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平成２４年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２４年５月３１日（木曜日）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 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

議案第２号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第４号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第６ 議案第５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

議案第６号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第７ 議案第７号 名寄市過疎地域自立促進

市町村計画の変更について

日程第８ 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第９号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第９ 議案第１０号 財産の取得について

日程第10 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて

日程第11 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第12 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第13 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１７号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第１８号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第18 議案第１９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第19 議案第２０号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成２３年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越しの報告に

ついて

日程第21 報告第２号 平成２３年度名寄市病院

事業会計予算繰越しの報告について

日程第22 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第４号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第５号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第６号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第７号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第24 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 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

平成２４年５月３１日（木曜日）第２回６月定例会・第１号



－2－

平成２４年５月３１日（木曜日）第２回６月定例会・第１号

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 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

議案第２号 名寄市印鑑条例の一部改

正について

議案第３号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第４号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第６ 議案第５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

議案第６号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第７ 議案第７号 名寄市過疎地域自立促進

市町村計画の変更について

日程第８ 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第９号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第９ 議案第１０号 財産の取得について

日程第10 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて

日程第11 議案第１２号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第12 議案第１３号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第13 議案第１４号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第14 議案第１５号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第15 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１７号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第１８号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第18 議案第１９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第19 議案第２０号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成２３年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越しの報告に

ついて

日程第21 報告第２号 平成２３年度名寄市病院

事業会計予算繰越しの報告について

日程第22 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第４号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第５号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第６号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第７号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第24 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 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（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員
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１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２４〇議長（黒井 徹議員）

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は２０名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

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、

６番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月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（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（黒井 徹議員）

政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、平成２４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。

はじめに、企業会計を除いた平成２３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る一般会計及

び特別会計の決算については、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、繰り越しすべき財源を除

いて、概ね３億２千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、東日本大震災に配慮し、特別交付税

の交付割合が据え置かれたため予算額を上回った

ことと、歳出では、各費目における歳出削減など

不用額が主な要因と思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定について

は、基金を５２９万４千円取り崩したことなど

もあり、概ね４千万円の黒字となる見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定については、

介護給付費負担金などが概ね１億円超過交付され

たものの、本年度の償還を見込み、財源調整的に

介護給付費準備基金を１億２２６万１千円積み

立てたことにより、概ね２千万円の黒字となる見

込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

いては、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月末現在の基金の残高は、

５４億２６１万円となりました。

当初予算の段階では、取崩しを３億７８３万

９千円予定していましたが、決算剰余金を含めた

積立と歳出の抑制などによる積戻し、減債基金、

大学振興基金など将来を見据えた積立や、施設の

老朽化などへの対応のため、公共施設整備基金へ

の積立を実施したことにより、前年度と比べ７億

９０３万円の増となりました。

このうち、財政調整に活用できる基金は概ね２

億１千万円の増となる見込みです。

主な基金の残高は、財政調整基金９億０７１

万円、減債基金８億４４２万円、公共施設整備

基金６億２３１万円、地域福祉基金１億８５

６万円、地方交通確保基金１億２０３万円、合

併特例振興基金１２億１６０万円となっていま

す。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金１億６８８万円、介護給付費準備基金２

億４９６万円となっています。
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これらの基金については、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、人権啓発活動について申し上げます。

本年実施する、法務省人権擁護局の人権啓発活

動地方委託事業については、ラッピングバスの運

行、講演会などを予定しています。学校や家庭な

ど日常生活の中で人権意識が育まれるよう、事業

の推進に努めてまいります。

次に、ＴＶｈ名寄中継局について申し上げます。

平成元年の放送開始から、市民要望の高いＴＶ

ｈ名寄中継局の開局については、ＴＶｈが本年４

月６日付で国の「デジタル中継局整備支援事業」

の内示を受けており、また、本市をはじめ同中継

局のカバーエリアとなる士別市、美深町、下川町

の地元４自治体協議も整いましたので、順調に推

移すれば、年内に視聴可能となる予定です。

なお、これに必要な補正予算などについて、本

定例会で御審議をお願いいたします。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイとの交流では、６月に派遣

する市民訪問団及び７月から９月に実施する交換

学生２人が決定しました。また、友好都市ロシア

連邦ドーリンスク市との交流でも、友好市民訪問

団を派遣することが友好委員会総会で決定されま

した。

国内交流については、東京都杉並区では都市交

流実行委員会、山形県鶴岡市藤島では友の会総会

がそれぞれ開催され、人的交流や特産品販売のほ

か、交流人口の拡大を目指した事業展開などが決

定されました。

また、「スクラム支援会議」に伴う南相馬市へ

の支援事業の一環として、７月２１日から２９日

までの日程で、４０人の子どもたちの受け入れ事

業を実施することとなりました。放射能ストレス

の解消や、本市の子どもたちとの交流など、名寄

の夏を楽しんでいただける内容を検討してまいり

ます。

交流居住の推進については、民間団体と市が連

携・協力して移住促進及び地域の振興にオール名

寄で取り組むため、４月２６日「名寄市移住促進

協議会」を設立し、首都圏等プロモーション活動

や、ホームページ上での空き家・空き住宅情報の

提供のほか、お試し名寄移住体験事業などを実施

してまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

本年度から、天塩川周辺地域が主体となり上川、

留萌、宗谷の総合振興局などとも連携し、天塩川

流域連携事業に取り組んでまいります。

天塩川周辺１３市町村で「テッシ・オ・ペッ賑

わい創出協議会」を設立し、天塩川の魅力を発信

するセミナー、東京都杉並区をターゲットとした

移住モニターツアー、フェイスブックの開設、イ

メージキャラクターの作成などに取り組み、「北

海道遺産」である天塩川とその周辺地域に暮らす

市町村の魅力を発信してまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

本年４月に「新・名寄市行財政改革推進計画」

の「後期基本計画」及び「後期実施計画」を策定

しましたので、今後、総合計画と一体的に進めて

まいります。

本年度は、５月９日に行財政改革推進実施本部

を設置し、実施本部内に「組織機構検討部会」

「事業等見直し検討部会」の２部会を設置して協

議を進めてまいります。

組織のスリム化については、各職場から意見集

約を行い、課・係の統廃合や事務事業の見直しな

どを行います。また、使用料については、新基準

を平成２８年度までに策定するため各種調査など

を行い、準備を進めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２３年度の運営概要については、取扱い患

者数が入院で１０万６３６人、外来で２１万３

２６人となり、前年度と比較して、入院で４９

６人の減少、外来で２万０８２人の減少となり

ました。
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収支については、病院事業収益で７０億６５

０万６千円、病院事業費用で７３億８２３万円

となり、差引き２億１７２万４千円の単年度純

損失を計上しての決算となりました。

収益の主な内訳では、入院収益が前年度と比較

して８７１万１千円の減収となり、外来収益も

０８３万１千円の減収となりました。

一方、費用の主な内訳では、給与費が前年度と

比較して、臨時職員を含めた常勤換算で４０人の

増員となったことから１億１６１万円の増加と

なり、材料費では薬品の節減により、４５２万

７千円の減少となりました。

本年度の診療体制については、診療科２１科に

医師５１人と研修医７人の合計５８人を配置、他

に６０人の医療技術スタッフと２７０人の看護ス

タッフにより地域住民の健康増進に努めてまいり

ます。

地方においては、拠点病院への医師の集約化・

重点化が図られていますが、当院では、休診して

いた消化器内科に常勤医３人が派遣され、循環器

内科、麻酔科には常勤医各１人が増員されました。

地域医療再生計画については、精神科病棟改築

事業で基本設計の確定作業を進め、診療情報ネッ

トワーク整備事業では、関連病院との調整に取り

組んでいます。

病院運営を取り巻く環境は、年々厳しさを増し

ていますが、今後も、診療体制の充実に努めると

ともに、収益の確保と費用の抑制を図り、病院事

業の健全経営に努力してまいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２３年度の外来患者数は延べ１万９４３

人で、前年度と比較して６パーセント、７４１

人の増となりました。

また、市内の特別養護老人ホーム２カ所、高齢

者施設、在宅患者への往診、看取りなどの診療業

務においても増加が見込まれることから、７月１

日付けで医師１名を招聘し、名寄市立総合病院を

はじめとした地域の医療機関と連携を密にし、市

民が安心して暮らせる医療体制の充実を目指して

まいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援

するため、中学校修了前の子どもを養育している

方に支給されてきた「子ども手当」は、４月から

「児童手当」に名称が変わりました。

支給額については「子ども手当」と同額ですが、

平成２４年６月分から所得制限が導入され、限度

額以上の場合、児童手当は支給されませんが、特

例的な給付として、児童１人につき月額５千円が

支給されることとなりました。

今後も、制度の周知を図るとともに適切な給付

に努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障害者自立支援法などの一部改正に伴い、本年

度から３カ年の間にサービスを利用する全障がい

者について個々のサービス等利用計画を作成する

こととなりました。

このことから本市では、市内２事業所を指定特

定相談支援事業者に指定して事業委託し、近隣市

町村と歩調を合わせ、本年１０月までに本計画の

作成に着手できるよう準備を進めてまいります。

本年度については施設入所者など約１００人を

予定し、関係者への周知を図ってまいります。

次に、東日本大震災により発生したがれきの受

入れについて申し上げます。

私は昨年、岩手県、宮城県、福島県の被災地を

見て回りましたが、膨大ながれきの山に唖然とせ

ざるを得ませんでした。また、国からの災害廃棄

物の受入れ検討状況調査に対し、「本市としても

可能な支援を」との思いから、受入れの可能量が

埋立ての不燃ごみで最大２千トンとして回答して

きたところでございます。

ただし、本市としては、「放射性物質に汚染さ

れたものは受け入れない。運搬する通過圏及び近

隣市町村とも十分検討する。農畜産物等の風評被
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害の有無を含め慎重に対応する。」としてきまし

た。

この間、自治体の一部には受け入れを表明する

ところも出ていますが、災害がれきの放射能濃度

に対する安全基準やその処理・管理体制等の是非

については、有識者の中でも意見が分かれており、

多くの住民から安全性の確証や広域処理に対する

批判があり、風評被害が与える影響等に対しても

不安を抱いているのが現状であります。

本市といたしましては、引き続き国や道の広域

処理に対する対応を注視していくものの、現段階

では、受入れに対しての市民や近隣市町村の理解

を得ることは難しいと判断しています。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２３年中の火災件数については、８件で前

年比６件の減となっていますが、残念ながら２人

の焼死者と２人の負傷者が出ています。

火災種別では、建物火災７件、車両火災１件と

なっています。

救急出動件数は１５５件で、前年比１３３件

の増と、過去最高の出動件数となり、事故種別で

は、急病７４５件、一般負傷１４８件、交通事故

５０件、転院搬送１４０件、その他７２件となっ

ています。

救急体制については、更新を進めていた高規格

救急車の配備により、２月から３台体制の運用と

なりましたので、今後とも高度で効果的な救命活

動を進めてまいります。

予防行政については、住宅火災における逃げ遅

れなどの犠牲者を防ぐために、住宅用火災警報器

の設置に重点を置き、地域による住宅用火災警報

器の共同購入や設置済シールの配布などをはじめ

として、各種イベントへの積極的な参加など、引

き続き住宅火災による死傷者を低減するよう住宅

防火対策を推進してまいります。

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については、新北斗

団地では、２棟８戸の住戸全面改善工事を６月に

着手し、１０月の完成を予定しています。北斗団

地は、昨年９月に着手した鉄筋コンクリート造２

階建て１棟１０戸の５月末進捗率は約３０パーセ

ントとなっています。また、平成２５年度工事分

の実施設計を７月に着手し、平成２５年１月の完

了を予定しています。

改善事業における、瑞生団地の水洗化及び生活

雑排水整備工事並びに、ノースタウンなよろ団地

の施設改修に伴う実施設計については７月に着手

し、１０月完了を予定しています。また、名寄市

住宅マスタープランの見直し作業については６月

に着手し、平成２５年２月の完了を予定していま

す。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による公園事業につい

ては、都市公園の長寿命化修繕計画による浅江島

公園施設整備工事を発注し、危険な石垣を改修し

ます。また、なよろ市立天文台周辺駐車場舗装工

事については、６月に発注を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事は、風連地区東３号をはじ

め、名寄地区北７丁目通りほか２路線について、

早期発注を実施いたします。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

名寄地区対象量水器２３５台を４工区に分けて

発注しました。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務や清

浄な水道水の供給を図るため、配水管洗浄作業に

着手しています。

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工事では、名寄下水終末

処理場における送風機設備ほかの更新工事、風連

浄水管理センターＣＲＴ監視制御装置の更新工事

の発注及び雨水管渠新設工事として豊栄川３号幹

線の発注を予定しています。

また、個別排水処理施設整備事業では、名寄地

区４基、風連地区４基の合併浄化槽設置工事の発
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注を終えています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による道路事業は、継

続事業で１９線道路改良舗装工事ほか市街地生活

道路路線を６月発注に向けて準備を進めてまいり

ます。

また、アスファルト乳剤散布による防塵処理工

事は、６月上旬の発注を予定しています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

高齢化社会に対応し、交通弱者の足確保と、

（仮称）複合交通センターを拠点としたまち中の

賑わいづくりを目的として、市内を循環する東西

線・市内循環線の２路線を再編し、７月からの

「なよろコミュニティバス」実証試験運行に向け

て現在準備を進めているところです。

路線ごとに色分けしたバス車両や停留所などを

整備し、多くの市民の皆様に御利用いただけるよ

う、利用促進に向けて周知を図ってまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末での降雪

量が７２５センチメートルで、過去５カ年の平均

降雪量とほぼ同じでしたが、最大積雪深は１１７

センチメートルで２２センチメートル多くなって

います。

また、真冬日が続いたことのほか１２月の大雪

及び２月の吹雪を伴った降雪によりやや除雪出動

回数が増えています。

排雪作業では、名寄地区の市街地生活路線９２

キロメートルにおいてカット排雪を１回実施し、

積込運搬排雪は幹線道路及び通学路３４キロメー

トルにおいて１から３回、さらに交差点排雪を複

数回行い、交差点の見通しや車両の交差を確保し

てきました。また、風連地区では、市街地路線１

７キロメートルにおいて２回の排雪作業を実施し

ています。

排雪ダンプ助成事業は、集中した降雪の影響に

より利用件数は９０５件、ダンプ台数は３２

６台で、前年度比約３６０パーセントとなりまし

た。

次に、風連地区における利雪・克雪事業につい

て申し上げます。

昭和６３年度から「名寄市風連町市街地区利雪

・克雪対策協議会」では、商店街の活性化とまち

づくりを目的に国道及び道道の歩道除排雪を実施

しており、事業の在り方について「名寄市風連地

区地域振興審議会」に諮問し、３月２９日に答申

を受けたことから、答申を踏まえた協議を進め、

適正な事業の推進を図ってまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、４月２日から４日にかけての降雪に

よる農業被害についてですが、被害内容は、育苗

ハウスの倒壊が５戸１１棟で、被害額３３０万円

となっており、被害を受けられた生産者の皆様へ

お見舞い申し上げます。

５月１５日現在の農作業及び農作物の状況です

が、本年の融雪期は、平年に比べ１０日遅い４月

２４日となりました。

各作物の生育状況ですが、水稲については、移

植はじめが平年よりやや遅れて推移しており、畑

作物は、播種は順調に進んだものの馬鈴しょ、て

ん菜の移植については、５日程度遅れています。

秋まき小麦については、雪腐れ病の発生が少なく

越冬状況は良好となったものの、露地アスパラガ

スについては、生育が例年よりやや遅れています。

今後も、関係機関などと連携し、適期栽培管理

の徹底を図ってまいります。

次に、米政策について申し上げます。

本格実施２年目となる「戸別所得補償制度」の

交付金総額は、１９億６千万円を見込み、地域水

田農業の発展に向け、担い手の育成、各作物の生

産振興など、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２４年産米については、主食米生産

数量で、うるち米５５３トン、もち米で１万

１０９トンの配分があり、作付面積では、うるち

米３１０ヘクタール、もち米３８４ヘクタール、
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加工用米ではうるち米５０ヘクタール、もち米６

６１ヘクタールとなっており、水稲作付面積全体

では、４０５ヘクタールの見込みとなっていま

す。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

エゾシカによる平成２３年度の農作物の被害総

額は、約３００万円となっています。本年は４

月１８日から駆除を開始し、冷凍コンテナに仮置

きしていましたが、５月２２日から焼却施設によ

り焼却処分を実施しています。また、アライグマ

対策としては、新たに箱わなを導入してまいりま

す。

今後も、関係団体と十分連携し、被害防止に努

めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野と母子里地

区共同牧場を、指定管理者の「ＪＡ道北なよろ」

に委託し管理運営を行っており、本年度も受精対

象牛を中心に、受け入れを行ってまいります。

今後も、関係諸団体と連携を図り、畜産振興に

努めてまいります。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

本年度、「基幹水利施設ストックマネジメント

事業」弥生地区が完了する予定です。

また、「経営体育成基盤整備事業」名寄東地区

及び「ため池等整備事業」クラヌマ排水地区につ

いては、平成２３年度の国の第４次補正による繰

越事業を本年度施工します。

今後も、事業推進により農業基盤の強化を図っ

てまいります。

次に、林業事業について申し上げます。

本年度、「森林整備加速化・林業再生事業」に

よる林業専用道規格相当弥生Ｄ線開設工事が決定

し、林道を補完する路線として施工します。

また、平成２３年度の森林法改正により、森林

所有者等は従来の森林施業計画に代わり、新たに

森林経営計画の作成が求められることとなりまし

たので、各関係機関と連携し、円滑な認定事務を

進めてまいります。

なお、森林施業の推進については、北海道が実

施する「未来につなぐ森づくり事業」などにより

森林所有者の負担軽減と優良森林資源確保の推進

に努めてまいります。

次に、商工業について申し上げます。

名寄地方における景気動向調査において、先行

きの不透明感や不安感から、業績が悪化すると予

想する企業が増えています。

このような状況の中、本市においては、中小企

業者などの自主的な努力を基調として、安定した

企業経営のために必要な助成などを行っています。

また、融資制度における本年度からの貸付期間

見直しや、利率の引き下げ、また、都市再生整備

計画に係る商店街環境整備促進事業の補助率の引

き上げなど、企業や商店街の環境づくりに対する

負担軽減を図ってまいります。

物産振興協会が取り組む畑自慢倶楽部では、名

寄ブランド特産品のＰＲを目的として、６月に友

好交流都市「東京都杉並区」において、「東京な

よろ会」の皆様の御協力をいただきアスパラ販売

などを実施してまいります。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の平成２３年度

実績については、取扱量３３３万３８０トンで、

前年度比８６パーセント、取扱高は９億３５

６万円で、前年度比８９パーセントとなってお

り、引き続き厳しい状況にあります。

今後も、販路の拡充など内部努力を求めるとと

もに、市場使用料の２年間減免措置による支援の

実施及び経営健全化に向けた市場のあり方につい

て検討を進めてまいります。

次に、（仮称）複合交通センター関係について

申し上げます。

（仮称）複合交通センター整備事業については、

平成２５年４月の供用開始に向けて工事が進めら

れており、進捗率は４月末現在で２０パーセント
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となっています。現在、開設後におけるイベント

スペースなどの利活用促進や中心市街地の賑わい

創出のために商工会議所や入居予定の団体、関係

企業、商店街振興組合などと協議を進めており、

今後は、市民会館を利用している文化団体、交通

機関などとも協議を進めてまいります。

また、年次計画で進める商店街ファサード整備

事業については、消費者や市民などが来訪する中

心市街地の賑わい創出のため、商工会議所や商店

街振興組合と、事業着手に向けた具体的な協議を

進めてまいります。

さらに、一体的に進めている民間商業施設の整

備については、８月上旬のオープンに向けて、４

月６日に着工となりました。

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３月末現在の

高卒者新規就職状況については、就職希望者１２

４人のうち内定者は１２２人となり、就職内定率

は９４パーセントで、前年度比８ポイントの

上昇となりました。

また、本年度も国の緊急雇用促進事業が実施さ

れますので、ハローワークと連携した制度の有効

活用と雇用促進に努めてまいります。

次に、観光について申し上げます。

平成２３年度のピヤシリスキー場リフト輸送人

員は、４５万３５４人で、前年度比１０９パ

ーセントとなりました。予定どおりの１２月１０

日オープン、同月３０日には全リフトが営業可能

となるなど、降雪に恵まれたことが利用者増の大

きな要因となりました。

なよろ温泉の利用については、総利用者数９万

９００人で、前年度比１０４パーセントとな

りました。上半期は、震災などの影響で旅行など

を自粛するムードが顕著に見られましたが、スキ

ー場オープン後は全国的な大会や合宿の増加で上

半期の落ち込みを取り戻す結果となりました。

ふうれん望湖台自然公園については、施設利用

人数１万３２６人で、前年度比１１３パーセ

ントとなり、入浴客では増加したものの宿泊客は

減少となりました。本年３月末で、ふうれん望湖

台センターハウスは閉鎖となりましたが、今後も

名寄振興公社と連携して、キャンプ場などの公園

施設の利用者確保に向け、取組を進めてまいりま

す。

次に、道の駅事業について申し上げます。

オープン４年目を迎えた道の駅については、平

成２３年度の利用者数は延べ４０万４０７人で、

前年度比９４パーセントとなり、高速道路の無

料化が昨年６月に終了となったことや震災による

影響などが要因と考えています。また、「北海道

じゃらん」４月号で発表された「行ってよかった

道の駅ランキング」では、１１４施設中第１位に

輝き、依然高い評価を受けています。

今後も、さらに利用者の皆様に満足いただける

サービスの提供を心がけ、広く情報発信してまい

ります。

次に、観光振興計画について申し上げます。

本年度スタートした名寄市観光振興計画を具現

化するため、市内関係機関全体が連携して、オー

ル名寄での観光・交流事業を実施・検討する組織

として「名寄市観光交流振興協議会」を５月１日

に設立しました。

今後、この協議会が主体となり、名寄市観光振

興計画を推進してまいります。

次に、観光マスコットキャラクターの選考につ

いて申し上げます。

観光振興計画ではメインイメージを「星ともち

米」と定めており、キャラクターの募集を行った

ところ、応募作品数５１２点、応募総数３５１人

で、うち市外からの応募者２９０人で約８割以上

となっています。また、年代についても、子ども

から８０代のお年寄りまで幅広い世代から応募を

いただいたところです。

キャラクターについては、すでに名寄市観光交

流振興協議会で選考を終えており、専門機関の重

複審査などを経て、市民の皆様にお披露目させて



－11－

平成２４年５月３１日（木曜日）第２回６月定例会・第１号

いただくとともに、メインイメージを周知するた

めのアイテムとして、市内のイベントはもとより、

町内会におけるコミュニティ活動など、子どもか

らお年寄りまで市民に愛着を持ってもらえるよう、

活用してまいります。

次に、「ひまわりのまちプロジェクト」につい

て申し上げます。

名寄を訪れる来客者をひまわりでお迎えする

「どこに行っても“ひまわり”があるまち」を目

標に、本年度もひまわりの種を市民に無料配布し

しました。

また、ＪＲ名寄駅から名寄市大通南１丁目まで

の大通中央分離帯、さらには名寄市大通南１丁目

から西４条南１丁目までの国道２３９号道路わき

植樹帯をひまわりで埋めつくす「ひまわりロー

ド」を目指し、市民から応募いただいた「ひまわ

りボランティア」の皆様方の御協力をいただき、

先般、播種作業を行いました。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村の観光協会、商工会、商工会

議所及び市町村からなる道北観光連盟の総会が４

月１９日、音威子府村で開催されました。本年度

の事業として、新たに外国語対応パンフレットの

作成、シーニックバイウェイへのルート提案など

道北地域の物産や観光のＰＲ、イベント紹介など

における広域連携を通じ観光振興に取り組んでま

いります。

次に、学校教育について申し上げます。

４月５日に市内全小中学校の入学式が挙行され、

小学校では２２８人、中学校では２００人の児童

生徒が入学しました。この４月から、中学校では

新学習指導要領が全面実施となり、これに基づく

教育課程が実施されています。

本年度に入り、教育の今日的な課題に適切に対

応していくために、名寄市教育研究所内に「教育

改善プロジェクト委員会」を新設しました。今後、

知、徳、体の調和の取れた児童生徒の育成を目指

し、総合的な教育研究などを進めてまいります。

また、新たに北海道教育委員会が試行実施する

「学校力向上に関する総合実践事業」の実践指定

校に名寄小学校、近隣校に名寄南小学校、名寄西

小学校、風連中央小学校が選ばれました。今後、

実践指定校では、包括的な学校改善に取り組むと

ともに、初任者研修を自校で実施したり、放課後

の研修に近隣校の教員を受け入れたりするなど、

将来のスクールリーダーの育成が行われます。

教育改善プロジェクト委員会では、この総合実

践事業と市内の小中学校が一体となって進める学

力向上の取組とを連動させながら教育研究を進め

てまいります。

名寄市立風連日進小中学校は、少子化による児

童生徒の減少のため、１０５年の歴史に幕を降ろ

すことになりました。地域から学校がなくなるこ

とは非常に悲しいことですが、地域住民の皆様の

御理解により、本年度をもって閉校します。

名寄市街地区における小学校の適正配置につい

ては、３月に名寄市パブリック・コメント条例に

基づき市民意見を募集し、４月からは関係する小

学校や通学区域の見直し対象となる町内会に対し、

随時、説明会を開催しているところです。

今後は、新校舎の建設に必要となる耐力度調査

を実施するとともに、（仮称）「新校舎建設準備

委員会」において基本構想を策定し、基本設計に

反映していくための検討を進めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

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品を積極的に取り入れており、

春先においては地元の越冬野菜を使用するなど、

地産地消の一層の推進に努めてまいります。

また、本年度においても、学校栄養教諭による

指導計画のもと、給食を通して、子どもたちへの

食に関する指導の充実に取り組んでまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

高齢者を対象として３３年目を迎える名寄ピヤ

シリ大学は、男性５人、女性８人の新入生１３人

と９人の大学院生を、また、４１年目を迎える風
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連瑞生大学では、男性２人、女性３人の新入生５

人と１２人の大学院生を迎え、それぞれ４月２４

日、２７日に入学式を行いました。

新入生をはじめ在学生の皆様は、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、本年度の市民講座「なよろ入門」は、

「地域の良さや課題を発見し、共通認識を持つ」

をテーマとして、学習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。

市立図書館では、子どもの読書活動の推進に関

する法律に基づき策定した「名寄市子どもの読書

活動推進計画」が平成２３年度までのため、第２

次推進計画を策定し、各関係団体や施設などに配

布しました。

また、「子ども読書週間」の事業として、４月

２８日に「子ども図書館まつり」を実施し、多く

の子どもや保護者に参加いただきました。

今後も、全ての世代が、本に親しみやすい環境

の提供に努めるとともに、家庭や地域における読

書の推進に力を注いでまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

ゴールデンウィーク期間中は休館日を設けず、

午前１１時から開館するとともに、プラネタリウ

ムでは、通常３回の上映を５回に増やすなど、市

内をはじめ道内外からより多くの方々に御来場い

ただけるよう努めてきました。

また、本年度は大きな天文現象が続き、５月２

１日の金環日食では、市内小中学校に観察用フイ

ルムなどを配布したほか、こども未来課による多

世代間交流事業「金環日食鑑賞ツアー」のため臨

時開館し、約３００人の市民が訪れました。

さらに、５月８日からはこれまで閉館日として

いた火曜日を開館日としましたが、今後も、たく

さんの方々に来ていただけるよう、一層の充実を

図ってまいります。

次に、（仮称）市民ホール整備事業について申

し上げます。

現在進めている基本設計において、市民、利用

団体、懇話会そして市議会議員の皆様の意見・議

論を踏まえて、施設の核となるホール部分の座席

数や客席形状について、判断させていただきまし

た。

今後、既存施設の改修を含め、本年度中に基本

設計及び実施設計を行い、平成２５年５月の本体

工事着工を予定しています。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２３年度の入館者数は、前年度を７０２人

上回る１万９１６人となりました。本年度は、

「名寄の自然と風景」と「歴史を学ぶ」をテーマ

に地域理解を深める展示会を開催してまいります。

ゴールデンウィークは館内を開放し、９日間で

延べ３８５人の入館者がありました。期間中、

名寄市立大学や名寄高校の学生ボランティアの応

援を受けて、木製遊具やリサイクル遊具、木の工

作を行いました。また、５月からの「小さな自然

観察クラブ」は、２８人のクラブ員で始まりまし

た。

準鉄道記念物に指定された、全国で唯一現存す

るＳＬ排雪列車キマロキはシートを撤去し、半年

ぶりにその雄姿を現しました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級は、父母が自主的・自発的に学習

する機会の場として、本年度も引き続き幼稚園を

主体に３学級開設し進めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

憲法記念ロードレースは、本年６０回を迎えた

記念大会として、オリンピック女子マラソンメダ

リストの有森裕子氏をゲストランナーとして招聘

し、５月６日になよろ健康の森陸上競技場を発着

として開催しました。

本年は、市民有志の記念事業実行委員会の御協

力をいただき、前年度比２２２パーセントとな

る６１６人のエントリーがありました。道内はも

とより遠くは東京や広島県からも参加をいただき、

参加者はゴールを目指し、健脚を競いました。ま
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た、今回から新たに設けました親子ペアの部には

３５組の参加をいただきました。

次に、児童館・児童クラブについて申し上げま

す。

名寄市児童センター・南児童クラブ・風連児童

クラブでは、「児童用図書」や「一輪車」の整備

を行い、これらを活用した行事などきめ細かな取

組を企画してまいります。

なお、南児童クラブは７７人、風連児童クラブ

は３４人の児童登録がありました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

多様化している諸問題への取組のためには、学

校との連携が重要であり、ハートダイヤル専門相

談員、教育推進アドバイザーによる小中学校訪問

では、情報交換を行うとともにハートダイヤルな

ど、児童生徒、保護者に対する周知などの御協力

をいただいているところです。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、各町内会からの指導員に

よる御協力のもと、日常の巡視活動を行っていま

す。本年度は指導員の改選期を迎え、推薦された

６６人を委嘱し、今後も、地域の中で青少年の見

守りを行ってまいります。

放課後子ども教室については、４月２５日に指

導者打合せ会及び保護者説明会を実施し、５月か

ら市内３会場において、小中学生合わせて２５人

が学んでいます。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２３年度の卒業式を３月１４日に挙行し、

保健福祉学部栄養学科３７人、看護学科５３人、

社会福祉学科５５人、計１４５人と短期大学部児

童学科５６人、合わせて２０１人が卒業しました。

卒業生の就職状況については、就職氷河期とい

われる厳しい環境の下での就職活動となりました

が、５月１日現在の就職率は、保健福祉学部の栄

養学科では９２パーセント、看護学科では９

２パーセント、社会福祉学科では８２パーセン

ト、保健福祉学部全体では９８パーセントとな

り、短期大学部児童学科では１００パーセントと

両大学ともに高い就職率となりました。

また、国家試験の結果については、管理栄養士

では３２人が合格し、合格率は８５パーセント

と昨年を４ポイント上回りましたが、新卒の全

国平均９６パーセントを下回りました。看護師

では５１人が合格し、合格率は９２パーセント

で全国平均９３パーセントを下回りました。保

健師では５０人が合格し、合格率は９３パーセ

ントで全国平均８７パーセントを上回りました。

社会福祉士では２３人が合格し、合格率は４６

パーセントで全国平均３５パーセントを上回り

ました。

大学評価については、平成２３年度、認証評価

機関の財団法人大学基準協会による書面審査及び

実地調査を受け、本年３月に大学基準に適合して

いるものと認定されました。評価結果として７項

目の努力課題が指摘されており、平成２７年７月

末までに改善状況を報告することとなります。な

お、評価結果は大学基準協会が文部科学大臣に報

告するとともに名寄市立大学のホームページで公

表しています。

平成２４年度入学式については、４月５日に挙

行し、保健福祉学部１４０人、短期大学部５３人、

合わせて１９３人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑多様化する保健・医療・福祉の現

場から求められる豊かな人間性と専門性を備えた

職業人を育成し、社会に送り出せるよう努めてま

いります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（黒井 徹議員）

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１１時０５分
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休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第４ 議案第１号 名寄市事務分掌条例の

一部改正について、議案第２号 名寄市印鑑条例

の一部改正について、議案第３号 名寄市乳幼児

等医療費の助成に関する条例の一部改正について、

以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市事務〇市長（加藤剛士君）

分掌条例の一部改正について、議案第２号 名寄

市印鑑条例の一部改正について及び議案第３号

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部

改正について、一括して提案の理由を申し上げま

す。

本年７月９日付で改正住民基本台帳法及び改正

入管法等が施行されることに伴い、外国人登録法

が廃止をされます。本件は、外国人登録法の廃止

に伴い、文言の削除や変更、条文の追加等が必要

となる３本の条例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を申し

上げます。

これより、議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第２号は原案のとおり

に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（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。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（黒井 徹議員）

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５ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市高齢〇市長（加藤剛士君）

者自立支援事業条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、風連地区において合併前の風連町除雪

サービス事業実施要領に基づき実施をしている除

雪に係る助成事業を名寄地区で行っている除雪サ

ービス等助成事業に統一しようとするもので、４

年間の経過措置を設けて段階的に実施をしていく

ため、本条例を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

議案第４号は、市民福祉常任委員会に付託いた

します。

日程第６ 議案第５号〇議長（黒井 徹議員）
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名寄市地域包括支援センター条例の一部改正に

ついて、議案第６号 名寄市介護保険条例の一部

改正について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号、名寄市地域〇市長（加藤剛士君）

包括支援センター条例の一部改正について及び議

案第６号 名寄市介護保険条例の一部改正につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、介護サービスの基盤強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律により介護保険法

の一部が改正をされたことに伴い、本市において

も関係条項の整理を行うため、当該２本の条例を

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、議案第５号〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第５号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。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（黒井 徹議員）

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７ 議案第７号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市過疎〇市長（加藤剛士君）

地域自立促進市町村計画の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、過疎地域の自立促進を図るための計画

である当該計画につきまして、国の財政支援策の

有効活用を図るため、計画の変更を行おうとする

ものであり、北海道との協議が調いましたので、

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項で準用

する同条第１項の規定に基づき議会の議決を求め

るものであります。

なお、変更の概要につきましては総務部長から

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。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、名寄市過〇総務部長（扇谷茂幸君）

疎地域自立促進市町村計画の変更について補足説

明をいたします。

今回の変更は、ＴＶｈ名寄中継局の開設事業及

び北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担

金に過疎債の活用を図るため、本計画に過疎地域

の自立に必要な事業として新たに２事業を追加す

るものであります。

資料をごらんください。この資料は、過疎計画

登載事業のうち今回の変更に係る事業について抜

粋して記載したものです。

今回の変更内容についてでありますが、過疎計

画区分の交通通信体系の整備、情報化及び地域間

交流の促進のうち、事業名、（５）、電気通信施

設等情報化のための施設にテレビ放送中継施設及

び防災行政用無線施設を追加し、事業内容にＴＶ
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ｈ受信局開設事業及び北海道総合行政情報ネット

ワーク更新整備負担金を追加するものです。

これによりまして変更後の総事業費は、前回変

更後の額に６４１万円を追加しまして、３５１

億８３９万０００円となります。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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８ 議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

工事請負契約の締結について、議案第９号 工

事請負契約の締結について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号及び議案第９〇市長（加藤剛士君）

号 工事請負契約の締結について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、食肉センター施設改修工事における建

築主体工事及びと場設備工事の工事請負契約を締

結しようとするものでありまして、まず議案第８

号の建築主体工事につきましては、本年５月１５

日、２社による指名競争入札を執行した結果、大

野組・大野土建・中舘建設特定建設工事共同企業

体が２億４９０万円で落札をし、これに消費税

及び地方消費税２７４万０００円を加え、２

億７６４万０００円で契約を締結しようとす

るものであります。

次に、議案第９号のと場設備工事につきまして

は、同じく本年５月１５日に３社による指名競争

入札を執行した結果、東西産業貿易株式会社が２

億３００万円で落札をし、これに消費税及び地方

消費税０１５万円を加え、２億３１５万円で

契約を締結しようとするものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。

補足説明を長内建設水〇議長（黒井 徹議員）

道部長。

市長提案の補足〇建設水道部長（長内和明君）

説明を申し上げます。

食肉センターは、昭和４１年３月に現在地にお

いて北海道から設置許可を受けまして、公設のと

畜場として開設され、道北における食肉流通の基

幹的施設として安全、安心な食肉を消費者に提供

してきたところであります。また、平成３年には

ニチロ畜産株式会社が食肉センター施設に併設す

る形で加工場を建設しました。平成２３年度に既

存食肉センター敷地に隣接して農林水産物処理加

工施設が完成し、また指定管理者であるニチロ畜

産株式会社とは今後の展望や要望事項などを含め

て十分な協議を行いながら、実施設計に反映させ

てきたところでございます。

本日議決をお願いいたします食肉センター施設

改修工事のうち、建築主体工事及びと場設備工事

の事業概要について御説明をさせていただきます。

最初に、建築主体工事でございますが、本工事の

事業概要は鉄骨造、一部コンクリートブロック造
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平家建てで、延べ面積５５５１平方メートル

の増改修工事でございます。全体予算額は７億

０００万円を計上しており、そのうち今回は建築

主体工事、機械設備工事、電気設備工事、と場設

備工事、浄化槽設備工事の５つの工事に分けて発

注をいたしました。このうち本日議決をお願いい

たしますのは、まず建築主体工事でございます。

初めに、入札におきましては指名入札で行いまし

た。指名入札等審議委員会は、市内限定による入

札参加共同企業体を３月２２日に公募の公示を行

い、市内共同企業体２社が応募し、応募のあった

２社に対し４月１９日に指名通知をいたしまして、

縦覧期間を４月２０日から５月１４日までとし、

５月１５日に入札を執行いたしました。結果、第

１回入札により、大野組・大野土建・中舘建設特

定建設工事共同企業体が消費税込み２億７６４

万０００円で落札いたしました。落札率は９

９３％でございます。

なお、工事期間は議決の翌日から来年５月３１

日までを予定しております。

次に、説明資料の建築主体工事について御説明

いたします。図面１ページをお開きください。全

体配置図で、既存施設を中心にグレーで塗りつぶ

した部分を増改修工事を行うものでございます。

２ページをお開きください。平面図で、図面上

部が旧と畜場で係留所に改修するものであり、図

面下部が旧加工場をと畜場に改修するものでござ

います。

図面３ページをお開きください。係留所の立面

図、断面図で、立面図については東西南北の姿図

となっており、屋根を中心にトタンの張りかえを

実施するものでございます。

図面４ページをお開きください。と畜場の立面

図、断面図で、立面図については東西南北の姿図

となっており、屋根を中心にトタンの張りかえを

行うものでございます。

図面５ページをお開きください。渡り廊下の平

面図、立面図、断面図で、構造は鉄骨造、面積は

１１９４平方メートル、外壁材は断熱パネルを

使用し、屋根形状は落雪などを考慮した無落雪の

屋根であり、昨年建設いたしました工場と接続す

るための増築工事を行うものでございます。

次に議決をお願いいたしますのは、と場設備工

事でございます。初めに、入札におきましては指

名競争入札で行いました。入札等審議委員会は、

４月１９日に３社に対し指名通知をいたしまして、

縦覧期間を４月２０日から５月１４日までとし、

５月１５日に入札を執行いたしました。結果、第

１回入札により、東西産業貿易株式会社が消費税

込み２億３１５万円で落札をいたしました。落

札率は９７７％でございます。

なお、工事期間は、議決の翌日から来年５月３

１日までを予定しております。

次に、お手元の説明資料のと場設備工事につい

て御説明いたします。なお、設備機器類が多数あ

りますので、代表的な設備についての説明とさせ

ていただきます。図面１ページをお開きください。

既存施設の設備配置図で、図面上部が主に係留さ

く設備及び枝肉保冷庫となっており、図面下部が

主に牛の解体作業に必要な設備となっております。

図面２ページをお開きください。係留さく設備

の詳細図で、肉牛の係留さくを１２区画新設する

ものでございます。

図面３ページをお開きください。皮はぎ機詳細

図で、肉牛を逆さにつるし、図面左のドラムのよ

うな機械が上から下に移動し、皮をはぎ取る機械

でございます。

図面４ページをお開きください。牛の小腸切開

機詳細図で、小腸の脂肪除去と切開を同時に行い、

腸管内部を洗浄する機械でございます。

図面５ページをお開きください。センマイ洗浄

機詳細図で、センマイを洗浄するための機械でご

ざいます。

図面６ページをお開きください。ミノ洗浄機詳

細図です。ミノを洗浄するための機械でございま

す。
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図面７ページをお開きください。腹ふんエアシ

ューター詳細図で、ミノにたまったふんを処理す

るための機械でございます。

図面８ページをお開きください。血液処理設備

詳細図で、肉牛の血液をボイルし、水分を抜き取

り、凝固するための機械でございます。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第８号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第９号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第１０〇議長（黒井 徹議員）

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度中の解散を目指している

名寄市土地開発公社の保有地を９２４万７６

１円で取得しようとするものであり、名寄市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条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を申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 指定管理者の指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。

加藤市長。

議案第１１号 指定管理〇市長（加藤剛士君）

者の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市畜産物処理加工施設の指定管理

者につきまして、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

の候補者の選定を行いましたので、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。
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よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに２

億６６４万円を追加し、予算総額を２０２億

３５４万０００円にしようとするものでありま

す。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の備荒資金組合超過納付金０００万円の

追加は、災害時対策や公債費の償還等に備えるた

め追加納付しようとするものであります。同じく

減債基金積立金９７９万０００円の追加は、

将来における公債費の償還に備えるため、減債基

金に積み立てるものであります。同じく公共施設

整備基金積立金２億００１万０００円の追加

は、市民ホール整備事業及び老朽化が進む施設等

の改修に備えるため、公共施設整備基金に積み立

てるものであります。

８款土木費の市道除雪・排雪対策事業費９２２

万０００円の追加は、平成２３年度の降雪によ

り増加した除排雪事業に係る委託料及び排雪ダン

プ助成事業補助金などを増額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の３億９７３万０００円の増加は、３

月に交付決定された特別交付税が増額となったも

のによるものであります。

１８款寄附金の一般寄附金２００万円、教育費

寄附金１万円、合計で２０１万円の追加は、市民

の皆さんからいただいた３件の寄附金であります。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の３３０

万０００円の減額は、特別交付税の増加などに

より財政調整基金への繰り入れを取りやめるもの

であります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、都

市交流等事業ほか１０事業を変更するものであり

ます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない（仮称）複合交通センター整

備事業を繰り越しし、また経営体育成基盤整備事

業について事業名を変更しようとするものであり

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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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（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

日程第１２ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３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９３６

万０００円を減額し、予算総額を３３億６２

４万０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

総務費では申告支援システムの導入委託料２０６

万０００円を追加し、給付費等の額が確定した

ことにより２款保険給付費では８３８万００

０円を、８款保健事業費では２１万０００円を

それぞれ減額しようとするものであります。

次に、歳入につきましては、交付金等の額が確

定したことにより、国庫支出金などの調整を図る

ほか、１款国民健康保険税では課税額の減少に伴

い６４６万０００円を、８款繰入金では基金

繰入金で５００万円をそれぞれ減額しようとす

るものであります。

地方自治法第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を申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

日程第１３ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３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、保険事業

勘定におきまして歳入歳出それぞれ８８４万

０００円を追加をし、予算の総額を２１億４１

０万０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では介護認定審査会費で２

０２万０００円を減額し、４款基金積立金では

概算交付を受けている平成２３年度の国及び道の

交付金の精算に伴い、平成２４年度に超過交付分

を返還をする必要があることから、これに備え介
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護給付費準備基金に積み立てしようとするもので

あります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款保険料では、介護保険料の減少により

０００万円を減額するものであります。

また、介護給付費の確定により４款国庫支出金

で１１２万０００円を、６款道支出金で２

５６万０００円をそれぞれ追加をし、５款支払

基金交付金で２７６万０００円を減額するも

のであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３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、補正の内容

は１款下水事業費におきまして歳出予算の組み替

えを行おうとするものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２４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出予算の組み替えを行っ

たものであります。これは、平成２４年度老人保
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健拠出金の事務費につきまして本年４月に決定通

知があり、同月中の納付期限だったことから、当

該組み替えにより支出したものであります。

地方自治法第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

報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は承認することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、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９５６万円を追加をして、予算総額を１９５

億４５３万０００円にしようとするものであ

ります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして病院事業会計繰出金５７５

万円の追加は、名寄東病院の受電室等におけるア

スベスト除去に係る費用を追加しようとするもの

であります。

７款商工費におきまして観光交流振興事業費９

８０万円の追加は、このたび発足いたしました名

寄市観光交流振興協議会における事業への補助金

としてご当地グルメＰＲ事業補助金ほか２事業へ

の補助金を追加しようとするものであります。な

お、ひまわり観光事業補助金につきましては、予

算の組み替えで対応しております。

９款消防費におきまして災害対策支援事業費２

９９万０００円の追加は、スクラム支援会議に

伴う南相馬市への支援事業として南相馬市の子供

たちに対し、夏休み期間中の放射能ストレスを解

消する環境を提供するとともに、南相馬市と名寄

市との交流促進を図る経費を追加しようとするも

のであります。

１０款教育費におきましては、移動式天文台車

運営事業費３１０万円の追加は現在休止状態であ

る移動式天文台車ポラリスⅡ号を再整備をし、市

内小中学校や定住自立圏を中心とした地域へ天体

観望会などの学習機会を提供し、天文台のＰＲや

集客を図ろうとするものであります。また、南相

馬市など東日本大震災の被災地への派遣も視野に

入れて、経費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。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整をいたしました。

１９款繰入金におきまして名寄東病院振興基金

繰入金５７５万円の追加は、歳出で追加をしま

した名寄東病院のアスベスト除去工事に係る経費

の財源として繰り入れしようとするものでありま

す。

次に、第４表、地方債補正では、事業の追加に

よりＴＶｈ名寄中継局開設事業ほか２事業を追加

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、
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細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

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１７号の１０ページから１１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

ＴＶｈ名寄中継局開設事業負担金３９８万０

００円の追加は、株式会社テレビ北海道の中継局

開設事業に対する負担金でありまして、開設に伴

い名寄市のほか士別市、美深町、下川町が受信エ

リアとなる計画であります。

３款民生費、２款５目児童母子給付費で子ども

手当給付事業費におきましては、子どものための

手当から児童手当へ名称が変更されたことにより、

対象経費の２億４１０万円を予算を組み替えて

対応しております。

１２ページから１３ページをお開きください。

６款農林業費、１項２目農業振興費で農業者戸別

所得補償制度推進事業費５６０万円の追加は、農

業者戸別所得補償事業を推進するための経費とし

て事務を執行する名寄市地域農業再生協議会への

補助金を追加しようとするものであります。財源

として道支出金で５３７万０００円を充当いた

します。

１４ページから１５ページをお開きください。

１０款教育費、２項１目学校管理費で名寄南小学

校耐力度調査委託料０８０万円の追加は、名寄

南小学校と名寄豊西小学校を廃止し、新たな校舎

建設のため現在の名寄南小学校の耐力度を調査し、

建築に係る補助基準などを確定しようとするもの

であります。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７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５９０万０００

円の追加は、収支不足を調整するものであります。

２２款市債でＴＶｈ名寄中継局開設事業債３

９０万円の追加は、中継局開設に係る名寄市負担

分の財源とするもので、過疎対策事業債を活用し

ようとするものであります。

同じく北海道総合行政情報ネットワーク更新整

備事業債２４０万円の追加は、北海道行政情報ネ

ットワーク更新に係る名寄市負担分の財源として

過疎対策事業債を活用しようとするものでありま

す。

同じく生涯学習アドバイザー配置事業債５８０

万円の追加は、生涯学習運営事業の財源として過

疎対策事業債のソフト分を活用しようとするもの

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を申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

８号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

議案第１８号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして直診

勘定に係る国庫補助金の受け入れ及び直診勘定へ

の繰り出しを行うものであり、歳入歳出それぞれ

５７０万０００円を追加し、予算総額を３３億

４４１万０００円に、直診勘定におきまして

診療収入や繰入金などの増額及び医師招聘に伴う

人件費、医療機器購入費などの増額を行うもので

あり、歳入歳出それぞれ８２８万０００円を

追加をし、予算総額を１億５０７万０００円

にしようとするものであります。

補正の内容について保険事業勘定から申し上げ

ます。歳出では、１１款諸支出金の国民健康保険

特別会計繰出金で５７０万０００円を追加をし、

歳入では２款国庫支出金の財政調整交付金で収支

の調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では医師招聘に係る人件費等で４７

４万０００円を、４款施設整備費では医療機器

等の備品購入費で３５４万０００円をそれぞ

れ追加をしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では４１９万０００円を、４款繰

入金では一般会計繰入金で５３２万０００円を、

事業勘定繰入金で５７０万０００円を、５款諸

収入では嘱託医等収入で２２６万円を、６款市債

では医療機器整備事業債で０８０万円をそれぞ

れ追加をし、収支の調整を図ろうとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

９号 平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、浄化槽設置工事の事業量増加に

伴うものであり、歳入歳出それぞれ４９３万円

を追加をし、予算総額を３７０万０００円に

しようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款個別

排水事業費では、当初予算で浄化槽設置工事の台

数を８基と見込んでおりましたが、１８基の工事

が見込まれることから４９３万円を追加しよう

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款分担金

及び負担金では受益者分担金１５３万０００円

を、５款市債では３８０万円をそれぞれ追加し、

３款一般会計繰入金で４０万０００円を減額し、

収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）



－25－

平成２４年５月３１日（木曜日）第２回６月定例会・第１号

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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１９ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

０号 平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、市立病院におきまして消化器内

科の診療再開に伴う医療機器の賃借料と空調監視

システムの更新費用を、東病院におきまして機械

室のアスベスト除去に要する経費を補正をしよう

とするものであります。

補正の内容について収益的収入から申し上げま

す。１款病院事業収益では、東病院の機械室のア

スベスト除去費用に充てるため一般会計補助金

５７５万円を追加をし、総額を８２億４１６万

０００円にしようとするものであります。

次に、収益的支出では、２款病院事業費用にお

きまして市立病院の消化器内科の診療再開に伴う

医療機器の賃借料０２５万０００円を、また

東病院の機械室のアスベスト除去費用５７５万

円をそれぞれ追加をし、総額を８３億４４２万円

にしようとするものであります。

次に、資本的支出では、４款資本的支出におき

まして市立病院の故障し修理不能となった空調監

視システムの整備費用２３４万０００円を追

加し、総額を１１億９７６万０００円にしよ

うとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

次に、医療機器の賃貸借に係る債務負担行為の

設定については、消化器内科の診療に用いる電子

内視鏡の賃貸借について２５年度から２９年度の

５年間で１２７万０００円の限度額を設定し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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２０ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市一般会計予算繰越明許費

の繰越しの報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）
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度名寄市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告

について御報告申し上げます。

議会運営事業費ほか６事業は、平成２３年第１

回定例会から平成２４年第１回定例会までに予算

計上し、平成２４年第１回定例会と専決処分によ

り繰越明許費の設定をしていただいたものであり

ます。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第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を申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 報告第２〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市病院事業会計予算繰越し

の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市病院事業会計予算繰越しの報告について

御報告申し上げます。

本件は、精神科病棟改築事業におきまして基本

設計を委託し事業を進めてまいりましたが、院内

の意見取りまとめ等に時間を要し、年度内の設計

完了が困難となったことから、繰り越しの設定を

したものであります。

平成２３年度名寄市病院事業会計予算繰越計算

書は、事業年度終了に当たり、これを翌年度に繰

り越しするためのものであり、地方公営企業法第

２６条第３項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

報告第２号を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第２２ 報告第３号 公害の現況に関する

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき報告を申し上げます。

平成２３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

視を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回り、ほとんど検出されな

い結果となっています。また、粉じん発生源と言

われているスパイクタイヤにつきましては、低水

準で推移をし、スタッドレスタイヤが市民生活に

定着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を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

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、関係を

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に
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よる工事が一般的となってきておりまして、建設

作業による苦情は減少している状況となっていま

す。

その他、地球温暖化対策といたしましては、名

寄市地球温暖化防止実行計画に基づき、名寄市公

共施設の二酸化炭素排出状況調査を実施をいたし

ました。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、啓発等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧くだ

さい。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第２３ 報告第４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市土地開発公社の経営状況について、報

告第５号 株式会社名寄振興公社の経営状況につ

いて、報告第６号 株式会社ふうれんの経営状況

について、報告第７号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について、以上４件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号から報告第７〇市長（加藤剛士君）

号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興公社、

株式会社ふうれん及び名寄市社会福祉事業団の経

営状況について、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第４号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２３年度の収支状況ですが、貸借対照表及

び損益計算書のとおり９９万５０３円の当期純

利益となっており、その内容といたしましては、

事業収益の部で公共用地取得事業費収益と住宅用

地１件の賃貸収益から事業原価の部と販売費及び

一般管理費の部を差し引きをし、１８万７２０

円の事業損失となっております。一方、事業外収

益の部では受取利息、公社土地貸付料、償還金利

息収入等から事業外費用の短期借入金支払利息を

差し引いて、１１８万２２３円の事業外利益と

なっております。

なお、当期の純利益９９万５０３円につきま

しては、翌年度の保有地簿価を減額してまいりま

す。今後は、名寄市第三セクター等改善計画に基

づき、公社保有の土地を名寄市が買い取りをし、

平成２６年度中の解散を目指してまいります。

次に、報告第５号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２３年度第４０期の経営内容につきまして

は、５月２１日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、順調な降雪により予定どおり１２月１０日に

オープンをすることができ、１２月のリフト予想

実績は雪不足だった前年を大きく上回る７万３

８１人の利用がありました。１月も安定した天候

が続き、前年実績を確保できましたが、２月以降

は一転して風害や視界不良などでたびたびリフト

を運休するなど苦戦を強いられ、３月末までのリ

フト総輸送人員は４５万３５４人、前年度比１

０９％となったところでありますが、同時期に

オープンができた前々年度との対比では９６％

の厳しい実績となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、地域住

民の憩いの場として、特にリピーターの定着化と

新規顧客の開拓などを柱に四季折々のセットメニ

ューやひまわり畑、パークゴルフ場などと連携を

した商品を企画販売をし、温泉、スキー場、公園

をセットに旅行エージェントや企業、学校などに

営業を行い、集客アップに努めました。しかし、
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長引く景気の低迷に加え、東日本大震災以降旅行

や宴会などの自粛ムードが宿泊及び飲食部門に大

きく影響しまして、上半期の利用は前年度を大き

く下回る結果となりました。一方、下半期は順調

なスキー場オープンに加え、全国規模の大会の開

催などにより多くの選手、団体等に御利用いただ

き、宿泊者数では１万３０６人と前半の落ち込

みを挽回し、前年度比１０３％と微増となりま

した。しかしながら、前々年度との対比では９

２％と宿泊者離れが続いております。当期の総利

用者数では、９万９００人、前年度比１０４

％、総売上高では宴会などの落ち込みにより１億

９５８万３１６円と前年度比９８％の利用

実績にとどまりました。

サンピラーパークにつきましては、地域住民及

び隣接施設などと連携をし、四季折々の企画事業

を実施をするとともに、地域の情報発信、交流人

口の拡大に努めてまいりました。花によるおもて

なしや魅力づくりとして、コスモス、ラベンダー、

サルビアなどの植栽に加え、映画「星守る犬」が

６月に全国同時上映となったことから、ひまわり

を一定期間観賞できるよう３回に分け種まきを行

いました。開園５周年や天文台のグランドオープ

ンにあわせた記念イベントなどの企画事業により

道内外から多くの人が訪れ、夏季の利用者では開

園以来初の１０万人を超えたところであります。

冬期間のカーリング場につきましては、学校授業

やカーリング協会及びジュニアクラブの利用を初

め各種大会などで多くの利用がありました。６シ

ーズン目となりました本年２月にはカーリング利

用者が５万人を突破し、節目をお祝いをしたとこ

ろであります。利用実績は、総利用者数で１３万

３７６人、前年度比１０８％となっておりま

す。

パークゴルフ場につきましては、温泉の宿泊と

セットにしたパークゴルフパックの企画など営業

に努め、融雪が早かったため４月２９日にオープ

ンすることができ、関係協会とも連携をし、良好

な施設の管理に努め、健康の森と名寄公園の合計

利用者数で延べ５万２９４人、前年度比１０

８％と微増となったところであります。

ふうれん望湖台自然公園につきましては、指定

管理者として１年の指定管理で維持管理を行って

まいりましたが、地域住民の憩いの場として親し

まれるよう業務に当たるとともに、桜祭り、尺八

と邦楽の夕べなど企画をし、宿泊者は減少したも

のの、日帰り入館者が前年度比１３８％と伸び

を示し、利用者総数は１万３２６人、前年度比

１１３％と増加をしたところです。

なお、センターハウスにつきましては、本年３

月をもって閉鎖となりましたが、今まで御利用い

ただいた市民の皆さんにはなよろ温泉サンピラー

への交通利便策を行うなど御不便をかけないよう

精いっぱい努力をしてまいります。

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、それぞれの施設と連携を図

りながらコスト縮減に努めましたが、東日本大震

災の影響や原油の高騰による燃料費のアップ、原

材料などの相次ぐ値上げにより厳しい経営となり

ました。特に燃料費、光熱水費など前年度比で大

幅に増加をし、収支不足となったため、覚書に基

づく協議により、施設使用料の減免措置を講じた

ものの、売り上げ総利益が１億４１９万６７

７円となり、一般管理費を差し引き、当期純損失

６０３万６０５円となったところです。今後も

新たに設立をされました名寄市観光交流振興協議

会などと連携をし、宿泊、合宿、滞在につながる

取り組みを推進をするとともに、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６号 株式会社ふうれんの経営状

況について御報告を申し上げます。

平成２３年度第８期の経営内容につきましては、

５月２４日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２３年度は、残務整理及び清算業務

などを行いつつ、７月８日には国土交通省、北海

道を初め関係各位の御臨席を得て盛大に全体完工
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式を挙行することができました。また、平成２４

年３月２８日付をもって北海道知事から事業終了

の認可を受け、長年にわたりました本事業が完結

をしたところです。数年前には想像もできなかっ

た風連の新しい顔がごく自然な姿となり、名寄市

の南の玄関としてふさわしい景観を見せておりま

す。

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なく、当期純損失１

３万７２２円と前期からの繰越損失２８万７

１０円とを合わせて４２万４３２円の損失となり

ました。多くの方々のお力添えをいただき、第８

期の営業年度において再開発事業を終えたところ

であります。次年度の事業清算時には若干の資本

金割れが見込まれますが、収支の均衡を図るよう

に指導をしてまいります。

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あります。

次に、報告第７号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めております。平成２

３年度の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についてでありま

すが、質の高いサービス、安心、安全、利用者の

ニーズに即した自立支援を基本理念として、入所

者一人一人のケアプランに基づいて提供をしてま

いりました。

短期入所生活介護及び通所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な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるように努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよ

う要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提供

事業者や行政との調整を行ってきたところであり

ます。高齢者世話つき住宅生活援助員派遣事業に

おきましては、市営シルバーハウジングの入居者

が地域の中で自立して安心かつ快適な生活が送れ

るように生活指導、生活相談、緊急時の対応など

の支援をしてまいりました。

平成２３年度の収支の状況について申し上げま

すと、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１１億７８１万８３

２円に対し、支出総額は１０億０４３万２２

９円となり、収入から支出を差し引いた１億７３

８万６０３円を次年度に繰り越しをしたところ

であります。今後とも利用者のさまざまなニーズ

にこたえ、施設の機能と特性を生かしながら地域

における高齢者福祉の増進になお一層取り組んで

まいります。

以上、４件を一括して御報告をさせていただき

ます。よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

以上で報告第４号外３〇議長（黒井 徹議員）

件の報告を終わります。

報告第４号外３件については、本日の会議終了

後に議員協議会を開催し、質疑を行います。

日程第２４ 報告第８〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第８号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市営住宅、瑞生団地に入居してい

る借家人が家賃を平成２２年１１月分から平成２

４年２月分までの１６カ月分を滞納しており、本

人及び連帯保証人に対して再三にわたり電話等に

よる納付催告を行ってきましたが、納入の意思を

確認できないため、滞納家賃が３０万円未満では

ありますが、名寄市営住宅家賃滞納整理等事務処
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理要綱第９条第１項第４号の規定に基づき、納入

の意思が認められないものとして本人及び連帯保

証人に対し滞納家賃の支払いを求める少額訴訟を

提起したものであります。

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、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

報告第８号を終結いたします。

日程第２５ 諮問第１〇議長（黒井 徹議員）

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。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２４年９月３０日をもって

安澤純子委員が任期満了となります。

本件は、退任となる安澤委員の後任として山崎

眞由美氏を候補者として推薦をいたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見

を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日６月１日から６月１１

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日６月１日から６月１１日までの１

１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す〇議長（黒井 徹議員）

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１９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 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正


