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平成２１年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年６月１日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市地域包括支援セン

ター条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市一般会計）

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市国民健康保険特別会計）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市老人保健事業特別会計）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市介護保険特別会計）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市下水道事業特別会計）

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市簡易水道事業特別会計）

日程第13 議案第１０号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市食肉センター事業特別会計）

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市後期高齢者医療特別会計）

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第16 議案第１３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17 議案第１４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18 議案第１５号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１６号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２０年度名寄市介護

保険特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について

報告第３号 平成２０年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越

の報告について

報告第４号 平成２０年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

報告第５号 平成２０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

の繰越の報告について

日程第21 報告第６号 公害の現況に関する報告

について

日程第22 報告第７号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第９号 株式会社ふうれん望湖台
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振興公社の経営状況について

報告第１０号 株式会社ふうれんの経

営状況について

報告第１１号 名寄市社会福祉事業団

の経営状況について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市地域包括支援セン

ター条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市一般会計）

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市国民健康保険特別会計）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市老人保健事業特別会計）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市介護保険特別会計）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市下水道事業特別会計）

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（平成２０年度

名寄市簡易水道事業特別会計）

日程第13 議案第１０号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市食肉センター事業特別会計）

日程第14 議案第１１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて（平成２０年

度名寄市後期高齢者医療特別会計）

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第16 議案第１３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17 議案第１４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18 議案第１５号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１６号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越の報告につ

いて

報告第２号 平成２０年度名寄市介護

保険特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について

報告第３号 平成２０年度名寄市下水

道事業特別会計予算繰越明許費の繰越

の報告について

報告第４号 平成２０年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について

報告第５号 平成２０年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

の繰越の報告について

日程第21 報告第６号 公害の現況に関する報告

について

日程第22 報告第７号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第９号 株式会社ふうれん望湖台

振興公社の経営状況について

報告第１０号 株式会社ふうれんの経
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営状況について

報告第１１号 名寄市社会福祉事業団

の経営状況について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

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 松 井 幸 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 巳 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２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１１番 日根野 正 敏 議員

１８番 黒 井 徹 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、本日から６月１５日まで

の１５日間に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、本日から６月１

５日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ これより〇議長（小野寺一知議員）

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２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。

定額給付金事業について申し上げます。

定額給付金は、申請受付を３月１８日に開始し、

５月２０日現５、給付５５の１ ８２４５５のう

ち１ ５８１５５に４ち ８９８ちちを給付いた 

しました。

５月からは、申請も少なくなっており窓口を市

民課内に配置し、事務を進めています。今後、未

申請者への周知に努め、受給を促してまいります。

平成２０年度の決算概要について。

はじめに、企業会計を除いた平成２０年度の各

会計決算の概要を申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となりました一般

会計及び特別会計の決算につきましては、今後、

計数整理を行うことから、ここでは、概要につい

て申し上げます。

一般会計については、翌年度へ繰り越しすべき

財財を除いて、概財１ち ０００ちちの黒財とな

る見込みでありますが、国の２次補正にかかわる

臨時交付金等の影響で現時点では数値が幾分増加

しています。歳入では、年度末に交付された特別

交付税が予算額を上回り、歳出では、各費目にお

ける歳出削減等不用額が主な要因と思われます。

財財調整的に、財政調整基金、公共施設整備基

金、地域福祉基金を、合計で２ち ０９４ちち金

り崩しましたので、基金に依存した財政構造にな

っていますが、財政調整基金については、当初予

算で予定していた４ち ０００ちちのうち、２ち

０００ちちを０み０すことができました。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定につきま

しては、基金を ９６８ち ０００ち金り崩した 

ことなこもあり、概財 ２００ちちの黒財となる

見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定につきまして

は、介護給付費はは金なこが概財 ０００ちちは

過交付されたことにより、概財１ち ０００ちち

の黒財となる見込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

きましては、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現５の基金残高は、３

４ち ２６４ちちとなりました。

当初予算の段階では、金り崩しを６ち９７３ち

ち予定していましたが、決算剰余金を含めた０立

と、歳出の抑制なこによる０み０し、国の２次補

正を原資とした地域活性化・生活５策基金の創設

なこにより、前年度を９１２ちち上回りました。
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主な基金の残高は、財政調整基金７ち ６２６

ちち、減万基金３ち ０２３ちち、公共施設整備

基金１ち ３０８ちち、地域福祉基金１ち ４８ 

９ちち、地９交９９保基金１ち ８０１ちち、合

併特例振興基金１２ち １６０ちちとなっていま

す。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

基金２ち ９６９ちち、介護給付費準備基金１ち

００９ちちとなっています。

これらの基金につきましては、今後も、有効か

つ適切に活用し、健全な財政運営に努めてまいり

ます。

次に、定住自立圏構想について申し上げます。

国が新たな地域活性化に向けた金り組みとして

推進する「定住自立圏構想」につきましては、士

別市と本市による複眼型中心市での金り組みが可

能であり、先に開催されました上川北部地区広域

市町村圏振興協議会総会におきまして、調査・研

究を進めて行くことが９認されました。

具体的な内容の把握と、本年度から金り組まれ

ている先行実施団体についての情報収集を含めて、

圏域市町村間において調査・研究を進めてまいり

ます。

次に、行財政改革の推進について申し上げます。

平成１９年２月に策定した「新・名寄市行財政

改革推進計画」の強化・迅速化を図るため、昨年

度設置した名寄市行財政改革推進実施本部に３部

会を設け、検討を重財てまいりました。

はは金・補助金の見直しが一定程度終了し、公

共施設のあり９につきましても一定の９向性が示

されたことから、本年度は組織機構検討部会、事

業等見直し検討部会の２部会制とし、健全な行財

政運営の推進に向けて、簡素で効率的な行政運営、

事業の見直し等に金り組んでまいります。

次に、新型インフルエンザ５策について申し上

げます。

４月下旬、メキシコに端を発した新型インフル

エンザの感染が５界各地域に広がる中、５界保健

機関は４月３０日に警戒レベルを「フェーズ５」

に引き上げたところです。

新型インフルエンザＨ１Ｎ１は人から人に感染

することが９認されたため、４月２８日に全国の

保健所に「発熱相談窓口」が設置され、４月３０

日には名寄市総合病院の感染症病棟に「発熱外

来」が設置されました。

名寄市においても、去る５月１日、感染防止に

向けた連絡体制の強化と今後想定される５応につ

いて、「名寄市新型インフルエンザ５策連絡会

議」を設置し、関係機関との連携を図りながら、

感染防止策を市民に周知してまいりました。

新型インフルエンザは、人から人への感染が９

認され、感染力は強いものの弱毒性と報道されて

います。今後、道内でも感染が広がる可能性もあ

りますので、引き続き、道や保健所等との連携に

より情報収集に努め、ちが一の事態に備え、市民

の皆さんには情報提供の徹底を図るとともに、冷

静な５応を呼びかけてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２０年度の運営概要につきましては、患者

数が、入院で前年度数 ４５６名減少の１１ち 

００８名、外来では ５７９名増加の２６ち６７

１名となりました。

収支の概要は、病院事業収収が６８ち ２３１

ち９千ちで、病院事業費用は７１ち ３３８ち８

千ちとなり、千し引き、２ち １０６ち９千ちの

単年度純損失を計上しての決算となりました。

収収の主な内訳では、入院、外来とも前年度を

上回り、入院収収では１ち ４４２ち３千ち、外

来収収では、 ７３４ちちの増収となりました。

一９、費用の主な内訳では、人員増により職員

給与費で１ち５８３ち８千ち増加し、このほか薬

品・診療材料なこの材料費も、診療収入の増に伴

い ７２７ち９千ちの増加となっています。

今年度は、２０の診療科に固定医５０名と臨床

研修医６名の、合計５６名のスタッフで診療を行

うとともに、看護部門と医療技術部門の充実を図
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り、地域の皆さんの健康増進に努めてまいります。

また、経営の効率化につきましては、医療に５

する経営環境が厳しさを増していますので、名寄

市立総合病院改革プランを着実に推進し、目標の

達成に努めてまいります。

次に、道北地域へのドクターヘリ導入について

申し上げます。

昨年８月に各自治体や医療機関等による、道北

ドクターヘリ運航調整研究会が設立され、道北地

域住民が安心して救急救命医療を受けられるよう、

早期の配備をめざして要望活動等が進められ、今

年度での配備が決まりました。

本年１０月の運航に向け、研究会において具体

的な協議・検討が進められ、運航にかかわる経費

ははについては、格納庫建設費用の半分にあたる

０００ちちの費用ははを北０道と関係市町村に

求めているところです。このほこ、名寄市のはは

分として９４ち８千ちの要請がありましたので、

これに同意するものとし、今定例会に補正予算を

提出いたしましたので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、子育て応援特別手当について申し上げま

す。

子育て応援特別手当は、多子５５の幼児教育期

に限定した子育て支援を目的に、５５児童一人あ

たり３ち６千ちを支給するものです。

申請は、平成２１年４月３日から１０月３日ま

での期間内に郵送または、窓口で直接申請をして

いただくことになります。

５５者は、児童数で４２８人、支給予定額は

５４０ち８千ちに５し、４月末日現５の申請状況

は、３３８５５、児童数で３６５人、支給総額で

３１４ちちとなっており、支給率は５５で８ 

９９、児童数で８ ３９となっています。

未申請者への今後の５応といたしましては、改

めて案内を発送するなこ、周知に努めてまいりま

す。

次に、廃棄物処理５策について申し上げます。

地球温暖化防止とごみの減量化を目的に、廃食

用油・古着を公共施設で回収し、バイオディーゼ

ル燃料・ウエスにリサイクルする利活用の金り組

みを行っています。

環境衛生推進員協議会総会で、改めて金り組み

に５する協力をお願いいたしましたが、今後、市

民に５しても０極的に提供を呼びかけてまいりま

す。

市内の環境美化活動につきましては、５月１１

日から１７日までの間を春の清掃週間とし、各町

内会等の御協力により実施いたしました。また、

環境衛生推進員の活動として５月９日に、名寄高

校前から緑丘霊園までの清掃作業を行いました。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２０年中の火災件数は１５件で、前年数７

件の増となり、住宅火災で高齢者が３名焼死する

痛ましい結果となりました。火災種別では、建物

火災１１件、車両火災２件、その他火災１件、爆

発１件となっています。

救急件数は、 ０４８件の出動で前年数３５件

の増となり、事故種別では、急病６４５件、一般

は傷１６１件、転院搬送１２６件、交９事故６２

件、その他５４件となっています。

防火５策につきましては、住宅用火災警報器の

設置促進に重点を置き、春の全道火災予防運動期

間中に住宅用火災警報器の普及に向けた展示及び

説明会を開催いたしました。引き続き、住宅防火

５策に金り組んでまいります。

救急体制につきましては、本年４月１日より救

急救命士の有資格者が１３名となり、本署に９名、

出張所に４名を配置し、救急現場における応急処

置の充実に努めています。また、救命効果向上の

ため普９救命講習を０極的に実施し、救急現場に

居合わせた人による応急手当の普及に金り組んで

います。

次に、智恵文排水機場の油漏れ事故について申

し上げます。

智恵文排水機場は、智恵文智北地区農業地５の
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洪水５策のために、昭和６１年に建設した農業施

設です。

４月の定期点検時に燃料タンクから場内へ輸送

する配管より油漏れが発覚しました。畑、河川、

地下水への影響がなかったため、各関係機関と協

議の上、油が混入した土砂を所定の廃棄処分場に

搬入し、処理いたしました。施設の復旧を夏の降

雨時期までに完了する予定です。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、平成２２年度工

事分の実施設計を６月に着手し、１１月に完了を

予定しています。

継続事業の屋根張替工事は、新北栄団地３棟１

２戸が５月に完了いたしました。

改善事業では、老朽化に伴うリンゼイ団地のガ

ス管金替工事を５月に完了し、平成２１年度から

全団地を５５に２ヶ年で実施する住宅火災警報機

の設置につきましては、今年度分を７月に着手し、

９月に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。

安心で安定的な給水を９保するための配水管網

整備及び老朽管更新工事は、豊栄西１０条仲９な

こ４路線のほか、計量法に伴う量水器金替工事５

件の発注を６月に予定しています。また、漏水調

査及び風連地区の配水管洗浄委託業務は４月に着

手いたしました。

簡易水道事業は、平成２２年からの風連地区給

水統合事業の着工に向け、簡易水道統合計画の策

定を進めてまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。

合流式下水道における雨天時の河川水質汚濁防

止５策として、昨年度末に完成した名寄下水終末

処理場滞水池は、試運転を終え５月から供用開始

をしています。下水処理場設備の老朽化５策とし

ての受変電設備更新工事は６月に発注を予定して

います。

個別排水処理施設整備事業は、５月中旬から風

連地区で３基の合併浄化槽工事に着手いたしまし

た。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交９省関連事業は、新たに創設された地域

活力基盤創造交付金により、都市計画街路緑丘９

改良工事ほか３路線を５月に発注いたしました。

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、６月に発注を予定しています。

新規事業の南２丁目９踏切拡幅改良事業は、６

月中旬に日本貨物鉄道株式会社と協定書を締結し、

軌道施設の撤去を含めて事業を実施してまいりま

す。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況は、２月から３月にかけて降

雪日が集中し、降雪量は、過去５ヵ年平均と数較

して ５しーセンし増となり、除雪出動回数でも、

名寄地区、風連地区ともに過去５ヵ年平均に数べ、

やや上回る出動回数となりました。

排雪作業では、名寄地区の生活道路９０キロメ

ーしルにおいてカッし排雪を１回実施し、幹線道

路及び９学路３４キロメーしルにおける０込運搬

排雪を２回から３回、さらに交千点排雪を一部複

数回実施し、交千点の見９しや車両の交千箇所９

保を図ってまいりました。

風連地区は、市街地路線１７キロメーしルにお

いて２回の排雪作業を実施してまいりました。

排雪ダンプ助成事業は、多雪の影響もあり利用

件数は ０６０件と、前年度数５ ７しーセンし 

となり、ダンプ台数では １１２台で前年度数２

１しーセンしの増となっています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、５月１５日現５の農作業及び農作物

の状況ですが、今年の融雪期は、平年より２日早

い４月１１日となりました。

耕起作業につきましては、田で１日早い４月２

９日、畑で平年並みの４月２８日となりました。

各作物の生育状況ですが、水稲につきましては、

移植始めが平年並みで順調に推移しています。畑

作物は、播種、移植とも順調に進み、馬鈴しょ、
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てん菜とも４日から８日早く終了しました。秋ま

き小麦は、雪腐れ病の発生が少なく越冬状況は良

好で、幼穂形成期は３日早く順調に生育していま

す。また、露地のアスしラガスにつきましては、

平年より５日早い５月１４日から受入れを開始し

ましたが、１５日早朝の降霜・低温によりほぼ全

面０に被害を受けました。その後、本格的な受入、

共選開始は５月２３日となりました。

このように、農作物全般では平年並みの生育状

況ですが、遅霜や低温の影響で生育停滞もあり、

今後も関係機関等と連携し、適期栽培管理の徹底

を図ってまいります。

次に産地９立５策について申し上げます。平成

２１年度から新たに３年間の５策として、水田等

を有効活用して自給力・自給率向上に結びつく作

物の需要に応じた生産拡大の推進を支援する「水

田等有効活用促進交付金」が創設され、併せて、

既存の産地づくりの金り組みへの支援策としては、

従来の「産地づくり交付金」を見直し、「産地９

立交付金」として引き続き支援されますが、高額

な助成単価について北０道協議会の指導があり、

上限金額を反当６ち５千ち以内に是正したところ

です。交付金については、総額で１０ち １００

ちちを見込み、地域水田農業の発展に向け、はい

手の育成、各作物の生産振興等、効果的に活用さ

れるよう、農業関係団体・生産者と連携して推進

してまいります。

また、平成２１年度の水稲は、主食米生産数量

で、うるち米 １１０しン、もち米では需要環境

が大幅に緩和されたことから、過去２ヵ年実施さ

れた１０しーセンしの自主削減が終了し、１ち

８５８しンの配分がありました。作付面０では、

うるち米４２４ヘクタール、もち米 ３４１ヘク

タール、加工米については、うるち米３６ヘクタ

ール、もち米４２８ヘクタールの計画となってお

り、水稲作付面０全体では ２２９ヘクタールの

見込みとなっています。

次に、地域はい手経営基盤強化総合５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５し、融資残の自己はは部

分に補助される事業です。平成２１年度において

も名寄市が採択となり、１３８経営体１８９件の

機械・施設整備で、事業費で７ち ８００ちちに

５しで２ち １００ちちの助成が見込まれ、はい

手農家における、効率的かつ安定的な農業経営に

寄与するものと考えています。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場につきましては、名寄市営牧野と母子

里地区共同牧場において、指定管理者の「ＪＡ道

北なよろ」に管理運営を委託し実施しています。

本年度も受精５５牛を中心に、名寄市営牧野が５

月２５日から２６５頭を受け入れ、母子里地区共

同牧場については、９９頭の申し込みがあり、融

雪の関係から遅れていましたが、本日、入牧作業

を進めています。関係団体の協力を得ながら酪農

家の経営安定を図ってまいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

本年は、２月から３月にかけて降雪量が多く例

年以上の０雪量となり、雪解け時期が心配されま

したが、冬工事の暗渠排水の埋め０しや客土の整

地等、春の農作業に支障なく工事が進みました。

継続中の「道営農地集０加速化基盤整備事業」

東豊地区、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」風連地区及び名寄地区

において、それぞれ暗渠排水、整地工等の工事を

実施しています。

また、本年度から「道営農地集０加速化基盤整

備事業」名寄東地区では、実施設計測量及び換地

業務を実施しています。

次に、商工業関係について申し上げます。

全国的な不況の中、名寄地９でも全ての業種に

おいて経営環境が、より厳しさを増し、引き続き

停滞感を強めている状況にあります。

昭和５７年から市内中心部で営業を続けていま
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した「グランドホテルメープル」が４月３０日を

もって営業を終了いたしました。市内経済・観光

事業等に大きな影響を及ぼすものと感じています。

従業員５５として、上川支庁・ハローワークなよ

ろ・名寄市等の関係機関による離職者説明会を開

催いたしました。再就職にむけた情報提供なこ、

引き続き支援をしてまいります。

住宅リフォーム促進助成事業につきましては、

今年度が最終年度となり、４月末における申請件

数は８１件となっています。今年度予算では１０

０件分の ０００ちちを計上していますが、今後

もさらに申請件数の増が予想され、今定例会に１

００件分 ０００ちちの０加補正を提出いたしま

したので、よろしくお願いいたします。

次に、昨年度発売されたプレミアム付「なよろ

地域商品地」は、３回の地売で１ち ５００セッ

しを完売しており、地元商店での地売促進や消費

拡大につながったものと考えています。商品地の

使用動向については、今後調査等により明らかに

していくこととしています。

次に、物産振興事業につきましては、物産振興

協会に委託している畑自慢倶楽部において、名寄

ブランドの推進と特産品のＰＲを目的として、６

月３日から３日間の予定で、友好交流都市「東京

都杉並区」で、アスしラ地売を行います。地売期

間中は「東京なよろ会」会員の皆さんの御協力を

いただくことになっています。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の昨年度の実績

につきましては、金に量が４１０ち ８７８しン、

前年度数１０ ２しーセンし、金に高は１２ち 

６９７ちち、前年度数９ ０しーセンしとなり、

引き続き厳しい状況です。今後も内部努力と地路

拡充が求められており、市としても一層の支援に

努めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況は、就職希望者１４５名のうち

内定者が１３２名となり、就職率は９１しーセン

し、前年度数で ３トインしの上トとなりました。

北０道における月間有効求人北率は ３８北で

前年度数前イ前ス １４トインしとなり、当管内

の有効求人北率は ４８北で前年度数 １４トイ 

ンしの低下となっています。有効求人北率なこ前

年度数で低下となった主な要因は、大型商業施設

による雇用が、一定程度落ち着いたものと分析し

ています。

次に、観光について申し上げます。

平成２０年度のピヤシリスキー場リフし輸送人

員は、４７ち ２２２人で、前年度実績の８ ３ 

しーセンしとなりました。全国的なスキー離れ、

スキー人口の減少が続く中、シーズンを９しての

未就学児のリフし無料化やスノーモビルランド開

設等が浸透する一９、昨年は雪不足や降雨による

影響で１９日遅れのオープンとなり、さらに、シ

ーズン中盤から終盤にかけて、週末に天候が恵ま

れなかったことなこが影響しています。

なよろ温泉の利用につきましては、各種プラン

を企画いたしましたが、総利用者数で９ち ６１

３人、前年度実績の９ ８しーセンしと、３減と

なりました。

ふうれん望湖台自然公園につきましては、施設

利用件数で ６２０件、前年度実績の７ ２しー 

センしとなり、宿泊客、入浴客ともに減少しまし

た。

スキー場、なよろ温泉、ふうれん望湖台の利用

者９保に向け、引き続き両公社と連携した金り組

みを進めてまいります。

次に、道の駅事業について申し上げます。

昨年４月に道の駅「もち米の里☆なよろ」を開

設し、道内で１０２番目の道の駅として多くの皆

さまに御利用いただいています。

平成２０年度の利用者数は平べ２６ち ９００

人と当初計画を大きく上回り、「北０道じゃら

ん」が実施した２００９年道の駅満足度ランキン

グで２位と、高い評価を受けました。また、４月

１８日～２０日には、オープン１周年感謝祭を開
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催いたしました。

今後もさらに利用者の皆さんに満足いただける

サービス提供を心がけ、広く情報発信してまいり

ます。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

風連地区の市街地再開発事業は、平成２０年度

に着手された事業のうち、９個人・２法人に５す

る工事が完了し、関係者に５する権利床が３月９

日に交付されました。この４月からは、本年度工

事区域の既存建築物除去工事が進み、地域交流セ

ンター及び道北なよろ農協等の建築工事が、６月

下旬から着手される予定となっています。市とい

たしましては、引き続き施工者と連携を図り、事

業完了に向け支援してまいります。

次に、名寄地区について申し上げます。

これまで中心市街地活性化基本計画として、多

数・多９面の意見提言をいただき、事業の精査を

行ってきましたが、この度、北０道・北０道開発

局との事前協議において、都市再生整備計画で市

街地の整備改善を進める準備が整いました。

駅横の整備事業につきましては、これまでの経

緯から市内民間企業と検討を行い、バス待合所と

商業施設を併設し、公共交９機関利用者の利便性

を高め、かつ、賑わいの創出も可能な複合施設整

備とまちなか居住を進めていく整備計画案として、

基本協定を関係者で締結することができました。

今後は、駅周辺の賑わいを市内中心部に誘導す

る手法のほか、その効果が多９面に及ぶ９策につ

いて、上部関係機関を含めて検討してまいります。

次に、社会教育について申し上げます。

高齢者が５５で３０年目を迎える名寄ピヤシリ

大学は、男性７名、女性８名の新入生１５名と１

７名の大学院生を、また３８年目を迎える風連瑞

生大学は、男性２名、女性１０名の新入生１２名

と１３名の大学院生を迎え、それぞれ４月２８日、

２７日に入学式を行いました。新入学生をはじめ

５学生の皆さんは、生涯学習社会を見据えた今後

の学習活動へ意欲を燃やしているところです。

また、今年度の市民講座は５月１４日の「なよ

ろ入門」から開講し、「心と暮らしに潤いを」

「暮らしに役立つ」「５の中を考える」の３つを

シリーズとして、学習活動の場を提供してまいり

ます。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月から５月にかけての「ここもの読書週間」

におきましては、本館での「ここも図書館まつ

り」、風連分館では「春のおはなし会」を開催し

ました。

また、「子こもによんであげたいおすすめの絵

本（３才～６才）」を作成し、保育所や幼稚園及

び関係機関に配布いたしました。

今後も、子こもが本に親しむことができるよう、

読書活動推進に努めてまいります。

４月に前イクロフィルム閲覧機器を更新したこ

とにより、新聞の閲覧及び複写が可能となりまし

たので、多くの市民の皆さんに利用していただき

たいと考えています。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

今年は、ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡に

よる宇宙への扉を開いた観測から、４００年を記

念する５界天文年です。

天文台では、４月４日に５界天文年企画による

「５界一周観望会」を実施し、市内外から多くの

参加があり好評をいただきました。

また、北０道大学及び北０道教育大学旭川分校

学生の観測実習を、実施しています。

新天文台建設につきましては、２期目の本体工

事に着手し、建設が進められているところです。

次に、学校教育について申し上げます。

各小中学校では、新入生を迎え、それぞれの教

育課程に基づき、児童生徒が自ら学び、自ら考え

る力を育成するため、特色ある教育活動が展開さ

れています。

特別支援教育として、名寄市立大学の協力の下

に実施していますティーチングアシスタンし事業

では、特別支援教育研究実践推進学校に風連中央
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小学校を新たに加えた３校を指定し、学力の向上

に努めてまいります。

名寄東小学校屋内運動場の改築事業につきまし

ては、広く関係者の９々に御協力をいただき、改

築に関する要望等をお聴きするため、仮称・名寄

東小学校屋内運動場改築等準備協議会の設置に向

けた作業を進めているところです。

また、風連中学校の施設移転につきましては、

北０道教育委員会と風連高等学校閉校後の施設の

譲渡等について、具体的な協議を始めたところで

あり、移転に伴う施設の改修等については風連中

学校移転準備協議会を教職員、父母なこ関係者の

９々の御協力により立ち上げ、改修実施設計なこ

の具体的な検討を開始いたしました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

去る、３月１８日に短期大学部第４８回卒業式

を行い、児童学科５５名の卒業生を送り出しまし

た。

また、平成２１年度の入学生は、保健福祉学部

１４９名（内３年次編入生３名）、短期大学部４

９名でした。４月３日には、１９８名の新入生を

迎えて入学式を終えたところです。

これで保健福祉学部は、１学年から４学年まで

揃う学年完成を迎え、栄養学科１６１名、看護学

科２１１名、社会福祉学科２１２名、合計５８４

名となり、短期大学部児童学科１０５名を合わせ

た学生総数は、６８９名となったところです。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

昨年度、学校給食会が実施した「学校給食費に

係わるアンケーし調査」の結果、安全・安心の９

保、栄養価の維持なこ様々な御意見をいただきま

した。

これまで、名寄市の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、地産地消を

基本とした地場産食材を多く使用してまいりまし

た。

今後も、安全・安心な食材選びに心がけ、保護

者の９々の要望に応えてまいります。

次に、学校給食主食用しンの製造について申し

上げます。

昨年度整備した学校給食用食材供給施設におい

て、新しく設置したしン製造機器を使用しての、

学校給食主食用しンの提供が４月から開始されま

した。

６月には、名寄産のもち粉を２割使用した「も

ち粉しン」が給食に登場いたします。

今後は、地場産野菜も活用したしンの提供に努

めてまいります。

次に、ストーツの振興について申し上げます。

長い歴史を誇る第５７回憲法記念ロードレース

が、５月１０日、健康の森陸上競技場を発着とし

て開催いたしました。

本年も３５３名のエンしリーがあり、それぞれ

のクラスで、春の風を受けた選手が、さわやかに

力走いたしました。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

４月の利用団体登録状況は３５団体３８４名で

減少傾向が続いています。また、自由来館型とな

っている児童センターでは小学生の放課後利用が

増加傾向にあります。

南児童クラブでは、年度当初に６３名の利用登

録で増加傾向になっていますが、引き続き児童・

保護者にとって安全で安心できる児童クラブの運

営を推進してまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

４月に全ての学校訪問を行い、平成２０年度の

電話相談等の相談傾向を伝え、悩み相談の「ハー

しダイヤル」の利用ＰＲ、さらには登校できずに

家庭で過ごしている子こものために「適応指導教

室」が開設されていることを紹介し、しンフレッ

しを配布いたしました。

次に、芸術文化の振興について申し上げます。

優れた芸術に触れる芸術文化鑑賞バスツアーは、

本年も６回の開催を予定し、４月２８日の第１回

ツアーには、多くの９々に応募をいただき、初め

てバス２台での開催となりました。
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今後も、絵画や演劇、札幌交響楽団演奏会なこ

の鑑賞ツアーを実施することとしています。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２０年度の入館者数は１ １９０名で、減

少傾向に一定の歯止めがかかったところです。

４月２５日から５月６日までのゴールデンウイ

ーク企画「博物館であ・そ・ぼ・う！！」では、

平べ ４８０名の入館があり、市立大学の学生延

ランティアの応援もいただき、木製遊具やリサイ

クル遊具、木工作を楽しみました。

国の文化財審議会は、意見具申をしていました

当市の「九度山（くこさん）」を、アイヌ文化に

関連する名勝として指定すべきとして、５月１５

日に文化庁に答申しました。８月前後に、文化庁

より国の名勝として指定される予定となっていま

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４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

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１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の

施行に伴い、認定事務コスしに応じた５価の徴収

原則から、受収者はは分を長期優良住宅建築等計

画認定申請手数料として名寄市手数料徴収条例の

中に新設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１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市地域包括支援センター条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市地〇市長（島 多慶志君）

域包括支援センター条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改

正する法律の施行に伴い、名寄市地域包括支援セ

ンター条例で引用している介護保険法の条項が繰

り下がることから所要の条項整理を行うものであ

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
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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２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市病院事業の設置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３号 名寄市病〇市長（島 多慶志君）

院事業の設置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。

これまで名寄市立総合病院では、名寄市病院事

業の設置等に関する条例第１２条に基づき運営委

員会を設置し、病院事業のち滑な運営を図るため

の意見、提言を受けてきたところですが、近年名

寄市立総合病院の地域医療への責務が増大し、ま

た実際に医療サービスを受けている患者からの当

病院に５する期待が増加の傾向にあります。病院

がその責務と期待にこたえるためには、診療内容

の充実とあわせ、健全な事業運営を推進していく

必要がありますので、運営委員会の委員定数を７

名から９名にふやし、充実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３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに

１２９ち ０００ちを０加し、予算総額を１９９

ち ５７７ち ０００ちにしようとするものであ 

ります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の備総資金組合は過納付はは金 ０００ち

ちの０加は、大学校舎整備の際に借り入れした満

期一括万の償還財財と退職手当組合はは金の精算

に伴う０加はは分に備えるため、備総資金組合に

５して納付するものであります。

１０款教育費の大学振興基金０立金３０ちちの

０加は、大学振興に５しての寄附金を０み立てす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地９

交付税の１ち １０７ち ０００ちの０加は、３ 

月に交付決定されました特別交付税が増額となっ

たことによるものであります。
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１９款繰入金の財政調整基金繰入金 ２１２ち

０００ちの減額は、特別交付税の増加なこによ

る財政調整基金への０み０しであります。

次に、第４表、地９万補正につきましては、経

営体育成基盤整備事業ほか１事業を変更するもの

であります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない情報化推進事業ほか３７事業に

ついて繰り越しするものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は承認することに決定いた

しました。

日程第８ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ１５３ち

０００ちを０加し、予算総額を３３ち ６６６ 

ち ０００ちに、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ２９ち ０００ちを減額し、予算総額を

１ち ０２９ちち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。２款保険給付費では、出産育児一時金

で７６ちちを減額し、１１款諸支出金では電子カ

ルテ導入に伴う直診勘定に５する繰出金を２００

ちち０加するものです。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。交付金等の額が９定したことにより、国庫支

出金なこの特定財財の調整を図るほか、８款繰入

金では一般会計繰入金を５０ち ０００ち減額し、

基金繰入金を８１３ち ０００ち０加するもので

す。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

３款施設整備費では、電子カルテシステム導入費

用が９定したことに伴い、２９ち ０００ちを減

額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。

４款繰入金では、保険事業勘定における特別調整

交付金の額の９定及び予算調整のため２１０ち

０００ちを０加し、６款市万では電子カルテシス

テム導入事業万で２４０ちちを減額するものであ

ります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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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号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

日程第９ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市老人保健事業特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入

歳出それぞれ ０７７ち ０００ちを減額し、予 

算総額を３ち ９６４ち ０００ちにしようとす 

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。医療

給付費等の９定により、２款医療諸費では５３４

ち ０００ちを、３款諸支出金では５４２ち ０ 

００ちをそれぞれ減額するものであります。

次に、歳入について申し上げます。医療給付費

の減に伴い、交付金等の交付額が９定したことに

より支払基金交付金なこの特定財財の調整を図る

ものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は承認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）

７号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、サービス

事業勘定・名寄の歳入歳出それぞれ４ち ０００

ちを０加し、予算総額を６ち ４０５ちちにしよ

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

事業費の利用者はは事減制度事業費４ち ０００

ちの０加は、介護サービス利用者はは事減事業に

係る補助金の額の９定に伴い、補助金を０加及び

減額するものであります。

次に、歳入につきましては、２款繰入金で一般

会計繰入金４ち ０００ちを０加し、歳入歳出の
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調整を行うものであります。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しないサービス事業勘定・名寄の介護

用車両購入事業費及びサービス事業勘定・風連の

施設介護サービス事業費について繰り越しするも

のであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算の専決処分でありまして、第４表、繰

越明許費について、年度内に完了しない下水道維

持管理事務費を繰り越しするものであります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市簡易水道事業特別

会計補正予算の専決処分でありまして、第２表、

繰越明許費について、年度内に完了しない智恵文

地区簡易水道管理運営事務費を繰り越しするもの

であります。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専
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決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市食肉センター事業

特別会計補正予算の専決処分でありまして、第３

表、繰越明許費について、年度内に完了しない食

肉センター整備事業費を繰り越しするものであり

ます。

地９自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算に係る専決処分でありまして、年

度途中で実施された保険料事減制度により、歳入

歳出それぞれ ３７０ち ０００ちを減額し、予 

算総額を２ち １２５ち ０００ちにしようとす 

るものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

後期高齢者医療広域連合納付金では、保険料の事

減により ３７０ち ０００ちを減額するもので 

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、特別徴収保険料で ００６
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ち ０００ちを減額、普９徴収保険料で ６３５ 

ち ０００ちを０加し、調整を図るものでありま

す。

地９自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２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１２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、各款の臨時的経費を中心に補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ ０２９ち ０００ちを０加して、予算総額を 

２００ち ４６５ち ０００ちにしようとするも 

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

衛生費のドクターヘリ導入自治体はは金９４ち

０００ちの０加は、道北ドクターヘリ運航調整研

究会と道北市長会、道北各地域の町村会が一体と

なって導入を進めている道北ドクターヘリ導入の

初期投資に５する名寄市のはは分であります。

７款商工費の住宅リフォーム促進助成事業費

０００ちちの０加は、平成１９年度から３年間の

予定で始めた同事業の利用が大変好調で、当初予

算に計上している１００件、 ０００ちちでは不

足することから、さらに１００件分を０加しよう

とするものであります。

１０款教育費の新天文台整備事業費については、

観測室へのト降機の設置なこ、工事費増加による

５００ち ０００ちの０加と委託料と工事請は 

費の一部を組みかえ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。事業の実施

に伴う特定財財の０加のほか、収支不足を財財調

整基金繰入金で調整いたしました。１款市税では、

固定資産税で主に償却資産の設備投資額が増加し

たことから ３７３ち ０００ちを０加し、また 

都市計画税では家屋の減少により６４５ち ００

０ちを減額しようとするものであります。

２２款市万の ９３０ちちの０加は、市立天文

台整備事業の事業費の増加に伴うものであります。

次に、第２表、万務はは行為補正では、戸籍専

用複写機借上料を０加しようとするものでありま

す。

次に、第３表、地９万補正及び第４表、継続費

補正では、事業費の増加により天文台整備事業に

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。

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）
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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１２号の１０ページ、１１ページをお開き

ください。２款総務費、１項７目財産管理費で、

需用費と公共施設改修工事費で合わせて ０００

ちちの減額は、公共施設の補修、修繕なこのため

当初予算で地域活性化・生活５策基金を財財に仮

計上していた予算を減額し、修繕なこを実施する

各公共施設等の各款、項、目に振りかえを行うも

のであります。

同じく１２ページ、１３ページをお開きくださ

い。４款衛生費、１項３目保健活動推進費で、妊

婦一般健康診査委託料 ６４０ち ０００ちの０ 

加は、妊婦健康診査の助成回数をこれまでの５回

から１４回に拡大するもので、財財の２分の１は

道支出金を充当しています。

１４ページ、１５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ちちの０加は、６丁目の旧

竹内時計店跡を買い金り、新たな事業展開を進め

る事業者に５して助成するものであります。

１６ページ、１７ページをお開きください。９

款消防費、１項２目災害５策費で、排水機場維持

管理事業費４５５ち ０００ちの０加は、４月２

８日に起きました智恵文智北排水機場での油流出

事故の処理及び復旧工事費であります。

１８ページ、１９ページをお開きください。１

０款教育費、６項６目図書館費で、需用費５ちち

の０加は、国際ソロプチミスし名寄からの寄附金

を充当し、児童図書の購入に充てるものでありま

す。

同じく７項２目体育施設費で、需用費２０９ち

ちの０加は、基金を活用してのシャンツェリフし

滑車軸なこの修繕経費であります。

次に、歳入について説明させていただきます。

０っていただきまして、６ページ、７ページをお

開きください。１６款道支出金で、地域政策補助

金１００ちちの０加は、天文台整備事業費の増加

により、合併特例万充当後の５９相当に当たる地

域政策補助金の増額分であります。

８ページ、９ページをお開きください。１９款

繰入金で、財政調整基金繰入金を ０５８ち ０ 

００ちの０加は、収支不足を調整するものであり

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。

２点についてお伺いを〇４番（川村幸栄議員）

したいと思います。

１点目は、７款商工費の住宅リフォーム助成制

度です。前回予算審議のところでもお聞きしまし

た。その時点で、最終年度ですので、希望者があ

ればすべて受け入れたいというようなお話でした。

今回いち早く１００件分がいっぱいになったとい

うことで０加補正になっているわけですが、また

もっともっと希望者があれば、これ以上補正とい

うか、受け入れをしていく予定でいるのかこうか、

その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

それから、もう一つ、ちょっと細いことなので

すけれこも、１０款教育費の博物館のところなの

ですけれこも、展示映像更新業務委託料、これ当

初予算のところでは６１０ちちついていて、映像

を新しくするというふうにおっしゃっていたので

すが、それが４２６ちちの減になっているという

ことで、ちょっと大きい千ですので、このところ

をお知らせいただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

住宅リフォームの関〇経済部長（茂木保均君）

係について御質問をいただきました。今回新たに

１００件分補正ということでございますが、４月

末で８１件、５月末では１１６件の申請がござい

ます。これからもまだあるだろうということも含
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めて、今回１００件分の補正をさせていただきま

した。今後もさらに申請が出てくれば０加する予

定があるかこうかということでございますが、一

応９月末ぐらいの時点で状況判断をしながら、３

月末で工事がすべて終わるという部分については

補正５応する予定でございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

博物館の映像展示部〇教育部長（山内 豊君）

分につきまして質問をいただきました。映像の部

分につきまして、当初委託料で６１０ちちという

ことで見ておりましたけれこも、そのうち６１０

ちちの中で４１０ちちが機器の整備ということで

備品で支出するのが妥当だろうということで、そ

うした組みかえをしたということであります。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

博物館のことにつきま〇４番（川村幸栄議員）

しては理解をしました。ありがとうございます。

住宅リフォーム助成の件なのですけれこも、実

は９月末まで状況を見ながらというお話でした。

ある業者さんにお話を聞きましたら、本当に１０

０件分こっと申請があったということで、忙しく

て忙しくて大変なのだと、うれしい悲鳴だという

ふうにおっしゃっていました。好評だというのは

大変喜ばしいことかなというふうに思うのですけ

れこも、ただお聞きしますと登録業者さんのうち

の大体半分ぐらいの業者さんが請けはっていると

いうことです。今言ったように大変忙しいという

ふうに、うれしい悲鳴なのですけれこも、ただこ

んこん、こんこん注文を受ける中で、この登録業

者さんの中で賄えるのかこうかというちょっと不

安、心配も、余計な心配かもしれないのですけれ

こも、そんな心配もちょっと出てくるところなの

ですけれこも、やっぱり市民の９から個々の業者

さんに、リフォームの中身によっても注文する業

者さんもそれぞれ違ってきて、当然偏ってしまう

というのはあり得るかなというふうに思うのです

けれこも、この今登録されている業者さんの中だ

けで賄えるのかこうかというちょっと不安もある

のですが、その辺についてこのようにお考えかお

知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

その辺の部分につい〇経済部長（茂木保均君）

ては、詳しい判断はしておりませんけれこも、一

応平成２１年度の数財はまだ集計しておりません

けれこも、平成１９年度で３９の業者がこの事業

をやっていただきました。平成２０年度は４７の

業者がやっていただきました。企業のそれぞれの

営業努力によりまして、多少偏る部分はございま

すけれこも、やはり１つの工務店なんかがとりま

すと、いろんな業種の部分を含めて事業がなされ

るということで、いろんな意味の波及効果はある

というふうに思っておりますけれこも、現段階で

はたくさん申し込みがあってとても賄い切れない

というような、まだそういうとこら辺の判断とい

いますか、そういった部分については私こもも承

知しておりませんので、状況をいろいろ調査もし

てみたいなというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、注文が殺到して〇４番（川村幸栄議員）

いるということの反映かなというふうに思うので

すけれこも、何名か、結構多くの９からなのです

けれこも、それが事実かこうかはわからないので

すけれこも、市外の業者さんが結構目につくのだ

けれこも、こうなんだいというふうに、川村さん、

ちょっと９認したらこうだいというふうに、こん

なふうに言われているのです。それが実際そうで

はない、この助成制度を使っていない工事かもし

れませんし、はっきりしませんので、何とも言え

ないのですけれこも、ただそういうふうに市民の

皆さんの中に、せっかく市内の業者さんが繁栄し

て市民が喜ばれるこういった制度なのだから、や

っぱりほかのところから来られたらこうなのかな

というような疑念といいますか、そういった部分

が出されては、せっかくこれだけ好評だった制度

が台なしかなというふうに思うのです。それで、
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やっぱり殺到している部分で忙しくなれば、こう

しても違うところにもというふうになるやもしれ

ません。私は、そんなふうに思ったりもするので

す。

それで、９かに最終年度ということで希望者は

受け入れたいという、そういう思いもあるかとは

思うのですが、ただ業者さんに言えば、ことしこ

れだけ殺到すれば、来年はもうリフォームの仕事

はゼロに近いのではないかというふうに言ってい

るわけです。それが経済効果、来年さっと引いて

しまうようでは、せっかく経済効果を図ったこの

制度が台なしになってしまうのではないかなとい

うふうに思うわけです。ですから、ことしはある

程度の数で抑えていただいて、また来年新たな制

度としてスターしさせていただく、何回も言わせ

ていただいているのですが、引き続きこうやって

いただく。全国的にもかなりの地域でこのリフォ

ーム助成制度がされているわけです。これは、業

者さんの新聞なのですけれこも、随分広がってき

ています。こういった部分も含めて、やっぱり実

績もあるわけですから、続いてやっていただく。

そうすれば、安心して業者さんも今請けはってい

る分しっかり工事をし、そしてまた来年も新たな

仕事がふえるのではないかという予想といいます

か、それとまた市民の中にも新築は本当に難しい

と、今のこの経済の中で。であれば、リフォーム

で何とか直して住み続けたいと、こんな人がふえ

ているようです。こういう人たちにとっても今回

限りではなくて、また次に予定していかれるとい

う見９しが立てられるという部分では、本当に市

民に優しい、市民が喜ぶ施策になっていくのでは

ないかなと、こんなふうに思っていますので、ぜ

ひ続けていただけることをお願いしたいというふ

うに思いますが、その点について御見解をいただ

いて終わりたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

事業によって他の市〇経済部長（茂木保均君）

外の業者が出入りしているという部分については、

私こも把握していないのですが、ただ例えばおふ

ろであったり、台所のキッチンであったり、こう

いったものについては業者から、市外の例えば旭

川だとか、そちらのほうに注文をして出入りして

金りつけるというようなことは当然考えられるわ

けですけれこも、市のほうでも中間検査だとか、

あるいは完了時に建築課の職員と検査をきちっと

しておりますから、そういったときにきちっとそ

ういった状況がないのか一応９認はしてみますが、

そういうことはあり得ないだろうというふうに認

識をいたしております。

それから、この事業の継続の問題でございます

けれこも、当初段階から３年間というような期限

を切ってということで実施をいたしておりまして、

さらにはことしはできるだけ市民の要望にこたえ

るというようなことで、今回も大きな補正を組ん

でというようなことでございます。９かに好評を

得ているという、そういった状況は理解をしてお

りますけれこも、現５の段階では今年度をもって

終了させていただくということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は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１２号は原案のとおり可決され

ました。
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日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３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１３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、直診勘定におきまして電子カル

テシステム導入事業に伴う施設整備事業万の９定

により、歳入歳出それぞれ９ちちを補正し、総額

を１ち ７６６ち ０００ち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。４款公万費

におきまして、本年度償還いたします長期万償還

利子として９ちちを０加しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

におきまして、一般会計繰入金９ちちを０加し、

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。

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は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）

１４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。

議案第１４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

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、平成２０年度医療諸費の９定に

伴う調整が主なものであり、歳入歳出それぞれ３

００ちちを０加し、予算総額を ６２８ち ００ 

０ちにしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

諸支出金では、平成２０年度支払基金交付金及び

道費はは金に係る精算返還金等におきまして３０

０ちちを０加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。平成２０年

度交付金等精算金の９定により、２款国庫支出金

では３９０ち ０００ちを０加し、４款繰入金で

は一般会計繰入金９０ち ０００ちを減額しよう

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。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は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）



－23－

平成２１年６月１日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は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）

１５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。

議案第１５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 ２８２ち ０００ちを０加し、 

予算総額を１８ち ５９４ち ０００ちにしよう 

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

保険給付費では、介護報酬改定に伴う居宅介護サ

ービス給付費等の増額分を０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。歳出の保険

給付費の増額に伴い、４款国庫支出金なこの特定

財財について、それぞれのはは割合に応じて０加

しようとするものでありますが、８款繰入金のう

ち基金繰入金では介護給付費準備基金繰入金を８

３９ちち減額、介護従事者処遇改善臨時特例基金

繰入金で第１号被保険者に５する介護保険料の周

知費用を含む８６０ち ０００ちを０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。

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）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６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１６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、水財開発整備事業に係るはは金

が９定したことによるもので、資本的支出につい

て補正しようとするものであります。

４款資本的支出において、第１項建設改良費に

４ち ０００ちを０加し、総額を３ち ９５１ち 

０００ちにしようとするものであります。

なお、資本的支出の０加に伴う資本的収入の不

足額につきましては、過年度分損収勘定留保資金

及び当年度消費税資本的収支調整額で補てんする

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）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は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１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２０年度名寄市一般会計予算繰越明許

費の繰越の報告について、報告第２号 平成２０

年度名寄市介護保険特別会計予算繰越明許費の繰

越の報告について、報告第３号 平成２０年度名

寄市下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について、報告第４号 平成２０年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越の報

告について、報告第５号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算繰越明許費の繰越の

報告について、以上５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。

報告第１号から報告第〇市長（島 多慶志君）

５号までの平成２０年度名寄市一般会計外４特別

会計予算の繰越明許費の繰越について、一括して

御報告申し上げます。

初めに、平成２０年度名寄市一般会計予算繰越

明許費の繰越の報告について申し上げます。議会

運営事業費ほか４２事業は、平成２０年第１回定

例会から平成２１年第１回臨時会までに予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市介護保険特別会計予

算の繰越明許費の繰越については、サービス事業

勘定・名寄では介護用車両購入事業費を、またサ

ービス事業勘定・風連では施設介護サービス事業

費をそれぞれ平成２１年第１回臨時会で予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

予算の繰越明許費の繰越については、下水道維持

管理事務費を平成２１年第１回臨時会で予算計上

し、専決処分により繰越明許費の設定をしていた

だいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会

計予算の繰越明許費の繰越については、智恵文地

区簡易水道管理運営事務費を平成２１年第１回臨

時会で予算計上し、専決処分により繰越明許費の

設定をしていただいたものであります。

次に、平成２０年度名寄市食肉センター事業特

別会計予算の繰越明許費の繰越については、食肉

センター整備事業費を平成２１年第１回臨時会で

予算計上し、専決処分により繰越明許費の設定を

していただいたものであります。

名寄市一般会計及び各特別会計繰越明許費繰越

計算書は、出納閉鎖に当たり、これを翌年度に繰

り越しするためのものであり、地９自治法施行令

第１４６条第２項の規定により御報告を申し上げ

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号外４件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号外４件を終結いたします。

日程第２１ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

６号 公害の現況に関する報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第６号 公害の現〇市長（島 多慶志君）

況に関する報告について、名寄市公害防止条例第

４条第２項の規定により御報告申し上げます。
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平成２０年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行うとともに、地球温暖化５策についても金

り組んでまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン調査を中心

に実施しており、炭化センターにおきまして法に

よる基準値５前ノグラムのところ、６月及び１２

月の測定では排出基準を大きく下回り、ほとんこ

検出されない結果となっています。また、粉じん

発生財と言われておりましたスしイクタイヤにつ

きましては、き着率が最高で ０９と前年よりも

減少しており、スタッドレスタイヤが市民生活に

定着しているものと思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全に

おきましては、本市から天塩町間の天塩川及び本

市の上水道水財である名寄川の水質検査を実施し

ており、いずれも平水時における河川の環境基準

を満たした水質を維持しております。また、ゴル

フ場の農薬使用に関する問題につきましては、関

係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を

２回実施し、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる建築工事が一般的になっており、建築作業に

よる騒音、振動等への苦情は減少している状況と

なっています。

次に、地球温暖化５策では、名寄市地球温暖化

防止実行計画に基づき、しンフレッしの全戸配布

や講演会の開催のほか、市内各小学校におきまし

て出前講座やしネル展等を実施いたしました。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも継続した調査、啓発等を行い、市民の健

康と生活環境の保全に向けて努力をしてまいりま

す。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けしております公害の現状と５策を御高覧くださ

い。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第６号を終結いたします。

日程第２２ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市土地開発公社の経営状況について、

報告第８号 株式会社名寄振興公社の経営状況に

ついて、報告第９号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について、報告第１０号 株式

会社ふうれんの経営状況について、報告第１１号

名寄市社会福祉事業団の経営状況について、以

上５件の一括報告を行います。

提出者の報告を求めます。

島市長。

報告第７号から報告第〇市長（島 多慶志君）

１１号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興

公社、株式会社ふうれん望湖台振興公社、株式会

社ふうれん及び名寄市社会福祉事業団の経営状況

について、一括して御報告申し上げます。

まず、報告第７号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告申し上げます。

平成２０年度の収支状況は、貸借５照表及び損

収計算書のとおり３２７ち ９１９ちの当期純損

失となっております。その内容は、事業収収の部

で、住宅用地２件の賃貸収収から地売費及び一般

管理費の部を千し引きし、３０ち ６５５ちの事

業損失となっております。一９、事業外収収の部

では受金利息、公社土地貸付料、償還金利息収入

等から事業外費用の短期借入金支払利息を千し引

きし、２９７ち ２６４ちの事業外損失となって

おります。

なお、当期の純損失３２７ち ９１９ちにつき

ましては、翌年度の保有地簿価に加算されます。

今後とも経営努力の中でできる限り借入金の縮減
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を行い、金利ははの事減に努めてまいります。

次に、報告第８号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告申し上げます。

平成２０年度第３７期の経営内容につきまして

は、５月２５日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、暖冬少雪の影響によりオープンが予定より１

９日おくれ、さらにオープン後もまとまった降雪

がなく、すべてのリフしの稼働による営業は年明

けの１月１１日になるなこ厳しいシーズンとなり

ましたが、未就学児のリフし無料化、親子を５５

としたイベンしの開催等により一定の実績を９保

できたところです。リフし輸送人員は４７ち ２

２２人、前年度数８ ３５９、リフし収入は ２ 

５１ち ８５０ちで、前年度数８ ７６９の実績 

となったところです。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、リピー

ターの定着化を図るとともに、サンピラーしーク

なこと連携した四季折々の商品の企画、地売に努

めたところです。しかし、スキー場オープンの大

幅なおくれにより合宿利用者のキャンセルが平べ

４００泊を数えたことが宿泊、飲食部門に大きく

影響を及ぼし、総利用者数で９ち ６１８人、前

年度数９ ８２９、総売上高は１ち ０７９ち  

０５２ちで、前年度数９ ２９９の利用実績とな

ったところであります。

サンピラーしークにつきましては、昨年５月に

レスしハウス、せせらぎ広場等の供用開始をもっ

て待望の全面開園となりました。また、冬期間に

は全国、全道のカーリング大会の会場として利用

されましたほか、学校授業の利用も増加傾向にあ

り、総利用者数１２ち ４８８人、前年度数１０

６９９と北０道の指標値１１ち ０００人を上 

回る実績を９保することができました。しークゴ

ルフ場につきましては、健康の森及び名寄公園で

の利用者数で平べ６ち６６４人、前年度数１０

９４９となり、引き続きにぎわいを見せておりま

す。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、当期は原油の高騰によ

る燃料費の増加、合宿のキャンセルなこ厳しい経

営を余営なくされ、売り上げ総利収で１ち ６３

３ち ２７４ち、一般管理費等を千し引いた当期

純損失が７１５ち １８１ちとなりました。今後

も引き続き経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

次に、報告第９号 株式会社ふうれん望湖台振

興公社の経営状況について御報告申し上げます。

平成２０年度第２２期の経営内容につきまして

は、５月１５日の株主総会で報告を受けたところ

です。昨年度の望湖台センターハウスの利用状況

につきましては、施設利用件数で ６２０件、前

年度数７ ２９、入浴客数で ５２５人、前年度 

数８ ９９、宿泊客で ５９９人、前年度数６  

１９、１会売り上げで４９５ち ３５７ち、前年

度数１０ １９、レスしラン売り上げで１７９ち

ち、前年度数７ ９９、宿泊食事売り上げで５７

１ち ５８０ち、前年度数６ ８９となり、総売 

り上げ ３９０ち ７４１ち、前年度費７ ４９  

となりました。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりですが、当期は工事関係者の宿

泊客及び入浴客の減少により厳しい経営を余営な

くされ、売り上げ総利収が ６５３ち ００７ち 

で、一般管理費等を千し引いた２７８ち ５３５

ちが当期純損失となり、前期繰越損失額１５２ち

５７８ちと合わせた４３０ち １１３ちが当期未

処分損失額となりました。今後団体利用客を中心

とした宿泊客の増に金り組むとともに、経費節減

なこ一層の経営の健全化を進めるよう努力を促し

てまいります。

報告第１０号 株式会社ふうれんの経営状況に

ついて御報告申し上げます。

平成２０年度第５期の経営内容につきましては、

５月２８日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２０年度は、風連本町地区第１種市
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街地再開発事業の施行者として事業に金り組み、

第１期建築工事であります商業ゾーン及び住宅ゾ

ーンの解体工事及び建築工事を行い、２棟の完成

を果たしたところであります。全体事業で見ます

とまだ一部ですが、風連地区の新しい顔として今

年度以降の施設整備に向けて、なお一層の努力を

促してまいります。

なお、収支面では、活動を市街地再開発事業の

業務に絞ったことにより売り上げはありませんで

したが、繰り平べ資産の減価償却を行ったことか

ら、単年度で９ち７８２ちの損失となりました。

これにより前期繰越利収剰余金２ち ８８１ちを

千し引いた６ち ９０１ちが損失となりましたが、

事業の清算時には収支の均衡を図るよう指導して

まいります。

営業の詳細につきましては、お手元の営業報告

書に記載のとおりであります。

次に、報告第１１号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について御報告申し上げます。

社会福祉事業団では、地域社会の高齢化がます

ます進む中で、高い倫理観を保ちながら専門的な

サービスの提供に努めております。平成２０年度

における名寄市社会福祉事業団の運営につきまし

ては、まず特別養護老人ホームでは質の高いサー

ビス、安全、安心、利用者のニーズに即した自立

支援を目標に掲げ、入所者一人一人のケアプラン

に基づいた適切なサービスの提供に努めてまいり

ました。昨年５月からしらかばハイツの指定管理

を受託したところでありますが、年度途中での移

管であったことから、決算の数値上だけではその

収支の内容を的９にあらわすことにはなっており

ません。

次に、短期入所生活介護及び介護予防短期入所

生活介護事業におきましては、地域の老人福祉サ

ービスの拠点として、施設の持つ専門的機能の効

果的活用を図り、利用者及び家族の身体的、精神

的ははの事減につなげるよう努めてまいりました。

また、居宅介護支援事業所につきましては、介護

に関する総合的な相談に応じ、ニーズに５応した

各種保健福祉サービスが適切に利用できるよう、

要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を

行ってきたところであります。高齢者５話つき住

宅生活援助員派遣事業におきましては、市営シル

バーハウジングの入居者が地域の中で自立して安

心かつ快適な生活を営めるよう生活指導、生活相

談、緊急時の５応なこの支援に当たってまいりま

した。

次に、平成２０年度の収支の状況について申し

上げます。一般会計と市営シルバーハウジング特

別会計を合わせて、収入総額８ち ６５９ち １ 

９８ちに５し、支出総額は８ち５５４ち ４９６

ちで、収入から支出を千し引いた １０４ち ７ 

０２ちを翌年度に繰り越したところであります。

今後とも利用者のさまざまなニーズにこたえ、施

設の機能と特性を生かしながら地域福祉の増進に

なお一層努めてまいります。

以上、５件を一括して御報告をさせていただき

ました。よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

以上で報告第７号外〇議長（小野寺一知議員）

４件の報告を終わりますが、本日の会議終了後、

議員協議会で質疑を行いますので、お含みおきを

お願いいたします。

日程第２３ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

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。

本件は、人権擁護委員〇市長（島 多慶志君）

を平成２１年９月３０日をもって任期満了となる

安澤純子氏、関口芳子氏について、安澤純子氏を

再度候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。

本市の人権擁護委員数は、法務省令により人口
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規模に基づき８人となっています。合併に伴う特

例で合併前の委員数である９名の委嘱がされてお

ります。このたびの推薦に当たり、省令こおりの

委員数とするべく１名推薦とさせていただきまし

た。

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）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、６月２日から６月１０日ま

での９日間を休会にしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、６月２日から６月１０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。

御苦労さまです。

散会 午前１１時５４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 黒 井 徹


