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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年１１月３０日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第３回定例会付託議案第１

号 なよろ市立天文台条例の制定につ

いて（総務文教常任委員会報告）

日程第４ 平成２１年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

について（総務文教常任委員会報告）

日程第５ 平成２１年第３回定例会付託議案第４

号 名寄市農産物簡易加工処理施設条

例の一部改正について（経済常任委員

会報告）

日程第６ 平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定について（平成２０年度決算審

査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

６号 平成２０年度名寄市病院事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

７号 平成２０年度名寄市水道事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

日程第７ 行政報告

日程第８ 議案第１号 名寄市自治基本条例の制

定について

日程第９ 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

日程第10 議案第３号 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

日程第11 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第13 議案第６号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例及び名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第７号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第15 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

日程第16 議案第９号 北海道市町村備荒資金組

合を組織する市町村の数の増減につい

て

議案第１０号 北海道後期高齢者医療

広域連合を組織する市町村の数の増減

について

日程第17 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて（なよろ健康の森）

議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園パークゴルフ場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（天塩川さざなみ公園）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営牧野）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市母子里地区共同牧場）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

日程第18 議案第１７号 市道路線の廃止につい
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て

議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第19 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第20 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21 議案第２１号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２２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23 議案第２３号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第24 議案第２４号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第25 議案第２５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26 報告第１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３回定例会付託議案第１

号 なよろ市立天文台条例の制定につ

いて（総務文教常任委員会報告）

日程第４ 平成２１年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

について（総務文教常任委員会報告）

日程第５ 平成２１年第３回定例会付託議案第４

号 名寄市農産物簡易加工処理施設条

例の一部改正について（経済常任委員

会報告）

日程第６ 平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定について（平成２０年度決算審

査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

６号 平成２０年度名寄市病院事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

７号 平成２０年度名寄市水道事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

日程第７ 行政報告

日程第８ 議案第１号 名寄市自治基本条例の制

定について

日程第９ 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

日程第10 議案第３号 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

日程第11 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第13 議案第６号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例及び名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第７号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第15 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

日程第16 議案第９号 北海道市町村備荒資金組

合を組織する市町村の数の増減につい

て

議案第１０号 北海道後期高齢者医療

広域連合を組織する市町村の数の増減

について

日程第17 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて（なよろ健康の森）
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議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園パークゴルフ場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（天塩川さざなみ公園）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営牧野）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市母子里地区共同牧場）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

日程第18 議案第１７号 市道路線の廃止につい

て

議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第19 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第20 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21 議案第２１号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２２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23 議案第２３号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第24 議案第２４号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第25 議案第２５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26 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（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

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
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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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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第４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、

１１番 日根野 正 敏 議員

２３番 東 千 春 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１２月１４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１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１号 なよろ市立天文

台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。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

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３回定例会において当委員会に

付託されました付託議案第１号 なよろ市立天文

台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、１０月１３日及び１１月１３日の２

回にわたり開催し、１回目の審査では山内教育部

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

行う一方、２回目の委員会は議会基本条例第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。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように来年３月完成予定の市立天文台の

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。

各委員から出されました主な質疑では、入館料

の根拠はとの質問に対しては、木原天文台は木原

さんの意思もあり無料としてきた。新天文台の完

成により他の天文台料金を参照するとともに、子

供についてはお小遣いからの妥当性を追求し、同

伴されるであろう大人の料金で対応したいと考え

ていると答弁がありました。

また、指定管理者の考えは。第６条にある天文

台の管理上支障あるものとは。第９条にある市長

が特別に認める減免とは。年間入館者の見込みは。

団体利用が１５名以上というのはどうか、人数の

ハードルを下げてもよいのではないか。スライデ

ィングルーフ内望遠鏡はライセンス取得者のみの

利用となっているが、ライセンスを持っていない

と利用できないのか。通常料金より名寄市民を１

００円安くした根拠は。第６条及び第７条で別表

第１に掲げる設備を利用する者は事前に教育委員

会の許可を受け、その際に使用料を納入しなけれ

ばならないとしているが、市外利用者にとって厳

しい条件と言えるのではないかなどの質問に対し

ては、指定管理者に委託する考えは持っていない。

管理上支障あるものとは、酩酊など機材に明らか

に支障あると判断したとき。市長が特別に認める

減免とは、特別な流星群などの天文現象の際と考

えている。年間入館者は１え ０００人をえ定し

ている。団体１５名以上というのは、現在のプラ

ネタリウム館を踏襲したもの。スライディングル

ーフ内望遠鏡は、ライセンスを持った技術者が設

置した望遠鏡をのぞくのは可能。名寄市民を１０

０円安くしたのは旭山動物園を参照した。申し込

み時の使用料納入は規則の中で検討したいという
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答弁がありました。

以上の質疑を受け、２回目の審査では、現時点

でのなよろ市立天文台条例施行規則案を参考資料

として提出していただくとともに、委員のみによ

る議論及び審査を行いました。この中で課題とな

ったのは、入館料及び年間入館料で大学生は通常

料金が４００円、 ２００円となっており、名寄

市民ならば３００円、 ０００円としたが、名寄

市立大学の学生についてはさらに配慮すべき、学

生証の提示で無料であってもよいのではないか。

そうすれば、名寄大学のメリットになりＰＲ効果

も大きい。申し込み時の使用料納入については、

施行規則で整理するのならばわかりやすく条例内

でも整理すべき。団体利用の人数については、ハ

ードルを下げて１０人以上とすべき。天文台の愛

称が「きたすばる」となっている。他施設でも愛

称を決めているが、愛称については条例の中にも

明記すべきの４点であります。

委員会議論は、休憩を挟み活発に行われた結果、

名寄市立大学生の入館料軽減については小中高校

生の名寄市民を無料としたことは評価すべき、他

施設の整合性を図るとともに、名寄市立大学生に

ついては利用理由によって第９条の入館料などの

減免を活用することで対応すべきという意見に集

約されました。また、申し込み時の使用料納入に

ついては条例でも整備すべき。団体利用の人数に

ついても団体利用の促進を図るとともに、博物館

では団体扱いを１０人以上に設定していることか

ら天文台についても１０人以上に改めるべき、さ

らに他の施設についても整合性を図るべき。さら

に、愛称明記についてもＰＲ時に愛称が使用され

る場合もあり、広く内外に周知する意味で明記す

べき、また愛称明記については他施設の整合性を

図るべきにそれぞれ意見が集約されました。

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１号 なよろ市立天文台条例の制定

につきましては、第２条中、名称なよろ市立天文

台の次に「愛称 きたすばる」を加える。第７条

第２項中、納入しなければならないの次にただし、

市長がやむを得ない事由があると認めるときは、

その限りでないを加える。別表第１中、団体利用

（１５人以上）を団体利用（１０人以上）に改め

るとする原案の一部修正案が全委員により提出さ

れ、議論の結果、全会一致で修正案を可決すべき

ものと決定し、修正部分を除く部分を原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告いたします。

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２１年第３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。

日程第４ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第２号 名寄市手数料徴

収条例の一部改正についてを議題といたします。

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。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２１年第３回

定例会において当委員会に付託されました付託議

案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部改正につ

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、１０月１３日及び１１月１３日の２

回にわたり開催し、１回目の審査では佐々木総務

部長を初め担当職員の出席を願い、本条例の内容
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などについて詳細に説明を受けた後、慎重に審査

を行う一方、２回目の委員会は議会基本条例第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。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように名寄市手数料徴収条例に規定する

各種証明書手数料のうち、道内各市に比較して手

数料額の低い項目について現状に即した適正な料

金にしようとするものであります。

各委員から出されました主な質疑では、今回の

改正でどの程度の増収となるのかの質問に対して

は、市民課関係で約１７３え円、税務課関係で２

え円程度、農業委員会関係で１え円程度との答弁

がありました。

また、前回の手数料の改正はいつごろだったの

か、道内の状況などを見きわめ、３年あるいは５

年周期で見直しているのかの質問に対しては、農

業委員会では昭和６１年４月に改正した後、事務

レベルで検討をしてきた。合併時は、当面は低い

ほうに合わせるとなった。今後は年数に応じて見

直しを進めたい。市民課関係でも前回の見直しは

昭和６１年であり、２２年間が経過している。最

近は個人情報保護、個々人の確認などからも事務

的に増となっていると答弁があったところです。

以上の質疑を受け、２回目の審査では委員のみ

による議論、審査を行いました。この中で課題と

なったのは、今回の改正の背景には行財政改革の

視点がある。市民の間には、さまざまな負担感が

あるとともに景気低迷もある。自治体としての市

民サービス、公共性を考えると時代の趨勢での改

定ではなく市民負担の軽減も考え、現状に据え置

くべきではないかということでありましたが、各

委員からは２０年以上見直しはされていないし、

道内各市に比較して手数料額の低い項目について

現状に即した適正な料金にすることは大事なこと、

改正は妥当などの意見が出され、当委員会では改

正は妥当、ただし手数料などの改正については適

正な時期、一定の時期に見直すという基本が大切

という意見が大勢を占めました。

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 名寄市手数料徴収条例の一部

改正につきましては、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

御報告といたします。

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２１年第３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５ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第４号 名寄市農産物簡

易加工処理施設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。

経済常任委員会、木戸口真委員長。

おはよう〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

ございます。ただいま議長よりお許しがありまし

たので、名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一

部改正について御報告申し上げます。

平成２１年第３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４号 名寄市農産物

簡易加工処理施設条例の一部改正について、審査

の経過と結果について御報告申し上げます。

当委員会は、経済部長を初め担当職員の出席を

願い、９月１７日、１１月１９日の２回にわたり

開催し、審査を行ったところであります。
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同条例の一部改正は、名称の変更と名寄、風連

両地区にある施設の料金の格差を段階的に平準化

していくための改正との提案であります。担当者

からは、名寄地区の名寄市農産物簡易加工処理施

設をあぐりん館に、風連地区の名寄市風連農産物

加工施設をグリーンハウスに名称を改め、グリー

ンハウスの利用料金を夏季は３３％アップ、冬季

は５０％アップとする。両地区の施設は整備や利

用内容も類似している。合併の際は地域性を考慮

し、料金統合は行わなかったが、類似施設での料

金の格差は夏季は ５４金、冬季は ７８５金で 

あることは公平性を欠くことから見直しを段階的

に行うもので、そのにに額は６え ０００円が見

込まれる。利用施設の１８年、１９年、２０年の

利用状況は、あぐりん館は年々利用が伸びている。

グリーンハウスは、若干利用が下がっているが、

みそ、トマトジュースの利用は上がっている。冬

期間の稼働率は、ほぼ１００％である。両施設と

も年々老朽化しているため、毎年備品の修繕、更

新、施設の改修等をしながら現在に至っている。

今後も経費がかかることから、グリーンハウスの

料金を段階的にあぐりん館の料金に統一したいと

の説明を受けたところであります。

各委員から出された主な質疑は、１点目として

あぐりん館の利用が伸びた原因はに対しましては、

あぐりん館はみそ、トマトジュースの加工、その

ほかイベントの炊き出しでの豚汁、おこわ等の利

用がふえているとの答弁がありました。

２点目として、グリーンハウスは利用も多い、

農産物の付加価値をつけるためにも料金を上げる

のはどうなのか、料金値上げの根拠はあるのかに

対しまして、過去３年間の経費はグリーンハウス

で１８年度は約２２０え円で修繕料でボイラーな

ど約１４え円、１９年度は約２３６え円で修繕料

で約５え円、整備費で約１９え円、２０年度は約

３０６え円で修繕料でボイラーなどで約１６え円、

整備費で国の交付金活用により経費は２４０え円

となりました。年々５え円ほどの経費がふえてい

る状況にある。グリーンハウスの経費は、１８年

度は約１８１え円、１９年度は約１５７え円、２

０年度は約１５７え円を支出している。利用が伸

びていることから、収入は１８年度は８え ００

０円、１９年度は約１０え円、２０年度は１５え

円と伸びている。グリーンハウスは、平成元年か

らの備品が摩耗する時期で修繕、更新を考えなけ

ればならない。冬季管理人の経費があることから、

あぐりん館より経費がかかっているので、応分の

負担をと考えている。できるだけ値上げしないで

との思いはあるが、行財政改革では利用料、使用

料の見直しの基本的な考え方で受益者負担につい

て地域政策上特に必要な場合はゼロ、大多数の住

民に受益が見込まれる場合はおおむね２５％、利

用が特定される場合はおおむね５０％となってい

る。この施設は、大多数の住民に受益が見込まれ

ると考えて２５％の負担と考えると、支出が２０

０え円程度なので、収入は５０え円となるが、ま

だそこまでの利用はない。今回は名寄地区、風連

地区の市民の公平感のため、段階的に引き上げて

いきたい。農業のあり方として、農産物を加工し

て販売するということが政策的にも進められてい

るので、大幅な値上げは考えていない。研究施策

に関しては特認的に考えるとの答弁がありました。

３点目として、施設の維持管理について現状の

管理のあり方、今後の考えはに対しましては、施

設周辺の草は春先に除草剤をまいている。見回り

をして食品を扱う施設であることから、適正な維

持管理に努めていきたい。利用者にも使用のあり

方を指導していきたい。あぐりん館には管理人を

置いていないが、グリーンハウスは冬の４カ月の

み事業団に管理委託している。今後もしっかりと

管理運営していきたいとの答弁がありました。

４点目として、多くの経費がかかっているが、

施設を整備して利用をふやし、料金を抑える考え

はないのかに対しましては、料金値上げに関し、

各団体と意見交換をした。施設整備についての希

望もいただき、両施設の整備には違いがあるが、
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ことから、大規模な改修は国の有利な補助金等を

活用してと考えているが、なかなか難しい状況に

ある。利用者が使いやすいものとしてハード、ソ

フトを含め、要望にこたえていきたい。利用者と

の意見交換では、多少の値上げはやむを得ないと

いうことで値上げについての異議はなかったとの

答弁がありました。

各委員からは、今後も利用者の要望にこたえた

施設整備を行うことや段階的な利用料金の値上げ

に対する理解もなされている。合併後４年が経過

し、類似施設での料金格差を段階的に是正するこ

とは理解するなど多くの意見が出されました。

以上の議論経過から、当委員会に付託されまし

た付託議案第４号 名寄市農産物簡易加工処理施

設条例の一部改正につきましては、全会一致で原

案のとおり可決するべきと決定したところであり

ます。

以上、当委員会の審査の経過と結果の報告とい

たします。よろしくお願いいたします。

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２１年第３回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第６ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１５号 平成２０年度

名寄市各会計決算の認定について、平成２１年第

３回定例会付託議案第１６号 平成２０年度名寄

市病院事業会計決算の認定について、平成２１年

第３回定例会付託議案第１７号 平成２０年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、以上３件

を一括議題といたします。

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。

決算審査特別委員会、植松正一委員長。

おはよ〇決算審査特別委員長（植松正一議員）

うございます。御指名をいただきましたので、第

３回定例会で決算審査特別委員会に付託されまし

た議案第１５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定について及び議案第１６号 平成２０年度

名寄市病院事業会計決算の認定について並びに議

案第１７号 平成２０年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、以上３件について委員会の審

査結果と経過の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選を行い、委員長には私植松正一が、

副委員長には佐々木寿委員が選任されました。

第２回の委員会は、１０月２７日に開会し、審

査日程を１０月２７日から１０月３０日までの４

日間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑を行うなど慎重に審査いたしました。

審査の経過につきましては、当委員会は全議員

をもって構成された特別委員会ですので、詳細な

報告は省略させていただき、審査の結果のみを御

報告申し上げますので、御了承をお願いいたしま

す。

議案第１５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定については、老人保健事業ほか７特別会計

は全会一致で、一般会計及び国民健康保険特別会

計は起立採決の結果、いずれも原案のとおり認定

すべきものと決定しました。

議案第１６号 平成２０年度名寄市病院事業会

計決算の認定について及び議案第１７号 平成２

０年度名寄市水道事業会計決算の認定については、

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定し

平成２１年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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ました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

についてはいずれも正確な収支が行われ、予算の

執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、委員会開催中は委員並

びに理事者各位におかれましては、終始慎重かつ

熱心な審査に尽くしていただきましたことをお礼

を申し上げます。また、皆様の御理解、御協力に

より日程どおり決算審査特別委員会を終えること

ができました。重ねてお礼を申し上げまして、委

員会報告といたします。ありがとうございました。

ただいま決算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成２１年

第３回定例会付託議案第１５号外２件については、

全議員をもって構成されました特別委員会の審査

でありますので、この際質疑を省略し、直ちに採

決を行います。

初めに、平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定につ

いて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号は委員長の報告のとおり認定することに決定

いたしました。

次に、平成２１年第３回定例会付託議案第１６

号外１件は、委員長報告のとおり認定することに

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２１年第３回定例会付託議案第１

６号外１件は委員長報告のとおり認定することに

決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時２９分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第７ これより行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２１年第４回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに

本年度の文化賞等、各種表彰について申し上げ

ます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、名寄ＳＬ排雪列車（キマロキ）保存会に

文化奨励賞を授与いたしました。

キマロキ保存会は、市が旧国鉄から無償貸与を

受けた「ＳＬキマロキ編成」の保存・管理のため、

旧国鉄ＯＢが中心メンバーとなり、昭和５１年１

２月に設立されました。

実物が保存展示されているのは全国で名寄市だ

けであり、本体を保存するための冬期間保護用シ

ートかけや取り外しのほか、塗装や油磨き、専門

知識と技術を生かしての部品補修等により、現役

当時を彷彿させる勇姿を今でも見ることができ、

市民に親しまれるとともに全国各地から訪れる鉄

道ファンにも高い評価を受けています。また、平

成１３年には「ミニエクスプレスなよろ号」を購

入し、市内及び近隣でのイベントなどで、子供た

ちに夢を与えるとともに、鉄道のまちとして歩ん

できた名寄の歴史を後世に残すため、ＳＬ運行に

まつわるエピソードをまとめた「キマロキ百話」

や各種パンフレットを発行し、情報の集積と発信

にも取り組むなど、３０年以上にわたる地道な活

動を通じ、文化財の保護に貢献されています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、産業経済、労働、教育文化、住民

運動実践の各分野で市政の発展に寄与された３０
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個人の皆さんに功労表彰を、多額の寄附によりお

力添えをいただいた７個人、１２団体の皆さんに

善行表彰をお贈りいたしました。

受賞されました皆さんには、今後とも本市の発

展に御尽力を賜りますとともに、より一層の御活

躍と御健勝を願っています。

次に、定額給付金について申し上げます。

定額給付金は９月１８日に申請受付を終了し、

給付については１０月中旬をもって終了いたしま

した。

給付件数は１ ６１５世給、給付率は９ ５９ 

パーセント、給付額は４パ ８３５え６千円とな

っています。未申請世給に対しては、市広報やホ

ームページ、公共施設でのポスター掲示のほか、

手紙の送付や高齢者への個別訪問など、様々な方

法で呼びかけを行いました。

本事業の実施により、所期の目的である市民へ

の生活支援、地域経済の活性化に寄与できたもの

と考えています。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民の意見を反映して協働のまちづくりを進め

るため、名寄地区では町内会連合会と連携し、小

学校区の町内会地域を対象に５会場で、風連地区

では行政区長会との連携により４会場でまちづく

り懇談会を開催しました。

今回は「自治基本条例（仮称）の制定に向け

て」をメインテーマに市民の皆さんと意見交換を

行いました。

次に、男女共同参画について申し上げます。

本年度の事業におきましては、市広報の活用や、

図書館に男女共同参画コーナーを常設するなど、

様々な機会を通して意識啓発に取り組んでいます。

また、平成２０年度における「名寄市男女共同

参画推進計画」に基づく各取り組みに対する事務

事業評価につきましては、市職員によるワーキン

ググループや名寄市男女共同参画推進委員会にお

いて検証・評価を行いましたので、評価結果を踏

まえ、今後も計画を推進してまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

市民との情報共有、市内外への情報発信などを

担っている名寄市行政ポータルサイトが１０月５

日から新しくなりました。知りたい情報をより速

く、簡単に探せるよう情報のジャンルなどを見直

し、市民に身近な行政ポータルサイトとしてリニ

ューアルいたしました。

今後も、市民と行政の双方向による重要な情報

共有手段として、情報内容の充実に努めてまいり

ます。

次に、２０１１年７月の地上デジタルテレビ放

送完全移行に向けた、市施設等に起因する電波障

害の難視聴対策について申し上げます。

現在、市立総合病院、西小学校、栄町５５団地、

そして保安林に起因する瑞穂地区の４区域におい

て共同受信施設による難視聴対策を行っています。

本年４月に電波受信状況調査を実施したところ、

瑞穂地区については引き続き不安定な受信状況と

なっていますが、他３区域につきましては電波障

害が解消されることが明らかとなりました。

調査結果に基づき、瑞穂地区については現状の

まま引き続き対応することとし、３区域につきま

しては個別アンテナを設置していただくこととい

たしました。標準的なアンテナ設置経費を２え５

千円と定め、その１割を自己負担、残り９割を市

が補償費として負担することとして、年内に完了

する予定です。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、交換学生２人をホストファミリー１６家庭

の協力により７月１日から９月４日まで受け入れ

ました。滞在期間中は市内２つの高校と名寄大学

での体験入学やイベントなどに参加し、市民の皆

さんと交流を深めました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、ドーリ

ンスク市創立１２５周年記念式典への招待を受け、

中尾副市長、小野寺議長をはじめ総勢６人で９月

１０日から６日間の日程で公式訪問しました。式
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典では名寄市からお祝いの言葉を述べ、パホモア

・ドーリンスク市長から「今後も友好関係を構築

していきたい」と挨拶があり、ドーリンスク市民

からの大きな拍手の中、友好ムードが高まるなど、

大変意義深いものとなりました。

次に国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会が１０月１８日、東京都内

のホテルで約７０人が参加して開催され、今冬の

スキーツアーなどの事業計画が承認されました。

その後、交流会の席上で木原会長をはじめ５人の

方々を「名寄ふるさと大使」に委嘱いたしました。

ふるさと名寄の魅力を広く御紹介いただけるもの

と思います。

次に、行財政改革の推進について申し上げます。

昨年度から取り組みを進めている「名寄市行財

政改革推進実施本部」において、本年度について

は組織機構検討部会と事業等見直し部会の２部会

により検討を重ねてまいりました。

実施本部では、簡素で効率的な組織機構を実現

するため、職場議論を踏まえた組織機構検討部会

からの報告を基にしたまとめとして、平成２２年

４月に行政組織機構を再編成することといたしま

した。見直しの内容については、平成２１年度か

ら３年間を前期分、平成２４年度から３年間を後

期分とし、前期・後期合わせて７３人の職員の削

減を見込むもので、今後は、事業等見直し部会と

連携を図りながら、健全な財政運営推進に向けて、

簡素で効率的な行政運営、事業の見直し等に取り

組んでまいります。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

２２回目を迎えた「なよろ健康まつり」につい

ては、“みんなで広げよう健康の輪”をテーマに

９月２６日、総合福祉センターを会場に開催いた

しました。

４５０人の市民の方々が来場し、動脈硬化検査、

体内健康測定、骨密度測定、歯の健康コーナーで

の健康チェックなどで、生活習慣見直しの機会と

して、健康に対する意識を高めていただきました。

次に、新型インフルエンザ対策について申し上

げます。

１０月中旬から下旬にかけ、新型インフルエン

ザが猛威を振るい、小中学校を中心に休校や学年

・学級閉鎖が相次ぎました。

ワクチン接種については、発症時の重症化防止

や発症の予防を目的に、国が定めた優先接種対象

者に対し、１０月下旬から受託医療機関において

実施されています。

予防接種費用の支援については、国が優先接種

対象者のうち市民税非課税世給及び生活保護世給

の方々に全額助成することとしています。さらに

市独自の支援については、新型であること、爆発

的な感染力を持つこと、道内でも死者が出ており、

特に低年齢層に重症化の傾向が強いことなどが指

摘されていることから、感染拡大防止と子育て世

給の負担軽減を図るため、現在妊娠されている方、

並びに１歳児から高校生までの方について、接種

１回あたり千円を助成することといたしました。

今後、第二波の大流行も懸念されますので、引

き続き保健所との連携に努め、市民の皆さんへの

情報提供の徹底を図るとともに、予防対策に努め

てまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度４月から９月までの上半期における患者

数については、入院が数べ５え ４０６人で、前

年同期に比べて １８２人の減少となり、外来に

おいても数べ１２え ４２５人で、 ３４２人の 

減少となりました。

次に、医業収支の状況については、医業収益は

３２パ ４０２え７千円で、前年同期に比べ１０

７パーセント、金額で１パ ７０３え８千円の 

増収となりました。増収の主な内訳は、入院収益

で１パ ９５７え７千円の増加、外来収益で ３ 

３４え４千円増加したことによるものであり、入

院・外来ともに患者数が減少している中で増収と

なった要因として、４月から導入した入院に係る

「診断群分類別包括評価」いわゆる“ＤＰＣ”の
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効果によるところが大きいものと考えています。

次に、医業費用については、給与費で前年同期

に比べ１０ ５パーセントとなりました。に品費、

診療材料費等の材料費では、ジェネリックに品を

採用したことで前年同期と比べ９ ２パーセント

となり、全体では３１パ ２６５え８千円で前年

同期に比べ１０ ６パーセント、金額で ８５７ 

え４千円の微増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、差引き１パ

１３６え９千円の増となりました。

病院事業では、医業収益は下半期に増加する傾

向にありますが、入院収益をはじめとする医業収

益の確保に努めるとともに、費用の節減を図り、

病院改革プランに基づく経営の健全化に向けてよ

り一層努力してまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で数べ１え ８５３人、前年同

期と比べ１６９人の減少となり、外来においても

数べ ７７２人で、２３６人の減少となりました。

収支面では、事業収益が２パ ５２１え円で、前

年同期と比べ約 ２２９え円の減収となっていま

す。また、事業費用は２パ ８６１え円で、前年

比約３１９え円の増加となり、差し引き約６６０

え円の収益が計上されているところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

永年にわたり本市の発展に御尽力いただきまし

た１０６歳の最高齢者から白寿、米寿を迎えられ

た方々までの１５３人に対する「長寿を祝う会」

を９月１９日に総合福祉センターで開催いたしま

した。

また、７５歳以上の方々を対象に、町内会など

８２団体で「８老会」が開催され、 ６８５人の

方々が祝福を受けています。

次に、本年度をもって終了する高齢者住宅用火

災警報器設置助成事業については、これまで約３

００世給に助成を行いました。２０１１年６月に

は警報器設置が全面的に義務化されますので、今

後も、さらに市民周知を図り普及に努めてまいり

ます。

次に、高齢者の虐待と徘回の状況について申し

上げます。

虐待の通報はこれまで３件あり、内２件を虐待

行為と判断し、施設等への入所手続を取っていま

す。また、徘回につきましては、名寄市徘回高齢

者ＳＯＳネットワークに１２人が登録されている

ところですが、１０月下旬に初の捜索依頼があり、

関係機関の協力で無事に発見されています。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

昨年４月から始まったメタボリックシンドロー

ムの予防を目的とした特定健診・特定保健指導の

平成２０年度受診状況がこのほど発表され、受診

率は２ ９パーセントとなり、目標の２ ７パー 

セントを達成することができました。本年度も受

診率の向上に努め、生活習慣病予防対策の推進を

図ってまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

ごみの減量化やリサイクルを推進するため９月

１５日から１カ月間、市内９カ所で排出された埋

立てごみの組成調査を実施いたしました。調査は

サンプリングした埋立てごみを分別し、排出され

ているごみの割合などを分析したもので、生ごみ

のほかプラスチックや缶類、衣類などの資源ごみ

が３割を超える割合で混入していることが判明し

ました。

今後、調査結果を踏まえ、効果的、効率的なご

み減量、リサイクル推進施策を進め、市民の皆さ

んの意識向上に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在での災害出動状況については、火

災が９件、救急が８２７件となり、昨年同期と比

べ火災は２件の減少、救急は３件の減少となりま

した。

消防庁舎施設整備事業については、本署の浴室

改修、車庫排煙設備の改修及び屋上防水の改修工

事を完了いたしました。
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防火対策については、９月３０日早朝に除雪用

具等が焼損する不審火が発生したことから、１０

月１１日まで夜間パトロールを実施いたしました。

また、１０月１５日から３１日まで「秋の全道火

災予防運動」の取り組みとして、パチンコ店など

の遊技場及びタンクローリーの立入検査を実施す

るとともに、一般住宅の防火訪問や街頭広報によ

る住宅用火災警報器の普及、不審火対策の啓発な

どを実施いたしました。

次に、防災対策について申し上げます。

今年度の防災訓練は、１０月１４日に西小学校

校区の８町内会及び自衛隊名寄駐屯地、名寄消防

団など７関係機関・団体が参加して、市民文化セ

ンターを避難所として実施いたしました。

町内会からは９７人の参加があり、今回が初め

ての試みとなる自衛隊救護車を使った災害時要援

護者搬送訓練をはじめ、洪水ハザードマップの説

明や災害時要援護者に対する町内会等の支援活動

の紹介、救命処置に関するＡＥＤ使用法の講習な

どを通じて、防災意識を高めていただきました。

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。

住み替え住宅として昨年９月に着工した南団地

１棟３４戸（鉄筋コンクリート造５階建）が１０

月末に完成し、北斗団地からの住み替え者による

転居は１１月中旬以降実施しています。また、平

成２２年度現地建替事業に伴う実施設計を８月上

旬に着手し、１２月中旬の完了を予定しています。

さらに、解体工事１０棟４０戸については、住み

替え住宅等への転居終了後、年明けの発注を予定

しています。

次に、改善事業では、平成２１、２２年度の２

カ年事業により全団地を対象とした住宅用火災警

報機の設置を行い、本年度分は１１月に着手し、

年度内完了を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安全で安定した給水を供給するための老朽管更

新及び配水管網整備工事は、道道朱鞠内風連線他

９路線、数長 ２５８メートルが完了いたしまし

た。現在は徳田しらかば１号線の数長２９１メー

トルの整備を進めています。また、計量法に基づ

く水道量水器取替え工事は、当初予定の ４７６

台について概ね完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修は、名寄下水終末処理場

管理棟外部改修工事を終え、受変電設備更新工事

は９０パーセントの進捗率となり、完全切替えに

向け順調に進んでいます。

個別排水処理施設整備事業は、名寄地区で１基、

風連地区で７基、計８基の合併浄化槽が供用開始

しています。

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、東４条通改良舗装が完了し、緑丘通、

豊栄西１０条仲通の本年度分が完成いたしました。

また、１９線道路は加東橋の旧橋解体と道路改良

工事を行っており、南２丁目踏切拡幅改良事業に

ついては、日本貨物鉄道株式会社との施行協定に

基づき、名寄駅構内鉄道施設撤去・改修工事を平

成２２年１月の完成に向けて施工中です。

まちづくり交付金による風連地区北栄２丁目線

歩道改良工事は、１０月で完了いたしました。

次に、地域公共交通について申し上げます。

地域住民の理解を得て、現在、名士バスが運行

している下多寄線運行エリアと士別軌道が運行し

ている中多寄線の一部運行エリアを対象に、１０

月、１１月の２カ月間、自宅から名寄・風連市街

まで利用者の予約により、乗り合いで走るデマン

ド方式の実証試験運行を行いました。

今後は、利用者の意見やアンケートを基に結果

を検証し、さらに２２年度積雪期に試験運行を行

い、２３年度本格運行をめざしてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、本年産の主要農作物の農作業及び生

育状況については、７月の低温・長雨・日照不足

による生育の遅れ、１０月の長雨により収穫作業
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は近年にない遅れとなりました。

水稲については、収穫作業終了がもち米で１０

月１５日となり平年より１２日遅れ、うるち米で

１０月１７日となり平年より１６日遅れとなって

います。１０月１５日現在で公表された作況指数

は、全国で９８、北海道で８９、上川では８３と

なりました。名寄市の１１月２０日現在の出荷状

況は、うるち米 ０２８況、もち米１０え ７９ 

６況、合計１１え ８２４況となり概ね８０パー

セントの出荷率で、一等米の割合が３７パーセン

トと品質・収量とも厳しい状況となりました。

畑作については、収穫作業が全般的に遅れ一部

農家のてんさい、馬鈴しょ、玉ねぎのほ場におい

て大型機械が使用できない状況となり、「ＪＡ道

北なよろ」より市に援農の要請がありましたので、

１１月９日から１１月１１日までの３日間、昭和

５８年以来の援農を行ったところです。作況につ

いては、馬鈴しょが「やや不良」、豆類、小麦、

てんさいが「平年並」、野菜では、かぼちゃ、ス

イートコーン、玉ねぎが「やや不良」と見込まれ

ています。

次に、産地確立対策について申し上げます。

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づく本年度

の生産目標数量については、もち米が平成１９年

度からの自主削減が終了し、対前年比１ ７パー

セント増の１え ９８０トン、うるち米は微増の

１１０トンとなり、生産数量は１ １パーセン 

ト増の１え ０９０トンの配分を受けました。加

工米を含めた水稲作付面積では、対前年比 ９パ

ーセント増の ２７４ークタール、水稲ー作者で

は１５戸減の４２９戸となりました。産地確立交

付金については、対象農家７６２戸、助成対象転

作面積 ３４７ークタール、産地確立交付金は９

パ ３５８え円、ー億連携水田活用対策及び水田

フル活用促進交付金は ０８０え円、水田等有効

活用促進交付金が ２１４え円となり、総額１０

パ ６５２え円を見込み、交付金の概ね９割を年

内に支払うことで事務作業を進めています。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間事業では、平成２１年度、名寄地域集落

で ２７３え円、風連地域集落で ５８７え円を 

もって、２期目５年間の対策が終了します。本年

度で精算となりますので、地域集落で有効に使用

されるよう協議してまいります。

農地・水・環境保全向上対策では、平成２１年

度、９地区で１パ ４７５え円の交付額の内、す

でに１パ ７９３え円が地域活動組織に交付済み

となっています。各組織では効果的な「農地・農

業施設の保全活動」や「農村の環境向上対策」を

行っています。

次に、億産について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野で５月２５

日から１０月２０日までの１４８日間の入牧期間

中に、数べ３え ５５３頭、母子里地区共同牧場

で６月１日から１０月２６日までの１４８日間で

数べ１え ０４４頭を、市内延農家２３戸からの

受精対象牛を主体に受け入れました。適正な飼養

管理により高い受胎率を実現し、個体の資質向上

を図ってまいりました。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

１７年度から実施の「道営農地集積加速化基盤

整備事業」の東豊地区及び「道営地域水田農業支

援緊急整備事業」の風連地区では、暗渠排水・区

画整理・用排水路の整備を行い本年度で事業完了

となります。「道営農地集積加速化基盤整備事

業」の瑞生地区及び共和地区、「道営地域水田農

業支援緊急整備事業」の名寄地区では、本年度の

工事を全て発注し、秋・冬工事として暗渠排水、

区画整理、用排水路の整備を行っています。また、

本年度から始まりました「道営農地集積加速化基

盤整備事業」の名寄東地区については、調査設計

委託を実施しています。

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名寄地方に
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おける景気動向は、個人消費が依然と厳しい状況

が続くなど、マイナス基調で推移しています。

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については、１１月２０

日現在における申請件数が３０６件で、工事費総

額はおよそ６パ ８００え円となり、３年間での

申請工事費総額は約１２パ ０００え円となって

います。今後も数件の申請を見込んでいます。

次に、物産振興事業について申し上げます。

物産振興協会との連携により、９月２５日から

３日間開催された「札幌オータムフェスタ２００

９」をはじめ道内での各イベント参加のほか、１

０月１７・１８日には友好交流都市杉並区での

「環境博覧会すぎなみ２００９」への参加などに

より、農産物をはじめ特産品の販売を行い、物産

や観光ＰＲを行ってまいりました。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の９月末の有効求人金率は ５７金、

新規求人金率は ２９金、新規求人数は２６０人

で、いずれも前月及び前年同月を上回り、産業別

では建設業、卸・小売業、複合サービス業で増加

となっています。有効求人金率は改善傾向にある

ものの、パート等の非正規型求人が多く、引き続

き厳しい状況が続いています。

次に、観光について申し上げます。

本年度上半期の観光入り込み客数は、総体で３

２え ８００人となり、前年度同期に比べて９え

９００人の増加となりました。要因として、２

年目に入りました道の駅と道立サンピラーパーク

での増加と分析しています。今後も冬季間のイベ

ントＰＲに努め、観光客の入り込み増に期待して

います。

また、本格的な冬を迎えるにあたり、ピヤシリ

スキー場では、１２月５日のオープンに向け準備

を進めています。１１月２７日には安全祈願祭を

行い、シーズン中における安全と無事故を願った

ところです。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

名寄地区市街地で事業計画を策定中の「なよろ

地区都市再生整備計画」については、事業採択に

必要な市民アンケートで事業への賛同率が６ ３

４パーセントとなりましたので、事業計画内容を

精査の上、北海道の審査を受け、さらに国の審査

を受けるための計画書を北海道開発局に提出した

ところです。

また、駅横地区の整備計画につきましては、１

０月３０日の臨時市議会において民間事業者への

用地処分についての議決をいただき、駅横整備事

業が大きく前進したところです。今後とも、株式

会社西條、商工会議所との連携により、市民の利

便性を高める整備となるようさらに協議を進めて

まいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年で２回目となる「生涯学習フェスティバ

ル」を、９月１２日と１３日の２日間にわたり開

催いたしました。

全国からの応募により選ばれた「一緒に学ぼう

楽しもう 出会い 生きがい まちづくり」の

キャッチフレーズのもと、木彫や切り絵、ニュー

スポーツなどの体験コーナーやワークショップブ

ース、また「出会いの広場」では、市民によるコ

ンサートや歴史講演、プロによる絵本読み聞かせ

や南米の民俗音楽など、多彩なステージが繰り広

げられ、生涯学習への関心と理解が図られました。

次に、高齢者学級である名寄ピヤシリ大学は、

１０月２７日に開学３０年記念式典を行いました。

昭和５５年の開学以来これまでに大学から５７０

人、大学院から３８２人の卒業生を輩出し、学ん

だ成果をそれぞれが地域での実践活動に活かして

いただいています。

次に、市立図書館について申し上げます。

読書普及事業の取り組みとして、古典文学講座

『雨月物語』全６回を開催し、江戸時代の文学に

親しんでいただいたほか、風樹舎との共催により

「本の周辺―蔵書票とみちのく豆本―」展を開催
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し、貴重なコレクションや山形地方の昔話などに

触れていただきました。また、「手塚治虫生誕８

０周年記念展」を、本館で１０月１５日から１１

月１５日まで開催し、「マンガの神様」といわれ

る手塚治虫さんの著作２４９作品を、市民の皆さ

んや市外の図書館６館より借用した図書資料を含

めて展示し、御家族で楽しんでいただいた催しと

なりました。なお、風連分館では、１２月１日か

ら１９日まで同展示会を実施いたします。

子どもの読書活動普及推進の取り組みとしては、

「小学３・４年生向けおすすめ本」リストを作成

し、小学校や関係機関などに配布いたしました。

今後も引き続き、ブックリストの作成・配布を計

画しています。

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。

プラネタリウム館では、１１月３日の文化の日

に天文教室「しし座流星群とその観察方法」を開

催し、星への理解を深めていただきました。

市立木原天文台では、「なよろ市立天文台（仮

称）」の愛称を全国に公募したところ、８４通の

応募があり、９月３０日に開催した愛称選考委員

会で、子どもたちにも覚えやすく、北の街・名寄

らしい「きたすばる」が、愛称として決定いたし

ました。

また、プラネタリウム館、市立木原天文台は、

１１月２９日をもって休館し、「なよろ市立天文

台（仮称）」の開設準備に入ります。

市民の皆さまには、当分の間御不便をおかけい

たしますが、御理解をお願い申し上げます。

次に、学校教育について申し上げます。

今年度、東風連小学校が開校１００周年、名寄

西小学校が開校５０周年を迎え、それぞれ卒業生

や地域の方々の多大な協力を得ながら、記念行事

を開催いたしました。

１０月以降、新型インフルエンザが猛威を振る

い、市内小中学校では臨時休校や学年閉鎖など、

適切な対応に努めています。そのににもあり、学

習発表会や学芸会・学校祭などは日程を変更して

開催し、日頃の学習成果を発表いたしました。

また、１０月７日には、市内小中学校を会場に

第２３回上川管内学校体育研究大会・名寄大会と

第４４回上川管内北部地区研究大会が開催され、

市内外から４５０人余りの教員が参加しての公開

研修会となり、その成果を発表し研修を深めまし

た。

さらに、９月２９日には名寄市小中学校音楽発

表会が開催され、豊かな情操を育む教育の充実と

学校間の交流が図られました。

次に、特別支援教育については、特別支援連携

協議会の専門委員会議において、名寄版個別の支

援計画「すくらむ」の活用について、保育所や幼

稚園からの意見を集約いたしました。今後は保育

所や幼稚園における「すくらむ」の普及に向けて

取り組んでまいります。また、小中学校では、特

別支援学級の約９５パーセントの児童生徒が「す

くらむ」を活用していますが、今後、さらに必要

な児童生徒への普及を図ってまいります。

今年度の全国学力学習状況調査の結果を受け、

名寄市教育研究所では、過去３カ年の傾向を分析

しＱ＆Ａ形式の「改善プラン」を作成いたしまし

た。児童生徒の学力向上に向けて活用を図ってま

いります。

名寄東小学校屋内運動場の改築事業については、

６月１８日に教職員・ＰＴＡ役員をはじめ、東小

学校コミュニティセンター運営委員会、学校評議

員の１９人の皆さんによる「改築等準備協議会」

を設置いたしました。５回にわたる会議の中で、

改築等に係る要望・提案をいただき、実施設計に

反映してまいりました。

また、風連中学校の施設移転事業については、

５月１４日に教職員・風連中学校ＰＴＡ役員をは

じめ、校区小学校ＰＴＡ役員を含め２１人の皆さ

んによる「移転準備協議会」を設置いたしました。

５回にわたる会議を開催し、移転に伴う風連高校

の施設改修計画について要望・提案をいただき、
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実施設計に反映してまいりました。

両校の施設整備に関して、協議会の委員として

御協力を賜りました関係の皆さまにお礼申し上げ

ます。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２２年度推薦入試・社会人選抜については、

新型インフルエンザへの対応として、受験機会の

確保並びに感染拡大防止の観点から、１１月１９

日の試験に引き続き１１月２７日に追試験が行わ

れました。

保健福祉学部においては、推薦入試定員５５名

に対して昨年より４７名多い１５５名、社会人選

抜では昨年より１０名多い１２名が受験しました。

短期大学部児童学科では、推薦入試定員２５名に

対して昨年より３名少ない３８名の受験となり、

１２月３日にそれぞれ学科の合格発表を予定して

いるところです。

また、９月１１日に編入学試験が行われ、受験

者５名の中から看護学科１名、社会福祉学科４名

の合格を決定いたしました。

次に、食育の推進について申し上げます。

栄養教諭による、子どもたちへの給食を通した

食に関する指導は、連携校との連絡調整を図る中

で、本年度から市内全小・中学校を対象として順

調に進められています。

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、６月と１０月には、地元産はくちょ

うもちを使用した「もち粉パン」や市内ホテル等

が地域貢献として開発した地場産食材を使用した

メニューを学校給食に提供するなど、地産地消の

推進に取り組んでいます。

今後も、地場産の越冬野菜を使用するなど地場

産活用を進めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

海洋スポーツの推進のため「カヌー体験教室」

を９月１９日に風連Ｂ＆Ｇ海洋センタープールで

開催いたしました。クローズ後のプールを利用し

た体験教室でしたが、参加した子どもたちは、歓

声を上げて水上走行を楽しんでいました。

スポーツの普及活動の一環として、体育指導委

員の会では、本年度から出前講座を行うことにな

りました。これは市内の学校や各種団体からの要

望を受け、体育指導委員を派遣してニュースポー

ツの紹介と指導を行うもので、名寄東小学校から

依頼を受け９月１８日と１１月６日に「ドッヂビ

ー」と「キンボール」を指導いたしました。今後

もスポーツの普及に努めてまいります。

青少年センターでは、９月２５日に高校生２名、

大学生１名、社会人１名、団体として大学のサー

クルを模範青少年として表彰いたしました。今後

も青少年の健全育成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。

教育相談センターでは、１０月に小中学校を訪

問してハートダイヤルの上半期の相談傾向を明示

し、子どもたちの悩みに対する早期対応の方策を

確認するとともに、学校との連携を図るため、ハ

ートダイヤル・適応指導教室のパンフレットと

「安心カード」を全児童生徒に配布いたしました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

建設を計画している文化ホールについては、市

民懇話会が発足し、１０月７日に第１回の会議が

行われました。懇話会は学識経験者や文化団体、

町内会、商工団体、福祉団体等の委員１５人で組

織され、建設場所や施設の形状、活用方法などに

ついて多くの意見をいただくことになっています。

検討を進めるにあたり近隣先進施設調査として、

１０月８日に士別市あさひサンライズホール、１

１月８日に富良野演劇工場を視察してまいりまし

た。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成８年２月１０日の開館以来１３年７カ月を

経て、９月８日、総入館者数が２０え人に達しま

した。２０え人目となったのは、道内一周旅行中

の愛知県安城市在住の野口様御夫妻で、教育長よ
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り記念品を贈呈いたしました。

１０月８日から２５日に行いました昭和企画展

「思い出の学び舎～小学校」では、はじめて学校

をテーマとしたこともあり、多くの皆さんの観覧

をいただきました。

また、本年７月２３日に国の名勝に指定された

九度山につきましては、１１月２０日に文化財審

議会を開催し、指定地の今後の管理・保全に向け

て「管理計画の指針」についての諮問を行ったと

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。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第８ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

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。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市自〇市長（島 多慶志君）

治基本条例の制定について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、総合計画の基本目標の一つである市民

と行政の協働によるまちづくりを進めるため、ま

ちづくりの基本的な理念と原則などを明らかにし、

市民がより一層主体的にかかわるまちづくりを行

っていくために名寄市自治基本条例を制定しよう

とするものです。

本条例は、前文と８章３５条で構成しており、

その内容について申し上げます。前文では、本条

例で目指すまちの姿やまちづくりの理念、定める

目的を明らかにしています。

次に、本則では、第１章、総則は制定する目的、

言葉の定義、まちづくりの基本理念及び条例の位

置づけを定めています。第２章、まちづくりの基

本原則では、市民参加、情報共有、連携、協力、

コミュニティー自治、自主自立の市政運営につい

て定めています。第３章では、市民の権利、役割

及び責務、第４章では議会の役割及び責務、第５

章では市長等の役割及び責務を定めています。第

６章では、行政運営の原則、総合計画、財政運営、

行政組織など行政の運営の基本、第７章では基本

原則に基づくまちづくりを進める仕組み、第８章

では条例施行後の検討及び見直しを規定していま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

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、１３名の委員で構

成する名寄市自治基本条例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）

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号については、１３名の委員

で構成する名寄市自治基本条例審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することに決定い

たしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました名

寄市自治基本条例審査特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第１項の規定により、

佐藤靖議員、竹中憲之議員、川村幸栄議員、大石

健二議員、佐々木寿議員、岩木正文議員、駒津喜

一議員、木戸口真議員、高見勉議員、川村正彦議

員、谷内司議員、宗片浩子議員、中野秀敏議員を

指名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、ただいま指名いたしました議員を選任

することに決定いたしました。

正副委員長互選のため暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時２１分
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再開 午前１１時２８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市自治基本条例審査特別委員会の正副委員

長の互選が行われましたので、その結果を報告い

たします。

委員長には岩木正文議員、副委員長には竹中憲

之議員、以上であります。

日程第９ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

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。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 ふうれん〇市長（島 多慶志君）

地域交流センター条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

ふうれん地域交流センターは、平成２２年３月

の完成、同年４月のオープンを目指し、建設が進

められております。この地域交流センターは、既

存の風連福祉センター及び風連母と子と老人の家

の施設機能を兼ね備えた施設となるものです。

条例の制定に当たりましては、この地域交流セ

ンターがより多くの市民に愛され、親しまれ、利

用しやすい施設として、さらには情報発信の場と

しての施設づくりを考えております。利用者から

徴収する使用料及び暖房料につきましては、市内

類似施設の料金を参考に料金設定を行いました。

管理運営につきましては、当分の間、名寄市教育

委員会が行います。

なお、現在運用しております名寄市風連福祉セ

ンター条例は、本条例制定に伴い廃止することと

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。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

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

の規定により総務文教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）

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２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

３号 名寄市事務分掌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。

議案第３号 名寄市事〇市長（島 多慶志君）

務分掌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、昨年度より名寄市行財政改革推進実施

本部内において組織・機構検討部会を設置し、組

織機構の見直しについて検討を進め、平成２２年

４月より行政組織の一部を変更するもので、具体

的には現在の生活福祉部を市民部と健康福祉部に

分けることによる事務分掌条例及び福祉事務所設

置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。

（「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）
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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１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

４号 名寄市議会議員及び名寄市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担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。

議案第４号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公

費負担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、公職選挙法の一部改正により地方公共

団体の長の選挙において選挙運動用ビラの作成費

用を公費で負担できることとなったことに伴い、

名寄市選挙管理委員会での協議を経て、名寄市議

会議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例においても所要の改正をしよ

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。

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１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市手〇市長（島 多慶志君）

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

御説明申し上げます。

本件は、長期にわたり良好な状態で使用するた

めの措置が講じられた優良な住宅を認定する制度

である長期優良住宅の普及の促進に関する法律に

おける認定事務において未設定であった計画変更

等の手数料について、認定事務コストに応じた受

益者負担分を長期優良住宅建築等計画変更認定申

請手数料として徴収するために名寄市手数料徴収

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。

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１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例及
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び名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その

他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別職の職員の給与に関する条例及び名寄市教育委

員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について、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、国家公務員の期末手当が引き下げられた

ことに伴い、名寄市の特別職の職員及び名寄市教

育委員会教育長について同様の措置を講ずるもの

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）

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１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の

職員の公務災害補償等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。

議案第７号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害

補償等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。

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、船員保険法が一部改正され、船員保険制度の

うち職務上の疾病、年金部分が労働者災害補償制

度に統合されることとなりました。これに伴い、

地方公務員災害補償法においても所要の改正が行

われたことにより、同法の規定に基づく名寄市議

会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害

補償等に関する条例の該当部分について所要の改

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。

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１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

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。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第８号 名寄市病〇市長（島 多慶志君）

院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部を改

正する条例について、提案の理由を申し上げます。

近年患者が受診している病院医師以外の医師の

診断や治療方針等、いわゆるセカンドオピニオン

を聞き、今後の治療等の参考にする事例が発生し

ております。本件は、名寄市立総合病院において

患者からセカンドオピニオンの要望があった場合

に対応するため、名寄市病院事業診療報酬及び介

護報酬徴収条例の一部を改正し、相談時間に応じ

た相談料金を設定しようとするものであります。

これにより別の立場の医師から説明を受けること

でさらに具体的な比較ができ、より納得のいく治

療が期待されます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第８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）

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。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町

村の数の増減について、議案第１０号 北海道後

期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数の増

減について、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。

島市長。

議案第９号 北海道市〇市長（島 多慶志君）

町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減及

び議案第１０号 北海道後期高齢者医療広域連合

を組織する市町村の数の増減について、一括して

提案の理由を申し上げます。

本件は、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後期高齢者医療広

域連合の組織団体である湧別町と上湧別町が平成

２１年１０月５日に合併し、湧別町となったこと

に伴い、同組合等を組織する市町村の数の増減に

ついて、地方自治法第２８６条及び第２９０条並

びに第２９１条の３及び２９１条の１１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。

これより、議案第９〇議長（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９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９号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 指定管理者の指定について（なよろ健康

の森）、議案第１２号 指定管理者の指定につい

て（名寄公園パークゴルフ場）、議案第１３号

指定管理者の指定について（天塩川さざなみ公

園）、議案第１４号 指定管理者の指定について

（名寄市営牧野）、議案第１５号 指定管理者の

指定について（名寄市母子里地区共同牧場）、議

案第１６号 指定管理者の指定について（名寄市
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風連米乾燥調製施設）、以上６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。

議案第１１号から議案〇市長（島 多慶志君）

第１６号までの指定管理者の指定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

議案第１１号から議案第１３号までの３施設に

つきましては、名寄市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条による公募によ

る施設であり、議案第１４号から議案第１６号ま

での３施設につきましては同条例第５条第１項第

１号による公募によらない施設であります。本件

は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定

委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者を選

定いたしましたので、指定管理者の指定をいたし

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。

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）

１号外５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１１号外５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１１号外５件は原案のとおり可

決されました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 市道路線の廃止について、議案第１８号

市道路線の認定について、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。

島市長。

議案第１７号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の廃止及び議案第１８号 市道路線の認定につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１７号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号３００２、路線

名、南西３条仲通及び整理番号３０３８、路線名、

南１０丁目東通について、両路線の終点側に接続

する道路が整理され、市道として認定されること

から、路線の終点及び数長を変更するため一たん

廃止しようとするものであります。

整理番号３０３９、路線名、南１０丁目中央通

については、終点側にある南１０丁目東通との間

の道路用地の整理ができ、新たに南１０丁目東通

として市道を一本化することから、本路線を廃止

するものです。

次に、議案第１８号 市道路線の認定について

申し上げます。議案第１７号により廃止する整理

番号３００２、路線名、南西３条仲通及び整理番

号３０３８、路線名、南１０丁目東通について、

路線の終点の変更により、それぞれ１９ ７４メ

ートル及び５７ １２メートルの数長となること

から、認定し直そ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、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

７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。
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（「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１７号外１件は原案のとおり可

決されました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１９ 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。

議案第１９号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれ３パ

７５６え ０００円を追加し、予算総額を２１６

パ ８２８え 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。４款

衛生費におきまして、新型インフルエンザワクチ

ン接種助成負担金 ４０８え ０００円の追加は、 

国の優先接種の対象者である妊婦や基礎疾患を有

する方などで住民税非課税世給の方を対象にワク

チンの接種費用の全額を助成しようとするもので

す。また、市独自分の４４０え ０００円の追加

は、課税世給であるため助成を受けられない妊婦

と１歳から１８歳までの子供に対して接種１回当

たり ０００円を名寄市独自で助成しようとする

ものです。

７款商工費におきまして、住宅リフォーム促進

助成事業補助金 ６００え円の追加は、本年度が

最終年度である同事業の利用が大変好調で既に予

算化している２５０件、 ０００え円では不足す

ることから、さらに８０件分を追加しようとする

もので、これにより希望者全員に対して助成でき

るものと考えております。

１０款教育費におきまして、東小学校屋内運動

場改築工事２パ １００え円の追加は、国の安全

・安心な学校づくり交付金等の助成を受け、老朽

化した体育館の改築を図るものです。また、名寄

小学校小小光発電設備設置工事 ９００え円の追

加は、同校に小小光パネルを設置し、児童の環境

教育などに役立てようとするものです。

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増減のほか、収支不足を繰越

金及び地方交付税で調整いたしました。１款市税

で、市民税 ２６７え ０００円の減額は、景気 

低迷などにより申告所得が減少している市民税法

人税割を減額しようとするものであります。

１８款寄附金で、ふるさと納税寄附金７０え

０００円の追加は、１０月末までに東京なよろ会

の会員を初めとする１３名の皆さんからいただい

たふるさと納税の寄附金であります。

次に、第２表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか２２件を

追加しようとするものであります。

次に、第３表、地方債補正では、１９線道路舗

装新設事業ほか７件を変更しようとするものであ

ります。

次に、第４表、継続費補正では、事業費の減額

により北斗・新北斗公営住宅建設事業について変

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。
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補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

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。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１９号の１６、１７ページをお開きくださ

い。２款総務費、１項８目企画振興費で、地域振

興基金積立金７０え ０００円の追加は、１０月

末までにふるさと納税による寄附をいただいた１

３名の皆さんの寄附金を地域振興基金に積み立て

るもので、その内訳は天体観測を生かしたまちづ

くりに２８え円、大学を生かしたまちづくりに２

０え円、医療と福祉のまちづくりに５え円、雪を

生かしたまちづくりに１え円、その他のまちづく

りに１６え ０００円となっております。

１８、１９ページをお開きください。３款民生

費、１項６目老人福祉費で、後期高齢者医療療養

給付費負担金４３７え円の追加は、平成２０年度

の給付費が確定したことに伴う精算分であります。

２０ページ、２１ページをお開きください。同

じく２項５目児童母子給付費で、子育て応援特別

手当、平成２１年度分につきまして交付事業費

０８３え円の減額は、国の補正予算の執行停止に

伴う減額で、あわせて国庫支出金でも同額を減額

しております。

同じく３項１目生活保護同助費で ９１８え 

０００円の減額は、主に医療同助の減少によるも

のであります。

２４、２５ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で、チャレンジ支援事

業補助金１００え円の追加は、６丁目商店街の空

き店舗を飲食店として改修する事業者へ支援しよ

うとするものであります。

３０ページ、３１ページをお開きください。９

款消防費、１項２目災害対策費で、防災情報通信

設備整備事業費３００え円の追加は、全額国の交

付金を受け、災害等の際に国から瞬時に情報提供

が受けられるよう全国瞬時警報システムの設置工

事などを実施するものであります。

３２、３３ページをお開きください。１０款教

育費、５項１目大学学校総務費で、学生募集対策

事業費３５５え ０００円の追加は、紙ベースと

インターネットによる大学情報の提供をこれまで

高校３年生だけを対象としていたものを高校２年

生まで拡大することによる委託料の増額などであ

ります。

次に、歳入について説明させていただきます。

１０ページから１１ページをお開きください。１

５款国庫支出金で、地域活性化・公共投資臨時交

付金 ６４９え円の追加は、東小学校屋内運動場

の改築工事及び名寄小学校小小光発電設備設置工

事実施に伴う臨時交付金であります。

１６款道支出金で、新型インフルエンザワクチ

ン接種費用負担軽減事業費補助金 ０５６え ０ 

００円の追加は、国の優先接種の対象者で住民税

非課税世給の方を対象に助成する経費の４分の３、

国が２分の１、道が４分の１が合算されて交付さ

れるものであります。同じく緊急雇用創出推進事

業補助金５１え円の追加は、新型インフルエンザ

対策の事務に当たる保健センター臨時職員の賃金

であります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

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。

川村幸栄議員。

４款衛生費、２３ペー〇４番（川村幸栄議員）

ジになりますが、新型インフルエンザワクチンの

助成について１点お伺いをしたいと思います。

今回市独自の助成が行われるということで大変

うれしく思っているところですが、今全国的にも

なかなか下火にならないといいますか、非常に感

染力が強くなっているというようなことも報道さ

れています。名寄市における感染率がわかれば、
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大体年代別等を教えていただきたいなというふう

に思っています。

もう一つは、今このワクチンの大瓶といいます

か、それが接種する人の人数によって余ってしま

って、２４時間しかもたないということで無駄に

なるというような報道もされていて、ある地域で

は医師会の先生方が皆さん声を寄せ集めて集団接

種という形で無駄をつくらないというような努力

をされているというふうに報道で知ったのですけ

れども、名寄市としてはこういった集団接種とい

う方向とかお考えはないのかどうか、その点につ

いてお伺いをしたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま新型イ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ンフルエンザの感染率と、それからいわゆる供給

されておりますインフルエンザワクチンの大瓶の

問題による使用期限による廃棄の関係で集団接種

についてのお問い合わせがございました。

感染率につきましては、８月１０日以降にいわ

ゆる遺伝子検査というものを実施しなくなりまし

て、新型インフルエンザというものの特定をして

いない状況になっておりまして、そういうことか

らすると特に簡易検査だけでＡ型と特定された場

合、今までの結果からすると約九十何％が新型で

あるというような流れが出ておりまして、その後

の部分につきましては学級閉鎖、学校閉鎖あるい

は学年閉鎖等で、あるいは幼稚園、保育所の閉鎖

等で定数の５％程度で保育所等につきましては閉

鎖等の措置をいたしましたけれども、実数の数値

について把握している数値はございません。

それから、集団接種の件につきましても今回独

自助成を開始しようかということを踏まえまして、

当然当面実施しそうな場所と申しますと保健セン

ターになるのかなというような部分がございまし

て、そういう部分で市立病院のほうの小児科のほ

うと協議をしましたけれども、なかなか料金の接

種等々のいろいろな形の部分あるいは保健センタ

ーへ向かう部分あるいは学校が終わってから帰っ

てくるまでの短い時間の部分といういろいろな部

分を考えますと、なかなか効率が整わないのかな

というような部分で断念した経過がございます。

ただ、１２月からワクチンの供給の国が示してい

るものを見ますと、いわゆる小瓶のものが出回っ

てくる状況になっておりますので、そういうもの

を使っていけば多分無駄は出てこないのかなとい

う部分でございます。

あと、ちなみに風連の国保診療所とさくら幼稚

園、さくら保育所の中では、この部分につきまし

て少し効率的な接種ができないかというような部

分を踏まえて、集団の形で接種をしようかという

ような協議に入っておりますけれども、完全にそ

こまで結論に至っているかどうかはちょっとまだ

現在のところ情報は入手しておりません。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

検査が簡易検査で済ん〇４番（川村幸栄議員）

でいるというお話でしたが、まだまだ感染してい

ない、これからかかるという方も非常に多くいら

っしゃるというふうに思いますし、またこの市独

自の助成によってまた受けたいと思う方も非常に

ふえてくるかなというふうに思っています。本当

にワクチンが無駄なく皆さんに行き渡って重症化

しない、また今小さな子供たちの本当に悲しいこ

とも多々聞きますので、こういったことがないよ

うにえ全の対策をとっていただくことをお願いし

て終わりたいと思います。

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。

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）
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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）

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号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

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。

議案第２０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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増加

傾向にあります医療費の支払いと新型インフルエ

ンザの接種助成にかかわる経費を中心に補正を行

うものであり、歳入歳出それぞれに ５８３え円

を追加し、予算総額を３２パ １８８え ０００ 

円に、直診勘定におきまして主に外来患者の増加

と新型インフルエンザの予防接種などに対応する

ため、歳入歳出それぞれに２１４え ０００円を

追加し、予算総額を１パ ９８１え円にしようと

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。

２款保険給付費では、一般被保険者分の療養給付

費、高額療養費等に１パ ７０２え ０００円を 

追加し、退職被保険者分の療養給付費、高額療養

費等を ２００え円減額して医療費の支払いの調

整を図るものです。

８款保健事業費では、新型インフルエンザワク

チン接種助成負担金として８０え 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。８款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして、地方交付税

で措置される国保財政安定化支援分の確定により

１５９え ０００円を追加し、基金繰入金におき

ましては国民健康保険支払準備金基金繰入金とし

て新型インフルエンザ接種助成のため８０え ０

００円を追加しようとするものであります。

９款繰越金では、前年度繰越金の９保分 ３４

３え ０００円を追加しようとするものでありま

す。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

２款医療費におきまして、新型インフルエンザワ

クチンの購入など、外来患者にかかわる医療用衛

生材料事業費に２１４え ０００円を追加しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款診療収

入におきまして２１４え 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

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）

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号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１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。
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島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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、保険事業勘定におきまして、歳

入歳出それぞれ２０え円を追加し、予算総額を１

９パ ８８６え 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。６款諸支出

金では、過年度分にかかわる保険料の払戻金を２

０え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。４款国庫支

出金では２０え円を追加し、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。

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）

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号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２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。

議案第２２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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、債務負担行為の追加を行おうと

するものでありまして、平成２２年度における風

連浄水管理センター等維持運転管理業務委託料の

限度額を ５６３え円にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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）

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２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３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。

議案第２３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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、収益的支出の原水及び浄水費の

修繕費について補正しようとするものであります。

２款水道事業費用におきまして、緑丘浄水場外
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壁修繕等により５０８え ０００円を追加し、総

額を５パ ２２９え ０００円にしようとするも 

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

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）

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２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

黒井徹議員。

議案第２４号 名寄〇１８番（黒井 徹議員）

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について、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期末手当が引き下げられたこ

とに伴い、議長、副議長並びに議員の期末手当に

ついて同様の措置を講ずるものです。あわせて、

現在議会独自に６月期及び１２月期にそれぞれ１

００分の１０の期末手当の削減を行っていること

から、引き続き同様の措置を講ずるべく条例の一

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。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２４号に

つきましては、全議員による提出でありますので、

質疑、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、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を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２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５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。

議案第２５号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

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給与改定が実施されることに

伴い、名寄市職員の給与も同様の措置を講ずるこ

と及び厳しい財政状況に対応するため、職員の給

料を本年１２月から平成２４年３月まで３％削減

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。

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）

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２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

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。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１０月１５日午前１０時１

５分ごろ、名寄市西１０条北４丁目交差点におき

まして建設水道部所管の公用車が道路清掃作業を

再開するため後退した際に後方に停車していた車

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１０え ００１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。

この件なのですけれ〇２１番（谷内 司議員）

ども、ことしに入ってもそれぞれ１００対ゼロの

事故が多いという形で、前回のときにもお聞きし

たのですが、どんな措置をしたのか、それも教え

ていただきたいのと、バックをしてなったという

ことはちょっと考えられないミスなのです。です

から、前も申し上げていますように懲罰でそれな

りにするから結構だと思います。でも、この例を

見ても当然運転未熟だと私は思います。ですから、

私が申し上げていますようにそんな懲罰の中でい

ろんなことを言われるのではなくて、まず練習を

させるということで何回も申し上げているのです

けれども、そのことはどうですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

この場をおかりし〇総務部長（佐々木雅之君）

まして、運転業務としましては単純ミスといいま

すか、交差点のところでバックをするというのは

運転手としては非常に未熟というか間違いな運転

で、大きな事故につながらなかったことがせめて

もの救いだというふうに思っていまして、この場

をおかりしまして市民の皆様方におわびを申し上

げたいと思っています。

この種の事故の関係につきましては、谷内議員

からも何回も御指摘いただいておりますが、かな

り１００対ゼロという単純ミスによるような事故

が頻発しておりまして、内部のほうでもいろいろ

検討したのですが、養成学校のほうにお邪魔をし

まして、運転操作の基本的な研修についていかが

ということもありましたけれども、他市の状況、

それから地元の民間会社のほうにつきまして調査

しましたところ、そのような研修についてはある

ことはあるのですけれども、なかなか実際には運

用していないということの情報もいただきました。

中身につきましては、職場内における声かけ運

動も含めて、一生懸命交通安全についての基本的

なことも含めまして、職場長も含めての交通安全

の励行について声かけ運動をすることのほうが効

果もあるということと費用を負担させまして行う

部分につきましては、逆に言うとそれが業務を開

始するときのストレスがたまったり、気持ちが萎
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縮しまして、かえって事故を誘発するというよう

な懸念もあるということもありまして、多くの業

態のところでは声かけ運動、朝一出るときの声か

け運動を中心に交通安全の励行を職員のほうに促

すと、このようなことをやっておりまして、私た

ちのほうでも個々の現場におきましては部長、課

長を中心にしまして安全運転の関係についての励

行をしております。それから、１９年のときに名

寄庁舎、風連庁舎でそれぞれ２回、警察の交通課

長を呼びまして安全運転のビデオを見せまして、

８０名ほどの参加を得まして講習会を実は行って

おります。本年につきましても２１年度で来年の

１月にこの種交通安全講習会を開きまして、職員

のほうにきちっと交通安全についての周知を図っ

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

私自身もやはり何か〇２１番（谷内 司議員）

の方策を講じなければ、こんなことが毎年毎年１

００・ゼロ、１００・ゼロとなったら、市民に対

しても何とも説明もつかないこともありますし、

市としてやっぱり交通安全などについては力を入

れるなり、旗波作戦だとか、いろんな行事を行っ

ているのですよね。そういうことで見たって、や

っぱり市の職員は模範であるべきでなければなら

ないと、このように私も考えます。そんなことか

らいってもこの１００・ゼロというのは、過失割

合はいろいろあるのですけれども、それによって

１００でなくて８０なら何々、７・３とかあるの

ですけれども、それだったら相手のミスというこ

とも考えられるのですが、このことについては信

号があって、そこにとまったものがバックしてぶ

つかっているなんて本当に考えられないミスなの

です。だから、こういうことは往々にしてやはり

運転ミスというのですか、チェンジの入れかえと

いうのをわからないでやっているのだと思うので

すけれども、初歩的な段階のミスだと思うのです。

こういうことについては、それを訓練する何かい

ろいろあるのでしょうけれども、やっぱりそうい

うことが大事だろうと思いますし、経費の問題に

ついてはやっぱりそれについてはその人の負担に

よってやってもらうような形をとらなければ、声

かけ運動をしたから運転の技術がうまくなる、上

手になるとはちょっと考えられないのですけれど

も、やはりそういう自動車学校なり、それしかな

いですから、そこへ行って一日でも二日でも安全

教育の……お年寄りだったら安全運転のための訓

練とか免許があってもやりますよね。あんなよう

なことをやることによってそれが向上されて、こ

ういう事故をなくせると。これしか私はないと思

うのですが、その辺はどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員につきまして〇総務部長（佐々木雅之君）

は、日ごろから声かけ運動も含めて対応させても

らっていますけれども、合併をしまして名寄庁舎、

風連庁舎ということで前よりも遠距離の往来が頻

繁に行われていることもあります。今回の事故の

場合につきましても道路センターの本体につきま

しては風連庁舎の側にあったり、それから詰所の

関係については名寄の大橋にあったりということ

で、従来よりも活動範囲が広がっていることもあ

りまして、それと庁用車を管理して運行している

職員につきましても普通会計ベースでは４８０人

ぐらいの職員がおりまして、このほかに臨時職員、

運転手等もおりまして、谷内議員おっしゃるとお

り同じ人間が何回もそのような事故を起こしてい

るわけではなくて、現場の中でちょっとした気の

緩みも含めてそういう例がありましたので、やは

り日ごろの声かけ、それから安全運転に対する意

識啓発が重要と考えておりますので、これらにつ

いても対応してまいりたいと思っています。同じ

人間が何回も類似するような事故を起こすような

ときには、今御指摘の点についての研修も必要と

思っていますけれども、この３カ年間ほどを調べ

たときには同一の人間が同じような事故を起こし

ているという例はちょっと見受けられなかったの
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で、いましばらくは声かけ運動を中心とした交通

安全教育の推進で対応してまいりたいと思ってお

ります。

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１号を終結いたします。

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、あす１２月１日より９日ま

での９日間を休会としたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、あす１２月１日より９日までの９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３７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 日根野 正 敏

署名議員 東 千 春
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