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平成２２年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２２年２月２６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２１年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市自治基本条例の制定につい

て（名寄市自治基本条例審査特別委員

会報告）

日程第４ 平成２１年第４回定例会付託議案第２

号 ふうれん地域交流センター条例の

制定について（総務文教常任委員会報

告）

日程第５ 平成２１年第４回定例会付託議案第８

号 名寄市病院事業診療報酬及び介護

報酬徴収条例の一部改正について（民

生常任委員会報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 名寄市犯罪のない安全で

安心な地域づくり条例の制定について

日程第８ 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

日程第９ 議案第３号 名寄市職員定数条例の一

部改正について

日程第10 議案第４号 名寄市職員の給与に関す

る条例等の一部改正について

日程第11 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第６号 名寄市風連地区施設使用

料徴収条例の一部改正について

日程第13 議案第７号 名寄市風連福祉会館条例

の一部改正について

日程第14 議案第８号 名寄市特別養護老人ホー

ム条例の一部改正について

議案第９号 名寄市在宅老人デイサー

ビスセンター条例の一部改正について

議案第１０号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第15 議案第１１号 名寄市高齢者自立支援

事業条例の一部改正について

日程第16 議案第１２号 名寄市重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について

日程第17 議案第１３号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第18 議案第１４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19 議案第１５号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第20 議案第１６号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第21 議案第１７号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第22 議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第23 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第24 議案第２０号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第25 議案第２１号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第26 議案第２２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第27 議案第２３号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第28 議案第２４号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算
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日程第29 議案第２５号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第30 議案第２６号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第31 議案第２７号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第32 議案第２８号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第33 議案第２９号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第34 議案第３０号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第35 議案第３１号 平成２２年度名寄市一

般会計予算

議案第３２号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３３号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第３４号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３５号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３６号 平成２２年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３７号 平成２２年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３８号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３９号 平成２２年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第４０号 平成２２年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第４１号 平成２２年度名寄市病

院事業会計予算

議案第４２号 平成２２年度名寄市水

道事業会計予算

日程第36 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第37 報告第２号 専決処分した事件の報告

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 平成２１年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市自治基本条例の制定につい

て（名寄市自治基本条例審査特別委員

会報告）

日程第４ 平成２１年第４回定例会付託議案第２

号 ふうれん地域交流センター条例の

制定について（総務文教常任委員会報

告）

日程第５ 平成２１年第４回定例会付託議案第８

号 名寄市病院事業診療報酬及び介護

報酬徴収条例の一部改正について（民

生常任委員会報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 名寄市犯罪のない安全で

安心な地域づくり条例の制定について

日程第８ 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

日程第９ 議案第３号 名寄市職員定数条例の一

部改正について

日程第10 議案第４号 名寄市職員の給与に関す

る条例等の一部改正について

日程第11 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第６号 名寄市風連地区施設使用

料徴収条例の一部改正について

日程第13 議案第７号 名寄市風連福祉会館条例

の一部改正について

日程第14 議案第８号 名寄市特別養護老人ホー

ム条例の一部改正について

議案第９号 名寄市在宅老人デイサー

ビスセンター条例の一部改正について

議案第１０号 名寄市介護保険条例の
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一部改正について

日程第15 議案第１１号 名寄市高齢者自立支援

事業条例の一部改正について

日程第16 議案第１２号 名寄市重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について

日程第17 議案第１３号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第18 議案第１４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19 議案第１５号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第20 議案第１６号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第21 議案第１７号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第22 議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第23 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第24 議案第２０号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第25 議案第２１号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第26 議案第２２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第27 議案第２３号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第28 議案第２４号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第29 議案第２５号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第30 議案第２６号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第31 議案第２７号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第32 議案第２８号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第33 議案第２９号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第34 議案第３０号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第35 議案第３１号 平成２２年度名寄市一

般会計予算

議案第３２号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３３号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第３４号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３５号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３６号 平成２２年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３７号 平成２２年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３８号 平成２２年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３９号 平成２２年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第４０号 平成２２年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第４１号 平成２２年度名寄市病

院事業会計予算

議案第４２号 平成２２年度名寄市水

道事業会計予算

日程第36 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第37 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２６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 佐 藤 靖 議員
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２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 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

２０番 川 村 正 彦 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（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

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 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 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 山 内 豊 君

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

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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〇議長（小野寺一知議員） ただいまより平成２

２年第１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。

〇議長（小野寺一知議員） 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８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

１８番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

〇議長（小野寺一知議員） 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１６日まで

の１９日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 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１

６日までの１９日間と決定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３ 平成２１

年第４回定例会付託議案第１号 名寄市自治基本

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。

名寄市自治基本条例審査特別委員会、岩木正文

委員長。

〇名寄市自治基本条例審査特別委員長（岩木正文

議員） 議長の指名をいただきましたので、平成

２１年第４回定例会において名寄市自治基本条例

審査特別委員会に付託されました付託議案第１号

名寄市自治基本条例の制定につきまして、委員

会における審査の経過並びに結果を報告いたしま

す。

委員会は、平成２１年１１月３０日、１２月１

８日、平成２２年１月２２日、２月２日の４回に

わたり開催いたしました。

２回目の実質審査では、佐々木総務部長ほか担

当者の出席のもと、条例の制定経過、逐条解説を

詳細に受けました。

３回目の審査は、資料要求のあった市民懇話会

の答申との比較について、さらに前文を置く市条

例と前文の考え方等について説明を受けました。

１８条第１項中「基き」とあるところを「基づ

き」と「づ」を入れる修正案が出され、第１８条

第１項を修正することを決定いたしました。その

後、第１章より質疑に移り、各委員より出された

主な質疑では、市民と議会と市のあり方について

定義の部分で多くの質問がありました。

条例案では、市長等と議会が一緒になっている

と受けとめられるのではないかと危惧する。議会

と市が一つで市政を運営している、市民は別にあ

るというイメージを与えるのではないか、市政に

議会が入っていることがいいのか、議会と市長等

を一つにすることで全体に無理が生じる等の議論

経過は等の質問があり、条例案では市政は市政に

加えて議会が担う政治の部分をあわせ持つと考え

ている。名寄市行政と政治を市政と位置づけ、そ

こを担うのが行政と議会と位置づけて市と整理し、

執行機関が担うのが行政と整理した。市と市民と

議会が区別されている答申案では、主語と中身の

一体性が整理し切れないところがあり、それを市

民懇話会答申の趣旨にのっとり議会と行政機関を

あわせて市とまとめて整理した。基本的には、市

イコール市政運営の担い手として議会と市長等と

いう形で提案したと答弁がありました。

第２章の質疑では、コミュニティー自治と住民

自治の整合性について、市民懇話会が市及び住民

を条例案では市民及び市と入れかえた理由は、市

民懇話会の互いに対等な立場が条例案より削除さ

れている等の質問に対し、コミュニティー自治は

住民の足元、地域という特性を生かしてのコミュ

ニティー自治をあらわしている。地方自治の本旨

である住民自治と整理している。市民が主体のま
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ちづくりであることから、主体と他のものが並ぶ

ときには主体である市民を先にした。市民懇話会

の趣旨は、市民、議会、行政がしっかり連携協力

することであることから、条例も相互理解のもと

にしっかりと連携協力を図るとしたという答弁が

ありました。

第４回目の審査では、第３章よりの質疑を行い、

まちづくりに参加する権利は外国人、未成年も含

むとの解釈が可能になるのか。第２６条、住民投

票の第２項で別に条例で定めるということは、選

挙権のない子供も含まれるのかとの質問に対し、

条例案第２条で定義している。そこに外国の方が

かかわれば市民となると考えている。住民投票参

加できる者の資格は、それぞれの議案に応じて別

に条例で定めるとの答弁でした。

さらに、第３３条、コミュニティー支援で市民

懇話会答申の第３項が削除されている、議論経過

はとの質問に対して、市民懇話会の議論の趣旨、

第２条の定義で具体的に示しており、住民自治を

進めるためにはコミュニティーの場が重要と第７

章にも規定されている。自主性、自立性の自治を

重視されていて、第３３条はみずから進んでコミ

ュニティーによる住民活動を進めていくというこ

とから整理したとの答弁でありました。

休憩を挟み、議会基本条例第５章第１１条、自

由討論による合意形成の第２項に基づき委員間に

よる審査を行いました。各委員より２０項目以上

にわたり活発な意見が出されました。この条例を

単なる理想条例に終わらす意思はないはず、そこ

はしっかり認識し合う必要がある。実行できるか

は、施行後に行政、議会、市民を含めて一歩が始

まる。関連条例について、既にできている条例は

整合性を図り、改正条例を出す、あるいはないも

のは条例化していく等の議論がこの先にある。議

会の役割、責任は大きいとの認識をしっかりとあ

わせていくことに意見が集約されました。

以上、議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た名寄市自治基本条例の制定については、第１８

条第１項中「理念に基き」を「理念に基づき」と

「づ」を入れる一部修正を全会一致で可決すべき

ものと決定し、修正部分を除く部分は原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。

最後に、この条例の制定がゴールではなく新た

なるまちづくりへのスタートとなることを再認識

し、議員はもとより行政、市職員もこの条例をし

っかりと実行していく意識を持って取り組み、市

民に理解を得られるよう説明をしていくことが大

切であります。議員は、この条例を通してあすを

見詰め、市民と心一つに夢開き、目指せ変革のア

スリートとして立ち向かうことが大切であると申

し添え、以上付託議案の審査経過並びに結果につ

いての報告といたします。

〇議長（小野寺一知議員） これより、委員長報

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２１年第４回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第４ 平成２１

年第４回定例会付託議案第２号 ふうれん地域交

流センター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。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員） おはよ

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２１年第４回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第２号 ふうれん地
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域交流センター条例の制定につきまして、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、２月２日及び１５日の２回にわたり、

山内教育部長を初め担当職員の出席を願い、本条

例の内容などについて詳細に説明を受けた後、慎

重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、この４月に開設されるふうれん

地域交流センターの設置に関し、必要な事項を定

めようというものであります。

審査１回目の委員会で各委員から出されました

主な質疑では、従前の風連福祉センターは低額で

使いやすい施設であった。また、母と子と老人の

家も同様であったが、今回の条例案では高くなっ

たという声があり、負担増となっているのではな

いかに対しては、利用者説明会では設置に対して

の意見はあったが、使用料については特に意見は

なかった。よりよいものをつくるという視点で理

解をいただけたと思うと答弁がありました。

また、第３条、開館時間及び休館にかかわり、

他の類似施設に比較して夜間の利用申請状況に応

じて開館時間が変更になるということで利用者に

戸惑いを与えないのか、定期休館日はなぜ設けな

いのか、さらに第７条関係の別表第１にかかわり、

使用料の時間単価では午前、午後、夜間では差異

があるのではないかなどの質問に対しては、利用

者は事前に申し込んでおり、戸惑いはないものと

考える。風連地区では、１月１日に新年交礼会を

例年開催しているし、地域交流センターはまちの

真ん中にできる施設であるので、土日に関係なく

利用していただくことで風連地区の活性化に役立

てたいし、型にはまった施設運営ではなく地域の

人に利用いただける施設を目指したい。使用料に

ついては、電気代を換算するなど市民文化センタ

ーを基準に算定したなどと答弁がありました。し

かし、使用料設定の算出基準となる維持管理デー

タ、利用目標などの基礎資料が示されず、行財政

改革の見直し作業の中で公共施設の使用料の算出

基準について協議中であり、現状において適正と

思われる文化センターを参考に算出したという答

弁に終始したことから、委員会としては次回の委

員会に過去の施設維持管理費を含めて基礎資料の

提出を求めたところです。

２回目の委員会では、建設中のふうれん地域交

流センターなどを視察した後、前回の委員会で資

料要求をした使用料設定についての説明が行われ、

風連福祉センターでは平成２０年度で３６７万

２１９円の運営費及び維持管理費に対し、使用

料収入は２０万６７０円であり、収入比率は

５％であったこと、地域交流センターでは１９

４万０００円の運営費及び維持管理費を設定し

ているのに対し、利用は２２年度で３万人を見込

み、現状福祉センター同様の使用料を設定した場

合、使用料収入見込みは２３万５３０円、市民

文化センター水準で４０万円、総合福祉センター

水準では７５万９５２円となることなどが報告

されました。

この後、山内部長、関係職員の同席をいただき

ましたが、議会基本条例第５章第１１条、自由討

議による合意形成の第２項に基づき、委員間によ

る審査を行いました。

この中では、使用料が現行の約５倍となるこ

とに強い懸念が示され、負担軽減を求める意見が

出る一方、利用者の利便性を高めるため午後の時

間帯を分割する意見もありましたが、行財政改革

協議の中で十分にこれら意見について検討するこ

とを求めたところです。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第２号 ふうれん地域交流センター条

例の制定につきましては、全会一致で原案どおり

可決すべきものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

〇議長（小野寺一知議員） これより、委員長報

告に対する質疑に入ります。御発言ございません
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か。

川村正彦議員。

〇２０番（川村正彦議員） ただいま委員長報告

をいただきました。若干の委員長報告に対する質

問をお願いしたいと思います。

まず、今委員長報告にもございましたけれども、

従来の風連地区では公共施設の年間使用券という

ことで年間２００円でございます。一定の施設

に限度がございます。全部ではございません。そ

れも３０人以上の団体だと０００円でいいです

よということで、文教、体協あるいはいろんなサ

ークルは年間実質０００円払えばどの施設も…

…限定的です。スキー場なんかは別でしたが、ほ

とんどの施設は０００円で使えたという安過ぎ

たという実績もございます。これは、当然計画と

いたしまして、今までただだった公共施設に何ぼ

かわずかでも住民の皆さんに御負担をいただきた

いというようなことで苦肉の策であったわけでも

ございます。それが数年経過して、今現況は福祉

センターはそのような経過であったというような

ことから見ますと、サークルによりますが、少人

数の１０人程度のサークルがこの規定どおりの料

金で払いますと、今までの２倍から場合によって

は４倍程度の負担増になるということで、それは

委員会の中でも御検討されたという委員会報告が

ございましたけれども、これに対してまた減免と

か、そういうことについては委員会規則で決める

ということになっておりますけれども、それに対

する具体的な方針、方向性あるいは料金水準につ

いてはお示しをいただかないまま結審をしたとい

うような委員長報告でありましたけれども、それ

は今後どのような経過で住民のある程度の納得い

く料金体系におさまるという御判断を現時点でな

されているのか。とりあえずその２点について、

補足的な御説明があればお示しをいただきたいと

思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤靖委員長。

〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員） ただい

ま川村議員のほうから御質問がありましたけれど

も、使用料の減免についてはお手元の提出議案の

第９条、使用料の減免の中で、市長は教育委員会

規則で定める事由があるときは減免ができるとい

うことで、具体的にその内容については委員会内

では協議はしておりません。ただ、旧風連福祉セ

ンターの場合は社会教育施設ということもありま

して、それぞれ教育委員会に登録をされて利用さ

れていたという意味でこの適用がされるのではな

いかということがあるというふうに判断をさせて

いただきました。

また、現行使用料に比べて５あるいは４倍ま

で膨れ上がるということでありますけれども、こ

れも委員会の審査報告の中で述べさせてもらいま

したとおり、今行財政改革の中で社会教育施設を

含めていろんな施設の使用料あるいは時間帯につ

いて協議をしていくという過程であります。そう

いう意味では、最後にこの２点については委員会

の中で議論があって、しっかり議論をしていただ

きたいということは同席をいただいた山内教育部

長も含めて委員会としては強く要望をしたところ

であります。改めてそれをつけると附帯意見とい

うふうになるものですから、委員会報告の中に盛

らせていただきましたけれども、その２点につい

ては、時間帯及び使用料についてはしっかり議論

いただきたいということで御理解をいただきたい

と思います。

〇議長（小野寺一知議員） 川村正彦議員。

〇２０番（川村正彦議員） ありがとうございま

した。そのようなことで問題提起はされたのです

が、方向性がまだ見えない中でこの条例本体、私

も条例本体の基準を定めるについてはもちろん異

論がないわけでございますけれども、例えば風連

町民の皆さん、先ほど委員長報告からも使用者の

皆さんからは特に御意見がなかったという報告も

あって、行政側はそういう判断だという委員長報

告もございましたけれども、これは当然でありま

して、これからこういう組織になりますよと言い
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ましたけれども、使用料が大体これぐらいの水準

になりますよとか、そういう説明は一切ないわけ

ですから、住民から特に出るわけはないですよね。

まさかこれが３倍、４倍に急に、再開発をやって

立派になってよかったねと言った後から使用料が

３倍ですよ、４倍ですよなんていうようになると

思うはずがありませんから、異論が出るわけもな

いので、これはこれから利用者の皆さんに相談す

るといろんな御意見が出るというふうに思います

し、委員会の中では行財政改革の名寄市全体の負

担も含めた中での検討だというようなことでござ

いますから、十分に検討されるべきだと思います

が、当座は委員会規則の中で基準は基準で結構だ

というふうに思うのですが、例えば午後の１時か

ら４時まで借りますと３時間ですね。１時から４

時、３時間借りますと１時間程度の会議で使って

も３時間を根拠にした使用料を払うということで

すね。冬期間だと、それに３時間分の暖房費まで

払うと。これは、いかにもお役人が決めるのはわ

かりますけれども、本当にコミュニティーの地域

の交流センターだよというところの料金設定とし

てはまことに優しくないと、使い勝手が悪過ぎる

というふうに考えておりますので、委員会規則、

細則、実際の運営については十分その点も考慮さ

れて、使用者の意見も十分聞かれた中で、喜んで

皆さんに使っていただける、料金設定としても使

っていただける施設にぜひ努力を行政としてもし

ていただけるように私は考えておりますが、委員

長、何かつけ加えることがございましたら御発言

をいただいて終わらせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤靖委員長。

〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員） 条例に

ついての審査は、当委員会で付託を受けましたけ

れども、委員長として個別にその案件について答

弁をするということにはならないというふうに思

います。ただ、委員長報告で述べましたとおり、

行財政改革の中ではその辺も含めてしっかり議論

いただきたいということで要請をしていることだ

けで御理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） ほかに質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 以上で質疑を終結い

たします。

正副委員長は自席へお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２１年第４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。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第５ 平成２１

年第４回定例会付託議案第８号 名寄市病院事業

診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部改正につい

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。

〇民生常任委員長（佐藤 勝議員） おはようご

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成２１年第４回定例会付託議案第８号 名寄市

病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部改

正について、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、病院事務部長を初め担当職員の出席

を願い、平成２１年１２月２４日、平成２２年２

月５日の２回にわたり開催し、資料も含め詳細な

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、平成２２年４月から名

寄市立総合病院においてセカンドオピニオンを行

うに当たって、相談料の徴収のための条例改正で

す。セカンドオピニオン外来開設に当たって、相

談時間は３０分から１時間限り、電話による完全

予約制とする形式で、相談料は３０分まで１万５
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００円、３０分を超え４５分まで１万７５０円、

４５分を超え６０分まで２万０００円の３段階

で設定、料金設定の根拠は外来稼働額、医師１時

間当たり単価２万１８９円に依拠しており、１

時間当たり２万０００円とするものであります。

また、開設の目的として、病院機能評価の１項

目としてセカンドオピニオン外来の開設が求めら

れており、年間当たりの件数は他の病院の状況か

ら数件程度を想定、効果として１、第２の意見を

聞くことにより患者さんが納得し、ファーストの

主治医の診断も納得し、相互の信頼関係につなが

る。２、セカンドオピニオンの側からすると、新

しい治療法を提示することで、もとの主治医の治

療法にも役立つ。３、ファースト、セカンド双方

の意見が一致すれば、患者さんが安心してその治

療に取り組むことができ、結果として医師と患者

の信頼関係が築かれるなどが挙げられるとの担当

者からの説明でありました。

各委員から出されました主な質疑では、セカン

ドオピニオン利用の患者はどういうケースがある

かについては、他の病院で治療を受けているが、

効果がない、悪化している等の患者が専門意見等

を求めてくるケースが多いとの答えでありました。

患者として担当医師への遠慮もあり、難しい一

面があるのではと思うが、実際に丁重な対応がで

きるのかどうか、アメリカから入ってきた制度で

日本人の心情になじむのかどうか、病院側の意思

統一はできていても患者側からすると遠慮、恐れ

多いという心配があるのではないかに対しては、

実際の対応としては医療支援相談室で電話を受け、

詳しい話を聞いて看護師が院長または副院長に伝

え、院長、副院長が専門医長を選んで対応してい

く流れになる。セカンドオピニオン外来開設につ

いては、医長会議で院長から説明し協力依頼をし

ており、若い医師はその教育も受けており、医局

会等で患者側の心配の払拭を図っていくことで支

障はないと考えているとの答弁がありました。

かかりつけ医師の資料を持参して相談する際、

かかりつけ医師の診断と大きく違うという例はあ

るかとの質問には、セカンドオピニオンは資料に

基づいて判断をする。患者を診察するわけではな

い。資料を見て治療が適切か判断し、他の治療方

法もお知らせする。患者は、それをかかりつけ医

師に知らせるとの説明がありました。

名寄市立病院の患者が他の病院のセカンドオピ

ニオンを受けたいという事例の対応について、さ

らに市内開業医との関係、開業医のセカンドも想

定しているかについては、市立病院の患者が他病

院のセカンドオピニオンを求める場合は、必要な

資料は実費で提供する。市内の病院とは、セカン

ドオピニオンというより実際の診察において紹介

依頼があるということで、セカンドオピニオンと

は少し違うと考えるとの答弁がありました。

完全予約制だが、電話予約等のシミュレーショ

ンはできているのかの質問には、正式にはまだだ

が、インターネットでの申し込みも含め、患者側

の負担にならない方法で詰めていくとのことであ

りました。

料金については、道内の病院では若干高目の感

はあるが、人件費を下回っていることを計算する

とこの程度かなとの認識はあるについては、専門

的な意見を言って患者さんに安心していただくと

いうことで理解をお願いしたいとの答弁がありま

した。

最後に、４月１日実施の予定だが、市民周知の

方法についてはとの質問に、昨年１１月から試行

しており、４月１日からは実施ということで料金

が発生するので、市広報、各外来、ホームページ

等で周知していくとの答えがありました。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た平成２１年第４回定例会付託議案第８号 名寄

市病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部

改正につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いた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。
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〇議長（小野寺一知議員） これより、委員長報

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２１年第４回定例会付託議案第８

号は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第６ これより

行政報告を行います。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） おはようございます。

本日、平成２２年第１回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

（平成２２年度の予算編成）

平成２２年度の予算編成について申し上げます。

国の平成２２年度予算は、「コンクリートから

人へ」「新しい公共」「未来への責任」「地域主

権」「経済成長と財政規律の両立」の基本理念の

下で編成され、特に子育て、雇用、環境、科学・

技術に重点がおかれました。

一方、地方財政対策については、地域主権の確

立に向けた制度改革に取り組むとともに、財源不

足が過去最大規模に拡大すると見込まれるなか、

地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、

地方財政における所要の財源が確保されました。

地方財政計画の規模は８２兆２６８億円で、

前年度比マイナス５パーセントの伸び率となり

ました。このうち、地方交付税は１６兆９３５

億円が確保され、これに臨時財政対策債を含めた

実質的な地方交付税は２４兆００４億円となり、

前年度比１３パーセントの大幅な伸び率となり

ました。また、地方交付税の中に、歳出の別枠加

算として「地域活性化・雇用等臨時特例費」が創

設されるなど、地方の厳しい財政事情に一定の配

慮がなされました。

名寄市の平成２２年度各会計予算は、骨格予算

となりますが、地域経済や雇用の安定などを考慮

し、継続事業については、できるだけ多くの事業

を盛り込んで予算編成いたしました。

主な事業では、風連地区市街地再開発事業にお

ける国保診療所及び総合支援施設の取得、風連中

学校施設等整備事業、北斗・新北斗団地建替事業、

消防施設等整備事業、命のカプセル設置事業など

を盛り込みました。

一般会計の予算案は、１８６億９７０万７千

円で、前年度比マイナス５パーセント、１３億

２４４万７千円の減額となりました。

９つの特別会計予算案は、前年度比マイナス

０パーセントの７６億６５６万１千円、企業会

計予算案は、前年度比マイナス１７パーセント

の１０１億３２５万７千円となり、全会計の総

額で前年度比マイナス５パーセントの３６５億

９５２万５千円となりました。

また、風連特例区会計の予算案は、前年度比１

９パーセント減の２９７万７千円となりまし

た。

財源調整的に、財政調整基金を３１９万９千円、

備荒資金組合超過納付金を１億０００万円、そ

れぞれ取り崩し又は支消して予算編成いたしまし

た。骨格予算であることを考慮しても、取り崩し

等による繰入額は、必要最小限に抑えることがで

きたものと考えています。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

（交流活動の推進）

次に、国内交流について申し上げます。

本年度の「名寄市・杉並区中学生交流会」は、

１２月２６日から３泊４日の日程で、名寄市から

１２人、杉並区から２５人の生徒が参加し、市立

大学の学生ボランティアの協力を得て、本市を会
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場に開催されました。

参加した生徒は、ウォークラリー、カーリング、

スノーキャンドルやアイスクリーム作りなど、本

市の冬を通じた交流により友情を深めました。

次に、ふるさと会交流について申し上げます。

今年度の東京なよろ会スキーツアーは、本日か

らの東京工業大学関係者のツアーを含め、５コー

スで２２７人の参加となり、旧名寄市において昭

和６１年から実施されてきたこのツアーは、今年

度で延べ９８回、９２８人の参加をいただいた

ことになります。

訪れた皆さんには、ピヤシリスキー場の雪質を

満喫していただいているほか、北国の味覚や魅力

も堪能していただいており、今後のツアーにつき

ましても、カーリング体験やなよろ市立天文台

「きたすばる」での星空観察などを組み入れ、本

市のＰＲ、情報発信に一層努めてまいります。

（広域行政の推進）

次に、定住自立圏構想について申し上げます。

昨年末に閣議決定された「新成長戦略」の６本

の柱の一つである「観光立国・地域活性化戦略」

において定住自立圏構想の推進が盛り込まれまし

た。

上川北部地区広域市町村圏振興協議会では、定

住自立圏構想に関する調査・研究を進めてきまし

たが、２月５日の宗谷線副市町村長会議、２月１

２日の宗谷線市町村長会議において、士別市と本

市が複眼型の中心市としての役割を担うことにつ

いて、確認をいただいたところです。

今後は、本市と共に中心市となる士別市をはじ

め関係町村との連携を進め、本構想を推進してま

いります。

（効率的な行政運営）

次に、事務・権限の委譲について申し上げます。

本市においては、地域主権型社会を見据え、住

民サービスの向上や活力ある地域社会づくりにつ

ながるものとして、平成２２年度で介護保険法に

基づく事務など、北海道から９０の事務・権限の

委譲を受ける予定です。

特に、パスポート事務については、現在、毎月

２回の上川支庁移動窓口が開設され、近隣町村住

民の皆さんも含めて申請・交付が可能となってい

ますが、本市が権限委譲を受けることにより、窓

口での対応が名寄市民に限定されてしまうことか

ら、周辺町村住民の皆さんの利便性が低下する懸

念もあり、これまで権限委譲を見送ってきたとこ

ろです。しかし、北海道からの働きかけにより、

近隣町村が権限委譲を受け、さらに本市に事務を

委託することで、これまでどおりの対応が可能で

あることがわかり、近隣町村との協議を調え、本

年７月からの事務委譲を予定しているものです。

具体的には、下川町から道内では初めてとなる

パスポート事務の委託を受け、市民のほか下川町

民も市役所開庁日での事務手続きが可能となり、

これまで以上に利便性の向上が図られます。

今後も、住民サービスの向上につながる事務・

権限の委譲については前向きに取り組んでまいり

ます。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”

（健康の保持増進）

次に、新型インフルエンザ対策について申し上

げます。

昨年１０月中旬から全国的に猛威を振るった新

型インフルエンザですが、１２月に入ってから流

行は下火となり、第１波の流行は、ほぼ終息した

との見方もされています。

ワクチン接種については、回数の見直しやスケ

ジュールが前倒しされ、１月２２日からすべての

方が接種可能となりました。本市においても、全

額または一部助成により積極的に予防対策を推進

してまいりましたが、幼児や小中学生については、

国で決められたスケジュールに基づき接種が可能

となった時期には、感染者が予想以上に多く、さ

らに、流行が早期に下火になったこともあり、現

在は接種希望者が少ない状況となっています。

流行期を早期に脱することができたのは、一人
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ひとりの手洗いやうがいなど、予防対策の浸透が

要因と考えられます。引き続き予防対策の徹底に

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。

昨年１１月、財団法人日本医療機能評価機構に

よる「病院機能評価」を受けました。今回は、平

成１１年・１６年に続き３度目となりますが、評

価基準がバージョン６となり、大項目で６０項目、

中項目で１７７項目、小項目で５８０項目につい

て、３日間に亘り７人の評価員による審査が行わ

れました。評価結果は４月中にも出されますが、

今後も地域社会及び地域の皆さんに信頼される病

院として更なる努力を続けてまいります。

次に、医業収支状況について申し上げます。

昨年度に策定した「名寄市立総合病院改革プラ

ン」を踏まえ病院事業を進めてまいりましたが、

昨年４月から１２月までの収支状況については、

医業収益において、入院におけるＤＰＣ（包括医

療制度）の導入効果が入院単価のアップとなって

現れ、さらに医業費用でもジェネリック薬品の採

用率を高めたことで、経費の削減につながってい

ます。

しかしながら、医業収益の大きな要因となる入

院患者数は、前年対比４パーセントの減少とな

り、病床利用率も低下しています。原因はＤＰＣ

導入により、検査の一部が外来へ移行したため入

院期間が短縮しております。さらに分析を進め、

有効な経営戦略を検討してまいります。

医療を取り巻く厳しい状況は引き続いています

が、今後も地方センター病院としての役割を果た

して行けるよう努めてまいります。

“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。

市内大型店４店の協力により、レジ袋の有料化

を実施してから１年が経過いたしました。昨年１

１月２１日、大型店４店において市・名寄消費者

協会・環境衛生推進員協議会の３者による減量化

・マイバッグ使用マナーの啓発活動を実施いたし

ました。有料化以前は２５パーセントだったマイ

バッグの持参率は現在、８５パーセントを超える

状況となっています。

今後も、ごみの減量・リサイクルの推進に対す

る啓発活動を一層推進してまいります。

（消防）

次に、消防事業について申し上げます。

平成２１年中の火災件数は１２件で前年比３件

の減となりましたが、車両火災により２名が焼死

する結果となりました。火災種別では、建物火災

９件、車両火災１件、その他火災１件、爆発１件

となっています。

救急件数は、０１２件の出動で前年比３６件

の減となりました。事故種別では、急病６２１件、

一般負傷１４６件、転院搬送１４３件、交通事故

５０件、その他５２件で、転院搬送は前年より増

加しています。

また、救急現場における応急手当の普及を図る

ため、昨年１年間で普通救命講習を３１事業所５

９７人に実施いたしました。

次に、防火対策については、一般住宅４３９世

帯と高齢者住宅５２９世帯の防火訪問を実施し、

住宅用火災警報器の設置促進と火気取扱い等の指

導に努めてまいりました。なお、平成２１年１０

月末現在で、名寄市の住宅用火災警報器の推計普

及率は、調査世帯数における設置世帯数の割合か

ら４５パーセントとなっています。

（住宅の整備）

次に、北斗・新北斗団地建替事業関連について

申し上げます。

南団地完成に伴い北斗・新北斗団地からの住み

替え転居については１１月末で完了しました。

また、平成２２年度現地建替事業に伴う実施設

計については昨年８月上旬に着手し、２月中旬に

完了しました。
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さらに、北斗団地８棟３２戸・新北斗団地２棟

８戸の解体工事については１月下旬に着手し、３

月中旬の完了を予定しています。

改善事業については、平成２１・２２年度の２

カ年事業で全団地を対象に住宅火災警報機の設置

を行い、今年度分は２月中旬に完了いたしました。

（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。

水道は、健康で快適な生活を送るためには欠か

せないライフラインです。安全で安定した水を提

供する目的で進めてきた老朽管更新工事は、徳田

しらかば１号線他で延長４１１メートルが完了し

ました。

次に、サンルダムについて申し上げます。

昨年１２月２１日、サンルダム建設促進名寄市

民会議の主催により「サンルダムの早期完成を求

める市民大会」が開催されました。また、２月１

５・１６日には、大会で決議され１２月２９日か

ら取り組まれた建設凍結解除と建設推進に関する

署名活動による３４６筆の署名を携え、国土交

通大臣、民主党幹事長、民主党北海道に要請を行

いました。

（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。

公共用水域の保全と市民の快適な生活を守るた

めに進めてきた下水処理場老朽施設の改修は、受

変電設備更新工事が完了し新設備のもとで稼働し

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。

国土交通省関連の地域活力基盤創造交付金事業

については、緑丘通、１９線道路、北１丁目通、

豊栄西１０条仲通、東４条通、南２丁目踏切拡幅

改良事業の今年度分が完成いたしました。

風連中学校校舎移転に伴う通学路の環境整備に

ついては、生徒の安全対策として、人道跨線橋東

側道路を０メートルに拡幅し、防護柵設置、防

犯照明灯を新たに２基増設いたしました。今後は、

通学路周辺を調査の上、人道跨線橋本体の改修、

通学路の歩道新設、交差点照明などの環境整備を

予定しています。

（雪を活かし雪に強いまちづくりの推進）

次に、名寄市ホワイトマスターについて申し上

げます。

１月２３日、北国博物館において、名寄市利雪

親雪推進市民委員会から答申を受けた風連日進ス

ノーフェスティバル実行委員会と長谷川良雄さん

に名寄市ホワイトマスターの称号を授与いたしま

した。

風連日新スノーフェスティバル実行委員会は、

風連日新地区でスノーフェスティバルを継続して

実施し、寒さを活かし、地域の連携、絆を深め、

コミュニティ活動を推進してきました。

また、長谷川良雄さんは、国際雪像彫刻大会の

開催実現に向けた努力と、なよろ雪質日本一フェ

スティバル実行委員会のスタッフとともに大会を

継続させ、名寄の冬の魅力的な行事として観光客

集客にも成果を上げました。

受賞された皆さんには、今後とも名寄の冬の暮

らしにおいて、他の模範となる活動に御尽力を賜

りますようお願い申し上げます。

次に、「スノーランタンの集い」について申し

上げます。

「スノーランタンの集い」は、冬を楽しく暮ら

すための市民手作りのイベントとして、各地域に

おいて旧名寄市時代の平成７年から継続して実施

されています。

今年も１月３０日の大学公園会場を皮切りに、

２月６日に市総合福祉センター、名寄西小学校、

名寄豊西小学校の３会場、２月１３日には名寄東

小学校会場で開催され、多くの地域住民の皆さん

や子どもたちが厳しい寒さの中、スノーランタン

の切り出しや制作作業に参加していただきました。

夕暮れと同時にローソクに火が灯され、名寄の夜

をスノーランタンの幻想的な温かな灯かりで包み

ました。
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今後も、地域における冬の市民手作りのイベン

トを支援してまいります。

“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。

はじめに、地場農畜産物の活用による地産地消

の推進と、食育を通じた食文化・地域文化の向上

を目的とした「２００９地産地消ｉｎなよろ」を、

昨年１２月５日に市民文化センターにおいて、１

６団体の出店をいただき開催いたしました。

また、２月１８日にも、同じく市民文化センタ

ーで、地域の強い農業生産活動と魅力ある農村を

築くことを目的に「名寄地域農業セミナー」を開

催し、講談師の神田山陽さんから地産地消に関わ

るお話をいただきました。

御協力いただきました実行委員はじめ関係者の

皆さまに感謝を申し上げます。

次に、平成２１年産水稲の出荷状況について申

し上げます。

出荷総数は規格外米も含め１３万０００俵と

なり、平成１９年産２５万０９０俵、平成２０

年産２８万８３３俵を大きく下回る結果となり

ました。

うるち米は、１万４８３俵で反収６８俵、

１等米比率３７パーセント、もち米については

１２万５１７俵で反収５１俵、１等米比率３

２パーセントとなり、収量・品質とも近年にな

い落ち込みとなりました。

次に、需要即応型水田農業確立推進事業につい

て申し上げます。

本対策については、国の平成２１年度補正予算

での新たな対策で、新政権の下、保留となってい

ましたが、ほぼ計画どおりに執行されることとな

りました。

内容は、水田転作作物において、自給力向上に

向けた地域・農業者が一体的に行う実需者との連

携活動や、需要拡大に向けた取り組みへの支援で、

小麦・大豆・飼料作物・加工米・小豆・てん菜・

そば・野菜・花きが対象となり、６８８戸の生産

者で総額３億９２１万円の需要額となり、本年

度内に支払われることとなっています。

次に、地域担い手経営基盤強化総合対策実験事

業について申し上げます。

この事業は、認定農業者等が農業経営の発展・

改善を目的に、主として融資を活用して行う農業

用機械・施設の整備に対し、融資残の自己負担分

に補助される事業です。

平成２１年度当初で採択となり、昨年１１月に

申請件数１３７件、総事業費６億９４８万円、補

助申請額２億９６万円で事業は終了していました

が、さらに追加の募集があり、申請件数１３５件、

総事業費６億８０７万円、補助申請額２億８２

４万円が１月に採択となりました。年度内での事

業でもあり、関係機関と協力のもと事業遂行に努

めてまいります。

（林業の振興）

次に、林業の振興について申し上げます。

平成２１年度市有林造林事業につきましては、

下刈り３６ヘクタール、搬出間伐２０ヘクタール、

除伐５３ヘクタール、人工造林５ヘクタール、枝

打ち４ヘクタール、作業路４００メートルのほか、

森林整備加速化・林業再生事業により、なよろ健

康の森において８ヘクタールの除伐を実施いたし

ました。

また、木材処理加工流通施設整備・効率化施設

整備・活動拠点施設整備補助金を活用し、北森協

同組合及び上川北部森林組合にそれぞれ高性能林

業機械等が導入されました。素材生産の向上と間

伐事業の推進が図られ、二酸化炭素の削減にも貢

献する事業となっています。

（商工業の振興）

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関の景況レポートによると、道北地

方における景気動向は引き続き低迷しているもの

の、公共投資は大幅に増加し、設備投資も持ち直

しつつあります。また、個人消費も一部増加傾向
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にある一方、住宅投資は大幅な減少が続いていま

す。

次に、住宅リフォーム促進助成事業について申

し上げます。

最終年度となる本年度の申請は、１月末現在で

３１１件となり、工事費総額は約６億６千万円と

なりました。３年間での申請工事費総額は約１３

億円におよび、関連産業の振興及び雇用の促進に

大きな効果があったものと考えています。

（雇用の安定）

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の１２月末の有効求人倍率は４７倍

で、前月比で０５ポイントの低下となり、全道

平均を上回っているものの、昨年９月以降連続し

て低下しています。また、新規求人数は１９７人

で、前月比で１８ポイントの増加となり、産業別

では農業、建設業、卸・小売業で増加、宿泊業、

サービス業などが減少しています。

１２月の管内における新規学卒者の求人数、就

職内定者数ともに前年の水準を維持しましたが、

就職未内定者は３９人にのぼり、一人でも多くの

若者が地元に定着出来るよう、関係機関との連携

により支援してまいります。

（観光の振興）

次に、観光について申し上げます。

ピヤシリスキー場は、予定より一週間遅れの昨

年１２月１２日のオープンとなりましたが、週末

に天候不順が多く、集客数は例年よりも減少して

いる状況です。

また、冬の最大イベントである「なよろ雪質日

本一フェスティバル」、「ふうれん冬まつり」が

２月９日から１４日まで開催され、多くの市民が

会場を訪れ、盛り上がりを見せました。今年は国

際雪像彫刻大会ジャパンカップが１０回目を迎え、

世界五大陸より選抜された２０チームが雪柱の彫

刻で芸術性を競い合いました。さらに「北の天文

字焼き」「おらの雪像みてくれコンクール」「ス

ノーボードイベント」、ふうれん冬まつりでは

「全日本氷上人間カーリング」などが行われ、冬

のひと時を楽しく過ごしました。

（市街地再開発）

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

昨年７月から工事が本格化した風連地区の市街

地再開発事業については、ＪＡ道北なよろ本所・

地域交流センター・賃貸住宅の本体工事が順調に

進んでおり、工事が完了した物件から順次、権利

者に引き渡しが行われることとなっています。と

りわけ、ＪＡ道北なよろ本所では３月８日から一

部業務が開始されることとなっており、地域交流

センターについても４月１２日から業務を開始す

る予定で準備を進めています。

次に、名寄地区について申し上げます。

ＪＲ北海道との用地買収協議については、ＪＲ

側で譲渡に必要な調査が完了したことから、本市

としても土地、補償物件に必要な調査を経て、契

約締結の準備を進めてまいります。また、駅横地

区で整備する施設についても、商工会議所から事

業参画の打診がありましたので、その実現に向け

て（株）西條との協議を進め、駅前地区の賑わい

の創出と活性化の実現に必要な作業を進めてまい

ります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

（生涯学習の社会の形成）

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

高齢者学級である名寄ピヤシリ大学では、１月

１６日に第５回公開講座において、「名寄ふるさ

と大使」でありクッキングキャスターの星澤幸子

先生による開学３０年記念講演会を開催いたしま

した。

名寄女子短期大学栄養科を卒業し、テレビなど

で活躍されている先生は、「食は夢のかけ橋」を

テーマに料理の実演を交えて講演されました。参

加者はユーモアあふれる食の話に熱心に聞き入っ

ていました。

次に、市立図書館について申し上げます。

子どもの読書活動普及推進の取り組みとして、
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名寄市教育研究所との共催により「名寄市小中学

校読書感想文コンクール」を実施いたしました。

各小中学校から推薦された１４３人の作品を審査

し、１月１４日に３２人の入選者を表彰いたしま

した。また、入選作品を『読書感想文集 第４

号』に掲載・刊行し、各学校関係機関等に配布い

たしました。

今後も、学校と連携を密にして、読書活動普及

の取り組みをさらに充実してまいります。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

新天文台は、１２月１日に建物の引き渡しを受

け、３日から開設の準備に入りました。

１２月中にプラネタリウム投影機器や屋上の太

陽望遠鏡、スライディングルーフの４０ｃｍ望遠

鏡の設置を終え、１月中旬からは木原先生の手作

り望遠鏡や旧プラネタリウム投影機を搬入し、展

示コーナーに設置する作業を進めています。

４月１６日のなよろ市立天文台「きたすばる」

オープンセレモニー、１７日の一般オープンを万

全の形で迎えることができるよう準備を進めてま

いります。

次に、学校教育について申し上げます。

昨年の１０月から１２月にかけ新型インフルエ

ンザが猛威を振るい、市内小中学校の児童生徒の

４２パーセントが罹患し、学校閉鎖や学年閉鎖が

相次ぐなど、学校運営に影響がありました。

今年に入り新型インフルエンザも落ちついてい

ますが、今後も季節性のインフルエンザや感染症

などの流行期を迎えることから、引き続き児童生

徒の健康管理には十分配慮してまいります。

３学期を迎え、各小中学校では１年間の学習活

動の総仕上げに向けて特色ある教育活動を進める

とともに、新年度に入学する児童生徒を対象に１

日入学や学校説明会を開催し、入学に対する不安

の解消に努めています。

名寄市教育研究所では１月２８日に教育研究集

会を実施し、「指導改善プラン」や「家庭学習及

び家庭生活についての実態調査」をもとに、効果

的な教育活動についての研修を深めました。

特別支援教育については、名寄市特別支援教育

専門家チームによる児童生徒への発達検査を月一

回程度実施し、保護者や学校・担任に向けての助

言などを行っています。

また、昨年度、グランドモデル事業の一環とし

て作成した個別の支援計画「すくらむ」の活用・

推進を図るために、昨年１２月の広報「なよろ」

で紹介するとともに、記入例や様式をホームペー

ジに掲載するなど、その普及に努めています。

（高等学校教育の振興）

次に、高等学校教育の振興について申し上げま

す。

本年度末をもって閉校となる風連高等学校は、

去る２月２０日に生徒、教職員、北海道教育委員

会教育長をはじめ多くの関係の方々の御出席によ

り、輝かしい５９年の歴史に幕を閉じる閉校記念

式典が執り行われました。また、３月１日には最

後の卒業式が挙行されます。これまでの風連高等

学校の歴史と教育実践を支えてこられた教職員の

皆さん、そして地域の皆さんに心から感謝とお礼

を申し上げます。

（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２２年度の一般入試状況については、短期

大学部児童学科の試験を２月１日に行い、入学定

員２５名に対し４４名の受験があり、２月９日に

３５名の合格者を発表いたしました。

一方、保健福祉学部については、前・後期合わ

せた入学定員８５名に対し、大学入試センター試

験導入以来、過去最高となる６５３名の出願とな

り、３学科平均倍率も７倍となりました。

前期では、栄養学科定員２１名に対し７７名の

志願があり、倍率７倍、看護学科定員２５名に

対し１５０名が志願し倍率０倍、社会福祉学科

定員２５名に１５２名が志願し倍率１倍と、医

療福祉系の人気を反映した結果となりました。ま
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た、３学科全体では入学定員７１名に対し志願者

３７９名、平均倍率は前年を３ポイント上回る

３倍となりました。

２月２５日に札幌と名寄の２会場で前期試験を

終え、３月５日に合格者の発表を予定しています。

後期試験については３月１２日に名寄で行い、３

月２０日に合格者を発表する予定となっています。

また、学習環境の充実を図るための施設・設備

の整備として、恵陵体育館を大教室として使用で

きるよう照明工事と暖房機器等の設置を行うとと

もに、大講義室等の音響施設の取り替えを終えた

ところです。

（食育の推進）

次に、食育の推進について申し上げます。

栄養教諭による、給食を通した「食に関する指

導」は、年度当初の計画に基づいて順調に進んで

います。

去る１月２２日には、食育推進を図る意味から、

子どもたちが自分で握って食べる「おにぎり給

食」を実施いたしました。

名寄市学校給食センターでは、安全・安心な学

校給食を提供するため、地場産食材を積極的に使

用しておりますが、農林水産省の学校給食地場農

畜産物利用拡大事業の採択を受け、今回初めてＳ

ＰＦ豚肉を使用することや、これまで以上に、ば

れいしょ・玉ねぎ・キャベツなどの保存用食材を

活用するなど、地産地消の一層の推進に取り組ん

でいます。

（生涯スポーツの振興）

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツに対する意欲と競技力の向上、指導者

の育成などを目的として、今年度初めて企画した

スポーツセミナーを１１月２１日に開催いたしま

した。

陸上短距離の一流選手を輩出してきた北海道ハ

イテクアスリートクラブ代表の中村宏之氏を講師

に招き、前半は市内中学、高校生３３人を対象に

実技指導のクリニックを実施。スピードをアップ

させるための様々な走り方の指導があり、生徒た

ちも熱心に練習を繰り返していました。

後半は「夢はかなうもの 福島千里とともに」

をテーマに、福島選手が北京オリンピックに選ば

れ、出場するまでの苦労などをお話しされました。

（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。

２３６人の新成人の参加をいただき、平成２２

年名寄市成人式を１月１０日に開催いたしました。

当日は、舞妓となった川村理沙さんが京都から帰

郷し、舞妓姿で踊りを披露され、かつての同級生

や会場内から大きな拍手を受けていました。

次に、学童保育について申し上げます。

経済状況・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まいりました。こうした状

況を受け、旧中央保育所を学童保育施設として活

用するため、耐震診断調査を行ったところ、建物

の屋根面（臥梁）及び基礎の増設が必要との診断

結果を受けましたので、今後、必要な補強工事を

実施することとしています。

現在、旧中央保育所の運営方法等について民間

の学童保育所と協議を進めており、学童保育への

保護者ニーズの把握、待機児童の解消に向け、活

用してまいります。

（地域文化の継承と創造）

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

全道的な視点で文化力の向上を目指す事業とし

ての「北海道地域文化芸術振興プラン」の指定を

受け、１月１１日から１３日にかけシンガーソン

グライターの「いなむら一志」さんを講師に、音

楽ワークショップを市内４ヶ所で実施いたしまし

た。

また、２月７日に札幌交響楽団から３人の講師

を招き、吹奏楽クリニックを実施し、中学生、高

校生を中心に約６０人が打楽器や木管、金管楽器

の演奏指導を熱心に受けていました。

今後もダンス、演劇、人形劇、阿波踊りなどの
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ワークショップを実施し、３月にはこれらの練習

成果を発表する場として「なよろ舞台芸術劇場」

を開催する予定となっています。

次に、北国博物館について申し上げます。

常設展示室の映像コーナーについては、３年計

画で機器と上映内容を更新し、２月１０日から公

開の運びとなりました。これを記念し１０日から

１４日までの５日間、常設展示室の観覧を無料と

いたしました。

１２月７日から１月２１日まで開催した特別展

「名寄のスキーづくり」には５３８人の観覧があ

り、かつて名寄に存在したスキー作りの歴史を振

り返っていただきました。

また、１月３０日に行った恒例の「雪あかりコ

ンサート」では、１７３人の方々に昭和のフォー

クソングを楽しんでいただいたところです。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で行政報告を終

わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時１４分

〇議長（小野寺一知議員） 再開いたします。

日程第７ 議案第１号 名寄市犯罪のない安全

で安心な地域づくり条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１号 名寄市犯

罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定につ

いて、提案の理由を申し上げます。

安全で安心して暮らすことができる地域社会を

築くことは市民共通の願いであり、本市が活力あ

る魅力あふれるまちとして発展していくための基

礎となるものです。しかし、市民の生活環境の複

雑化、多様化や地域コミュニティーの希薄化など、

近年の社会環境の変化は地域における犯罪抑止機

能の低下をもたらしており、名寄警察署管内では

住宅街における侵入窃盗の発生や不審者の出没、

さらには通り魔事件など従来では考えられなかっ

た凶悪犯罪も起きており、直近３年間の平均で年

間約２２０件の犯罪が発生しております。

本市では、これまでも関係機関や団体と連携し

ながら各種の安全対策を実施してまいりましたが、

今後はより一層市及び市民、関係行政機関がそれ

ぞれの役割を自覚し、互いに連携、協働し合いな

がら一体となって安全、安心な地域づくりに取り

組んでいかなければなりません。本件は、これら

の実現のため、現行の生活安全条例の文言の整理

や新たに用語の定義や基本理念及び事業者の責務

を明記し、さらに犯罪被害者等の支援を盛り込ん

だものとして現行の同条例を廃止し、新たに本条

例を制定しようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により民生常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号については、民生常任委員

会に付託することに決定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第８ 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。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 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、提案の理由を申し上げます。

不安のない安全で安心して暮らすことができる
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社会を築くことは市民共通の願いであり、反社会

的行為を行う暴力団の進出は市民生活に大きな脅

威を与えています。本市においては、幸いにも暴

力団事務所の開設はありませんが、昨年及び一昨

年には暴対法に基づく中止命令が数名に出されて

おります。

本件は、市民が暴力団員等による凶悪な事件に

巻き込まれないよう、市内の公共施設における暴

力団等の使用制限を通じて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

で安心して暮らすことのできる社会を実現するた

め、本条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により民生常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号については、民生常任委員

会に付託することに決定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第９ 議案第３

号 名寄市職員定数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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第３号 名寄市職

員定数条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２０年５月１日から風連特別養護

老人ホームしらかばハイツ及び風連在宅老人デイ

サービスセンターの運営が指定管理者に移管され

ましたが、職員の削減については激変緩和措置と

して２年間で段階的に削減することとなり、本年

４月１日でその期間が経過することによる一般会

計分の職員定数の削減並びに市立総合病院におけ

る集中治療室病棟の設置による医師及び医療関係

職員の増員を行うため、職員定数を改正するべく、

本条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 日程第１０ 議案第

４号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第４号 名寄市職

員の給与に関する条例等の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成２１年８月１１日付人事院勧告に

基づき、国家公務員の超過勤務手当の支給率が改

正され、新たに代休制度が新設されたことに伴い、

名寄市職員も同様の措置を講ずること及び期末、

勤勉手当を平成２２年６月期以降の支給割合に改

正するべく、関係条例の一部を改正しようとする

ものであります。
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よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 日程第１１ 議案第

５号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第５号 名寄市職

員の特殊勤務手当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、名寄市風連国民健康保険診療所の所長

の特別養護老人ホーム清峰園及びしらかばハイツ

の嘱託医師業務、さらには在宅療養支援診療所と

しての在宅診療業務が休日、夜間及び深夜を問わ

ず多くなっていることに伴い、正規の勤務時間外

の往診業務に対し特殊勤務手当を支給するべく条

例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１２ 議案第

６号 名寄市風連地区施設使用料徴収条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第６号 名寄市風

連地区施設使用料徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

ふうれん地域交流センター条例の制定に伴い、

本年度末をもって名寄市風連福祉センター条例が

廃止となることから、風連地区施設使用料徴収条

例で規定されている施設使用料徴収対象施設から

風連福祉センターを除くために同条例の一部を改

正するものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１３ 議案第

７号 名寄市風連福祉会館条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第７号 名寄市風

連福祉会館条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

名寄市風連母と子と老人の家の機能をあわせ持

つふうれん地域交流センターが４月にオープンす

ることに伴い、同施設は４月末日をもって閉鎖と

なるために本条例の一部を改正するものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 日程第１４ 議案第

８号 名寄市特別養護老人ホーム条例の一部改正

について、議案第９号 名寄市在宅老人デイサー

ビスセンター条例の一部改正について、議案第１

０号 名寄市介護保険条例の一部改正について、

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第８号 名寄市特

別養護老人ホーム条例の一部改正について、議案

第９号 名寄市在宅老人デイサービスセンター条

例の一部改正について、議案第１０号 名寄市介

護保険条例の一部改正について、一括して提案の

理由を申し上げます。

本件は、本年４月１日から名寄市特別養護老人

ホーム清峰園等の利用料金及び実費に相当する費

用を指定管理者の収入として収受させるため、名

寄市特別養護老人ホーム条例、名寄市在宅老人デ

イサービスセンター条例及び名寄市介護保険条例

を改正しようとするものであります。

主な改正の内容について申し上げます。議案第

８号及び議案第９号では、利用対象者、入所の申

し込みにかかわる規定等について所要の改正を行

うとともに、利用料金等について規定しようとす

るものであります。

議案第１０号では、名寄市特別養護老人ホーム

条例及び名寄市在宅老人デイサービスセンター条

例におきまして利用料金等が規定されることから、

名寄市介護保険条例で規定されている重複する条

項を削除しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） これより、議案第８

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご
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ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号外２件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１５ 議案第

１１号 名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１１号 名寄市

高齢者自立支援事業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、議案第１０号において名寄市介護保険

条例の一部改正が議決されたことに伴い、同条例

の条項を引用している名寄市高齢者自立支援事業

条例についても所要の条項整理をしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 日程第１６ 議案第

１２号 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１２号 名寄市

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助

成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、身体障害者福祉法施行規則の一部改正

により、身体障害の認定基準に肝臓機能障害が追

加されることから、名寄市重度心身障害者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成に関する条例におい

ても所要の改正を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１７ 議案第

１３号 名寄市国民健康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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１３号 名寄市

国民健康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、国民健康保険法施行令第３条第２項に

基づき、平成１８年５月から名寄市国民健康保険

運営協議会の委員定数に加えていた退職者等被保

険者を代表する委員２人について、平成２０年度

の医療制度改正により、６５歳以上の退職者被保

険者が一般被保険者に移行したことに伴う人数の

減少により、同協議会に当該委員を加える基準を

満たさなくなったため、任期の更新に当たり当該

委員を同協議会の委員から削るべく、名寄市国民

健康保険条例の一部を改正しようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１８ 議案第

１４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１４号 北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更について、提

案の理由を申し上げます。

名寄市も組織団体となっている北海道市町村職

員退職手当組合につきまして、組織団体である胆

振西部衛生組合と網走支庁管内町村交通災害共済

組合がそれぞれ平成２２年２月１日、平成２２年

３月３１日付で解散脱退することになったことに

より、同組合の規約が変更されることとなりまし

た。つきましては、地方自治法第２８６条及び２

９０条の規定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。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１９ 議案第

１５号 上川教育研修センター組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１５号 上川教

育研修センター組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市も組織団体となっている上川教育研修セ

ンター組合につきまして、支庁制度改正により北

海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の

本年４月１日施行に伴い、上川支庁が上川総合振

興局に変更となり、また、幌加内町が同組合に加

入することとなるため、同組合の規約が変更され

ることになりました。つきましては、地方自治法

第２８６条及び第２９０条の規定に基づき、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。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２０ 議案第

１６号 損害賠償の額を定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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１６号 損害賠

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

平成２１年６月中旬、名寄市内淵一般廃棄物最

終処分場に隣接する名寄市字内淵３１３番地の圃

場におきまして、移植したカボチャの苗をカラス

が１万２５４平方メートルにわたり引き抜き、損

害が発生いたしました。損害を与えたカラスの主

な生息場所が一般廃棄物最終処分場であることか

ら、損害賠償について地権者と話し合い合意に至

りましたので、損害賠償の額を１２９万円に決定

するため、地方自治法第９６条第１項第１３号の

規定により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。

〇議長（小野寺一知議員） これより、質疑に入

ります。御発言ございませんか。

黒井徹議員。

〇１８番（黒井 徹議員） この案件でございま

すけれども、前年度から見ますと大変額が多くな

っているということで、ちょっと理解しがたいな

というふうに思うわけですけれども、まずお聞き

したいことは最終処理場でカラスの対策をどのよ

うに行っているのか。いわゆる野放しなのか、あ

るいは何らかの対応を打っているのか、あるいは

ごみの内容にもよると思うのですが、そこら辺を

まず１つお聞かせ願いたいと思います。

それから、今回１２９万円という額になったわ

けですけれども、その被害の査定についてどのよ

うに行っているのか、まず伺いたいと思います。

それから、冒頭申し上げましたけれども、前年
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から比べて昨年はカラスが特に多かったのか。被

害が多くなったということは、どういう状況でこ

れだけの額になったのか。

まず、この３点についてお伺いをしたいと思い

ます。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま黒井議

員から３点にわたり御質問がございました。

まず１つは、処分場におけるカラス対策の関係

でございますけれども、これにつきましては平成

２１年度におきましてはカラス捕獲用の箱わなを

２基設置し、被害の縮小に努めてまいりました。

さらには、処分場に持ち込む際の分別の指導だと

か、そのようなことを行っているところでござい

ます。

また、額の算定でございますけれども、これに

つきましては昭和６３年に埋め立て処分場の施設

建設に伴い、施設周辺の農家がカラス等の有害鳥

獣なり、あるいは汚水浸出等による農作物に被害

が発生した場合の取り扱いにつきまして、当該町

内会長並びに関係耕作者と一般廃棄物埋め立て処

分地施設周辺における有害鳥獣及び汚水、浸出液

の被害の取り扱いに関する覚書を交換したところ

でございます。被害が出た際には、市と耕作者が

確認し、特にカラスの場合につきましては関係機

関、上川北農業共済、それからＪＡ道北なよろ、

農業改良普及センター、市経済部で被害状況なり

を調査、検討会を開催し協議するような形になっ

ているところでございます。今年度につきまして

は、面積７万９３３平米に作付したカボチャ２万

７７１株のうち８７０株が欠株となり、カラ

スによる被害と思われるものでございましたので、

それらにつきまして１株当たりの収益なりを算出

する中で金額を決定したところでございます。

また、今年度について、特にカラスが多かった

かの御質問でございますけれども、なかなかそう

いった部分のデータについては調査したところ、

特にふえたとかというような状況にはございませ

んけれども、たまたま平成２０年度におきまして

カラス被害防止のために爆音機等を設置しており

ましたけれども、２０年度におきましてアクシデ

ントが発生したということで、２１年度において

はこの設置を見合わせたこともありまして、そこ

の部分のことがかなり影響しているのではないか

と考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） 調査については、そ

れぞれ関係機関で調査をして、その被害、欠株等

について適正に判断しているという答弁でござい

ますけれども、いわゆる処分場でのその対策とい

うものも大きな重要な要件になるのではないかな

と思いますけれども、今お話ありましたように爆

音機を設置、以前はしていたということなのです

けれども、昨年度、本年度といいますか、２１年

度についてはしなかったということで、これが１

つ大きな要因になるのではないかなというふうに

思います。そういう鳥獣もなれてしまいますと、

なかなか１００％の効果は発揮できないと思うの

ですけれども、一昨年まではその効果があったの

でないかなと思います。

額については、昨年はカボチャも結構高値で売

れたということで、単価も高かったのかなという

ふうに思うわけですけれども、その爆音機の設置

については、若干私も経過は聞いているわけです

けれども、いわゆるアクシデントがあって、そこ

ら辺が市側とこの当事者との話し合いが余りすっ

きりいっていないというようなことで、市も遠慮

をしてこの爆音機を設置しなかったということで

ないかなというふうに私は想定するわけですけれ

ども、そこら辺、今回の場合は１件ということな

のですけれども、話し合いの内容等についてどの

ように当事者と理解を得ているのか、この点につ

いてお伺いをしたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま爆音機
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の設置についてお尋ねがございました。

従前につきまして、従前というか、平成２０年

度以前につきましては数年間にわたり市のほうで

も設置してきましたし、耕作者本人のほうでも一

部用意をする中で設置をしてきたということでご

ざいます。しかしながら、２０年度におきまして

先ほど申し上げましたアクシデントといいますか、

そういうことが起こりましたので、２１年度につ

いては、ここの部分については今お尋ねありまし

たけれども、なかなか十分な協議ができなかった

というのも１つあるのが実態でございます。

先ほど申しましたように、このことが非常に大

きな効果もあると考えておりますので、新年度に

おきましては耕作者の方と十分な話し合いを行う

中で、慎重な爆音機の取り扱いなんかも含める中

でカラス被害の防止につきまして最大限努めてま

いりたいなと考えておりますし、あわせまして先

ほどお話しいたしました箱わなの設置だとか、あ

るいは処分場における混入している生ごみの早期

の覆土だとか、それから受け付け時における分別

指導、さらには他市のこういった被害対策も含め

て参考にしながら被害の防止により一層努めてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 黒井議員。

〇１８番（黒井 徹議員） 農家は、そういう補

償をもらうために作物を作付しているわけでなく

て、これだけの多額の金額を補償されても決して

喜ばしいことではないと。実際にはもっと被害が

あるのではないかという、どうしてもそういう懸

念を持ってしまうわけで、また市民的には一個人、

一作物にこれほどの補償をしていいのかという疑

念を持たれかねないということで、ここはしっか

りと対策をしていただかなければならぬのではな

いかなと思います。毎年このような状況で、その

ところで農作物を作付するなとか、カボチャはだ

めですとかということにはなりませんので、毎年

このような額が出るということになりますと大き

な負担になる、あるいは農家側にとっても納得で

きないという状況になるのではないかと思います。

今部長のほうから答弁ありましたように、その

アクシデントの中で本人も１００％理解をしてい

ないというふうに私も聞いています。ここは、や

はりいろんな市とのそういうトラブルはあるわけ

ですけれども、ここはしっかりと誠意を持って当

事者と話し合いをして、当事者がある程度理解を

していただくようにしていただかないと、やっぱ

りこういうことが起きるのではないかなというふ

うに私は思うわけです。これは、この場では詳し

くはお聞きはいたしませんけれども、今後本年度

に向けてその爆音機の設置等については、安全対

策をきちっと当人と話し合いながら設置していた

だけるように、そして過去の経過についてもしっ

かりと誠意を持って本人とお話し合いをしていた

だくよう再度求めておきたいなと思います。そこ

ら辺の決意を部長のほうから、対応についてお示

しをしていただきたいというふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま黒井議

員から、今後の対応も含めて御提言をいただきま

した。私どもといたしましても、今後とも誠意を

持って耕作者と協議をする中で、双方でこういっ

た被害を防止する策についても十分協議する中で

被害の防止により一層努めてまいりたいと考えて

おりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。

〇議長（小野寺一知議員） 谷内司議員。

〇２１番（谷内 司議員） 黒井議員の質問と重

複する点もあると思いますけれども、それは御理

解いただきたいと思います。

私自身の考え方なのですけれども、ちょっと黒

井議員と違うのですが、なぜこんなものに賠償を

するのか。一般廃棄物最終処分場においてカラス

がたまるということは、何か原因があるからそこ

にカラスがたまるのですよ。そこをきちっとやら

なければ、いつになってもカラスはいなくならな

いのではないですか。爆音機をやったから、わな
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を仕掛けたからといってカラスがいなくなります

か。その辺が理解できないので、お聞きしたいの

ですが、一般廃棄物最終処分場に行って、部長あ

たりでも行って、そこへ行っていろんなもの、な

ぜカラスが来るのか、私も去年損害賠償があって

それを見てきたのですが、調査に何回か伺ったの

ですが、見たことありますか。あれは、はっきり

申し上げまして分別がだめなのですよ。なぜあそ

こに食物ですか、残飯とかがあるのですか。あれ

は、はっきり申し上げまして炭化施設に持ってい

くものでしょう。それをなぜあの一般廃棄物最終

処分場にあれが投げられているか。去年１年行っ

たとき、紙のおむつもありました。あれだけの食

物、カラスが食べる食物をあそこの一般廃棄物最

終処分場に投げたら、カラスなんかいつまでたっ

てもいなくなりません。今黒井議員の答弁を聞い

ていましたが、爆音機でどうだ、あれだろうと。

そんなことにはなりませんよ。それを撤去してき

ちっとやらなければ、カラスはいつになっても絶

えないと思います。そのために、ごみを処理する

ために有料化にしたいと。袋を売って有料化にし

ていますよね。それ有料化にした意味がないでし

ょう。１２０万円も１３０万円もお金も払って、

それ有料化にしてどういう効果があるのですか、

これ。その点から見て、どうしても私は理解でき

ない。

それで、この賠償金額が出ていますけれども、

この近隣の市町村の中において、こんな賠償金を

払っているところがあるかないか、それも聞きた

いのと、先ほども言ったように分別についてもっ

としっかりやらなければと思うので、その辺につ

いての考え方をお願いいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま谷内議

員から、カラスの集まる部分の要因についての御

質疑がございました。

それで、昨年に私どもが行いました廃棄物の組

成調査におきましても内淵処分場の埋め立てごみ

の中に容積率で７％の生ごみが含まれていたとい

うデータも出ております。そういった意味では、

カラスが集まらないようにするのには御指摘のと

おり処分場の中に、ごみの中に生ごみが混入しな

いことが非常に重要だと考えております。したが

いまして、そういった部分では先ほども申しまし

たけれども、処分場の受け付け時における分別の

指導だとか、さらには広報などあらゆる機会を通

じて市民意識の啓発に努める中で、生ごみの持ち

込みについて防止してまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいなと考えておりま

す。

それから、ちょっと他市の状況については、今

この場で手持ちの情報を持っていませんので、御

理解いただきたいと考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 谷内議員。

〇２１番（谷内 司議員） そのデータがわかり

ましたら、後でもいいですから、お示しいただき

たいと思います。

本当にそうなのですけれども、今７％のそうい

うものが入っているよということですね。名寄市

の中で、前回の一般質問のときに申し上げました

けれども、名寄市の出るごみが約１万４４４トン

ありますと。その中で、今の最終処分場に投げら

れているごみが５２％で、約２００トン以上の

ごみが投げられているのです。そのうちの７％な

り８％がそこに入るということは相当の量なので

す。それがあるから、間違いなくカラスが来ると

思うのですが、仮に名寄市の中に風連と名寄、２

つありますけれども、風連のほうに行ったらカラ

スはいません。これはなぜなのですか。

私が考えるに、風連に行ったら計量をしてそこ

へ投げさせるのですけれども、あそこへ計量に行

ったら、我々がいろんなものを持っていったとき

に、ビニールの袋に小さい小物を入れて持ってい

ったら、最後はそれを投げてビニールの袋は持っ

てきてくださいと。最後の帰るときの計量をする

ときにそのビニールの袋を確認して、いいですよ
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となるのです。あそこの計量施設に女の人が１人

いるのですが、名寄のところの内淵に行ったら３

人だか４人の人がいますよね、あそこに勤務して。

だから、そこで投げるごみをしっかりと見てやら

なければ、いっぱい積んでいる中に、たまたま去

年行ったらそれにぶつかったのですけれども、奥

下のほうに入ってしまったらわかりませんから、

それを全部投げていくのです。そんな事実もあっ

て、やはり分別とあるのですから、炭化ごみは炭

化ごみで炭化センターへ持っていく、最終的なご

みとして最終処分場にはこういうものを持ってい

く。道内の最終処分場の中には、明細書に、こう

いうものはいいですよ、こういうものはいいです

と全部いろんなことを書き、そして投げてくださ

いと書いてあり、小さいことまで書いてありまし

たけれども、そんなようなものもやはり一般家庭

に配って、それで分別をしていこうという形にし

っかりやっているまちもあるのですけれども、そ

んな中で行政として、また担当課としてもう少し

ごみに対して、ごみは全然お金ばかりかかってな

らないのです。

そんな中で、大変な事業だと思いますけれども、

頑張ってもらわなければならないと思いますし、

先ほど申し上げましたように１年間の有料化にし

てごみの袋を販売することになって本当の純益は

何ぼあるのですか。そして、１２９万円のお金を

支払いすると、ごみ袋を有料化にしたお金、それ

が宙に浮いてしまうという形になるものですから、

何ぼ純益があって、そのうちの１２０万円という

ものをそこに支払いするとなったらとんでもない

ことなのですが、それがわかりましたらお示し願

いたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） 今有料化に伴う

収益の部分についてお尋ねがありましたけれども、

手元に数字を持っていませんので、後ほどお知ら

せしたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

っていますし、若干繰り返しになりますけれども、

御指摘のとおり生ごみが混入していることにより

ましてカラスが集まってくるという悪循環がござ

います。確かに御指摘のとおり、風連においては

分別が徹底しておりますので、名寄の処分場にお

きましても現在も受け付け時に指導を行っており

ますけれども、この徹底をより一層図っていく中

で生ごみの混入を防いでまいりたいと考えていま

すので、御理解を賜りたいと存じます。

〇議長（小野寺一知議員） 谷内議員。

〇２１番（谷内 司議員） その辺の資料がない

というのは、後でお示しいただければそれでいい

と思いますけれども、ただ、今申したようにあそ

この最終処分場に持ってくる前に、持ってくる前

のしっかりとした分別が大事でないかと。それを

処分場へ持ってきたまま、間違って持ってきたも

のだったら、それを見て判断するのですけれども、

それはわかるのですよ。その前にですよ。私が聞

きたかったのは、分別するということです。です

から、そこの最終処分場に行く前に家庭から出る

までのごみの分別をしっかりしなさいということ。

ですから、そのときにはこういうものはだめです

というものを絵にかくなりなんなりしてそういう

市民に全戸に配って、これは最終処分場いいです

よと、炭化ごみはこれと、しっかりしたものを全

戸に配るなりしないと、そこら辺をしっかりやら

なければそれは解決できないと思いますから、そ

の辺で申し上げたのですが、そのような対応をす

る考えがあるかないか。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ごみの分別等に

ついては、総合的な対策というか、広報というこ

とで昨年のたしか１１月だったと思いますけれど

も、ごみのガイドブックを全戸に配布したところ

でございますけれども、ごみに関するあらゆる部

分というか、トータルで載っているということで

なかなかその部分がわかりづらいところもあろう

かと思いますけれども、今御指摘ありましたよう

に今後ともさまざまな機会を通じる中で広報等、
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さまざまな機会の中で分別指導の徹底に努めてま

いりたいと思っていますので、御理解を賜りたい

と思います。

〇議長（小野寺一知議員） ほかに質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２１ 議案第

１７号 損害賠償の額を定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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１７号 損害賠

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

平成２１年５月１９日に名寄市立総合病院で腹

腔鏡下による胆のう摘出及び総胆管切開砕石術の

手術を施行した患者について、手術後の経過観察

の際に右胸に胸水の貯留が認められたことから、

６月１日に胸水除去のため胸腔穿刺を行いました

が、処置後出血による血胸を来たし死亡いたしま

した。その後、専門家による審査の結果、当病院

の有責と結論されたため、損害賠償について御家

族と話し合いを進めたところ合意に至りました。

本件は、損害賠償の額を６３３万８００円

に決定するため、地方自治法第９６条第１項第１

３号の規定により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。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２２ 議案第

１８号 市道路線の認定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１８号 市道路

線の認定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、整理番号２１００、路線名、旭東５号

線につきまして、道路用地として整理されており、

市道としての要件を満たすことから、総延長１１

３メートルとして市道認定をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） これより、質疑に入

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（小野寺一知議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

日程第２３ 議案第１９号 平成２１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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第１９号 平成２

１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と地域の活性化に資

するきめ細かなインフラ整備を国の地域活性化・

きめ細かな臨時交付金を充当して事業をしようと

するもので、歳入歳出それぞれ３億２３９万

０００円を減額して、予算総額を２１２億５８

９万０００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

総務費におきまして備荒資金組合超過納付負担金

０００万円の追加は、退職手当組合負担金の追

加負担分と公債費の償還に備えるため追加納付し

ようとするものであります。

３款民生費におきまして子ども手当給付事務費

のシステム整備委託料５００万０００円の追加

は、全額国庫支出金を充当して平成２２年度から

スタートする子ども手当の支給のため、システム

改修を図ろうとするものであります。

４款衛生費におきまして最終処分場管理運営事

業費で補償金１２９万円の追加は、内淵最終処分

場周辺のカラスが農作物に被害を与えたことによ

る賠償金であります。

１０款教育費におきまして大学・学校総務費で

減債基金積立金５００万円の追加は、大学校舎

整備の際に借りかえした満期一括債の償還財源と

して積み立て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

確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債などの特

定財源の調整を行ったほか、１月末の収納状況等

から判断して市税、分担金及び負担金、使用料及

び手数料でそれぞれ必要な調整を行いました。

１１款地方交付税では普通交付税の留保分５

１２万０００円を追加し、また１９款繰入金で

は財政調整基金繰入金を２億９２５万０００

円減額し、収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、第２表、債務負担行為補正及び第３表、

地方債補正につきましては、事業費の確定に伴い

変更あるいは追加、廃止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が、

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（小野寺一知議員） 補足説明を佐々木総

務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） それでは、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

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

その前に、本日補正予算の審議に当たりまして

正誤表が出ましたので、おわびをいたしまして訂
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正をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、歳出の国の第２次補正予算に盛り込ま

れました地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活

用する事業について説明申し上げます。別添の地

域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧、資料

１をごらんください。国から示された名寄市への

第１次の交付限度額は１億３０９万０００円

で、道路、橋梁、河川の補修や公共施設の修繕、

改修など地域の活性化に資するきめ細やかなイン

フラ整備が事業の対象となります。名寄市では、

スポーツセンター、風連農産加工施設など地域公

共施設の整備、小学校及び中学校など義務教育施

設の修繕、西６条通改良舗装など道路、排水等の

整備、北栄団地の屋根塗装など公営住宅の整備な

ど特別会計を含めて事業数で５３本、事業費で２

億７２５万０００円を予定しています。議案

書の説明欄に地域活性化・きめ細かな臨時交付金

事業とつけておりますので、ごらんいただきたい

と思います。

続きまして、議案第１９号の５０ページから５

１ページをお開きください。４款衛生費、２項１

目清掃総務費の名寄地区衛生施設事務組合負担金

９０万円の追加は、炭化センターの搬入量減少に

伴い、負担金の追加をするものであります。

６４ページから６５ページをお開きください。

８款土木費、２項４目道路新設改良費の北１丁目

道路改良舗装事業費９００万０００円及び南

１１丁目東通道路改良舗装事業０９０万００

０円の追加は、国の地域活力基盤創造交付金の追

加内示により平成２２年度で予定しておりました

事業を前倒しで行うもので、全額平成２２年度へ

繰越明許する予定であります。

８２から８３ページをお開きください。１０款

教育費の６項２目青少年育成費の旧中央保育所耐

震改修実施設計委託料１４３万円及び旧中央保育

所改修工事２００万円の追加は、旧中央保育所

を学童保育所として使用するため臨時交付金、こ

れは工事費のみでありますが、臨時交付金を充当

して整備をしようとするものであります。

次に、歳入について説明をさせていただきます。

１４ページから１５ページをお開きください。１

５款国庫支出金、２項４目土木費補助金で東８号

線外市道除雪・排雪対策事業交付金６６０万円

の追加は、東８号通ほか市道の除排雪経費に対す

る国の地域活力基盤創造交付金であります。

２０ページから２１ページをお開きください。

１８款寄附金４５０万０００円の追加は、既に

予算化したものを除きまして１月末までに寄附採

納をしました一般寄附金、ふるさと納税寄附金、

社会福祉費寄附金、衛生費寄附金、教育費寄附金

を計上するもので、寄附者の意向に沿いまして地

域振興基金のふるさと納税分に２３万円、地域振

興基金に３４万０００円、地方交通確保基金に

１００万円、地域福祉基金に１３４万０００円、

文化大ホール基金に１４５万０００円それぞれ

積み立てをしようとするものであります。

２４ページから２５ページをお開きください。

２１款諸収入、４項５目雑入の平成２０年度再商

品化合理化拠出金は、再商品化に要した費用が国

が算定した額を下回った場合に支払われる財団法

人日本容器包装リサイクル協会からの拠出金であ

ります。

以上、補足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（小野寺一知議員） これより、質疑に入

ります。御発言ございませんか。

田中好望議員。

〇１７番（田中好望議員） １点だけお聞きをし

たいと思いますけれども、歳出のほうの６５ペー

ジをお開きをいただきたいと思いますけれども、

このきめ細かな臨時交付金の中で風連駅のところ

にあります跨線橋の修繕工事、これは照明取りか

え工事も含めてのことだと思いますけれども、風

連高校の跡に風連中学校が移転をするということ

で、通学路がある程度変わってくるといったとき
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に、いわゆるこの跨線橋が子供たちがふえるので

はないかというふうに思うわけですけれども、冬

期間は別ですけれども、夏の間は自転車であそこ

の跨線橋を行くといいますか、通るといいますか、

そういうことが想定されます。今までも自転車で

通った子もいたのですけれども、今のままではな

かなか難しいといったことで、そこら辺は視野に

入っているのかどうか、ちょっとその１点だけお

聞きをしたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 今の跨線橋も

横のほうに少し急ですけれども、自転車を押せる

ような構造に板でなっているかというふうに考え

ていますけれども、今現在跨線橋の改修で例えば

自転車で上がれるというふうに改修するとなると、

基本的にはエレベーターか何かが必要かなと、も

しくはスロープ化をしなければ無理というふうに

考えています。したがって、自転車の交通に関し

ては２５線なり２７線のほうを回っていただくし

か方法がないと。例えば無理やり持ち上げて生徒

がけがするということも考えられますから、その

辺はこれから教育委員会とも協議をさせていただ

きながら、できる限り少し遠回りになるかもしれ

ませんけれども、今の高校と同じ形で２５線ない

し２７線のほうを回っていただくような形をとっ

ていただきたいなというふうには考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 田中議員。

〇１７番（田中好望議員） ことしは、再開発も

ある程度見ていくということで、近くには国保診

療所も開設するということで、そういったことを

含めて、いわゆる利用者は線路東の風連地区の、

いわゆる線路の東側の住民がある程度利用するの

ではないかということと先ほど申し上げました風

連中学校へ通う線路西側の子供たちはやっぱり通

学路が変わるということで、そういったことも含

めてぜひこの際にやはり一気にある程度行ってい

ただきたいと。自転車でそこを通れるというか、

そういう形をぜひ持っていただきたいということ

を要望しておきます。

〇議長（小野寺一知議員） ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２４ 議案第

２０号 平成２１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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２０号 平成２

１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医療

費の給付増と年度末における事業見込みによる各

費目の調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ

に１億１２６万０００円を追加し、予算総額

を３３億３１５万０００円に、直診勘定にお

きまして主に診療収入等の追加と外来患者にかか

わる医療用衛生材料費の増額を図るものであり、

歳入歳出それぞれ１８万０００円を追加し、予

算総額を１億９９９万０００円にしようとす

るものであります。

まず、保険事業勘定の歳出から申し上げます。
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１款総務費では、人件費の追加とその他の不用額

を調整し、７６万０００円を減額しようとする

ものであります。

２款保険給付費では、医療費の増加傾向を踏ま

え、一般被保険者療養給付費など１億１８４万

円を追加しようとするものであります。

７款共同事業拠出金では、拠出金の額の確定に

より２５８万０００円の減額をしようとする

ものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。各負担金等の額の確定により、２款国庫支出

金では８３１万０００円を追加し、４款前期

高齢者交付金では１億１２４万０００円を追

加し、６款共同事業交付金では９７４万００

０円を減額しようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、人件費などの調整により３５万

０００円を減額し、２款医業費では外来患者増

に伴う医薬材料費などの増額と不用額の調整で５

４万０００円を追加しようとするものでありま

す。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外来患者増により３７９万

０００円を、２款使用料及び手数料では手数料の

増加により２１万０００円をそれぞれ追加し、

４款繰入金では収支の調整を図るため４５４万

０００円を減額しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２５ 議案第

２１号 平成２１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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２１号 平成２

１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、年度末の事業見込みによる各費

目の調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ

０６８万０００円を減額し、予算総額を５６０

万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。２款医療諸

費では、医療給付費９６５万０００円、医療費

支給費１００万円、審査支払手数料２万０００

円をそれぞれ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款支払基

金交付金では６７７万０００円、２款国庫支出

金では４２９万０００円をそれぞれ減額し、５

款諸収入では医療費の返還金に伴い３９万円を追

加し、収支の調整を図ろうとするものであります。

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（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２６ 議案第

２２号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２２号 平成２

１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、年度末における各費目の調整を

行うものであり、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ３４０万０００円を追加し、予算

総額を１９億２２７万０００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

６０９万０００円を減額し、予算総額を６億

１８３万０００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２０６万０００

円を減額し、予算総額を４億４１２万０００

円にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、一般管理費におきま

して介護職員処遇改善交付金９６０万円を追加し、

２款保険給付費では居宅介護サービス給付費にお

きまして０１６万０００円を減額し、施設介

護サービス給付費におきまして２６２万００

０円を追加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金、５款支払基金交付金及び６

款道支出金では、歳出の保険給付費の減額に伴い、

それぞれの負担割合に応じて減額し、１０款諸収

入では北海道国民健康保険団体連合会から交付さ

れる介護職員処遇改善交付金を追加しようとする

ものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連につきましては、名寄市特別養護老

人ホーム清峰園、名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ等の指定管理委託料の減額を主な

理由として歳入歳出の調整を行おうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２７ 議案第

２３号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２３号 平成２

１年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を
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行うものであり、歳入歳出それぞれ５５８万０

００円を減額し、予算総額を１７億２５１万

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。１款下水道

事業費では、事業費の確定に伴う各費目の調整と

臨時交付金を充当して下水道管渠内面補修工事及

びマンホール破損箇所補修工事を２４８万０

００円追加しようとするものであります。

３款諸支出金では、消費税で平成２１年度分中

間納付税額について２９６万０００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。２款使用料

及び手数料では、使用料の落ち込みなどにより９

６５万０００円を減額しようとするものであり

ます。

６款市債では、事業費の確定により６６０万

円を減額しようとするものであります。

４款繰入金では、９５５万０００円を増額

し、収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２８ 議案第

２４号 平成２１年度名寄市個別排水処理施設整

備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２４号 平成２

１年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ６５５万０

００円を減額し、予算総額を２６４万０００

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。１款個別排

水事業費では、事業の確定に伴う調整により６２

３万０００円を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では４８万０００円を、２款使用料

及び手数料では４４万０００円を収入減により

それぞれ減額しようとするものであります。

５款市債では、事業費の確定により４５０万円

を減額しようとするものであります。

３款繰入金では、１４７万円を減額し、収支の

調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２４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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２９ 議案第

２５号 平成２１年度名寄市簡易水道事業特別会

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２５号 平成２

１年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１８万０

００円を追加し、予算総額を３３１万０００

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。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う各費目の調整

と臨時交付金を充当して風連日進浄水場流量計改

修工事を２６２万０００円追加しようとするも

のであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料を２７万０００円

増額し、給水工事手数料を４万０００円減額し

ようとするものであります。

２款繰入金では、一般会計繰入金を１８１万

０００円増額し、収支の調整を図ろうとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２５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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３０ 議案第

２６号 平成２１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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２６号 平成２

１年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整と

市場の消防設備等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９万

０００円を追加して、予算総額を６７２万０

００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。１款

商工費の市場管理費におきまして、消防設備とオ

ーバースライダーシャッターの修繕料３４万０

００円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

では、取扱高の減少に伴い３９万０００円を減

額し、２款繰入金では４９万０００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申し上



－38－

平成２２年２月２６日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３１ 議案第

２７号 平成２１年度名寄市食肉センター事業特

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２７号 平成２

１年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ３８万００

０円を減額して、予算総額を３６７万０００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。１款衛生費

では、食肉センター管理事務費の３８万０００

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款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして３８万００

０円を減額し、収支の調整を図ろうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３２ 議案第

２８号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別

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。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２８号 平成２

１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、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ７２万００

０円を追加し、予算総額を２億９４８万００

０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。１款総務費

では、人件費の調整により４１万０００円を追

加し、また２款後期高齢者医療広域連合納付金で

は、保険基盤安定負担金と広域連合事務費負担金

の確定に伴い、３１万０００円を追加するもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

において、人件費の増額分と後期高齢者広域連合
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事務費負担金の減額分を合わせて１７万０００

円減額し、保険基盤安定繰入金を９０万０００

円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申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３３ 議案第

２９号 平成２１年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第２９号 平成２

１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、年度末の各収支見通しにより必

要な関係部分を調整し、あわせて各種機器の賃貸

借について債務負担行為を設定しようとするもの

であります。

補正の主なものを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東

病院、市立病院ともに入院患者数の減少により入

院収益で２億５６４万０００円を減額、外来

の診療単価の増額により外来収益で６７７万

０００円を追加、その他医業収益では人間ドック

等の医療相談収益で１８６万０００円を追加、

次に医業外収益におきまして他会計補助金では医

師の研究研修に要する経費で１２６万０００

円を追加、他会計負担金では企業債償還利子に要

する経費等で１１４万０００円を減額、次に

特別利益におきまして損害賠償保険金で６４２

万０００円を追加し、総額を７６億０７５万

円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で看護師等の採用が予定を下回ったなどにより

１３８万０００円を減額、材料費で薬品、診療

材料等で６７９万０００円を追加、経費で市

立病院の産科医療補償制度の保険料、東病院の負

担金交付金等の増加により６４５万０００円

を追加、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は長期償還利子等で９５０万

０００円を減額、雑支出では控除対象外消費税

で０５５万０００円を追加、次に特別損失に

おきまして看護師等修学資金貸付金償還免除等の

増額で１２６万０００円を追加し、総額を７

８億８１８万０００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は、企業債では医療機器

整備事業で０００万円を減額、出資金では企業

債償還元金に要する経費で０８３万０００円

を追加し、総額を２６億６１４万０００円にし

ようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして投資では看護師１名の修

学資金貸付金７２万円を追加し、総額を２７億

６６１万０００円にしようとするものでありま

す。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補てんするものでありま
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す。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品の購入で２５

９万円を追加し、総額を８億３１５万円にしよ

うとするものであります。

次に、各種機器の賃貸借に係る債務負担行為に

ついて申し上げます。体圧分散寝具の賃貸借ほか

４件の賃貸借等について、それぞれ期間及び限度

額を設定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２９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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３４ 議案第

３０号 平成２１年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第３０号 平成２

１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、年度末に当たり予算の調整を行

おうとするものであります。

まず、収益的収支について申し上げます。１款

水道事業収益では７７９万０００円を追加し、

総額を６億０９６万０００円にしようとする

ものであり、その主な内容としましては営業収益

で給水収益の増加などによる７０４万０００

円の追加であります。

２款水道事業費用では、２１２万０００円を

追加し、総額を５億４４２万円にしようとする

もので、その主な内容につきましては各費目にお

ける事業費確定による計数整理であります。

次に、資本的収支について申し上げます。３款

資本的収入では４０万円を追加し、総額を１億

０１５万０００円に、４款資本的支出では３５

８万０００円を減額し、総額を３億５９３万

０００円にしようとするもので、いずれも各費

目における事業費確定による計数整理が主な内容

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（小野寺一知議員） 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（小野寺一知議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３０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（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３５ 議案第

３１号 平成２２年度名寄市一般会計予算、議案
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第３２号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別

会計予算、議案第３３号 平成２２年度名寄市老

人保健事業特別会計予算、議案第３４号 平成２

２年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第３５

号 平成２２年度名寄市下水道事業特別会計予算、

議案第３６号 平成２２年度名寄市個別排水処理

施設整備事業特別会計予算、議案第３７号 平成

２２年度名寄市簡易水道事業特別会計予算、議案

第３８号 平成２２年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算、議案第３９号 平成２２年度名寄

市食肉センター事業特別会計予算、議案第４０号

平成２２年度名寄市後期高齢者医療特別会計予

算、議案第４１号 平成２２年度名寄市病院事業

会計予算、議案第４２号 平成２２年度名寄市水

道事業会計予算、以上１２件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 議案第３１号 平成２

２年度名寄市一般会計予算及び議案第３２号から

議案第４２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。

平成２２年度は、４月に市長選挙を控えている

ことから骨格予算となりますが、地域経済や雇用

の安定などを考慮し、継続事業については新総合

計画の具現化を最優先にできるだけ多くの事業を

盛り込みました。

一般会計予算案は１８６億９７０万０００

円で、前年度比マイナス５％、１３億２４４万

０００円の減額となりました。骨格予算であり、

普通建設事業費が前年度比マイナス６２％と大

きく減少したことが主な要因であります。収支不

足を補う基金の取り崩し額は、前年度比マイナス

９４％の９８６万０００円で、このうち財

源調整的な基金である財政調整基金の取り崩し額

は３１９万０００円となっており、ほかに備荒

資金超過納付金の取り崩しを１億０００万円諸

収入で見込みました。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

２年度国民健康保険特別会計外８特別会計の予算

総額は７６億６５６万０００円で、前年度比

マイナス０％の伸び率となっております。これ

は、国保直診勘定で診療所及び総合支援施設の取

得により前年度比プラス２９８％と大幅な伸び

を示したものの、下水道事業会計では補償金免除

繰上償還に伴う借換債の発行が平成２１年度で終

了したことなどにより大きく減少し、また介護サ

ービス事業勘定名寄及び風連では自己負担金収入

を市の会計を通さず、事業団会計で直接受け入れ

することによる会計区分の変更に伴う予算規模の

縮小などが主な要因であります。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は１０１億

３２５万０００円で、前年度比マイナス１７

％の伸び率となっております。これは、病院事業

会計で補償金免除繰上償還に伴う借換債の発行が

平成２１年度で終了したことが主な要因でありま

す。

以上によりまして、平成２２年度全会計の予算

総額は３６５億９５２万０００円となり、前

年比マイナス５％の伸び率となりました。

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申し上げます。

〇議長（小野寺一知議員） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第３１号外

１１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、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号外１１件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。
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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。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４５分

再開 午後 １時４５分

〇議長（小野寺一知議員） 再開いたします。

日程第３６ 報告第１号 専決処分した事件の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 報告第１号 専決処分

した事件の報告について申し上げます。

本件は、本年１月４日午後８時３０分ごろ、名

寄市西４条南６丁目の国道４０号融雪溝に相手方

が転落し、負傷したものでありまして、これに伴

う医療費と慰謝料合わせて２万９８０円を本市

が負担することで示談が成立いたしました。

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

御報告申し上げます。

〇議長（小野寺一知議員） これより、質疑に入

ります。御発言ございませんか。

岩木正文議員。

〇８番（岩木正文議員） なかなか想定できなか

った事故であり、非常にその結果が大した大きな

けがではなくて本当に安心しているところでござ

います。私の家もこの４０号の融雪溝は、本当に

非常に利便性が高く有効に利用させていただいて

いるところでございますが、今回の事故はまたち

ょうつがいの緩みとふた受けがちょうどずれてい

たという両方の原因に寄与するところでございま

すが、この点検体制はどのようになっているのか、

そしてまた今回の事故を受けて点検の結果、ふた

受けがどれぐらいずれている箇所があったのかお

知らせいただきたいと思います。

歩道にあるということは、歩行者はそこを歩か

ざるを得ない。意識して融雪溝を歩くわけではな

いですが、いつどのようなことになるかわからな

いので、こういったことは想定されていたかもし

れません。それとともに、この融雪溝を使う利用

者の責任というのはどのように見ておられるのか。

例えば私の家の前で私が排雪をしていて、ふたを

閉め忘れて歩行者が落ちてしまったと、そういっ

たことも十分考えられる事態ではないかなと思い

ますので、そういった責任の所在について見解が

あればお知らせいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 一般国道４０

号の融雪溝は、平成１１年１２月に供用開始しま

して、その時点から北海道開発局と名寄市が協定

を結びまして、以降毎年旭川開発建設部と協定書

に沿いまして維持管理の業務委託を名寄市が請け

負っているということでございまして、今回の事

故もその中で起きてしまいました。事故に遭われ

た方には大変申しわけなく思っているところでご

ざいます。

今御質問の蝶番と受けの落下防止のための網な

のですけれども、それがずれていたということで

このような事故が起こってしまったということで

早速事故後、点検をさせていただきました。下の

落下防止用のさくは、私どももちょっとその辺が

開発局との整合が悪くて点検に至っていなかった

のですけれども、こういう塊を投雪するためにあ

けるようにできていたという状況をちょっと認識

が薄くて私どもがそこまでは点検をしていなかっ

た状況にございまして今回こういう事故が起こっ

たのですけれども、名寄市が造成した駅前通だと

か南４丁目の藤花前の通りではこれがあかないよ

うになっています。今回の場合は、国道の場合は

そういうことも含めて利便性を高めたつもりであ

けるようになっていたのですけれども、この辺は

私どもの点検が不足したということは認めて、そ

の後これがあかないような形で今全部点検を終わ

りました。

あと、蝶番のふぐあいにつきましてもここ１カ
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所であったために、そのほかの部分では今のとこ

ろございません。

それと、利用者側の責任なのですけれども、基

本的には岩木議員も御承知のように家の前の方々

がそれぞれの投雪溝を使っているということであ

りますけれども、基本的にはどこに持っていって

も構わないような状況でございます。隣の方が隣

のところへ持っていって捨てても構わないという

ような状況になっておりますから、今の段階では

利用者側には責任というのはないとは言えません

けれども、どの程度までという利用者側との約束

事はございません。今後この辺も含めて、国のほ

うとも再度状況が変わってきていることも含めま

して、このような件も含めて協定の内容も含め、

利用者側へも利用の安全確保についてもう一度Ｐ

Ｒをさせていただ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。

〇議長（小野寺一知議員） ほかに質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 以上で質疑を終結い

たします。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第３７ 報告第

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

〇市長（島 多慶志君） 報告第２号 専決処分

した事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、平成２１年１１月１６

日午前１０時５０分ごろ、名寄市西５条南６丁目

市道におきまして、教育部所管の公用車が駐車場

から路上へ後退した際に駐車中の乗用車に接触し、

破損させたものであります。過失割合は本市が１

００％であり、相手側車両の修理代として本市が

１８万９６８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。

２件目の事故の内容は、本年１月６日午前９時

２０分ごろ、名寄市役所北側駐車場におきまして、

経済部所管の公用車に乗車していた職員が車から

おりる際に強風のためドアが勢いよく開き、駐車

中の乗用車に接触し、破損させたものであります。

過失割合は本市が１００％であり、相手方車両の

修理代として本市が８万５６５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２件を地方自治法第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

より御報告申し上げます。

〇議長（小野寺一知議員） これより、質疑に入

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

〇２１番（谷内 司議員） 毎回のようにこのよ

うなことで質問をさせていただいているのですけ

れども、たしかこの１００・ゼロの事故はことし

になって多分４件か５件だと思いますけれども、

今年の場合は雪が大変多くて、交差点等につきま

しても今は排雪をしたから相当きれいになってい

ますけれども、先日まではあの交差点の一時とま

れの標識が見えないぐらいの雪が積もっていまし

た。あんな中でよく事故が起きないなと、そんな

ことを思っていたのですけれども、今回この事故

の経過を見ますと、ドアをあけた物件については

雪には関係ないのかと思いますけれども、第１表

のほうのバックをした公用車ですが、これは雪が

あって、それが何か雪の影響で視界が悪かったか

何かでぶつかったのか、その辺を説明いただきた

いのと、これに対しても当然懲罰があると思いま

す。どのような懲罰をされたのか、その辺をお願

いいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 雪の影響はなかっ

たというふうに考えております。本人の不注意に

よりまして起きた事故というように考えておりま
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して、今谷内議員おっしゃいましたように２１年

度に入りまして４件のこの種事故が起きていまし

て、いずれも１００％市のほうが悪い状況になっ

ています。

それで、中身の関係につきましては、こういう

言い方は失礼ですけれども、正職員で今回１件と、

それから委託業者のほうで１件と、それから臨時、

嘱託職員で２件ということで合わせて４件起きて

おります。その関係につきましては、本人の不注

意が理由の最たるものだと思っておりまして、こ

としの１月２８、２９日の２日にわたりまして、

職員研修という名前で９２名の職員を集めまして

名寄会場、風連会場でこの種事故のないように改

めて職員研修をさせてもらいました。特にことし

は雪が多かったり、１月は寒かったりしましてア

イスバーンになっておりましたので、２日、３日

置きぐらいに、場合によっては毎日車両係長のほ

うから安全運転の励行について注意の情報を発信

するということもやってきておりましたけれども、

残念ながらこんなような事故が起きてしまいまし

て、市民の皆さん方におわびしたいと思っており

ます。

〇議長（小野寺一知議員） 谷内議員。

〇２１番（谷内 司議員） 雪のほうは関係ない

というようなことなのですけれども、そうしたら

余計見通しのいいところでバックをしてぶつかっ

たのですね。前から申し上げているのですけれど

も、前のときの私の質問のときには勉強会なり注

意なり、いろいろなことをやっていますよという

形をお聞きして、その経過はなかったのだろうと

私は思うのです。そういうようないろんなことを

やっていてもなおかつ起きるということになると、

その成果がないという私は判断をします。ですか

ら、私が申し上げておりますように何ぼ勉強会で

頭のほうの知能をしても腕のほうがだめだったら

絶対交通事故は起こりますので、前から言ってい

るように自動車学校へ行って１週間でも１０日で

も再度教育をさせると、これが重要だと思います

が、これでもまだそういうことはやらないつもり

ですか。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 運転技術が未熟だ

というふうな認識はちょっとしておりません。

それから、先ほど答弁漏れしましたけれども、

処分の関係につきましては、監督者責任も含めま

して本人には厳重注意、部長、課長等につきまし

ては口頭注意ということで行っております。

それと、分析をしているのですけれども、件数

関係につきましては平成１９年度で５件、平成２

０年度で３件、平成２１年度は４件ということで、

内容的には病院の職員を除きまして、消防職員を

除きまして、いわゆる市の職員が４００名程度、

嘱託、臨時職員が２００名程度おります。６００

人程度の職員が運転免許の使用許可をとりまして

車を使って業務を遂行しておりますので、そこに

対して年間３件、４件という部分について多いか

少ないかについては議論の分かれるところだと思

いますけれども、決して職員は運転技術が私は未

熟だとは思っておりません。ただ、風連庁舎、名

寄庁舎ということの分庁方式を採用していること

もありまして、どうも移動の関係が従来よりも多

くなってプレッシャーがかかっているのかなと思

いまして、今回の事故分析の中で警察のほうとも

協議させていただきまして、前から駐車場に入っ

て後ろから出てくるということで事故が起きてい

るのではないのかなという分析も実はあります。

今回の研修会では、そのことを言われましたので、

入るときにはバックでゆっくり慎重に入ってきて

出るときは頭から出ると、こういうことをもう少

し職員のほうにしっかり励行させたいなというふ

うに思っております。

それから、運転講習というよりも交通安全のさ

まざまな運動にも職員には参加させまして、より

交通安全意識の高揚に向けて進めてまいりたいと

いうふうに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 谷内議員。
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〇２１番（谷内 司議員） それはわかるのです

けれども、やはり未熟でないと言ったけれども、

私が言いたいのは自動車学校へ行ったら、免許を

取るときには縦列だとかバックだってやるのです

よね。それをクリアして初めて免許は受かるので

す。それができないということは、やっぱり未熟

だと思うのです。冬もあるけれども、去年１年間

に対して、バックしたときに右側の車にとまって

ぶつけたとか、あれなんていうのは窓から顔を出

して見ればぶつかるかわかるのに、それさえ怠っ

ていてバックしてぶつかった例もありましたよね。

あんなの未熟でないというのはおかしな話なので

す。当然縦列なりバックなり、いろいろなことを

クリアして、今は路上教習もあえてやって、その

中で運転免許が交付されて、それをもらっている

はずなのです。それがそういうようなものがクリ

アできなくて事故を起こしていて、運転未熟しか

ないと思います。だから、自動車学校へ行って勉

強せいとか云々というのではなくて、できないの

があるならば、よく免許更新のときに２時間とか

３時間の講習ありますよね。それでもあえて受け

てもらうような形で、あれは無料でできますから、

それを義務づけてその講習を受けてこいと、そし

てもう少し勉強せいとか、そういうことも考えら

れると思うのですが、その辺は考えられませんか。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 車の関係につきま

して、市役所近辺の駐車場のスペースが狭いこと

等もありまして、入れたときと出るときの状況が

変わっている部分もありますので、安全運転の技

術の向上の関係につきましては、この辺につきま

しても情報発信して本人の努力でさせてみて、本

人にその辺をきちっとするように、技術向上を図

るように周知をしたいというふうに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） ほかに質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（小野寺一知議員） 以上で質疑を終結い

たします。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（小野寺一知議員） お諮りいたします。

議事の都合により、あす２月２７日から３月８

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）

〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、あす２月２７日から３月８日までの１

０日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で本日の日程は

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 ２時０２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 竹 中 憲 之

署名議員 黒 井 徹


