交通活性

化・再生総合事業」を活用して、新たな公共交通

システムや現行バス路線の効率的な運行体系につ

いて検討を進めるとともに、住民ニーズに即した

「名寄市地域公共交通総合連携計画」を策定する

ため、調査・検討・実証試験運行を実施してまい

ります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境を確保し、

市民生活や生産活動を維持するため、名寄地区で

は車道３００キロメートル、歩道３７キロメート

ル、風連地区では車道１５６キロメートル、歩道

２１キロメートル、それぞれ実施を予定していま

す。

排雪については、道路幅員確保のためのカット

排雪と交通安全対策として見通しが悪い交差点付

近の排雪を行い、さらにスリップ事故防止のため

危険箇所への砂散布を実施してまいります。

また、私道除排雪助成事業については継続し、

排雪ダンプ助成事業については店舗億用住宅にも

拡大しながら、効率的・効果的な除排雪体制を築

き、除排雪水準の向上に務めてまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村行政について申し上げます。

政府は、本年３月に新たな「食料・農業・農村

基本計画」の閣議決定を行いました。

今回の基本計画においては、食料・農業・農村

政策を国家戦略の一つとして位置付け、大幅な政

策の転換を図ることや、国民全体で農業・農村を

支える社会の創造を目指すことを新たに掲げてい

ます。

これを実現する施策として、戸別所得補償制度

の導入により、規模にかかわらず意欲あるすべて

の農業者が農業を継続できる環境を整備するとと
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もに、新規就農者を幅広く確保し、農業経営の多

角化・複合化等の６次産業化への取組を後押しす

るなど、効率的かつ安定的な農業経営がより多く

確保されることを目指しています。

これを受け、本市においては、国内外の情勢を

的確に捉え、関係団体と協力しながら担い手の育

成、産地づくりに取り組むとともに、都市と農村

の交流や地産地消による多様な農業経営の育成、

地域ブランドづくりなど、名寄市農業・農村振興

計画の着実な推進に努め、農家経済の安定を図っ

てまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２２年度産米の配分については、北海道へ

の配分が対前年度ので ２パーセント減少したこ

とにより、本市への配分は１会 ９２９トンとな

り前年度にのべ４６トンの減少となりました。

また、岩見沢地区から本市を含む４市町に対し、

うるち米からもち米へ５８０トンの等量交換の希

望があったことから、これを受け入れ調整を図っ

たところです。

戸別所得補償制度については、平成２３年度か

らの本格導入に向け、本年度は、制度のモデル対

策として実施されますが、本市においては、地域

水田農業推進協議会での検討を踏まえ、国の激変

緩和措置を有効活用した制度設計に努め、本年度

の関連予算は約１４会円を見込んでいます。

また、国産麦、大豆及び新規需要米の需要拡大

による食料自給率の向上対策として、新たに「自

給力向上戦略的作物等緊急需要拡大事業」が創設

されました。今後、内容が明らかになる中で取組

を進めてまいります。

次に、「中山間地域直接支払制度」及び「農地

・水・環境保全向上対策」について申し上げます。

中山間事業については、平成１７年度から始ま

った第２期対策が平成２１年度で終了し、本年度

から、新たに５年間の第３期対策が取り組まれま

す。現在、名寄地域、風連地域の両集落で取組内

容を検討いただいておりますが、本年度予算は、

名寄地域集落で ２７３会円、風連地域集落で 

５８７会円の交付見込みとなっています。

平成１９年度から始まった農地・水・環境保全

向上対策については、現在、９活動組織において

共同活動が取り組まれており、水路など農業施設

の維持活動及び農村環境の向上活動が実施され、

資源の保全が図られていることから、引き続き共

同活動を支援してまいります。なお、本年度予算

は１会 ４５１会円の交付見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

名寄市の農業が基幹産業として安定的に発展し

ていくためには、消費者ニーズに適応した良質で

安全な農産物を供給できる体制づくりが求められ

ています。

このため、戦略作物の設定と生産技術の確立を

図る必要があることから、土づくり推進と平行し

て、土壌診断に基づく効率的な施肥改善指導に加

え、肥料コスト高騰の中での施肥量の軽減に向け

た窒素分析の普及を図ってまいります。

また、営農指導体制の確立、地域適応試験・実

証展示ほの設置、組織培養による優良種苗の供給

等に努めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

世界的なバイオエタノールの増産を契機とした

飼料穀物の需給不安や、原油価格などによる生産

資材価格の高騰が、生産コストの上昇を招いてい

ます。

本市においては、恵まれた飼料基盤を有効に活

用し、自給飼料の効率的な生産・利用を通じた自

給飼料に立脚した経営を図るために、関係機関と

連携しながら体質強化に向けた取組を推進してま

いります。

また、本年４月に国内で１０年ぶりに発生した

口蹄疫については、本道への侵入防止の徹底を図

るため、北海道をはじめ関係機関・団体とも情報

を共有しながら、名寄市家畜自衛防疫組合を中心

に防疫活動に取り組んでいるところです。

次に、名寄市立食会センターについて申し上げ
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ます。

平成１８年度から指定管理者制度に基づき、そ

の運営を委託していますニチロ畜産株式会社では、

本市で操業している食会加工施設の設備改修、浄

化槽の劣化に伴う改修、将来的な処理頭数の増頭

などを盛り込んだ施設改修に係る年次計画を樹立

していましたが、と畜施設も含めた全体計画を協

議するなかで、老朽化が課題となり、施設整備が

急務となったところです。

本市としては、雇用の拡大並びに道北の食会生

産基地としての畜産振興、地域経済の活性化等を

推進するためにも、早期改修に向け、本年度、実

施設計費を計上させていただき、年次計画をもっ

て整備を進めてまいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産と機械化作業

体系の確立による農業経営の安定化を目指し、生

産基盤整備を推進してまいります。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」につい

ては、本年度、名寄地区の整備を行い、事業完了

の予定であります。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」について

は、本年度、瑞生地区が事業完了の予定であり、

共和地区及び名寄東地区においては、引き続き、

区画整理・暗渠排水・客土・用排水路などの整備

を実施してまいります。

「道営基幹水利施設ストックマネジメント事

業」については、弥生地区において、老朽化した

基幹的農業水利施設の有効利用を図り、効率的な

機能保全対策を推進するため、頭首工ゲート・揚

水機などの改修を実施してまいります。

いずれの事業も北海道が実施する「持続的農業

・農村づくり促進特別対策事業」の対象事業であ

り、北海道と連携をとり、基幹産業である農業振

興のため、農家負担の軽減を図ってまいります。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業の情勢は、木材価格の値戻しが一

部で確認されたものの、依然、厳しい状況が続い

ています。一方、森林資源が成熟する中で、国産

材の安定供給や雇用の受け皿として、さらには、

森林の持つ多面的な機能など、森林、林業・林産

業への期待は高まっています。

森林の健全な育成を図るため、市有林の維持管

理を図るとともに、北海道をはじめ関係機関・団

体と連携して、民有林の整備に対し支援してまい

ります。

商工業の振興

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関の景気動向調査における管内企業

の業況値については、前年同期にのべ幾分改善し

ていますが、依然として厳しい水準にあると判断

されています。業種別においては、卸・小売業、

運輸・通信業で改善がみられるものの、経営上の

問題点として、「売上げの停滞・減少」「同業者

間の競争の激化」「利幅の縮小」をあげる企業が

多くみられました。

本市においては、中小企業者等の自主的な努力

を基調として、高度化する地域経済社会に適合す

る企業経営のために必要な助成を行っており、昨

年度末の中小企業振興審議会における名寄市中小

企業振興条例施行規則の見直し決定を受け、融資

制度の貸付期間の延長、対象となる投資費用の引

き下げなど、利用しやすい制度への改正を終えて

おり、本年度から適用してまいります。

また、商店街環境整備促進事業については、補

助率をアップするなど、商店街の環境づくりに対

しても負担軽減を図ってまいります。

次に、地域資源を活用した「なよろブランド」

の育成については、昨年から商工会議所が主体と

なり、製造業、農業関係者も参加した勉強会を開

催していることから、その推進を支援してまいり

ます。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

昨年度、計画を策定し、国土交通省と協議を進

めてまいりました名寄地区都市再生整備計画につ
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いては、３月２５日付けで国土交通大臣の許可を

得たことから、バスターミナルをはじめとする施

設整備や、市民の利便性を高め市街地中心部の賑

わい再生につながる事業を、本年度創設された

「社会資本総合整備交付金」を活用して実施する

とともに、名寄市文化ホール市民懇話会の報告を

もとに、文化ホールの具体的な検討を進めてまい

ります。

また、平成１８年度から事業を進めてまいりま

した風連地区の市街地整備については、本年度の

風連国保診療所の建設をもって事業が完了するこ

とから、本町地区を中心とした風連地区の市街地

商店街の活性化をはじめとする地域の賑わいづく

りを、関係団体とともに推進してまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方ハローワーク管内の３月末の有効求人

倍率は ６１倍で、対前年同月にのべ １３ポイ 

ントの上昇、新規求人倍率は ９４倍で、対前年

同月にのべ １２ポイントの上昇となっています。

新規求人数は３９０人で、前年同月とのべ１２

２人の増加となっており、産業別では農林業、製

造業、卸・小売業、宿泊業、サービス業などで増

加しています。

３月の管内における新規求職者数は４１７人で、

対前年同月にのべ１人の増加となっています。

今後も、関係機関と提携しながら的確な情報の

提供に努めるとともに、昨年度に引き続き国の緊

急雇用促進事業が講じられますので、ハローワー

クと連携をとりながら、制度の有効活用と雇用の

促進に努めてまいります。

また、隔年で調査しています労働実態調査を、

本年度実施いたします。

観光の振興

次に、観光関係について申し上げます。

「道の駅なよろ」における昨年度の集客数は、

４０会人と大きなものとなりました。さらに、４

月には市立天文台「きたすばる」がオープンし、

道内全域から家族連れで来館するなど人気を集め

ています。

映画やテレビドラマなどのロケ地誘致の推進や、

ヒマワリを中心とした花観光など、豊かな観光資

源を最大限活用できるよう、観光協会、道北観光

連盟とも連携し、交流人口の拡大推進と情報発信

に努めてまいります。

ピヤシリスキー場については、今年度が「日本

スキー発祥１００周年」にあたることから、スキ

ーの魅力・楽しさをＰＲする機会として利用増を

図るべく新たな集客対策を講じるとともに、幼児

・小学生などのスキー普及に向けスキー学校と連

携した取組を推進してまいります。

また、名寄市行財政改革推進実施本部で廃止検

討が示されている望湖台センターハウスについて

は、昨年から地域に出向き話し合いを行っており、

早い時期に方向性を出してまいりたいと考えてい

ます。

陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持

次に、自衛隊関係について申し上げます。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２７年に開設さ

れて以来、文化・スポーツ、地域の災害活動や周

辺整備事業など、まちづくりにおける様々なとこ

ろで地域と深くかかわっています。

駐屯地における定数削減や縮小については、地

域の安全・安心、さらには地域社会や地域経済に

与える影響が多大であることから、関係機関、団

体、期成会と連携し、駐屯地の現体制の堅持に向

け、国への要望活動に取り組んでまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

大学教育の充実

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２１年度の卒業式が３月１７日行われ、保

健福祉学部の１期生１３１人（栄養学科３８人、

看護学科４７人、社会福祉学科４６人）と短期大

学部児童学科５５人、合わせて１８６人が卒業し

ました。

卒業生の就職状況については、厳しい雇用環境
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下で保健福祉学部９３パーセント、短期大学部１

００パーセントと高い就職率を達成しました。

また、国家試験の結果については、社会福祉士

では２４名が合格となり、合格率は全国平均３

０パーセントを上回る５ ８パーセント、看護師

では４３名の合格で合格率は全国平均９ ９パー

セントとほぼ同じ９ ５パーセントとなりました。

しかしながら、管理栄養士においては、２０名

の合格で合格率は全国平均７ ７パーセントを下

回る５ １パーセントとなり、今後の対策が求め

られる結果となりました。

平成１８年の開学以来、教職員と学生が一緒に

なり自分たちの新しい大学を創るという気概を持

ち、地域の皆様の支援に支えられながら努力をし

てまいりました。

本年度は、４月２日の入学式で２１３名の新入

生を迎え、青木紀新学長のもとで、キャリア教育

にも一段と力を入れ、学力向上と人間力を養い、

社会貢献できる学生を送り出せるよう努めてまい

ります。

あわせて、大学院の設置と短期大学部児童学科

の４大化への取組については、学内論議と大学の

発展を見据えて、社会的需要など諸課題の分析及

びメリットやデメリットを十分検討し進めてまい

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御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２２年度の市政

執行方針といたします。

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時０２分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

次に、平成２２年度教育行政執行方針を行いま

す。

藤原教育長。

私からは、平成２２年〇教育長（藤原 忠君）

第２回名寄市議会定例会開会にあたり、名寄市に

おける教育行政の基本的な方針とその施策の概要

を述べ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御

協力をお願い申し上げたいと存じます。

まず、はじめに、新しい市長のもとで本市の教

育行政を預かることとなりましたが、市民の教育

に寄せる信頼と期待に改めて身の引き締まる思い

をしております。今年度も引き続き「知性と感性

をみがき、こころ豊かな人と薫り高い文化を育み、

希望に輝くまちづくり」に努めてまいります。

国では、新学習指導要領の円滑な実施や地域に

根ざした道徳教育の推進、外国語教育や特別支援

教育の充実など初等中等教育の充実を図るととも

に、学校支援地域本部事業や青少年健全育成事業

の推進など地域全体で教育に取り組む体制づくり

の支援を重要施策に定めております。

これらを踏まえ、名寄市におきましても、これ

までの取組を検証することと億せて、その適切な

対応に努め、今後の国の動向も見極めてまいりた

いと考えております。

平成２２年度における全国学力・学習状況調査

は、抽出方式に変更となりましたが、名寄市では

全校参加とし去る４月２０日に実施されました。

今後も子どもたちの学力・学習状況のさらなる把

握と確かな学力の向上に努めてまいります。

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正に伴う教育委員会の諸活動に係る点

検評価につきましては、今年度も引き続き平成２

１年度における内部評価及び外部評価を実施し、

９月上旬を目途に議員各位並びに市民の皆様にお

示ししたいと考えております。

北海道教育委員会では、「学力の向上とその基

盤となる豊かな心、健やかな体の育成」また、

「信頼される学校づくりと家庭・地域の教育力の

向上」の二つの基本方針を立て、「社会で活きる

実践的な力の育成」、「信頼される学校づくりの



－18－

平成２２年６月４日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

推進」など５つの重要施策を定めております。こ

れら諸施策につきましても、今後の道の動きを把

握し適切な対応に努めてまいります。

今、全国的には、青少年の暴力行為が、戦後最

多になるなど生徒指導上の問題が多発しておりま

す。名寄市におきましては、これらの未然防止を

図るため、名寄市内小中学校生徒指導連絡協議会

の一層の充実を図るなど引き続き生徒指導を重要

施策の一つとして取り組んでまいります。

また、今年４月には、なよろ市立天文台「きた

すばる」と風連地域交流センター「風っ子ホー

ル」が相次いでオープンいたしました。市民の皆

様や子供たちに大きな夢を与えるとともに、本市

の生涯学習のさらなる充実を図る拠点となるよう

しっかりとした運営に努めてまいります。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

生涯学習社会の形成

まず、はじめに生涯学習について申し上げます。

名寄市教育委員会では平成１９年度に社会教育

中期計画を策定いたしましたが、今後もその基本

理念に基づき生涯学習の観点に立った社会教育行

政を進めてまいります。

心を豊かにし、住みよいまちづくりを目指す市

民講座は、趣味教養、生活課題、そして社会地域

課題の３つの分野について引き続き本年も実施し、

学習の場を提供してまいります。

また、多くの市民が様々なことを学び、その学

んだことをまちづくりなどにつなげていくことを

目的とした生涯学習フェスティバルを、本年は市

民文化祭と連動させて開催いたします。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民の生涯学習を支援する地域の

拠点として、あらゆる年齢層に親しまれるよう、

幅広い図書資料の収集、市民が利用しやすい環境

の整備や各種行事の充実に努めてまいります。

昨年度、市内全小中学校の図書館がネットワー

ク化されたことから、今後、図書館が所蔵する図

書資料を、学校図書室において有効に活用できる

よう、学校と図書館との連携強化に努めてまいり

ます。

また、本年は「国民読書年」と定められたこと

を受け、特に、子どもたちが本と触れ合う機会を

増やすため、学校やボランティアの皆様と連携し、

子どもと本の結びつきを一層太く強くするよう努

めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

なよろ市立天文台は、４月１６日にオープニン

グセレモニーが行われ、翌１７日から一般開放と

なりました。

５月５日現在で ５００人以上の方々に御来館

いただき、５０ｃｍの望遠鏡を通して様々な惑星

を見ていただくとともに、プラネタリウム館にお

いては、デジタルプラネタリウムの美しい映像を

体験していただきました。

今後も、名寄市内はもとより全国から多くの方

々に来ていただけるよう、「部分月食観望会」や

「ペルセウス座流星群観望会」など様々なイベン

トの開催に努めてまいります。

また、今後予定されております ６ｍの反ま望

遠鏡の設置にむけ、北海道大学と緊密な連携を図

ってまいります。

小中学校教育の充実

次に、学校教育について申し上げます。

学校教育におきましては、「確かな学力」「豊

かな人間性」「健やかな体」など「生きる力」を

育む教育活動の推進が求められており、各学校に

おける自校の特色を生かした教育課程の編成・実

践・評価・改善を通しながら、期待と信頼に応え

る教育活動の実現に努めてまいります。

特に、平成２３年度から小学校、平成２４年度

からは中学校で新学習指導要領が施行されること

から、副読本の追記や教材等の整備、英語指導助

手を活用した外国語活動の充実やＩＴＣ研修会の

開催など、完全実施に向けた教育環境の整備に一
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層努めてまいります。

また、名寄市教育研究所の更なる充実を図って、

教師の専門性を高め、基礎・基本の定着と学ぶ意

欲を高める授業の推進を図るとともに、「早寝・

早起き・朝ごはん」運動、朝読書や家庭学習の励

行などを通して、基本的な生活習慣や学習習慣の

定着を目指してまいります。

「豊かな人間性」の育成につきましては、自分

を大切にすることと億せて他人を思いやる心を育

てることが重要であり、中学校３校に配置してお

ります「心の教室相談員」による教育相談の一層

の充実を図るとともに、いじめや不登校、携帯電

話などによる問題行動、薬物乱用などについても、

関係機関と連携しながらその未然防止に取り組ん

でまいります。また、職場体験や勤労者の講話な

どを通して、規範意識や社会性を培い、望ましい

勤労観の育成に努めてまいります。

特別支援教育につきましては、既に特別支援教

室の整備や身障者用のトイレの設置などに取り組

んでいるところでありますが、今年度は名寄西小

学校にエレベーターを設置するなどそれぞれの学

校のニーズに応じた教育環境の整備に努めてまい

ります。また、特別支援教育の更なる充実を図る

ため、名寄市立大学との一層の連携を深めるとと

もに、名寄市特別支援連携協議会の活性化を通し

て、名寄版「すくらむ」の活用を図るなど、生ま

れてから就労までの地域のネットワークづくりに

取り組んでまいります。

学校教育施設の整備につきましては、本年３月

に閉校となった旧風連高等学校の改修工事を実施

して風連中学校を移転いたします。平成２１年度

には改修等に係る実施設計が完了しており、名寄

市といたしましては主に特別教室の整備や管理諸

室の配置換えなどの内部改修工事とグラウンド整

備、外構工事を行います。並行して北海道教育委

員会による校舎や屋内運動場などの外壁改修工事

が行われます。工事は１１月末に完了予定であり、

移転は１２月中旬を予定しております。

また、名寄地区における小学校の適正配置計画

につきましては、次年度からの議論に向け内部協

議を進めてまいります。

高等学校教育の振興

上川北学区の中学校卒業者数の減少は今後も継

続するものと推計されますが、高校進学者の多様

な選択肢の確保と地域に根ざした高等学校教育の

振興を図るため、市内高等学校の教育環境の充実

について北海道教育委員会に対し引き続き要望等

を行ってまいります。

食育の推進

次に、食育の推進について申し上げます。

名寄市教育委員会では、平成２０年４月から栄

養教諭制度を導入し、子どもたちへの具体的な食

に関する指導を進めてまいりました。

本年度は、生産者の協力を得ながら食材の生産

過程を学ぶなど、一歩進んだ食に関する指導を進

めてまいります。

また、これまで同様、地産地消に向けた取り組

みを強化し、地域や関係団体との連携を図りなが

ら、地場農畜産物の活用に努めるとともに、食品

添加物が使用されていない食材や、道内・国内で

製造されている製品を食材として使用するなど、

安全で安心な学校給食を提供してまいります。

学校給食センターは、平成４年に改築以来１８

年を経過しており、施設が老朽化していることか

ら、本年は、食器洗浄機を更新することとしてお

ります。今後も、年次的に効果的に施設の改修を

進めながら安全で安定した学校給食の提供に努め

てまいります。

家庭教育の推進

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定着化を支援する

ため、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を

実施するなど、親子のコミュニケーションや子ど

もの発達課題に合わせた家庭教育支援事業を今年

度も引き続き推進してまいります。

生涯スポーツの振興
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次に、スポーツの振興について申し上げます。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設

の整備や改修、学校開放事業の推進を図るなど、

環境整備に努めるとともに、風連特例区が今年度

で終了することから、各体育施設の利用の在り方

についても整合性を図ってまいります。

また、昨年実施いたしました一流選手による実

技指導等の研修やアスリートとの交流事業を本年

も実施するとともに、体育協会、地域スポーツク

ラブ、体育指導委員会などと協力してスポーツ団

体の育成や指導者の育成・確保、各種スポーツ大

会の支援、スポーツ情報の収集・提供などに努め

てまいります。

青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども達が自然の中で共同生活を通じ様々なこ

とを学ぶ野外体験学習事業「へっちゃランド」を

本年も実施するとともに、子ども会育成連合会な

どと協力して育成者研修やリーダー養成等の事業

にも取り組んでまいります。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、同好会活動や各種講座

の開設を通して、文化的な活動の機会を提供する

とともに、自由来館型となっている児童センター

では、遊びや体験活動、スポーツに親しむ場とし

て安全・安心な環境整備に努めてまいります。

また、放課後児童対策として、公設２カ所、民

間２カ所で学童保育所を開設しておりますが、経

済状況や社会情勢の変化により、学童保育施設に

待機児童が生じている状況にあります。そのため、

利用拡大の可能な旧中央保育所を学童保育施設と

して再活用することとし、本年１０月を目処に耐

震補強工事と施設の改修工事を実施して、待機児

童の解消を図ってまいります。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年を取り巻く社会環境の変化は、子どもた

ちの健全育成に大きな影響を及ぼしています。青

少年センターでは日常の巡視活動ばかりでなく、

名寄市の小中高等学校で組織している「名寄市児

童・生徒補導協議会」等とも連携して、多様化す

る青少年の問題行動を早期に発見し、適切な指導

に努めてまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

今年度も引き続き教育相談の窓口として「ハー

トダイヤル」を開設し、専門相談員によるいじめ

・不登校などに関する悩みについての電話や面談

を通した相談体制の充実に努めてまいります。

また、適応指導教室では、登校できずに家庭で

過ごしている子ども達の心情や悩みを受け止め、

保護者や学校と連携を深める中で、学校復帰へ向

けて支援をしてまいります。

地域文化の継承と創造

次に、芸術・文化活動について申し上げます。

本年も、芸術文化鑑賞バスツアーを５月から１

０月まで６回実施し、優れた芸術文化に触れる機

会の提供に努めるとともに、９月には財団法人

「地域創造」による現代ダンスワークショップ及

び公演、翌年３月には財団法人「地域活性化セン

ター」による宝くじ文化公演事業を開催いたしま

す。

また、新たな文化ホールの建設につきましては、

昨年度、名寄市文化ホール市民懇話会より提出い

ただきました報告書をもとに、建設時期や規模な

どの具体的な検討を進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

本年度は、自然分野と生活分野から地域の理解

を深めることを目的に、「北国の隠れた自然を発

見する」、「昭和のなつかしい生活を体験する」

などをテーマとした展示会を開催してまいります。

また、３年計画で進めておりました常設展示室

の映像コーナーの更新が完了し、２月１０日から

公開の運びとなりましたので、今後は多くの方々

においでいただけるよう取り組んでまいります。

文化財につきましては、平成２１年７月２３日

に「ピリカノカ 九度山 クトウンヌプリ」の山
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頂部が文部科学省より国の名勝に指定され、名寄

市が管理団体となって、今年度、説明看板の設置

を予定しております。

以上、平成２２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が、市民の負託に

応える教育の推進に誠心誠意努力してまいります

ので、議員各位並びに市民の皆様の一層の御理解

と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成２２年度〇議長（小野寺一知議員）

市政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、以

上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて及び議案第２号 名寄市職員の育児休業等に

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、地方公務員の育児休業に関する法律の

一部を改正する法律が本年６月３０日から施行さ

れることに伴い、本市の職員も同様の措置を講ず

るべく、関係条例の一部を改正しようとするもの

であります。

改正の内容といたしましては、育児休業及び育

児短時間勤務について、当該職員の配偶者の有無

や育児休業の取得の有無にかかわりなく取得する

ことができるようにすること、また育児を行う職

員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、

深夜勤務及び時間外勤務の制限等を行うことであ

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。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市証人〇市長（加藤剛士君）

等の実費弁償に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治法の改正に伴った関係条項の

整理を行うとともに、常任委員会及び特別委員会

等において予算その他重要な議案、陳情等につい

て意見を聞く公聴会に参加した人と当該地方公共

団体の事務に関する調査または審査等で意見を聞

く場合に出頭を求める参考人の費用弁償の取り扱

いについて、地方自治法に基づき区分を明確にす

るため、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。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

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。

議案第４号 名寄市国民〇市長（加藤剛士君）

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。

本件は、地方税法及び同法施行令の一部改正が

本年３月３１日に公布をされ、４月１日から施行

されたことに伴い、名寄市国民健康保険税条例の

一部を改正しようとするものであります。

改正の内容につきましては、基礎賦課分の限度

額を現行の４７会円から５０会円に、後期高齢者

支援金等賦課分の限度額を１２会円から１３会円

に引き上げようとするものであります。

なお、限度額の改正につきましては、名寄市国

民健康保険運営協議会から答申されている事項で

あります。

また、国民健康保険税について、応益割合にか

かわらず、減額措置が行えるよう改正しようとす

るほか、解雇等で急に職を失った方への課税の特

例について条文を追加をしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市Ｂ＆Ｇ海洋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。

議案第５号 名寄市Ｂ＆〇市長（加藤剛士君）

Ｇ海洋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。

現在名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センターの休館日は、毎

週月曜日の午前中と規定されており、この間にプ

ールの清掃を行っておりますが、月曜日はハッピ

ーマンデー制度により祝日となる場合が多いこと

から、本件は祝日における利用者の利便の向上を

図るため、月曜日が祝日となった場合に当該施設

の休館日を変更できるよう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いたし

ます。
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これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市道路占用料徴収条例等の一部改正につ

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。

議案第６号 名寄市道路〇市長（加藤剛士君）

占用料徴収条例等の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

道路占用料等の算定の際に、農耕用敷地等の単

価につきましては、農地法に基づき農業委員会が

定める標準小作料を基準としていましたが、農地

法の一部改正により標準小作料制度が廃止となり、

新たに農業委員会が情報提供する実勢賃借料の制

度が設けられました。本件は、これに伴い名寄市

道路占用料徴収条例、名寄市準用河川管理条例及

び名寄市普通河川管理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を申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市立総合病院看護師等学資金貸与条例

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。

議案第７号 名寄市立総〇市長（加藤剛士君）

合病院看護師等学資金貸与条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

市立総合病院で従来から看護職員の確保に努め

てまいりましたが、平成１８年の診療報酬の改正

に伴い、７対１入院基本料が設定されたことから、

その導入に向けて全国的な看護師不足に陥り、熾

烈な人材確保競争の結果、地方においては看護師

が慢性的に不足している状況であります。

本件は、現在の学資金貸与額が近隣市立病院と

の較すると低額であり、本市出身の学生の中には

近隣市立病院から当該病院に就職することを前提

とした学資金の貸し付けを受けている者もいる状

況であることから、貸与額の増額を主な改正事項

として、看護師不足への対処を目指し、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を申し

上げます。
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これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更につ

いて、議案第９号 北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 北海道市町〇市長（加藤剛士君）

村備荒資金組合規約の変更について及び議案第９

号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、北海道総合振興局及び振興局の設置に

関する条例が平成２２年４月１日から施行された

ことに伴い、名寄市も組織団体となっている北海

道市町村備荒資金組合及び北海道市町村職員退職

手当組合の規約の変更について、地方自治法第２

８６条第１項及び第２９０条に基づき、議会の議

決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第８〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号外１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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 工事請負契約の締結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。

議案第１０号 工事請負〇市長（加藤剛士君）

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

名寄下水終末処理場消化タンク設備更新工事に

ついて、本年５月２５日に７社による指名競争入

札を執行した結果、株式会社日立プラントテクノ

ロジー北海道支社が１会 ９９０会円で落札をい

たしました。本件は、これに消費税及び地方消費

税７４９会 ０００円を加え、１会 ７３９会  

０００円で契約を締結しようとするものであり、

名寄市の議会に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部上下水道室長から

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。
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補足説明を扇谷上下〇議長（小野寺一知議員）

水道室長。

ただいまの名寄〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

下水終末処理場における消化タンク設備更新工事

請負契約の締結につきまして、提案理由の追加説

明を申し上げます。

名寄下水終末処理場は、昭和５５年３月の供用

開始以来、浸水対策、公共用水域の水質保全及び

快適な生活環境を図るための重要なライフライン

として日々の稼働に努めております。今回の消化

タンク設備更新工事のうち、加温ボイラー設備は

供用開始から２８年及び３１年を経過し、機器全

体の老朽化や附属設備の経年劣化が著しく部分的

な修繕では対応し切れなくなっております。国土

交通省では、こうした機械設備の標準耐用年数を

１０年定めておりますが、夏場の稼働が少ないこ

とやこれまで適正な維持管理及び修繕を行って延

命を図ってきた経緯があります。しかし、こうし

た対応も限界に近く、施設の安全で安定的な運用

を図る必要から今回更新工事を行うものでありま

す。

本日議決をお願いいたします工事の概要につい

て申し上げます。この工事は、汚水処理過程の中

で分離される汚泥量の減少と質の安定化及び衛生

面の安全を図るための消化槽を一定の温度に保つ

ためのボイラー施設並びに蒸気配管などを更新す

るものであります。このボイラーの燃料は、汚泥

処理過程で発生するメタンガスを補助燃料として

利用し、エネルギーの有効利用とＣＯ の削減に寄２

与しているところでもあります。

続いて、入札の経過と結果について申し上げま

す。入札は、指名競争入札で行いました。北海道

に支社、支店があり、全道で同様設備の納入実績

を持つプラント業者７社を対象に４月２８日に指

名通知を行い、縦覧期間を４月３０日から５月２

４日までとし、５月２５日に入札を執行いたしま

した。入札の結果、第１回の入札で株式会社日立

プラントテクノロジー北海道支社が税込み１会

７３９会 ０００円で落札いたしました。落札率

は７ ７８はとなっております。この落札金額は、

最低基準価格を下回りましたので、同日低入札価

格調査委員会を開催し、調査を実施しております。

その結果、設計図書及び仕様書に基づく成果品の

納入が可能との結論を得ましたので、仮契約を締

結することといたしました。なお、指名通知後５

社の入札辞退がありましたので、２社による入札

となっております。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

１ページをお開きください。工事の場所を赤色で

示しております。

続いて、２ページをお開きください。更新対象

となる蒸気ボイラーのナンバー１、ナンバー２及

び温水ボイラー、軟水タンク、オイルサービスタ

ンク及びポンプ、配管類などの模式図になります。

続いて、３ページをお開きください。更新対象

となる蒸気ボイラーのナンバー１とナンバー２及

び温水ボイラーの写真となります。経過年数につ

きましては、蒸気ボイラーナンバー１が２８年、

ナンバー２が３１年、温水ボイラーも３１年とな

っております。

続いて、４ページをお開きください。更新対象

となる軟水タンクの写真となります。経過年数は

３１年で、平成１５年には内面塗装の修繕を行っ

ております。

続いて、５ページをお開きください。更新対象

となる配管類の劣化状況の写真となっております。

経過年数は２８年になります。なお、この更新工

事につきましては、現施設が２４時間連続運転を

行っておりますから、長期間停止することはでき

ませんので、流入水量の少ない時期を考慮し、交

互運転を行いながら施工いたします。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１１号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに２

会 ０７５会 ０００円を追加し、予算総額を２ 

１５会 ４５８会 ０００円にしようとするもの 

であります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の減債基金積立金１会円の追加は、大学校

舎整備の際に借りかえした満期一括債の償還に備

えるため、減債基金に積み立てるものであります。

同じく公共施設整備基金積立金 ５１６会 ００ 

０円の追加は、国の地域活性化・公共投資臨時交

付金を積み立て、平成２２年度以降の公共施設の

整備等に充当するものであります。

４款衛生費の名寄東病院振興基金積立金 ３８

０会円の追加は、過疎地の不採算地区病院である

東病院に対して、特別交付税で措置された分を基

金に積み立てするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の２会 ２６５会 ０００円の追加は、３ 

月に交付決定された特別交付税が増額となったこ

とによるものであります。

１８款寄附金の一般寄附金１４会 ０００円、

ふるさと納税寄附金１０会円及び教育費寄附金６

６６会 ０００円、合計で６９０会 ０００円の 

追加は、市民の皆さんやふるさと名寄を応援する

方からいただいた９件の寄附金であります。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の１会 ０

８６会 ０００円の減額は、特別交付税の増加な

どにより財政調整基金へ繰り入れを一部取りやめ

るものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、特

定間伐等促進対策事業ほか３事業を変更するもの

であります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない光ケーブル移設事業ほか２９事

業について繰り越しするものであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分を行い、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ２６

会 ０００円を追加し、予算総額を３３会 ３４ 

２会円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

後期高齢者支援金等では、病床転換支援金の額が

確定したことにより２６会 ０００円を追加する

ものであります。

次に、歳入につきましては、交付金等の額が確

定したことにより、国庫支出金などの調整を図る

ほか、８款繰入金では一般会計繰入金を５３３会

０００円を追加をし、基金繰入金を ８４５会 

０００円減額するものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市老人保健事業特別

会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ ０００円を追加し、予算総額

を５６０会 ０００円にするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。医療

給付費等の確定により、２款医療諸費では１１１

会円を減額し、３款諸支出金では１１２会 ００

０円を追加するものであります。

次に、歳入につきましては、医療給付費等の額

が確定したことにより、１款支払基金交付金では

１４会 ０００円を追加し、４款繰入金では１９

会円を減額するものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）



－28－

平成２２年６月４日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１４号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市介護保険特別会計

補正予算にかかわる専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入予算の組み替えを行お

うとするものであります。

歳入の補正の主なものを申し上げます。１款保

険料では、介護保険料の減少により ３４７会 

０００円を減額するものです。

また、医療給付費等の確定により４款国庫支出

金では ３８５会 ０００円を減額し、５款支払 

基金交付金では６６９会 ０００円を減額し、６

款同支出金では ５８１会 ０００円を追加する 

ものであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１５号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算の専決処分でありまして、第４表、繰

越明許費について、年度内に完了しない下水道管

渠内面補修事業ほか１件を繰り越しするものであ

ります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１６号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市簡易水道事業特別

会計補正予算の専決処分でありまして、第２表、

繰越明許費について、年度内に完了しない風連日

進浄水場流量計改修事業を繰り越しするものであ

ります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は承認することに決定い

たしました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 専決処分した事件の承認を求めることに

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。

議案第１７号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算にかかわる専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ９３８会 ０００円を減額し、

予算総額を２会 ０１０会 ０００円にしようと 

するものであります。

補正の主なもの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８７５会 ０００

円の減額は、広域連合へ納付する保険料の確定に

伴うものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、特別徴収保険料で ８５７

会 ０００円を減額、普通徴収保険料では滞納繰

り越しを含めて８８６会 ０００円を追加し、調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は承認することに決定い

たしました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第２０ 議案第１８号 平成２２年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

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、市長選挙のため当初予算に計上

できなかった政策的な経費と公共施設の補修など

臨時的経費を補正しようとするものでありまして、

歳入歳出それぞれ７会１３２会 ０００円を追加

して、予算総額を１９３会 １０２会 ０００円 

にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。６款

農林業費におきましては、農林水産物処理加工施

設整備事業費 １３４会 ０００円の追加は、国 

の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用

して加工施設を整備しようとするもので、施設建

設の実施設計費などであります。

７款商工費におきまして、複合交通センター整

備事業費１会 ０５１会 ０００円の追加は、駅 

横に建設を予定している複合交通センターの用地

取得費などであります。

１２款公債費におきまして、長期債償還元金１

会 ７９０会円の追加は、大学校舎整備の際に借

り入れした満期一括債の繰上償還を行おうとする

ものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整いたしました。

１款市税におきまして、固定資産税では償却資

産の増加などにより５８３会 ０００円を、また

都市計画税では家屋の増加などにより１９２会

０００円をそれぞれ追加しようとするものであり

ます。

１９款繰入金で減債基金繰入金１会 ０００会

円の追加は、満期一括債の償還財源として取りめ

ししようとするものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正では、給食セ

ンターの食器洗浄機購入費を追加しようとするも

のであります。

次に、第４表、地方債補正では、事業費の変更

などにより庁舎バリアフリー化推進事業ほか１３

事業を追加、変更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。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。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１８号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号については質疑から採決
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までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ ６９４会 ０００円を追加し、総額を 

５会 ６８１会 ０００円にしようとするもので 

あります。

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、その他報酬等で２７９会 ００

０円を、３款施設整備費では医療機器等の備品購

入費等で ４１４会 ０００円をそれぞれ追加し 

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

では、一般会計繰入金で ４８４会 ０００円を、 

６款市債では医療機器整備事業債で ２１０会円

をそれぞれ追加して調整を図ろうとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１９号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２２年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成２１年度医療諸費の確定に

伴う調整が主なものであり、歳入歳出それぞれ９

８会円を追加し、予算総額を２０８会 ０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。３款諸支出

金では、道費負担金に係る精算返還金等におきま

して９８会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。平成２１年

度交付金等精算金の確定により、１款支払基金交

付金では２８会 ０００円、２款国庫支出金では

３７会 ０００円、４款繰入金では３１会 ００ 

０円をそれぞれ追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第２０号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２２年度名寄市公設地方卸売市場特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に
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ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、施設の玄関屋根の修繕に要する

費用について補正しようとするもので、歳入歳出

それぞれ２９会円を追加して、予算総額を ６６

５会 ０００円にしようとするものであります。

補正の内容について、歳出から申し上げます。

１款商工費の市場管理費におきまして、玄関屋根

の修繕料２９会円を追加するものであります。

次に、歳入につきましては、２款繰入金におき

まして２９会円を追加し、収支の調整を図ろうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議案第２１号については、これ以降の質疑から

採決までの議事を６月１８日に延期したいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号については質疑から採決

までの議事を６月１８日に延期することに決定い

たしました。

日程第２４ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２１年度名寄市一般会計予算繰越明許

費の繰越の報告について、報告第２号 平成２１

年度名寄市下水道事業特別会計予算繰越明許費の

繰越の報告について、報告第３号 平成２１年度

名寄市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について、以上３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。

報告第１号から報告第３〇市長（加藤剛士君）

号までの平成２１年度名寄市一般会計外２特別会

計予算の繰越明許費の繰越について、一括して御

報告申し上げます。

初めに、報告第１号 平成２１年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告について申し上

げます。光ケーブル移設事業ほか３７事業は、平

成２１年第１回定例会から平成２２年第１回定例

会までに予算計上し、平成２２年第１回定例会と

専決処分により繰越明許費の設定をしていただい

たものであります。

次に、報告第２号 平成２１年度名寄市下水道

事業特別会計予算の繰越明許費の繰越については、

下水道管渠内面補修事業ほか１事業を平成２２年

第１回定例会で予算計上し、専決処分により繰越

明許費の設定をしていただいたものであります。

次に、報告第３号 平成２１年度名寄市簡易水

道事業特別会計予算の繰越明許費の繰越について

は、風連日進浄水場流量計改修事業を平成２２年

第１回定例会で予算計上し、専決処分により繰越

明許費の設定をしていただいたものであります。

一般会計及び各特別会計繰越明許費繰越計算書

は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度に繰り越し

するためのものであり、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により御報告申し上げます。

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。

これより、報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号外２件を終結いたします。

日程第２５ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

４号 公害の現況に関する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。

報告第４号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき御報告申し上げます。

平成２１年度につきましては、大気汚染、水質
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汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回り、ほとんど検出されな

い結果となっております。また、粉じん発生源と

言われるスパイクタイヤにつきましては、２月の

装着率が ３はと前年より上回ったものの低水準

で推移をし、スタッドレスタイヤが市民生活に定

着をしているものというふうに思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全に

おきまして、本市から天塩町間の天塩川及び本市

の上水道水源である名寄川の水質調査を実施して

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持しております。また、ゴルフ

場の農薬使用に関する問題につきましては、関係

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ております。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

騒音、振動等への苦情は減少している状況となっ

ております。

その他、地球温暖化対策といたしましては、名

寄市地球温暖化防止実行計画に基づき、名寄市公

共施設の二酸化炭素排出状況調査を実施いたしま

した。

以上、公害の現況につきまして申し上げました

が、今後とも公害対策では継続した調査、啓発等

を行い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努

力をしてまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と対策を御高覧くださ

い。

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。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第４号を終結いたします。

日程第２６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市土地開発公社の経営状況について、

報告第６号 株式会社名寄振興公社の経営状況に

ついて、報告第７号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について、報告第８号 株式会

社ふうれんの経営状況について、報告第９号 名

寄市社会福祉事業団の経営状況について、以上５

件の一括報告を行います。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第５号から報告第９〇市長（加藤剛士君）

号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興公社、

株式会社ふうれん望湖台振興公社、株式会社ふう

れん及び名寄市社会福祉事業団の経営状況につい

て、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第５号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度の収支状況は、貸借対照表及び損

益計算書のとおり８２会 ３２３円の当期益損失

となっております。その内容は、事業収益の部で

住宅用地２件の賃貸収益から販売費及び一般管理

費の部を差し引きし、２３会３１０円の事業損失

となっております。一方、事業外収益の部では受

取利息、公社土地貸付料、償還金利息収入等から

事業外費用の短期借入金支払利息を差し引きし、

５９会 ０１３円の事業外損失となっております。

なお、当期の益損失８２会 ３２３円につきま

しては、翌年度の保有地簿価に加算をされます。

今後とも経営努力の中でできる限り借入金の縮減

を行い、金利負担の軽減に努めてまいります。

次に、報告第６号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第３８期の経営内容につきまして
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は、５月２１日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、１２月１２日にオープンをし、順調な降雪に

より年内に全リフト稼働による営業ができるなど

好調なシーズンインとなりましたが、年明け以降

は強風や吹雪などによるリフト運休の影響で利用

者が大きく減少をいたしました。その結果、利用

実績はリフト輸送人員で４８会 ３９２人、前年

度の１０ ２は、リフト収入で ３９８会 ５３  

０円、前年度の１０ ５はと前年度にのべわずか

な伸びにとどまったところでございます。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、リピー

ターの定着化や季節や催しに合わせた宴会プラン、

セットメニューなど多彩な商品を企画販売をし、

積極的な営業活動を行った結果、宿泊客は減少い

たしましたが、日帰りの入浴や宴会利用者が大幅

に増加をし、総利用者数で９会 １９１人、前年

度の１０ １は、総売上高は１会 １２６会 ４  

０３円で、前年度の１０ ２はの利用実績となっ

たところでございます。

サンピラーパークにつきましては、沢の丘ゾー

ンにひまわり、コスモスなどを植栽するとともに、

花壇、ひまわりロードの設置など、おもてなしに

努めてまいりました。また、冬期間のカーリング

場は学校授業や全国、全道のカーリング大会の会

場として利用され、特に今年度は初めて国際大会

が開催されました。利用実績は、総利用者数で１

３会 ３５４人、前年度の１０ ７はとなってお 

ります。

パークゴルフ場につきましては、なよろ温泉サ

ンピラーの宿泊とセットにしたパークゴルフパッ

クの企画など営業に努めましたが、天候不順の影

響で健康の森及び名寄公園での利用者数で延べ５

会 ５９１人、前年度の９ ３はにとどまりまし 

た。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりで、それぞれの施設と連携を図

りながらコスト削減に努めたことから、売り上げ

総利益が１会 ６７０会５５１円となり、一般管

理費等を差し引きし、わずかではありますが、当

期益利益４５会 １０８円となりました。今後と

も引き続き経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

次に、報告第７号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第２３期の経営内容につきまして

は、５月１４日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。平成２１年度は、工事関係者の宿

泊や入浴客の増加により、若干ではありますが、

黒字の決算となっております。昨年度の望湖台セ

ンターハウスの利用状況につきましては、施設利

用件数で１会４７３件、前年度の１２ ５は、入

浴客数で ６６０人、前年度の１２ ５は、宿泊 

客で ０９８人、前年度の１１ １は、宿泊食事 

売り上げで７１６会 ０７１円、前年度の１２ 

３は、宴会売り上げで５８３会 ８１２円、前年

度の１１ １は、レストラン売り上げで２１２会

６４４円、前年度の１１ ９はで、総売り上げ 

８２７会 ２２８円、前年の１１ ２はとなり  

ました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、売り上げ総利益で ８

４０会６０９円となり、一般管理費等を差し引き

したところ４５５会 ３７８円の利益となりまし

た。その結果、前期繰越損失額４３０会 １１３

円を差し引きし、１７会１０６円の当期未処分利

益となりました。今後も望湖台の自然を生かした

企画や地元企業と連携したイベントの開催に取り

組むとともに、一層の経営の健全化を進めるよう

努力を促してまいります。

次に、報告第８号 株式会社ふうれんの経営状

況について御報告を申し上げます。

平成２１年度第６期の経営内容につきましては、

５月２１日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２１年度は、風連本町地区第１種市

街地再開発事業の施行者として事業に取り組み、
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事業全体のおおむね８割の進捗となりました。既

に地域交流センターなどの供用が開始をされてお

り、今年度は旧ＪＡの解体と保健施設、調剤薬局

を整備をし、平成２３年３月には全体完成を見込

んでいるところです。

なお、収支面では、活動を市街地再開発事業の

業務に絞ったことにより売り上げはありませんで

したが、繰り延べ資産の減価償却を行ったことか

ら、税引き前で６会 ０６８円の損失となり、税

金８会円と前期からの繰り越し損失６会 ９０１

円と合わせて２１会９６９円の損失となりました

が、事業の清算時には収支の均衡を図るように指

導をしてまいります。

営業詳細につきましては、お手元の事業報告に

記載のとおりであります。

次に、報告第９号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスの総合

的な提供に日々努めております。平成２１年度に

おける名寄市社会福祉事業団の運営につきまして、

まず特別養護老人ホームでは質の高いサービス、

安心、安全、利用者のニーズに即した自立支援を

目標に掲げ、入所者一人一人のケアプランに基づ

いて適切なサービスを提供してまいりました。

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介

護事業では、地域の老人福祉サービスの拠点とし

て、施設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、

利用者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減に

つながるよう努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保険、福祉サービスを適切に利用できる

よう、要介護者とサービス提供事業者や行政との

調整を行ってきたところであります。高齢者世話

つき住宅生活援助員派遣事業におきましては、市

営シルバーハウジングの入居者が地域の中で自立

して安全、安心な生活を過ごせるよう生活指導、

生活相談及び緊急時の対応などの支援に当たって

まいりました。

次に、平成２１年度の収支の状況について申し

上げます。一般会計と市営シルバーハウジング特

別会計を合わせて、収入総額９会 ７５９会 ６ 

６６円に対し、支出総額は８会 ５４５会 ４５ 

５円となり、収入から支出を差し引いた ２１３

会 ２１１円を翌年度に繰り越したところであり

ます。今後とも利用者のさまざまなニーズにこた

え、施設の機能と特性を生かしながら地域におけ

る高齢者福祉を担う事業に取り組んでまいります。

以上、５件を一括して御報告させていただきま

す。よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

以上で報告第５号外〇議長（小野寺一知議員）

４件の報告を終わりますが、本日の会議終了後、

議員協議会で質疑を行いますので、お含みおきを

願います。

日程第２７ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 名寄市国民保護計画の一部変更について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１０号 名寄市国〇市長（加藤剛士君）

民保護計画の一部変更について申し上げます。

今般武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律の規定に基づき、平成１８年

度に策定いたしました名寄市国民保護計画につき

まして、別紙のとおり上位法令、関係法令、国と

道の計画に沿った修正に伴い、所要の修正を行い

ましたので、国民保護法第３５条第８項に基づき

議会に報告するものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１０号を終結いたします。

日程第２８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１１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。

報告第１１号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、市営住宅北斗団地に入居している借家

人が家賃を平成１０年３月分から滞納しており、

本人に対して再三にわたり納付催告や呼び出しを

行ってきたにもかかわらず、これらの督促に全く

応じようとせず、納付の意思が見られないことか

ら、本人に対し住宅の明け渡し及び滞納家賃等の

支払いの訴訟を提起したものであります。

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。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

少しお尋ねしたいと〇２１番（谷内 司議員）

思いますけれども、昨年の今ごろだと思いますけ

れども、昨年の今ごろも１人の方を専決処分で処

分をした経過がございますけれども、そのときに

も申し上げましたけれども、きょうの新聞にも出

ておりましたけれども、名寄、風連を合わせて１

５０件ぐらいの方が、未収の人がいるよというよ

うな形で出ていました。その中で、今回はこの方

１人なのですが、あの新聞を見ていますと１００

会円以上なのですが、この中で１年間に１人ぐら

いなのですけれども、本当に１人だけの人がこれ

の該当者になるのか。こういうことをするのに金

額的にどれぐらいの金額になったら、どれぐらい

の滞納額になればこういうような強制執行という

のですか、これをするのか。その辺がちょっとわ

かりませんから教えていただきたいのと、果たし

てこの中で、あの金額の中でどれぐらいの人が終

わって、本当に払えない人、また言葉は悪いので

すけれども、ずるをしていて払わないというので

すか。そんな人たち、昨年のときにもそれをお聞

きしたときには、そういうものをしっかり調査し

て、これからその対応をしていきますという御答

弁をいただいたのですが、それを教えていただき

たいのと、もしその中で本当のお年寄りの方で、

その家を明け渡してしまったときに、出ていった

ときにどこも行くところないとか、そういう人が

多いと思うのですが、自分でそういうことをやれ

る人はいいのですけれども、そういう人たちの対

応だとか、やはり１０年、２０年の滞納整理にな

ってくるのだと思うのですけれども、その辺を詳

しく教えていただきたいと思いますが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最初に、けさ〇建設水道部長（野間井照之君）

の地元新聞の部分について御説明を申し上げたい

というふうに思います。

私どもの２日の日の常任委員会のときに資料を

提出したのですが、この資料の説明の仕方が少し

悪かったようで、ここには１５０件というふうに

出ていますが、この名寄地区の５７件は間違いな

いのでありますけれども、風連地区の９７件が誤

りでございまして、風連地区は２３件、その他で

１６件ありまして、合わせて９６件ということで

御確認をいただきたいというふうに思います。

それと、どの程度の方が滞納をしていらっしゃ

るかというふうにお聞きだというふうに思います

けれども、現在のところ５０会円以上の方が１１

件程度ございます。

それと、こういう案件を幾ら程度になるとこう

いうふうに訴訟をかけるかというお話と福祉の関

係でありますけれども、私ども基本的には福祉の

ほうと協議をさせていただいて、どうしても住ま

う部分がない部分については福祉のほうと協議さ

せていただいて、住まいを確保したいというふう
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に基本的には思っています。ただ、今までのこの

２件は調べたところ、生活困窮者でもないという

判断から、今回の場合も福祉の部分とは相談をさ

せていただいておりません。

それから、今年度から始まる北斗、新北斗の住

みかえ住宅事業におきましても滞納者がございま

して、基本的には滞納していると住みかえが法的

には不可能だということもございまして、今年度

からこの部分をガイドラインを作成しまして、し

っかりした建てかえ計画を進めていきたいという

ふうに思っております。あわせて、この訴訟問題

に関しても計画、ガイドラインをつくっていきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいというふうに思っています。

（「また不足じゃない」と呼ぶ者あり）

今の段階では、〇建設水道部長（野間井照之君）

基本的には何ぼ以上滞納した部分には訴訟という

考え方は今のところは持っていません。ことしの

ガイドラインの中で作成していきたいというふう

に思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかりますけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、先ほど申し上げましたように昨年度のと

きも私も聞いたのですけれども、そのときに１０

５件の方が１００会円以上ですか、１０５件の方

が滞納があるのだよという報告を受けたのですけ

れども、それはないようなのですけれども、今回

はそれ違うのですが、その辺はどうなっているか

ちょっとわかりませんけれども、そのときに先ほ

ども申し上げましたようにずるをしていて払わな

い人もいるし、どうしても払えない人がいると。

それは、個別的に訪問をしてそれを見きわめなけ

ればならないだろうと。ただただ未収金が多いか

らといって、いきなりそういう形にはならないだ

ろうと。それをやっていくということなのですが、

それはもう当然１年以上たっているのですから、

その辺を訪問して、この人はどうだ、この人はど

うしても払えない、福祉に関係してそのようにな

るのか、それでなくて払わないのか、その仕分け

ができたと思うのです。それも教えていただきた

いのと先ほど申し上げましたように年金生活の中

で母子家庭の人だとか、いろいろあるのだと思う

のですけれども、その中においてもし滞納があっ

たら、３カ月以上たつとこういう人だって、当然

滞納をすると出なければならぬという規則もあり

ますから、そういう人たちをまた行き場所もない

のに出すわけにもいかないのですけれども、そう

いうお年寄りたちの対応はどのようになっている

かと先ほど申し上げたのですが、その答弁がもら

えなかったので、その辺をあえてお願いしたいの

と、当然これに対しては保証人がいると思うので

すよ、絶対に。そうしたら、その保証人との話し

合いはどのようになっているの。前回もそのとき

にも申し上げたのですけれども、保証人も含めた

中で協議をして、本当に本人が払えないものであ

るならば、保証人が立てかえて払うのは当然だと

思うのですが、そのような話し合いだとか、その

辺も含めてお願いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

１つ目の払え〇建設水道部長（野間井照之君）

る、払えないの判断なのでありますけれども、当

然電話、訪問、督促状、あわせていろんなことを

私どもも催促をさせていただいていますけれども、

なかなかその判断が難しい状況もございます。た

だ、額の問題は出てきますので、その１００会円

をという今のところは考えていますけれども、今

後その辺も含めて対応させていただきたいという

ふうに思っています。

それと、保証人の問題であります。今回の場合

は保証人が一時切れていまして、この場合は特殊

でございまして一時……立ち退きを１回していた

だいているのです。その時点で保証人が切れてし

まっていたということがございまして、今回保証

人がないということもあります。全体的には、保

証人の方とも一緒に相談をさせていただいていま

す。
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以上であります。

（何事か呼ぶ者あり）

数の部分は、〇建設水道部長（野間井照之君）

先ほど申し上げたように９７件が総体であります

ので、御理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

何回も聞くようです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、保証人はわかるのですけれども、だか

ら今回だって保証人が切れていたなんて、そんな

の言いわけになりませんよ。だって、公営住宅に

入居する以上は、どういう形であろうとも保証人

の判こやら印鑑があって、それがなければだめな

ものでしょう。それがいろいろな事情があったか

ら、保証人の任期が切れていたから、その人が保

証人いなかったと、だから話し合いできなかった

と、そういうことにはならないのですよ。それは、

しっかりやってもらわなければならないのですが、

だから先ほど申し上げた３カ月間、こういう人た

ちが出てくると、未収金が出ると、当然それに未

収金で立ち退きを請求する権利が生まれてくると

思うのです。ただ、それを何十年間も置いておく

ことになるととんでもないことになるので、その

間に３年間ぐらいたつとその時期に、前にも申し

上げたことがあるのですが、そのときはこんな高

額にならないと思うのです。ですから、３年なら

３年、３カ月なら３カ月でいいのですけれども、

その時期が来たときに払ってもらう、未収金が出

たときにそこへ行くなりなんなりして話をしてそ

れなりにしていけば、そしてそのときに保証人い

るなら保証人も立ち会いの中で話し合いをしてい

けば、こんな高額にならぬうちにまだもらえる見

込みがあると思うの。それを督促を出したから、

はがきを出したから、電話をしたからと言ったっ

て、お金の払わない人間の人がはがきや何かが来

たからといって、はいと対応するとは思えません。

当然訪問なりなんなりをしていかなければだめだ

と思うのですが、その時期から、こんな高額にな

る前の対応が大事だろうと、私はそう思うのです。

ですから聞いているのです。だから、保証人との

話し合いはどのようになっているのですかと聞い

ているのですが、話し合いはしていますと言うの

ですから。だから、もう少し、５０会円も１００

会円もならないうちに、３カ月たったらなったっ

て１０会円以下ぐらいなものでしょう。その時期

からやはり協議をするなりなんなりしていかなか

ったら、それは大きくなったから、協議したけれ

ども、払わぬから強制執行で裁判所においてそう

だろうと、そんなことでないのです。そんなこと

でしっかりやってもらわなければいけないのと、

その辺をお願いしたいのと先ほど申し上げたよう

に年寄りの人、仕分けができていないのでしょう、

まだ。払えるか払えないかと。その中にでも本当

に年寄りの方で、母子家庭の人だとかひとり暮ら

しがいると思うのです。その人たちがもし未収金

になったときに、あなた払えないから出ていきな

さいと言ったって、そういう年寄りの人を追い出

すことはとっても私自身も忍びがたいことであっ

て、そのようなときには、そういったときにどの

ような対応をするのかというのをこれで３回聞い

ているのですけれども、まだ答えていただけませ

んので、お願いいたします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

なかなかこの種の滞納〇副市長（中尾裕二君）

整理につきましては、一律に金額だけでというこ

とにもならないということも承知をしておりまし

て、それぞれ事情があって滞っているということ

でございますので、それぞれの事情を伺いながら

納めていただく、こういう交渉をしているところ

でありますが、しかし残念ながらこれまで長い期

間を私どもの手続上といいますか、取り扱いの落

ち度ということもありまして、１００会円を超え

る滞納者もいるということであります。これらに

つきましては、納めていただく意思があるかどう

かということも含めて、悪質かどうかということ

で今回はこうした処分をさせていただきました。

御指摘のとおり、数カ月滞る段階での早目の手だ
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てということがこうしたことを防ぐということは

重々肝に銘じておりますので、今後はそうしたぜ

ひ徹底をしていきたいと思っておりますし、また

住まいを失って次の住まいをという市民の問題に

つきましては、住宅の問題と切り離しまして、福

祉サイドのことで今後の市民としての生活が立ち

行くような協議もぜひ進めさせていただきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１１号を終結いたします。

日程第２９ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１２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。

報告第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、平成２２年２月２４日午後５時５０分

ごろ、名寄市西１条南２丁目１番地の名寄市が所

有管理しております名寄市役所旧自動車整備工場

屋根からの落雪により隣接する駐車場に駐車して

いた相手方車両を破損したものです。過失割合は

本市が１００はであり、相手方車両の修理代とし

て本市が３３会 １２７円を負担することで示談

が成立し、和解をしたところであります。

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。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

ちょっとお尋ねしま〇２１番（谷内 司議員）

すけれども、この件について、これは屋根の雪の

落雪により車、それからその次にもありますよう

に壁を物置をおっつけたというのですが、当然こ

こに車なりを駐車するスペースがあるところであ

りますと、道路に面したところについて物置、車

庫、その他については当然雪どめをしなければな

らぬと法律上で決まっていると思うのです。道路

あたりに屋根の雪が落ちたときに人身被害が起き

ることによって、そこに落雪防止の雪どめですか。

ああいうものをしなければならないことになって

いると思うのですが、このようなことはこの施設

の中でされていないのか、されてあったのかをお

伺いしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車庫の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、東西に雪が落ちる仕掛けになっており

まして、駐車場はそれの北側ということでありま

したので、通常の管理としましては西側の部分の

雪だめスペースのところを排雪をしまして、雪が

直接駐車場のほうに流れていかないような対応を

とっておりました。今回は２月１３日に排雪をし

まして、雪が落ちてきても大丈夫なようにという

ことで例年の対応で処理をしておりましたけれど

も、例年よりも雪が多かったことと一気に暖気が

来たこともありまして西側に落ちて、なおかつ北

側のほうに雪が流れていきまして、駐車場スペー

スにとめてありました方の車を破損をさせてしま

いましたので、そこについては通常から雪どめは

つけておりませんでした。そこは、排雪と屋根の

雪おろしも含めて適切な管理を通常やっておった

のですけれども、今回はちょっと時期の関係もあ

りまして屋根の雪おろしが不十分だったためにこ

の種の事故が起きました。

それから、旧中央保育所とホビーセンターの関

係につきましては、東側のほうに雪が落ちまして、

直接道路には面していないのですけれども、裏側

になりますホビーセンターの利用者の方々が持っ

ていました機材庫を直撃しまして、一部はホビー
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センターにも直撃をしまして破損をさせました。

これも通常でありますと、屋根の雪おろしをした

りして対応しておったのですけれども、そういう

こともありまして雪どめはそれぞれの施設等はつ

けておりませんでしたので、通年の管理としては

適切な時期に屋根の雪おろし等はやっていたので

すけれども、今回は例年の雪の量の多さが違って

いたことと暖気が一遍に来たということも含めて

管理が十分でなかったというふうに思っておりま

すので、この辺は徹底させていただきまして、こ

のような事故の起きないような形の対応をしてま

いりたいというふうに考えております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、やっぱり北海道ですから、いつ雪が降

るかわかりませんし、こんな年もあるだろうし、

もっともっと雪の多いときもあれば少ないときも

あると思うのですが、やはりそういう損害で何十

会円も支払いするのですから、そういうことが起

きてしまったらうまくないので、やはりそこに雪

が落ちないように、そういうのを雪どめというの

ですか。ああいうものをみんなつけているのです

けれども、住宅あたりでも道路に面したところに

はみんなそれぞれ雪どめをつけて、適正にたまっ

たときに雪をおろすという形をとっているのです

から、こういう公共施設の中でそういうことを対

応していても雪が多かったから、それがなってし

まったというのではなくて、初めからそういうも

のをつけて、そういうのがないように会全を期し

たほうが私はいいと思うのですが、そういうこと

をする考えはあるのかないのかお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車庫の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、相当老朽化しておりますので、いつま

で使っていくかという問題もあります。今谷内議

員の指摘された部分につきましては、経費の関係

も確認をさせていただきまして検討してまいりた

いというふうに考えております。

なお、旧中央保育所の関係につきましては、放

課後児童対策の施設として利活用することを考え

ておりますので、雪どめの関係につきましては、

そちらも含めて経費の関係も相談させていただき

まして検討してまいりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１２号を終結いたします。

日程第３０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１３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。

報告第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、本年２月２７日から２８日の間に名寄

市西２条南２丁目１３番地１の名寄市が所有管理

しております旧中央保育所東側屋根からの落雪に

より相手方所有のプレハブ物置の壁及び棚等を破

損し、損害を与えたものであります。過失割合は

本市が１００はであり、修繕代等として本市が２

６会 ４８０円を負担することで示談が成立し、

和解したところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１３号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求
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めること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。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

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、平成２２年９月３０日をもって

山崎博信委員及び佐藤源嗣委員が任期満了となっ

ております。

本件は、人権擁護委員の候補者として再度佐藤

委員を推薦し、また新たに村上勝浩氏を推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

日程第３２ 請願を〇議長（小野寺一知議員）

議題といたします。

本日までに受理した請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり所管の経済委員会に付託いたし

ましたので、御報告を申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、６月５日から６月１４日ま

での１０日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、６月５日から６月１４日までの１０日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべ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。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時５０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 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 木戸口 真


