
－1－

平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２４年２月２９日（水曜日）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２３年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号 名寄市公設地方卸売市場条例の

一部改正について（経済建設常任委員

長報告）

日程第５ 平成２４年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第２号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第４号 名寄市公民館条例等の一

部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例及び名寄市重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市総合療育センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて

日程第14 議案第９号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例等の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第16 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第17 議案第１４号 平成２３年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第18 議案第１５号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第20 議案第１７号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成２３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22 議案第１９号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第２０号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第２１号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第25 議案第２２号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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日程第26 議案第２３号 平成２３年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第２４号 平成２３年度名寄市水

道事業会計補正予算（第４号）

日程第28 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９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予算

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算

日程第29 議案第３６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

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２３年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号 名寄市公設地方卸売市場条例の

一部改正について（経済建設常任委員

長報告）

日程第５ 平成２４年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第２号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第４号 名寄市公民館条例等の一

部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例及び名寄市重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市総合療育センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて

日程第14 議案第９号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例等の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第16 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第17 議案第１４号 平成２３年度名寄市一
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般会計補正予算（第６号）

日程第18 議案第１５号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第20 議案第１７号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成２３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22 議案第１９号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第２０号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第２１号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第25 議案第２２号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第26 議案第２３号 平成２３年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第２４号 平成２３年度名寄市水

道事業会計補正予算（第４号）

日程第28 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９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予算

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算

日程第29 議案第３６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

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

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
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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 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

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 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 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 竹 澤 隆 行 君

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

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１０番、高橋伸典議員からおくれ

る旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９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、

３番 上 松 直 美 議員

１５番 日根野 正 敏 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３月２２日まで

の２３日間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（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

２日までの２３日間と決定いたしました。

去る１月１６日に谷内〇議長（黒井 徹議員）

司市民福祉常任委員長から委員長辞任願の申し出

があり、２月１４日に開催されました市民福祉常

任委員会におきまして委員長の辞任が許可され、

後任の委員長に日根野正敏副委員長を選任し、副

委員長に谷内司委員を選任した旨議長に報告があ

りましたので、報告をいたします。

日程第３ 平成２３年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１号 名寄市畜産物処理

加工施設条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

おはよ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２３年第４回定例会におきまして当委員

会に付託をされました付託議案第１号 名寄市畜

産物処理加工施設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について御報告

を申し上げます。

委員会は、１２月２１日、１月１６日、２月１

５日及び２８日の４回にわたり、寺崎経済部長を

初め担当職員の出席を願い、本条例の内容などに

ついて詳細に説明を受けた後、慎重に審査を行い

ました。

付託されました議案は、提案理由の説明にあり

ましたように、名寄市畜産物加工処理施設は名寄

市立食肉センターの改修及び規模拡大に伴い、当

該センター等のと畜場で加工された枝肉のうち牛

肉、馬肉及び豚肉をブロック、ミンチ等に加工す

る施設として地域経済の振興を図るため、国の農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業を活用

し、設置するもので、施設の管理については指定

管理者制度を活用し、民間による管理を目指し、

関係条例の制定を行おうとするものであります。

条例の内容について説明を受けた後、都合４回

の委員会において各委員から出されました主な質

疑では、第６条、指定管理者の指定の期間にかか

わり、条例案では指定管理者が加工施設の管理を

行う期間は指定を受けた日に属する年度の翌年度

の４月１日から起算して５年の間とするとしてい

るが、説明では稼働は年度途中であり、整合性が

図れないのではないか。第１２条、損害賠償にか

かわり、利用者が故意または過失によって生じた

損害賠償を規定しているが、ただし市長が特別な

事情があると認めたときはこの限りでないとして

いる。故意または過失における市長が特別な事情

と認めるものとはとの質問に対しては、第６条は

指定管理の期間を５年とうたっているものとの答
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弁にとどまりました。また、損害賠償については、

故意に機械等を破損させなければ、人身などに危

険を及ぼす場合などがあり、あり得るとの答弁が

ありました。

さらに、食肉センター条例では、牛と馬の処理

となっているが、豚も含まれるのか、加工施設等

の使用料の算出根拠は、骨、肉等の処理方法は、

またＢＳＥ等についての扱いはなどの質問に対し

て、第１条の目的及び設置の中でと畜場で加工さ

れた枝肉のうち牛肉、馬肉及び豚肉をブロック、

ミンチ等に加工するためと定めている。豚は、基

本的に枝肉で加工されてから持ち込みを想定して

いる。加工施設料金の考え方は、１頭の平均体重

から枝肉重量の平均をもとに算定している。枝肉

加工料金も現行の屠殺使用料と平均体重ごとに算

定している。さらに、冷蔵庫設置使用料は施設の

年間利用料を見込んで算出しているとともに、電

気料は１頭半日１２時間で料金を設定しているし、

焼却施設利用料金は１回の処分量と燃料費により

算定している。新施設は、骨、皮等の処理方法に

ついて残渣という言葉を使った。加工肉は、国産、

道内産で対応するため、ＢＳＥ等の問題はないと

する答弁がありました。

しかし、指定管理者の指定の期間を定めた第６

条では年度途中の指定には対応できないため、付

託議案第１号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定につきましては、第６条第２項として、指定

管理者が指定を受けた日が４月２日以降で、指定

を受けた日の属する年度に係る加工施設の管理を

行う場合においては、前項の規定にかかわらず、

当該年度の３月３１日までを１年間とみなすを加

える一部修正案が全員より提出され、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

正案を除く部分を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

御報告をいたしました。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長の報告のとお

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、平成２３年第４回定例会付託議案第１

号は委員長の報告のとおり決定されました。

日程第４ 平成２３年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第２８号 名寄市公設地方

卸売市場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及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

ただい〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

ま議長の御指名をいただきましたので、平成２３

年第４回定例会におきまして当委員会に付託をさ

れました付託議案第２８号 名寄市公設地方卸売

市場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、１２月２１日、１月１６日、２月１

５日及び２８日の４日間にわたり、寺崎経済部長

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受けた後、慎重に審査を行い

ました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、当該市場使用料については取り

扱い金額の減少や卸売業者の健全経営を考慮し、

平成１６年度から２３年度までの８年間、使用料

を取り扱い金額の０００分の７を０００分の

５とする減額措置を実施してきましたが、同額

減額措置が平成２４年３月３１日をもって終了す

ることとなるものの、震災や天候不順による取り

扱い高の減少が大きく経営環境に影響しているこ
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とから、今後においても市場の果たす公共的な役

割や地元農業者からの受け入れ状況、近隣を含む

買い受け人、小売商業者への影響、卸売業者のさ

らなる経営改善努力などを勘案し、２４年４月か

ら２６年３月までの２年間について現行の取り扱

い金額の０００分の５の使用料をさらに半額

の０００分の７５に引き下げる特別措置を実

施しようとするものであります。

都合４回の委員会において各委員から出されま

した主な質疑では、ここ数年の経営状況は右肩下

がりとなっている。今回の特別措置による経営改

善が期待できるとする行政の基本的な考え方が伝

わってこない。計画では３年後に売り上げが伸び

ることになっているが、具体的な改善策は、市民

の血税を投入することに対する行政の論拠をしっ

かり持つべき、それが将来の市場をどうするのか

の判断にもつながるなどに対しては、経営改善計

画は横ばいの形となっているが、２年間力を注ぎ、

以後の経営についてよい方向を見出したい。売り

上げを伸ばす手法として、パック作業場を整備し

て加工品として販売し、利益率を上げるのを初め

使用されていない魚のさばき所を民間に賃貸して

収入を得ること、移動販売や市場祭り等の構想を

持っている。使用料を０００分の７５とする

明確な根拠を示せないが、市が支援できる最大限

の率であり、２年間で黒字体質を目指すのが目的。

一方、来年１年間をかけ他の市場を調査しながら、

経営体質及び運営体質、運営方策等を調査し、２

年目に具体策を策定し、抜本的な解決を図りたい

との答弁がありました。

以上の議論の結果、付託議案第２８号 名寄市

公設地方卸売市場条例の一部改正につきまして全

会一致で原案どおり可決すべきものと決定をいた

しました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告申し上げます。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

よって、平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号は委員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１４分

再開 午前１０時１５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第５ これより平成２４年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２４年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

おはようございます。平〇市長（加藤剛士君）

成２４年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

市長として市政を担わせていただき、間もなく

２年が経過しようとしています。

この間、多くの市民の皆様から様々な御意見を

いただきながら、「明るく元気なまちづくり」を

積極的に進めてまいりました。

しかし、国の財政状況は、税収の減少や歳出の

増加により財政赤字が拡大し、平成２３年度末に

おける公債残高は約６６７兆円と見込まれていま

す。これは一般会計税収の約１６年分に相当し、

国民一人当たりにしますと約５２４万円の借金を

背負うこととなります。また、ギリシャに端を発

した欧州債務危機に揺れる中で、先進国で最悪の

水準にある我が国の借金は、さらに膨張すること

が予想されます。
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こうした中、東日本大震災の復興が本格的に始

まりますが、その被害額は１６兆円とも２５兆円

とも言われており、地方財政への影響やヨーロッ

パ経済の日本への影響など、先行き不透明な社会

経済情勢により、本市の厳しい行財政運営に拍車

がかかると考えられることから、地方財政に係る

国などの情報収集に一層努め、適切に対応してま

いります。

平成２４年度からは総合計画後期計画がスター

トしますが、身の丈に合った健全な財政運営の下

に、後期計画に基づく施策、事業を着実に推進し

て、目標とする将来像の実現に努めてまいります。

さらに、施策の推進にあたっては、市民が主役

のまちづくりを基本に、課題を先送りせず、しっ

かりと将来を見据えて全力で取り組んでまいりま

すので、一層の御理解と御協力を賜りますようお

願いいたします。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

市民自治を基本に、市民参加と協働による市民

主体のまちづくりを進めるため、名寄市自治基本

条例に基づき、パブリック・コメントの推進とま

ちづくりに関する情報の積極的かつ速やかな提供

による情報の共有を図り、市民と行政が互いの役

割と責任を適切に分担して、暮らし続けたいと感

じるまちづくりを目指してまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

厳しい財政状況の下で、これまでも行政サービ

スの向上と効率的な行政を目指し、行財政改革を

積極的に推進してきましたが、さらに質の高い行

政サービスを提供するために、民間活力の導入・

活用を進めてまいります。

また、まちづくりを堅実かつ効率的に進めるた

めに、引き続き行財政改革を推進し、複雑・多様

化する市民ニーズに的確に対応できる職員の育成

と職責に応じたスキルアップを図るため、職員研

修の充実に努めてまいります。

三点目は、「財産を生かしたまちづくり」につ

いてです。

美しく豊かな自然環境に恵まれ、寒暖の差が大

きい名寄の風土で育まれる良質で安心安全な農産

物、中でも、もち米やアスパラガス、馬鈴しょ、

かぼちゃなどは、本市が全国に誇る名産品です。

また、地域特性を生かした特色ある施設では、

ピヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、サンピ

ラー交流館カーリングホール、さらには国内最大

級の望遠鏡を有する市立天文台、道北地方の広域

医療を担う市立総合病院や保健・医療・福祉の人

材を育む市立大学、道の駅など多くの財産があり

ます。これらの財産を活用し、地域の活性化と交

流人口の拡大を図るため、官民一体となり地域資

源を磨いてまいります。

平成２４年度の予算編成

次に、平成２４年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２４年度予算編成は、「日本再生元

年」「経済成長と財政健全化の両立」を基本的な

考え方とし、さらに、東日本大震災からの復興、

経済分野のフロンティアの開拓、分厚い中間層の

復活など５つの重点分野を中心に、日本再生に全

力で取り組むという基本方針が示されました。

一方、地方財政対策については、地方の安定的

な財政運営に必要となる一般財源総額が確保され、

地方財政計画の規模は、東日本大震災を除く通常

収支分で、前年度比８パーセント減の８１兆

６４７億円となりました。

このうち地方交付税は、前年度比５パーセン

ト増の１７兆５４５億円となり、歳出の別枠加

算として「地域経済基盤強化・雇用等対策費」が

創設されるなど、地方の厳しい財政事情に一定の

配慮がなされました。

こうした中、本市の平成２４年度各会計予算に

ついては、市立大学や市立天文台、道立サンピラ



－9－

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

ーパークなどの多くの財産を活用し、総合的な地

域振興、観光振興などを推進することを念頭に、

総合計画後期計画の具現化を最優先としました。

主な事業については、ハードでは食肉センター

施設整備事業、（仮称）複合交通センター整備事

業、北斗・新北斗団地建替事業、（仮称）市民ホ

ール整備事業などを、また、ソフトでは、エゾシ

カによる農作物被害などを防止する有害鳥獣駆除

対策事業、小中学校の放課後の学習を支援する放

課後子ども教室事業、多世代間交流と子育て支援

を実施する地域活動事業など、多くの事業を盛り

込んでいます。

これにより、一般会計予算案は１９４億４９

７万４千円、前年度比２パーセントの減となり

ました。

また、８つの特別会計予算案は前年度比５パ

ーセント増の８２億１６９万円、企業会計予算

案は前年度比７パーセント増の１０５億１４

８万３千円となり、全会計の総額では前年度比

２パーセント増の３８２億８１４万７千円とな

りました。

なお、財源調整的に財政調整基金で３億５４

３万４千円を取崩しましたが、普通建設事業の事

業量を確保しながら、今後の公債償還や総合計画

後期計画で想定される大型事業に備え、減債基金

などの積み立てを行い、将来の財政健全化を視野

に入れた予算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民ニーズの多様化や分権型社会に対応するた

め、市民と行政が連携・協力してまちづくりを進

めることが求められています。

名寄市自治基本条例に基づき、住民参加制度の

ひとつであるパブリック・コメントの推進を図り、

市民の皆様から広く御意見をお寄せいただくなど

積極的にまちづくりに参画いただくとともに、透

明性の高い公平・公正な行政運営を進めるために、

一層の情報公開に努め、市政情報の共有を図りな

がら、市民が主体のまちづくりを進めてまいりま

す。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

住民に最も身近な自治組織である町内会は、少

子高齢化や核家族化の進行、生活様式や価値観の

多様化により、地域社会の連帯感が薄れていく傾

向にあります。

このため、地域の現状と課題を把握するために

アンケート調査などを実施し、地域コミュニティ

のあり方について検討を行うとともに、小学校区

毎に連携・協力する体制として設置されている地

域連絡協議会の活動に対して、引き続き支援して

まいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

人権が尊重され平和で豊かな社会を実現するた

めには、日常生活における人権意識の普及・高揚

が重要であることから、法務局や人権擁護委員と

連携して人権教育、人権啓発活動を推進してまい

ります。また、平成２４年度は、北海道から地域

人権啓発活動活性化事業の委託を受け、ラッピン

グバス、人権の花、講演会ほか、ＦＭ放送などを

活用した啓発活動を展開します。

男女共同参画では、固定的な性別役割分担意識

の解消や社会制度、慣行の見直しを進めるため、

名寄市男女共同参画推進計画に基づき、広報・啓

発活動のほか、研修会や講演会などを開催してま

いります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２４年度は、総合行政システムの機器更新
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を行うとともに、これに併せてアウトソーシング

によるクラウド化を行い、住民記録などの重要デ

ータ及びシステムの保護と管理をより確実なもの

とし、災害等の非常時においても住民サービスや

窓口業務の停滞を招かぬよう努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイとの間で、交換学生に加え

て友好委員会が中心となり市民訪問団の派遣を予

定しています。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の派遣を予

定しており、より強い交流の絆が育まれるよう支

援してまいります。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島との間で、子どもを含めた人的交流や特

産品販売のほか、交流人口の拡大に向けた事業展

開など、充実した交流となるよう推進してまいり

ます。

ふるさと会については、本市の情報発信と相互

の情報交流に努め、側面からの支援を通じて人的

・経済的交流を図るなど、活動の充実に向け支援

してまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

昨年９月の議会において御審議いただき、関係

１１町村と協定を締結した「定住自立圏構想」に

ついては、平成２３年度内に定住自立圏共生ビジ

ョンを策定し、平成２４年度からのスタートを予

定しています。

「北・北海道中央圏」の複眼型中心市として、

士別市とともにその役割と責務を認識し、定住の

ための暮らしに必要な機能を確保し、圏域の活性

化と地域特性を生かした魅力あふれる地域づくり

に取り組んでまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

向こう５カ年の行財政改革の基本となる（仮

称）「新・名寄市行財政改革推進計画（後期）」

の策定に向けて、現在、行財政改革推進計画策定

委員会で最終作業を進めています。

基本的な考え方としては、簡素で効率的な行政

運営を推進するため施策推進体制の充実、人材育

成の推進、組織のスリム化及び事務事業の改善を、

健全な財政運営を推進するため歳入の確保及び歳

出の抑制として、指定管理者制度による施設管理

の民間委託をはじめ、公債費などの適正化や使用

料・手数料、負担金・補助金の見直しを定期的に

行います。

また、市民との協働の行政運営を推進するため

自助、共助、公助の原則のもと、市民と行政の役

割と責任を分担し、市民参加によるまちづくりを

進めます。

なお、組織のスリム化に伴って職員の人材育成

が急務であることから、「新・名寄市人材育成基

本方針」に基づき職員研修の充実と人事管理制度

の確立などに取り組み、職員自らの意識改革や資

質向上に努めるとともに、北海道からの職員派遣

の受入れ及び東京都杉並区への職員派遣を実施し

てまいります。

陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持

次に、自衛隊関係について申し上げます。

新たな「防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整

備計画」では、道内の大幅な人員削減が回避され

たものの、新大綱に基づく部隊改編において、全

国にある高射特科群が８群から７群体制に縮小さ

れる状況にあると聞いています。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２８年の創設以

来、まちづくりの様々な分野で地域との絆が極め

て強く、定数削減や縮小は、災害などの地域の安

全・安心、さらには地域社会・経済に与える影響

が多大であることから、引き続き、関係機関、団

体、期成会と連携し、地域住民の総意をもって、

駐屯地の現体制の堅持に向けて国への要望活動に

取り組んでまいります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”
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健康の保持増進

次に、保健事業について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画「健康なよろ２１」に基づき、「自分の健康

は自分で守る」という健康意識の啓発と市民一人

ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことので

きる体制づくり、さらに、がん検診、特定健診な

どの受診率の向上を目指し、積極的に生活習慣病

の予防対策に努めてまいります。なお、本計画の

目標年度が平成２４年度であることから、生活習

慣調査などを行い、次期計画に反映してまいりま

す。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで一

貫した支援体制の充実を図り、安心して子どもを

生み育てる環境づくりに努めてまいります。

また、感染症予防に関する正しい知識の普及啓

発を図り、積極的に感染症予防の推進に努めてま

いります。

地域医療の充実

次に、市立総合病院について申し上げます。

平成２４年度の診療体制については、昨年１０

月から休診となり、市民はもとより医療圏内の多

くの住民の皆様に御心配をおかけしていた「消化

器内科」ですが、旭川医科大学第三内科の特段の

御配慮により４月から３人の常勤医師を派遣して

いただけることになりました。なお、「循環器内

科」「糖尿病・代謝内科」「呼吸器内科」につい

ては、常勤医による診療体制が維持されますので、

以前に増して充実した内科の診療体制となります。

他の診療科については、皮膚科で常勤医が１人

となり、減員分は出張医による応援体制となりま

すが、全体として大きな変更はありません。

慢性的な医師不足の中で、一度医師が不在とな

った診療科が半年で復活できることは、地方病院

にとっては幸運なことでありますが、これまでの

関係者の努力と当院が地域に果たしてきた役割が

認められてのことと受け止めており、御理解と御

協力をいただいた皆様に心から感謝を申し上げる

次第であります。

「地域医療再生事業」については、当院では

「道北圏地域医療再生計画」の中で３事業の指定

を受け、現在それぞれの事業を並行して進めてい

ます。

地域周産期母子医療センター機能強化事業では、

ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）及びＬＤＲ

（陣痛・分娩・回復まで行う入院室）の整備を行

い、すでに一部供用を開始しています。これによ

り、分娩時の環境、低体重児への対応能力などが

大幅に改善されることになります。

精神科病棟改築事業では、現在基本設計を行っ

ており、外来診察室、５５床程度の入院病棟、デ

イケア施設、２４時間院内保育所などを中心に、

６月頃までに取りまとめる予定となっています。

道北北部連携ネットワークシステム整備事業で

は、圏域内の医療機関をオンライン化して、診療

情報の共有化を図るネットワークシステムを整備

してまいります。

公立病院改革プランについては、平成２３年度

が「名寄市立総合病院改革プラン」の計画最終年

度となります。

医療を取り巻く経営環境が厳しい中、これまで

計画されている経常収支の黒字化達成に向けて努

力をしてまいりましたが、医業収益で大きなウエ

ートを占める消化器内科の診療体制に変更が生じ、

計画期間内での目標達成は困難な状況となりまし

た。

これらを受け、平成２４年度においては、新た

な長期計画の策定について検討してまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援施策の充実については、「次世代育

成支援後期行動計画」に基づき、次世代を担う子

育て家庭を地域全体で支援する環境づくりを進め

てまいります。

保育行政については、多様な保育ニーズに対応

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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し、きめ細かな保育事業を進めるとともに、子育

て支援センター事業では従来の支援に加えて、多

世代交流をはじめ関係機関との緊密な連携のもと、

家庭への訪問などその充実に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については、改正児童福祉

法の施行により、通所型障がい児支援施策の新制

度への移行が平成２４年４月から始まることから、

総合療育センターにおける療育の更なる充実を図

り、障がいを持つ児童とその家族が身近な地域に

おいて、適切な相談・支援が受けられる体制づく

りを進めてまいります。

「子ども手当」及び「子ども・子育て新システ

ム」については、今後も国の動向を的確に把握す

るとともに、情報収集と制度の研究に努めてまい

ります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域住民との協働による福祉の推進を柱とした

「名寄市地域福祉計画」を平成２３年度において

策定しました。

市民アンケートや福祉懇談会を通して市民の福

祉に対する要望・意見を取り入れ、市立大学や福

祉関係団体などと連携した事業の推進により「安

心して健やかに暮らせるまちづくり」を目指すと

ともに、分野ごとの実施計画や社会福祉協議会で

策定した「地域福祉実践計画」との整合性を図り

ながら、住民福祉の向上に努めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

本年１月末における６５歳以上の高齢者人口は

２９５人で、高齢化率は２５２％となってい

ます。

名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業につ

いては、関係機関と連携を図り徘徊高齢者の早期

発見に努めるとともに、ネットワーク体制の強化

と拡大、認知症に対する市民意識の向上を図るた

め、模擬訓練を予定しています。

平成２４年度から始まる「名寄市第５期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、

高齢者福祉サービスの各種事業を計画的に推進す

るとともに、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

で自立した日常生活を営むことができるよう、高

齢者個々のニーズに応じて医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する

「地域包括ケアシステム」の構築に努めてまいり

ます。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくり

を目指した「第３期名寄市障がい福祉実施計画」

を平成２３年度において策定しました。

障害者自立支援法に基づき、就労支援による自

立と安定した日常生活の整備に向けた計画として、

平成２６年度までの３カ年の事業量を見込み、地

域住民をはじめ企業、福祉団体などと協働した事

業の推進に努めてまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定され、

市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基

盤の強化のための財源措置が見込まれることから、

低所得者層への負担軽減と今後の安定的な運営と

が均衡する適正税率の実現に向けて、運営協議会、

議会とも十分協議してまいります。

また、引き続き「国民健康保険事業安定化計

画」の推進に取り組むとともに、特定健診・特定

保健指導については、平成２４年度が実施計画の

最終年度となることから、目標達成に向けて高医

療費体質改善のための有効な取組を進めてまいり

ます。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会を形成するた
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め、資源集団回収や段ボールコンポストの普及、

３Ｒ運動を推進して環境意識の啓発に努めてまい

ります。

また、一般廃棄物最終処分場における環境衛生

推進員の分別指導を継続して、ごみの分別、減量

化を進め、発生抑制と資源化をさらに推進してま

いります。

なお、新一般廃棄物最終処分場の建設整備につ

いては、近隣町村と協議を進め、広域における

「廃棄物処理基本計画」を策定します。

消防

次に、消防事業について申し上げます。

全国的に住宅火災による高齢者の焼死が多いこ

とから、一般住宅及び高齢者世帯の防火訪問を強

化するとともに、住宅用火災警報器の設置を進め、

焼死火災発生の抑止に努めてまいります。

消防・防災体制については、老朽化した消防団

車両及び消火栓の更新による体制強化を図り、地

域の安全安心を高めてまいります。

また、消防・救急無線のデジタル化への移行を

進め、広域的な災害に対応してまいります。

防災対策の充実

次に、防災対策について申し上げます。

地域防災計画に基づく防災訓練の実施や自主防

災組織の育成を図るほか、災害時要援護者のため

の避難支援対策など、防災対策の強化に努めてま

いります。

また、他県等で大災害が起きたとき、被災自治

体に迅速かつ的確な支援を行うことができる仕組

みとして「災害時相互援助条例（仮称）」の制定

に向けて取り組んでまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのために、

関係機関・団体等と連携を深めながら「高齢者事

故防止」「スピードダウン」「飲酒運転根絶」な

どのセーフティーキャンペーンを軸とした通年運

動や、４期４０日間の期別運動、初夏や輸送繁忙

期の特別運動、交通安全の日運動など、交通事故

の根絶に向けて幅広い交通安全運動を展開してま

いります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な市民生活の実現のため

に、関係機関・団体などと連携して、犯罪防止に

向けた運動を推進します。

また、名寄市安全安心地域づくり推進協議会、

安全安心円卓会議を開催して、地域の状況把握・

情報交換に努めるほか、青色回転灯装備車及び公

用車による啓発活動を進めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者自ら

が正しい知識を得られるよう適切な情報提供と講

座の開催等を実施します。

また、消費者生活専門相談員のスキルアップを

図り、適切な相談業務に努めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地２棟８戸の住戸

全面改善、４棟１６戸の解体及び平成２５年度着

工分の実施設計を行ってまいります。

改善事業については、平成２３年度から継続と

なる瑞生団地の水洗化及び雑排水整備工事の完了

を予定するとともに、公営住宅等長寿命化計画に

基づき、ノースタウンなよろ団地の施設改修に係

る実施設計を予定しています。

また、「名寄市住宅マスタープラン」の見直し

を行うとともに、震災から生命と財産を守るため

の耐震診断、耐震改修に対する補助制度や相談窓

口の活用について、広く市民にＰＲしてまいりま

す。

都市環境の整備

次に、公園の整備について申し上げます。

都市公園のリニューアル事業については、長寿
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命化計画に基づき浅江島公園ほか２カ所の老朽施

設の改修を行い、安全安心な遊び場や憩いの場を

確保してまいります。

また、平成２３年度から進めています市立天文

台の駐車場及び大型バス転回路については、本格

的な利用に向け、舗装工事を実施します。

上水道・簡易水道の整備

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定供給するために、老朽

管更新事業として１３路線の老朽管を更新するほ

か、配水管網整備事業として南１１丁目東通ほか

３路線を整備してまいります。併せて漏水調査を

継続することにより、有収率の向上を図ってまい

ります。

簡易水道事業については、安定した水道水源を

確保するために、智恵文八幡地区簡易水道施設の

改修事業に着手し、新たな井戸の掘削を行ってま

いります。

サンルダムについては、現在、「サンルダム建

設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」に

おいて、ダム建設の妥当性について検証がなされ

ていますが、ダムの有利性、必要性は明らかであ

ると確信しており、今後とも、早期の本体着工に

よる安定的な水源確保に向けて取り組んでまいり

ます。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道事業について申し上げます。

安定した維持管理のために、名寄下水終末処理

場送風機設備及び風連浄水管理センター監視装置

の更新を行うとともに、雨水排水路豊栄川３号幹

線の整備に着手してまいります。

また、処理場施設及び管渠施設の長寿命化に必

要な基本設計、詳細設計を実施します。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境を確保するために、合併浄化槽８

基の設置を予定しています。

なお、上水道及び下水道については、経費節減

目標などを盛り込んだ、第二次となる「上水道及

び下水道事業の中期経営計画」に基づき、健全経

営に努めてまいります。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線では、郊外幹線道路として１９線道路

を、市街地生活道路として東１条通ほか１路線の

整備を行い、このうち１９線道路及び南１１丁目

東通については平成２４年度完了の予定です。

新規路線では、都市計画道路として昭和通の１

１線道路を大通から西４条までの区間について、

生活道路として西４条仲通を道路改良舗装に着手

し、市街地の舗装率向上を目指してまいります。

総合交通体系

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の足である公共交通を確保する観点か

ら、バス路線維持対策を推進してまいります。

また、「名寄市地域公共交通総合連携計画」に

基づき、市民、行政、関係者が一体となった「育

む公共交通」の仕組みづくりとして、郊外におけ

るデマンド型バスの運行、市内循環バス２路線の

再編に係るコミュニティバスの実証試験運行、公

共交通への市民意識の醸成を行うとともに、（仮

称）複合交通センターと市内商業施設、公共施設

との交通結節機能を強化して、中心市街地の賑わ

い創設を目指してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境の確保や

生産活動を維持するために、車道４４５キロメー

トル、歩道５７キロメートルの実施を予定してい

ます。

排雪については、道路幅員確保と交通安全対策

のためのカット排雪及び交差点排雪を重点に実施

します。また、スリップ事故防止策として、危険

箇所への砂散布を行ってまいります。

さらに、効率的・効果的な除排雪体制とするた

めに、市道・私道除排雪助成事業、排雪ダンプ助

成事業を継続し、除排雪水準の向上に努めてまい

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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ります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農業・農村では、年間所得の減少、担い手不足

の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面して

いることから、国は昨年１０月に「食と農林漁業

の再生推進本部」において「我が国の食と農林漁

業の再生のための基本方針・行動計画」を決定し

ました。

基本方針では、「持続可能な力強い農業の実

現」「６次産業化等による農山漁村の活性化」

「食の安全と消費者の信頼の確保」の三本の柱を

掲げ、具体的な行動計画を示して推進するとして

います。

このことから、本市においても基本方針の内容

を十分検討し、関係機関・団体と連携・協力して、

担い手の育成や産地づくりに取り組むほか、昨年

の異常気象による農作物被害に対する支援制度の

創設、有害鳥獣による農作物被害の防止対策、６

次産業化推進などの施策を講じながら農業政策を

展開してまいります。

また、平成２４年度からは、これら施策の基本

となる「新名寄市農業・農村振興計画」の後期実

施計画が始まることから、実施計画の実行に向け

て取組を推進してまいります。

昨年、政府が交渉参加に向けて関係国と協議入

りすることを表明した「ＴＰＰ（環太平洋経済連

携協定）」については、未だ具体的な対応など不

透明であり、農業を基幹産業とする本市にとって

大きな影響が予想されることから、農業をはじめ

関連する団体と連携して対応してまいります。

食育の推進については、「名寄市食育推進計

画」に基づき、市民・地域・行政・関係機関や団

体が連携して、安全で安心な農作物の地産地消、

農業体験などを推進してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２４年度産米の配分については、前年比９

９％の１万５５７トンで、その内訳はもち米

１万０１０トン、うるち米５４７トンと示さ

れており、良質米生産に向けて取り組んでまいり

ます。

戸別所得補償制度については、平成２３年度か

ら畑作物も含めて完全実施となっており、平成２

４年度も継続されることから、産地資金等の有効

活用を図るなど、関係機関・団体と協力して、農

家経営の安定に努めてまいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水保全管理支払交付金事業」について申し上

げます。

中山間地域等直接支払制度は、第３期対策の中

間年を迎えることとなります。名寄地域、風連地

域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不利

地における営農の継続と集落での共同取組活動が

行われており、名寄地域２０７万円、風連地域

３１９万円が交付予定となっています。

「農地・水・環境保全向上対策」は、平成２３

年度から「農地・水保全管理支払交付金」に名称

が変更となり、平成２４年度も継続した取組が行

われることとなりました。９活動組織が行う共同

活動支援として１億４７６万円、用水路等の農

業用施設の長寿命化を行う向上活動支援として

１６７万円がそれぞれ交付される見込みとなって

おり、対象農地の面積や単価について調整を進め

てまいります。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

農業技術の開発研究、実用化及び普及を促進す

る指導体制確立のため、関係機関・団体・農業者

が連携し、高い技術に根ざした体質の強い農業づ

くりを目指してまいります。

このため、引き続き営農技術指導体制の確立、

地域適応試験及び実証試験圃の設置、土壌診断な

どに努め、地域農業を支えるための取組を進めて

まいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

駆除したエゾシカの残滓については、地域の合
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意形成が図られたことから、焼却処理施設を建設

して焼却処分することになりますが、施設は本年

４月末に完成予定となっており、完成後、速やか

に稼働してまいります。

なお、施設の運営に当たっては、環境等に十分

配慮しながら進めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

飼料穀物や配合飼料をはじめとする生産資材等

の高止まり、さらには、昨年の異常気象に伴う飼

料作物の収量減など、酪農・畜産経営は依然とし

て厳しい状況にあります。このため、飼料の自給

率や生産性の向上を図るため、関係機関と連携し

て経営安定に向けた取組を進めてまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

食肉センターについては、施設の老朽化に伴う

改修工事を平成２３年度から２カ年計画で実施し、

施設の衛生管理の向上及び作業環境の改善による

安全で安心な食肉の提供並びに畜産振興により、

地域経済の活性化を図ってまいります。

また、平成２３年度に整備を行った農畜産物処

理加工施設については、８月からの稼働を予定し

ており、安全で安心な畜産加工品の増産体制が図

られることになります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

化を図るため、農業生産基盤整備・保全の事業を

推進してまいります。

「道営経営体育成基盤整備事業」名寄東地区で

は、引き続き区画整理、暗渠排水、客土、用排水

路などの整備を実施してまいります。

「道営基幹水利ストックマネジメント事業」弥

生地区では、老朽化した基幹的農業水利施設の有

効利用を図り、効果的な機能保全を推進するため

に、頭首工ゲート・揚水機場・幹線用水路の改修

を進めており、平成２４年度の完了を予定してい

ます。

「道営ため池等整備事業」クラヌマ排水地区で

は、平成２４年度から排水路の整備を実施してま

いります。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

カラマツをはじめトドマツなどの人工林は、収

穫の時期を迎えており、その豊富な森林資源は、

今後の道産材の需要拡大に期待できる状況となっ

ています。

一方、森林は、地球温暖化防止など多面的機能

を持つ貴重な財産であり、森林資源の循環システ

ムを確立して未来に引き継ぐ必要があることから、

今後も森林の健全な育成を図るため、市有林の維

持管理や造林を実施してまいります。

また、名寄市森林整備計画の変更より必要とな

った「森林施業計画」から「森林経営計画」への

移行については、関係団体と連携しながら円滑に

推進し、国・道の助成制度を活用しながら民有林

の整備を図ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業について申し上げます。

道内の経済産業の動向は、個人消費や生産は横

ばい、民間投資や雇用情勢、観光は持ち直しの状

況と言われていますが、公共投資は減少が見込ま

れるため、名寄地方における経済産業動向は、依

然として厳しい状況にあると感じています。

このような状況の中、本市では中小企業振興条

例に基づく支援制度のほか、平成２４年度からス

タートする「名寄市観光振興計画」の推進により、

本市を訪れる方々の中心市街地への誘導を図り、

地元商店街の活性化に取り組みます。

なお、中小企業振興条例については、都市再生

整備計画に併せて実施する中心市街地の環境整備

に必要な見直しを行い、拡充を図ってまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

平成２３年度に引き続き、道北圏や札幌圏、さ

らには首都圏における各種イベントなどへの参加、

あるいは友好交流都市の東京都杉並区や東京なよ

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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ろ会との交流事業など様々な機会を活用しながら、

関係機関や団体と連携して、農産物などの特産品

の販売・ＰＲを進めてまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

平成２４年３月卒業予定の高校生、大学生の進

路動向については、経済情勢が依然として厳しい

状況にあって、雇用も厳しい状況にあります。

本年１月末における市内各校の就職内定率は、

名寄高等学校及び名寄産業高等学校はともに１０

０パーセントとなりましたが、市立大学７６パ

ーセント、市立大学短期大学部９６パーセント

となっており、今後もハローワーク、商工会議所、

商工会、企業、大学等と連携して就職希望者の雇

用拡大に努めてまいります。

平成２４年度の緊急雇用創出推進事業では、観

光関係２事業で４人の雇用を見込んでおり、就業

機会の創出に努めてまいります。

季節労働者の通年雇用化のため、各種技能講習

やホームヘルパー資格取得講習の充実、通年雇用

支援セミナー、先進地視察など、研修機関や関係

団体と協力しながら時代のニーズに適合した研修

事業を展開し、雇用の促進に取り組んでまいりま

す。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

総合計画後期計画の主要施策「観光の振興」に

おける具体的な事業を補完する「名寄市観光振興

計画」では、基本理念を「本市の素晴らしい既存

資源を見つめ直し、市民にその魅力を自覚しても

らい、名寄に愛着と誇りを持ってもらうことによ

り、持続的な賑わいづくりを目指す」とし、この

理念を踏まえて、基本目標を「交流人口の増加に

よる経済効果の拡大」と定めています。

基本目標の実現に向けては、「名寄市民の満足

度アップ」をはじめ四つの戦略目標を掲げており、

初年度となる平成２４年度には、市内関係機関・

まちづくり団体などで構成するオール名寄の組織

を設立し、計画に登載している戦略事業を多角的

な視点から検討・検証しながら効果的な事業展開

を図り、交流人口の拡大に向けて取り組んでまい

ります。

ふうれん望湖台センターハウスについては、先

に平成２４年３月末での閉鎖を判断させていただ

きましたが、なよろ温泉サンピラーへの交通誘導

や老人クラブなどの例会場の確保について、風連

地域の町内会や老人クラブの御意見・御要望を踏

まえ、名寄振興公社と協議を重ねてきたところで

す。

４月以降の対応については、これまで利用され

ていた市民の皆様に御不便をかけないよう、最大

限取り組んでまいります。

なよろ温泉サンピラーについては、前回の改修

から１４年が経過しており、建物やボイラー、給

水施設、温浴施設などの施設改修について、指定

管理者である名寄振興公社と協議しながら、緊急

性や危険度などを勘案して計画的に取り組んでま

いります。

また、ピヤシリスキー場については、第１ペア

リフトの補修工事を進め、安全な施設運営に努め

てまいります。

市街地再整備

次に、市街地再整備について申し上げます。

（仮称）複合交通センターの整備については、

平成２５年４月の供用開始に向け、消費者や市民

の利便性を考慮したソフト事業の構築に向け、商

工会議所や入居予定の団体、関係企業と引き続き

協議を進めてまいります。

また、商店街振興組合との協働により、市街地

中心部の魅力を高める事業に年次計画で取り組み、

消費者や市民など、多くの人々が市街地中心部を

来訪することを促し、商店街のイメージアップを

図ってまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

生涯学習社会の形成

次に、（仮称）市民ホール整備事業について申
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し上げます。

（仮称）市民ホールについては、「文化・芸術

の拠点」「市民コミュニティの醸成の場」、さら

には「賑わいづくりの場」として、既存施設の改

修も含め、平成２４年度中に基本設計及び実施設

計を行ってまいります。

大学教育の充実

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２４年度は、平成２２、２３年度に両大学

が受けた大学評価の結果を踏まえ、教育研究環境

の充実に向けての取組が重要と考えています。

保健・医療・福祉の分野で地域社会を支える幅

広い職業人を養成し、地域や社会に貢献すること

を目指す大学として、教育環境の充実に努め、少

人数によるきめ細かな教育実践により、魅力ある

大学づくりをさらに進めるとともに、地域の振興

と発展に寄与できる教育研究の向上に努めてまい

ります。

平成２４年度は、依然として厳しい就職環境が

続く中にあって、学生への支援体制の充実を図る

とともに、教育と学術研究の中心となる大学図書

館の整備に向けて基本構想・基本計画の策定を進

めてまいります。また、引き続き特別支援学校教

員免許の取得が可能となる教員免許法公開講座を

実施し、地域の小中学校教員に対してスキルアッ

プの機会を提供してまいります。

平成２４年度入学者の一般入試状況については、

短期大学部児童学科の試験を２月１日に行い、募

集人員２０人に対し５６人の受験があり、２月９

日に２８人の合格者を発表しました。平成２２年

度から取り組みました大学入試センター試験利用

入試では、募集人員５人に対し志願者は３０人で

倍率０倍となり、３月５日に合格者の発表を予

定しています。

保健福祉学部一般入試の前期日程では、３学科

全体の募集人員７１人に対し志願者は２４３人で

昨年より７３人減少し、平均倍率は昨年を１ポ

イント下回る４倍となり、２月２５日に札幌と

名寄の２会場で試験を実施しました。合格者の発

表は３月５日に予定しています。

また、後期日程では、３学科全体の募集人員１

４人に対し志願者は２０３人で昨年より２８人減

少し、平均倍率は昨年を０ポイント下回る１

５倍となりました。３月１２日に試験を行い、３

月２０日に合格者の発表を予定しています。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２４年度の市政

執行方針といたします。

次に、平成２４年度教〇議長（黒井 徹議員）

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

Ⅰ はじめに〇教育長（小野浩一君）

平成２４年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げ、議員並びに市民の皆様の

御理解と御協力を賜りたいと思います。

２１世紀は、新しい知識や情報、技術が社会の

あらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要

性を増す「知識基盤社会」の時代といわれており

ます。

このような中、我が国においては、未来を切り

拓く心豊かでたくましい日本人を育成するため、

教育基本法や学校教育法等の改正を行い、生きる

力の育成を理念とする学習指導要領を改訂しまし

た。

また、北海道教育委員会では、「自立」と「共

生」を基本理念として第４次北海道教育長期総合

計画を策定し、学力の向上とその基盤となる豊か

な心、健やかな体の育成や信頼される学校づくり

と家庭・地域の教育力の向上などの目標を掲げて

おります。とりわけ、本道の子どもたちの学力・

体力がいずれも全国平均を下回っている状況を踏

まえ、その対策に全力を尽くしているところであ
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ります。

このような、国や道の教育の動向を踏まえ、名

寄市の教育は、児童生徒一人一人の生きる力の要

素である、確かな学力や豊かな心、健やかな体の

調和のとれた育成を図ることを目指し、家庭や地

域社会と一体となった教育活動を推進していくこ

とが大切であります。

また、市民が個性や能力を生かし、生きがいの

ある人生を送ることができる生涯学習社会を目指

し、自発的に生涯にわたって学び続ける学習環境

や学習機会を充実させていくことが重要でありま

す。

このような認識の下、名寄市教育委員会として

は、新名寄市総合計画後期基本計画の主旨をしっ

かりと受け止め「心豊かな人と文化を育むまちづ

くり」を教育・文化・スポーツ分野における基本

目標として関係部局や関係機関、団体等との連携

を図り、市民の期待と信頼に応える教育行政を推

進してまいります。

以下、平成２４年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

新年度の学校教育については、平成２４年度の

名寄市学校教育推進計画に基づき、新しい学習指

導要領の理念である「生きる力」を育てる教育活

動と地域ぐるみで子どもを育てる教育環境の充実

を目指し、次の５つの重点的な取り組みを進めて

まいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

これまでの学力・学習状況調査における本市の

傾向を踏まえ、児童生徒が主体的に学ぶ態度や思

考力、判断力、表現力等の育成を重視し、確かな

学力の育成に努めてまいります。

このため、名寄市教育研究所に（仮称）教育改

善プロジェクト委員会を組織して、校内研究の充

実や指導方法の改善、地域の教育資源の活用など、

学力向上に関する取組やその体制づくりに努めて

まいります。

また、家庭との連携による学習習慣の定着を図

るとともに、小学校、中学校と高等学校との相互

連携、大学生による放課後支援、学校図書館の利

活用など特色ある教育活動の推進に努めてまいり

ます。

国際理解教育につきましては、外国人英語指導

助手や外国語指導講師を配置して効率的な派遣方

法を工夫するとともに、小学校外国語活動につい

ては、研修会への参加や名寄市教育研究所の班活

動等を通して充実に努めてまいります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成につきましては、自分を大切に

したり、他人を思いやる態度を育てることが大切

なことから、道徳教育については、道徳の時間を

要として、豊かな体験を取り入れたり家庭・地域

社会との連携を図りながら、道徳性が育成される

よう学校の教育活動全体を通じて推進してまいり

ます。

また、生徒指導については、教師と児童生徒と

の信頼関係を基盤に指導体制を充実させるととも

に家庭や地域社会及び関係機関等との連携を密に

して進めてまいります。

いじめや非行等の問題行動や不登校への対応に

ついては、「いじめに関する実態調査」の実施に

より、早期発見、早期対応に努めるとともに、中

学校３校に配置しております「心の教室相談員」

による教育相談や教育推進アドバイザーとの連携

により対応してまいります。

また、携帯電話などの利用による問題行動、薬

物乱用などについては、生徒指導連絡協議会や関
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係機関、家庭と連携しながら取り組んでまいりま

す。

健やかな体の育成につきましては、日常的な運

動や「早寝、早起き、朝ごはん」など望ましい生

活習慣の形成は、体育の授業や学級での指導を充

実させるとともに、保護者への啓発活動を進めて

まいります。また、運動の楽しさを味わわせるこ

とが大切であり、休み時間の有効活用や屋外での

活動など運動に親しむ機会を増すとともに、地域

行事への積極的な参加を促進してまいります。

学校における食に関する指導につきましては、

全体計画を作成して進めておりますが、学校給食

を生きた教材として活用するために、栄養教諭と

連携しながら指導内容を検討してまいります。ま

た、今年度卒業する中学生を対象に、「かんたん

お弁当レシピ」を配布し食育意識の高揚を図って

まいります。

学校給食で使用する食材は、安全で安心な食材

の選定に細心の注意を払いながら、地場の農畜産

物を積極的に活用してまいります。

施設整備につきましては、学校給食の主食加工

を行う学校給食用食材供給施設の厨房施設整備を

図ることで、主食用パン・米飯の安全供給に努め

てまいります。また、経年劣化による給食用食器

の更新を行います。

昨年３月、大量調理施設におけるハサップ（Ｈ

ＡＣＣＰ）に基づく衛生管理導入評価審査で北海

道から最高の評価を受けましたが、今後もハサッ

プ推進委員会を組織し衛生管理の徹底に努めると

ともに、学校、保護者の皆さんから信頼される安

全で安心な給食を提供してまいります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育について申し上げます。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るために、特別支援教育学習支援員の増員や

名寄市立大学教授と専門的知識を有する教員で構

成する特別支援専門家チームによる巡回指導相談

を実施いたします。また、名寄市特別支援連携協

議会の開催や個別の支援計画「すくらむ」の普及

促進を通して生涯にわたっての支援体制づくりに

取り組んでまいります。

（４）安全・安心な教育環境の推進

次に、安全・安心な教育環境の推進について申

し上げます。

校区ごとに組織しています安全安心会議など地

域住民や関係機関と連携を図りながら、交通安全

指導や安全マップの活用による指導を行います。

また、児童生徒の通学路の安全確保や「１１０番

の家」の協力、登下校時の見守りなどを通して地

域ぐるみで安全・安心な教育環境づくりに努めて

まいります。

名寄市街地区における小学校の適正配置計画に

つきましては、平成２４年１月の「名寄市街地区

公立学校統廃合検討委員会」の報告書を基に、校

区毎や通学区域の見直し対象となる町内会などに

説明会を開催していきます。平成２４年度におい

ては、新校舎の建設に向け（仮称）「新校舎建設

準備委員会」を設置するなど、基本設計を策定す

るにあたり、より良い教育環境の整備を図るため

の検討を進めてまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりについて申し上げ

ます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、教育研究所による研修活動、今日的な教育

課題を踏まえた校内研修、指導主事の要請、各種

研修会への積極的な参加促進などを通して進めて

まいります。

また、服務規律については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務に遂行できるよう、

指導資料の提供や服務規律ハンドブックの活用な

どを通して徹底してまいります。

学校評価につきましては、重点目標に沿った自

己評価とその結果の公表や、保護者・地域住民等

による学校関係者評価の充実に努め学校運営の改
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善に生かしてまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

引き続き、社会教育の重点施策について申し上

げます。

新年度は、平成１９年度に策定された名寄市社

会教育中期計画が終了することから、新たに名寄

市社会教育中期計画を策定します。また、平成２

４年度社会教育推進計画を踏まえ、全ての市民が

生涯にわたって主体的に学習し、充実した人生を

送れるよう生涯学習社会の形成を目指して、次の

５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます

新年度におきましても、生活課題や地域課題な

ど、市民の学習ニーズの把握に努めながら市民講

座を実施し学習機会を提供するとともに、新たな

グループやサークルの組織化及び活性化のための

支援事業「ジャックの豆事業」の奨励、更には既

存団体への支援、協力などを行いながら、市民が

自主的な学習に取り組めるよう努めてまいります。

市立名寄図書館については、市民の生涯学習を

支援する施設として、利用者のサービス向上を図

るため、幅広い図書資料の収集やレファレンスサ

ービスを充実させるとともに、各種事業を積極的

に実施してまいります。

子どもの読書活動に関する取り組みにつきまし

ては、「第２次名寄市子どもの読書活動推進計

画」を策定し、図書館が中心となり、幼児施設や

小中学校、読み聞かせのボランティア団体などと

連携し、読書環境の整備や啓発に努めてまいりま

す。

また、新たに読み聞かせ研修会の開催や学校貸

出専用図書の利用促進に取り組んでまいります。

なよろ市立天文台は、昨年４月２９日、北海道

大学の口径６ｍのピリカ望遠鏡の一般公開によ

るグランドオープンにともない、入館者は５月に

２万人、１０月には３万人に達したところです。

１０月末からは、「小学生による小惑星発見プ

ロジェクト」がスタートし、残念ながら今回は新

たな小惑星の発見には至りませんでしたが、児童

の星空への夢がかなえられるように、今後も継続

してまいります。

新年度には、５月に部分日食、６月には太陽面

の金星通過と大きな天文現象が続くことから、安

全な観測情報の提供に努めてまいります。新年度

もプラネタリウムや天体観測などを理科教育や総

合的な学習の時間の中に取り入れ、学校教育との

連携を図るとともに、国内外の研究者との共同観

測やゴールデンウイークと夏休み期間には特別開

館を行い、各種イベントを通じた交流人口の拡大

に向けた取り組みを継続してまいります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

まず、芸術・文化活動について申し上げます。

毎年好評をいただいております芸術鑑賞バスツ

アーは、より有意義な内容とするため市民などの

意見を反映できる体制づくりを検討するとともに、

昨年度に引き続き実行委員会などを組織しながら

芸術文化事業を招へいし、優れた芸術文化に触れ

る機会の提供に努めてまいります。

（仮称）市民ホールの整備事業につきましては、

「文化・芸術の拠点」として、また「市民コミュ

ニティの醸成の場」、更には「賑わいづくりの

場」として、市民や利用される団体の意見も伺っ

てまいります。更に、利用しやすく、財政負担の

少ない管理運営方法も含め、基本設計の中で具現

化し、平成２４年度中には実施設計を行い、２５

年度の当初に建設工事に着工出来るよう検討を進

めてまいります。

北国博物館については、北国の自然や歴史に学

び、地域の情報を集積・発信し、より多くの市民

に利用していただくために、展示会を核に各種講

演会や講座など普及活動を行うなかで、魅力ある

事業展開に努めてまいります。そのために道内博
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物館や市内の協力団体との連携を一層深めてまい

ります。

文化財につきましては、市内に点在する郷土の

遺産や史跡を再確認し、一部説明板の更新を行い

文化財探訪や解説リーフレットを活用して幅広い

周知に努めます。

（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着化を支援する

ため、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を

実施するなど、親子のコミュニケーションや子ど

もの発達課題に合わせた家庭教育支援事業を進め

てまいります。また、市内の企業に対して家庭教

育を支援する職場環境づくりについて「家庭教育

サポート企業」の登録に向けた啓発を行います。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設

の整備や改修など環境整備に努めるとともに、新

年度において市民の「スポーツ意識・実態調査」

を行います。

一流選手による実技指導などのセミナーやアス

リートとの交流事業、スポーツ推進委員等による

軽スポーツの出前講座などについては引き続き実

施してまいります。また、スポーツ人口の拡大や

技術向上を図るとともに、体育協会、地域スポー

ツクラブなどと協力して、スポーツ団体の育成や

指導者の育成・確保、各種スポーツ大会の支援な

どにも努めてまいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

体験事業につきましては、新年度も、引き続き

子ども達が自然の中で学ぶ野外体験学習事業「へ

っちゃランド」、友好交流都市である東京都杉並

区の子ども達との交流事業「都会っ子交流」を実

施いたします。また、子ども会育成連合会などと

協力して様々な体験事業や育成者研修等の事業に

取り組みながら、青少年の健全な育成を目指した

事業の展開を図るとともに、育成環境の整備に努

めます。

名寄市児童センター並びに風連児童館について

は、自由来館型の施設として遊びやスポーツ、各

種事業や体験活動を通して児童の安全で安心な居

場所となるよう努めてまいります。また、乳幼児

をかかえる子育て中の親子などが、本の読み聞か

せなど気軽に利用できる場所としても活用を図っ

てまいります。

放課後児童クラブは、放課後の児童の安全な居

場所として、保護者の仕事と子育ての両立支援を

行ってまいります。風連児童クラブは、これから

も特色ある行事や児童の安全面に考慮した運営を

行ってまいります。また、南児童クラブは利用希

望者が増加傾向にありますので、低学年と高学年

の２教室での運営体制とし、全体交流を持ちなが

らきめ細やかな対応を図ってまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が子ども達の健全な育成に大きな

影響を及ぼしていることから、青少年表彰や健全

育成標語の募集などの啓発活動を行ってまいりま

す。また、各町内会からの推薦指導員と共に行っ

ている日常の巡視活動や研修を通じ、更には市内

小・中・高等学校で組織する「名寄市児童・生徒

補導協議会」などと連携するなかで、多様化する

青少年の問題行動を早期に発見して、適切な指導

に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者などからの悩みについて、専門指導

員による電話相談や面接相談を行っておりますが、

新年度も適応指導教室と連携して定期的に夜間相

談を開設し、昼間に時間がつくれない保護者や児

童生徒の対応を行ってまいります。

また、適応指導教室では、不登校の子ども達の

心情や悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた

支援をしてまいります。とりわけ、不登校は学校
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や多様化する家庭環境から生じる傾向にあり、関

係機関との連携が重要になることから、教育推進

アドバイザーが学校などとの連携や教職員の資質

向上に協力しつつ、教育相談センターとして諸問

題の対応に努めてまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

当事業は、平成２３年度の試行を受け、新年度

から小学４年生から中学３年生までを対象に児童

センター、市民文化センター、風連地域交流セン

ターを会場にして実施いたします。放課後の子ど

も達の過ごし方を見直す機会となることを願い、

地域の教育経験者などによって指導していただく

予定となっております。

Ⅲ むすび

以上、平成２４年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

名寄市教育委員会としては、この自覚のもと、

これまで以上に学校、家庭、地域社会との連携を

深めながら、本市の教育の振興と発展に誠心誠意

努力してまいります。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

以上で平成２４年度市〇議長（黒井 徹議員）

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第６ 議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市立総合病院に勤務をする職員を対象

とした特殊勤務手当について、待機手当及び緊急

呼び出し手当の支給対象の職員を追加すること並

びに新たに認定看護師手当を設置をするため、本

条例の一部を改正をしようとするものであります。

改正の内容について申し上げます。まず、待機

手当及び緊急呼び出し手当の支給対象の職員の追

加でありますけれども、正規の勤務時間以外にお

ける病院情報システムの障害に迅速に対応し、救

急医療体制をより一層強化するため、診療情報管

理室に勤務をする職員を当該両手当の支給対象に

含めようとするものであります。

次に、認定看護師手当の設置につきましては、

認定看護師の転出を防ぐとともに、今後認定看護

師の取得を目指す者に対する士気高揚と安定確保

を図るため、認定看護師の資格を有し、病棟等で

看護等の業務に従事をする看護師に対して、１人

につき月額０００円を支給をしようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点確認といいますか、〇１番（川村幸栄議員）

お知らせをいただきたい部分があります。この認

定看護師の件なのですけれども、また私がちょっ

と調べたところによると１９の分野の中で専門的

なスキルアップというか、そういった部分になっ

ているのかなというふうに思っているのですが、

今名寄市立病院の中で認定看護師さん、どういっ

た分野で何人いらっしゃるのかをお知らせいただ

きたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

お答〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

えいたします。

今現在は３名いらっしゃるのですけれども、３

月末で１名が退職する予定でおりますので、新年
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度からは２名の予定になっております。また、新

たに２４年度に学校、受講、試験が受かったとい

う方も２名ほどおりますので、その方については

これから学校に行って試験が受かった段階でその

翌月から取得するということになります。いずれ

にしましても、０００円という額は十分ではな

いのですけれども、これから志を、目指す方、あ

るいは今資格を持っている方にしっかりとした目

的意識を持って、病院で働きたいと思って、創設

をさせていただきたいと思いますので、御理解を

お願いしたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

看護師さんのスキルア〇１番（川村幸栄議員）

ップも含めて、診てもらう患者にとっても安心が

大きくなるのかなというふうに思っていまして、

積極的な受験もして、全国でも調べたら０００

人ちょっとぐらいしかいらっしゃらないというこ

とで、積極的に挑戦していただくということが必

要かなというふうに思うので、ちょっと人数をお

知らせいただきました。

終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

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。

日程第７ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市基金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２号 名寄市基金〇市長（加藤剛士君）

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

介護従事者の処遇改善を図るという趣旨で平成

２１年度の介護報酬改定が行われましたが、当該

改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するた

めに市町村が設置をする基金の造成のため、国か

ら介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付をさ

れ、本市では当該交付金により介護従事者処遇改

善臨時特例基金を名寄市基金条例に設置をし、運

用をしてまいりました。本件は、当該交付金の交

付要綱において、当該基金は平成２３年度末まで

に解散することと規定をされていることから、本

市においても当該基金を廃止をするため、本条例

の一部を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。

熊谷吉正議員。

本件については、制〇１３番（熊谷吉正議員）

度改正に伴う廃止でありますから、是といたしま

すが、介護従事者処遇改善臨時特例基金の実績と

して、介護従事者の労働現場のきつさや賃金の低

さなど処遇をするということに加えて、名寄市に

おいても第４次の計画の中でも介護保険料の抑制

との関係でもそれなりに効果があったわけなので

すが、廃止をするに当たってこの基金の効果、運

用について改めてこの機会にお知らせをいただき

たいと思います。

それから、この間やりとりもありましたけれど

も、介護従事者の現状などについてどのようにこ

の基金が反映をされてきたのか、改めてお聞きを
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したいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今の御質問は、〇健康福祉部長（三谷正治君）

効果と、それから現状ということだと思います。

１つは、この基金ができてから、金額的には約

２００万円程度の基金ということで、２１年から

２３年度分ということでございます。これにつき

ましては、現状の今のそれぞれの職員の処遇に対

して、行政としてそれぞれ推進をしてきていると

ころでありますけれども、具体的に金額が何ぼか

ら何ぼになったという表示はできませんけれども、

今名寄市内の従事者につきましては全道的な平均

を見ますと高い水準ではございませんけれども、

低いという水準に至っていないという認識をさせ

ていただいているところであります。

また、現状におきましては、結果的にそれらの

金額につきましては今後とも介護保険の第５期の

部分で保険料の算定をさせていただいた範囲の中

で、今後それらも考慮しながら推進をしてまいり

たいと考えているところです。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

せっかくの制度、基〇１３番（熊谷吉正議員）

金がなくなることについての是非はさておいても、

介護保険計画が既に第５期の出ていますから、そ

のほうに詳細は譲りますので、もう少し数字を精

査をしていただくように求めておきたいと思うの

ですが、介護従事者の処遇改善の関係は当初３％

ぐらいをという引き上げを全体的に予定をされて

いましたけれども、現実的にはそれが人件費に十

分反映をされていないという、名寄市の場合でも

同様なわけで、あるいはそれとまた別な立場で現

行の４次の計画の介護保険料の値上げが必要のと

ころまでいっているけれども、この辺の活用も含

めて反映をされてきたという効果はまたあるので

すけれども、現実には処遇高くもないが、低くも

ないという言い方、ふらっとした言い方ではなく

て、現状しっかりどういう状況になっているのか、

細かな数字はまた計画の議論のときにもほかの議

案がございますからやりますけれども、もう少し

詳細にお答えをいただきたいと思いますし、４次

の中における介護保険料の見直しに至らないでそ

の後も３年間きたというところの効果について改

めてお聞きをしておきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

効果につきまし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ては、先ほど議員言ったように３％という国の方

針で進めさせていただいておりますけれども、現

状につきましてその３％が即職員の処遇改善に進

んでいるとは私のほうも考えてございません。し

かしながら、その部分の数字的に大変申しわけご

ざいませんけれども、把握してございませんけれ

ども、この部分が出てきたときに２１年度から出

てきた部分から、やはり毎年処遇改善の部分につ

きましては担当のほうで前向きに検討しながら、

少しずつ改善、特に名寄市としましては事業団の

ほうに委託をしている特養が２つございますので、

そういう処遇に向けてもそれぞれの給与も含め、

処遇改善に向けて向上を図ってきているところで

す。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、午後からに〇１３番（熊谷吉正議員）

なるのでしょうけれども、介護保険計画等第５次

の計画の論議も出てきますから、もう少し詳細に

精査をして臨むように求めて終わりたいと思いま

すが、この基金から削除するということについて

は是としたいと思います。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、今回の臨時特例〇１番（川村幸栄議員）

交付金なのですけれども、交付金は継続すべきと

いうふうに考えているところであります。今熊谷

議員のほうからもお話がありましたけれども、介

護従事者の皆さん方の処遇という、境遇という、

働く現場というのは本当に大変な状況になってい

ますので、恒久的な処遇改善策を講じると。これ

は、もう国の財政で責任を果たすということが必
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要だというふうに思っているところであります。

この中でせんだって介護報酬改定されました。そ

れが介護労働者の賃金を維持するための財源づく

りだという口実の中で検討されて、介護報酬が改

定されたのですが、５期の介護計画にも触れない

程度でちょっとお話をさせていただくと、この介

護報酬というのは介護事業者に支払う公定価格で

あるとともに、介護サービスを具体的に決める内

容にもなってくると。この中で施設介護に極めて

冷たい仕打ちも今回明らかになりました。ちょっ

と例を言えば、個室入所を優先するということで

相部屋入所への報酬を減額してしまうだとか、ま

た老人保健施設ではベッドの回転率が高いなどの

施設を評価する報酬を新設して入所者の早期退所

を迫ることを盛り込んでいると。こういった中身

も出されていて、介護を利用したいという人たち

に大きな負担になってくると。それと、介護従事

者の方たちの賃金を維持すると。こういった裏腹

な形の中身になっている中で、この部分について

名寄市としてはどのように考えているのか、この

部分ちょっとお聞かせをいただきたいなというふ

うに思っています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員お話あり〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましたように、国の方針としては例を挙げますと、

例えば特養の施設で言えば今議員言われたように

それぞれの複数の部分から単身の部分ということ

のいろいろな施策は変更しつつございます。それ

によってその従事者の労働強化というようなお話

であったと思います。現実にそういう部分は当然

出てくると思います。しかしながら、名寄市が独

自に今国の方針と意に反して行うという政策は残

念ながら今の部分では、第５期計画の中でもその

部分では国に沿った形、また国、道の指針に基づ

いてというような方針で名寄市も策定させていた

だいております。今議員のお話、そのとおりだと

私のほうも考えてございますので、今後の５期計

画推進に当たってその点も重点的に推進をして、

また担当、それぞれの現場とも協議をさせていた

だければと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の交付金、臨時交〇１番（川村幸栄議員）

付金が廃止されるということで、私たち共産党と

しても継続をというふうに強く求めていきたいと

いうふうに思っているのですが、本当に介護を利

用する、また介護従事者の方々の一番身近な市と

しても積極的に国のほうにこの要望を声を出して

いっていただきたい、そのことを強く求めて終わ

ります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

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（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。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

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８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市税条〇市長（加藤剛士君）

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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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２３年１２月２日及び１４日に地

方税法の一部を改正する法律等３本の法律及び関

係省令等４本が公布及び施行されたことに伴い、

本条例におきましても所要の改正を行おうとする

ものであります。

このたびの地方税制改正は、経済社会の構造の

変化に対応した税制の構築を図るため、また東日

本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施を

する防災の施策に必要な財源の確保のために現行

の税制の見直しが行われたものであります。

改正の主な内容といたしましては、法人実効税

率の引き下げと課税標準拡大による道民税と市民

税の増減に対する調整措置がとられたことに伴い、

市のたばこ税の税率について、たばこ０００本

につき現行の６１８円を２６２円に、旧３級

品の紙巻きたばこも同様に１９０円を４９５

円にそれぞれ引き上げるものであります。

また、退職所得に係る個人市民税の１０％の税

額控除を廃止をするほか、東日本大震災の被災者

の負担軽減から雑損控除等に係る災害関連支出の

対象期間が１年から３年に延長されたことに伴う

改正、さらには復興のための財源確保として平成

２６年度から平成３５年度までの間の住民税均等

割の税率引き上げによる市民税均等割を現行の

０００円から５００円に引き上げるものであり

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９ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市公民館条例等の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市公民〇市長（加藤剛士君）

館条例等の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

平成２３年８月３０日に公布をされました地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆ

る第２次地域主権一括法におきまして、社会教育

法、図書館法及び博物館法の一部が改正をされ、

これまでそれぞれの法律で定められていた公民館

運営審議会、図書館協議会及び博物館協議会の委

員の委嘱及び任命の基準に関する規定が削除され、

当該基準は文部科学省令で定める基準を参酌して

市町村の条例で定めることとされました。

本件は、名寄市社会教育委員の会での審議を経

て、当該基準を各設置条例で定めるものとして、

名寄市公民館条例、名寄市図書館条例及び名寄市

博物館条例の一部を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（黒井 徹議員）

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１０ 議案第５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市児童クラブ条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

クラブ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２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、児童福祉

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、本条例の一部を

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（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。

日程第１１ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例及

び名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市乳幼〇市長（加藤剛士君）

児等医療費の助成に関する条例及び名寄市重度心

身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、平成２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、障害児支

援の強化を図るため、現行の障害種別に分かれて

いる施設体系について、入所による支援を行う施

設を障害児入所施設に、通所による支援を児童発

達支援センターに一元化することを目的として児

童福祉法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、２本の条例を改

正をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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）
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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１２ 議案第７〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市総合療育センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市総合〇市長（加藤剛士君）

療育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、平成２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、障害者自

立支援法及び児童福祉法の一部が改正をされたこ

とに伴い、名寄市総合療育センターの関係法律が

障害者自立支援法から児童福祉法へ移行すること

から、関係条項の整備等を行うため、本条例の一

部を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１３ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市介護保険条例の一部改正について、議

案第１１号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び

名寄市介護保険事業計画を定めることについて、

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 名寄市介護〇市長（加藤剛士君）

保険条例の一部改正について及び議案第１１号

名寄市高齢者保健医療福祉計画及び名寄市介護保

険事業計画を定めることについて、一括して提案

の理由を申し上げます。

まず、議案第８号 名寄市介護保険条例の一部

改正についてでありますが、本件は介護保険法第

１１７条第１項の規定に基づき、名寄市第５期介

護保険事業計画を定め、第１号被保険者の介護保

険料について、現行の基準月額６６７円を１

０６％引き上げ、０３６円に改定しようとする

ものであります。したがいまして、本条例第５条

第１項につきましては、期間を平成２４年度から

平成２６年度までの３年間に改め、年額保険料を

第１号及び第２号は２万２００円に、第３号を

３万３００円に、第４号を４万４００円に、

第５号を６万５００円に、第６号を７万６００

円にそれぞれ改めようとするものであります。

また、同条第２項では、第５号と第６号を区分

する基準所得金額について、国の基準所得金額が

２００万円から１９０万円に改正をされますが、
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本市では該当する所得階層について保険料の著し

い上昇を防ぐため現行どおり２００万円とし、市

民負担の軽減を図ろうとするものであります。

次に、議案第１１号 名寄市高齢者保健医療福

祉計画及び名寄市介護保険事業計画を定めること

についてでありますが、当該両計画につきまして

は老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１

７条に基づき策定をするもので、平成２３年度を

もって第４期の計画期間が終了をすることから、

平成２４年度から平成２６年度までの３年間を計

画期間とする第５期の当該両計画を策定をしよう

とするものであります。

計画の策定に当たりましては、高齢者を対象に

計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施

をし、それをもとに名寄市保健医療福祉推進協議

会の高齢者部会で協議を重ね、本年１月１０日に

名寄市保健医療福祉推進協議会から答申をいただ

いたところであります。

本件は、当該答申をもとにパブリックコメント

を経て、名寄市第５期高齢者保健医療福祉計画及

び介護保険事業計画の最終案が整いましたので、

名寄市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会

の議決を求めるものであります。

以上、２件につきまして提案の概要を申し上げ

ましたが、細部につきましては健康福祉部長から

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。

補足説明を三谷健康福〇議長（黒井 徹議員）

祉部長。

一括して提案さ〇健康福祉部長（三谷正治君）

せていただきました２件の案件のうち、議案第１

１号の計画書から説明をさせていただきます。

３ページからの第１節、計画の趣旨では、第５

期計画は３期及び４期計画の延長線上に位置づけ

られ、３期計画策定時に定めた平成２６年度まで

の目標に向けてその基本的な考え方に基づき、継

続的かつ確実に取り組むこととされています。介

護保険制度が平成１２年４月からスタートして１

１年が経過し、サービスの提供基盤は急速に整備

され、利用者数が大幅にふえており、介護保険制

度は国民の間に定着してきたと考えております。

この計画は、高齢化の一層の進行、ひとり暮らし

高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さらには認知症

高齢者の増加が見込まれることから、国及び道の

計画策定指針に基づき、高齢者が安心して暮らせ

る地域包括ケアシステムの構築を念頭において策

定をいたしました。

地域包括ケアシステムとは、４ページに掲載の

とおり日常生活圏域の中で介護、医療、予防、住

まい、生活支援のサービスが切れ目なく提供され

ることを目指しており、今回重点的に取り組む事

項として、認知症支援策の充実、医療と介護の連

携、地域生活支援体制の整備、高齢者のニーズに

応じた住まいの確保の４点を挙げました。

６ページからの第２節、計画の概要では、この

計画は老人福祉法第２０条の８と介護保険法第１

１７条の規定により策定が定められており、要介

護者数や介護サービス量、介護保険事業費の見込

みが盛り込まれています。

計画の期間は、平成２４年度から２６年度まで

の３カ年で、新名寄市総合計画などの趣旨を踏ま

えて策定するものです。

１３ページからの第２章、高齢者の現状の第１

節、人口の動向では、国勢調査から見た人口の動

向で、平成２２年につきましては２３年１０月に

発表されました速報値を掲載しており、少子高齢

化が進んでいる状況にあります。

１６ページからの第２節、高齢者世帯等の状況

につきましては、平成１２年から２２年にかけて

総世帯数は約７％、高齢者の世帯数では１９

％増加しています。

２１ページからの第３章、高齢者施策の推進目

標と施策体系の第１節、高齢者人口の推計では、

将来高齢者人口の推移は平成２３年１０月１日現

在の住民基本台帳の数値を踏まえ、国から配付さ

れたワークシートにより推計いたしました。
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２２ページの第２節、高齢者施策の推進目標で

は、基本理念及び基本目標を掲載し、２３から２

４ページの第３節、高齢者施策の基本的方針では、

国及び道からの指針に基づき、目標の実現に向け

た基本的方針の介護サービス基盤の整備など８項

目を挙げました。

２９ページの第４章、目標の実現に向けた施策

の展開の第１節、医療サービスでは、今後高齢化

が一層進行し、疾病構造の変化や住民ニーズが多

様化することが予想されることから、これらに的

確に対応するためにプライマリーケアの推進など

重点４項目を挙げました。

３３ページの第２節、高齢者自立支援事業の１

の高齢者等の生活支援事業の（２）の除雪サービ

ス事業では、除雪が必要な高齢者等で生活保護世

帯の方には委託事業による除雪サービスを、低所

得者等で除雪が困難な方々には除雪助成券を交付

しています。現在名寄と風連地区の除雪方法が異

なっておりますので、統合に向けて検討してまい

りたいと考えております。

３５ページの２の自立支援事業の自立支援デイ

サービス事業では、通所型介護予防事業の対象者

の利用割合が増加し、本事業の利用対象者が減少

していますが、継続実施とし、状況に応じて見直

しを図ってまいります。

３６ページの３の（２）のケアハウスにつきま

しては、昨年１０月に２番目のケアハウスが開設

しています。設置許可に関する事務を平成２２年

度から北海道から権限移譲されており、適切な入

所者処遇が行われるよう指導してまいりたいと考

えております。

シルバーハウジングにつきましては、住宅マス

タープランの策定にあわせて高齢者に配慮した住

宅の供給や整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

３７ページの４のその他のサービスの緊急通報

システムでは、地区の民生委員、町内会、介護支

援専門員などとの連携を図り、心疾患などの疾病

がある緊急度の高い独居高齢者の設置を促進して

まいります。

また、３８ページの敬老事業の取り組みにつき

ましては、敬老事業のあり方について道内各市の

状況調査、町内会長等の意見を聞きながら事業の

あり方を検討してまいりたいと考えております。

名寄市徘回高齢者ＳＯＳネットワークにつきま

しては、関係機関との連携によりネットワーク体

制の拡大、２４年度より新たに模擬訓練の実施な

どを取り組んでまいります。

緊急医療情報キットにつきましては、より多く

の高齢者が設置できるよう周知を行うとともに、

町内会や民生委員などとの連携により、設置を促

進してまいります。

４３ページの第５章、介護サービスの推進の第

１節、高齢者介護のビジョンと目標指標では、１

の平成２６年度における高齢者介護の姿において

は、介護予防の定着したまちへなど３つのビジョ

ンを掲げております。

４４ページの２の平成２６年度における目標指

標では、これまで国では要介護者の在宅重点化及

び施設利用における重度者重点化を掲げ、数字を

示しておりましたが、第５期計画では廃止される

こととなりました。しかし、本市ではこれまでの

計画を継承し、実績を踏まえ、指標を設定するこ

とといたしました。

４７ページの第２節、地域包括ケアシステムの

構築の１の地域包括支援センターの役割と地域包

括ケアシステムの推進では、次のページの（４）

の地域包括ケアシステムの推進として、高齢者が

可能な限り住みなれた地域で生活していけるよう

個々の状況や変化に応じて介護保険を中心に医療

を初め地域資源を活用したサービスが切れ目なく

継続的、包括的に提供される地域包括ケアが求め

られており、その仕組みづくりに取り組みます。

地域包括ケアシステムの構築に向けて国の指針に

基づき重点的に取り組む４つの事項の中で、名寄

市としては認知症支援策の充実、名寄市保健医療
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福祉協議会の高齢者部会に諮り、取り組むことと

いたしました。認知支援策の取り組みは、認知症

の理解を専門職のみならず、市民にも広く理解し、

誤解や偏見をなくし、認知症高齢者やその家族な

どを支えることにつなげ、ひいては認知症の予防

や適切な介護のあり方などについて知識の普及に

努めてまいります。これらの推進は、地域包括支

援センターが中心となりますが、関係部署や関係

機関と連携して事業を進めてまいります。

２の地域支援事業の介護予防事業では、高齢者

が要介護状態、要支援状態となることの予防のた

めの事業で、基本チェックリスト調査を実施し、

２次予防事業の対象者把握事業により把握された

対象者のうち、利用を希望する場合、通所型介護

予防事業や訪問型介護予防事業の２次予防事業の

利用へ結びつけ、介護状態になることを予防して

まいります。

５４ページの（３）の任意事業の介護給付等費

用適正化事業につきましては、介護保険サービス

など適正に提供されているか検証を行い、介護支

援専門員やサービス提供事業所の専門スタッフに

対して専門的な機関からの協力と支援を得て指導

や助言を実施してまいります。

５８ページの３の地域支援事業見込み量の確保

の方策では、本市の社会資源、基盤の有効活用を

図りつつ、民間事業者などとの連携により、量的

確保に努め、また事業を円滑に実施するために必

要な専門職の配置、地域間の協力を得るなど適切

に事業を推進してまいります。

４の指定介護予防支援では、地域包括支援セン

ターが指定介護予防支援事業者の指定を受けて介

護保険サービスを利用する要支援認定の方のケア

プランの作成を行っております。これらも要支援

状態の維持、改善を目標に適切な支援を行ってま

いります。

５９ページの第３節、介護保険事業量等の現状

と見込みの１の第１号被保険者の将来推計では、

年々増加傾向にある第１号被保険者が２６年度に

は６０７人程度になると見込み、２、要支援、

要介護認定者の将来推計では、１号被保険者と同

様増加傾向にあることから、平成２６年度には

４４８人を見込んでいます。

６０ページの３の給付対象サービスの提供量の

現状と見込みでは、第４期の実績からそれぞれ表

のとおり５期を見込んでいます。

６５ページの福祉用具貸与及び６６ページの特

定福祉用具販売及び住宅改修につきましても利用

者が年々ふえていることから、増加を見込んでお

ります。

６７ページの②の地域密着型サービスでは、認

知症対応型通所介護施設が平成２２年８月に開設

されたことによる増、また次ページの認知症対応

型共同生活介護、いわゆるグループホームは、平

成２３年１０月に１施設が開設され、３施設とな

り、それぞれに利用者の増を見込んでいるところ

であります。

なお、小規模多機能型居宅介護につきましては、

第４期で計画しましたが、実施する事業所がなか

ったため、実績はありませんでした。しかし、今

後も需要が見込まれることから、第５期でも計画

をしております。

７０ページの４の地域密着型サービス事業では、

新規の申請については地域密着型サービス運営委

員会において指定に関する協議を行います。また、

４つのサービスの種類については、必要定員総数

の設定を行っているところであります。

７１ページ以降は、議案第８号の介護保険条例

の一部改正、保険料と関連いたしますので、あわ

せて説明を申し上げます。７１ページの第４節、

介護保険事業費等の見込みと保険料の１の介護保

険事業費等の見込みの保険料基準額の変遷では、

第１期から保険料基準額を掲載しております。

次の第５期介護保険事業費等の見込みでは、平

成２４年から２６年度に合わせて６５億０６６

万円で、第４期の５４億５１６万円と比較して

２割程度増加すると見込んでおります。また、国
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の制度改正により１号被保険者の負担率が第４期

の２０％から２１％に改正がされております。こ

れらの総支給費見込額から第５期の介護保険料算

定基準額は４００円程度になると見込まれ、こ

の基準額から介護報酬の改正、財政安定化基金の

活用、介護給付金準備基金の活用を行い、保険料

を算定いたします。

２の第１号被保険者の介護保険料の第５期保険

料段階設定の基本的な方針といたしましては、国

では介護給付費の増加に伴い保険料の負担も増大

している中で、より安定的な介護保険制度の運営

のためには、これまで以上にそれぞれの被保険者

の方の負担能力に応じたきめ細かい保険料負担段

階の設定が必要との考えを示しております。具体

的には、第３段階の細分化となります。国におい

て第３段階の対象者については、負担能力に応じ

た保険料賦課の観点から、５期において細分化す

ることが可能とする制度改正により行っており、

本市においても第３段階の細分化を図ることとし

ております。

次に、特例第４段階の継続につきましては、第

４期で既に設定をしておりますので、継続するこ

とといたします。

多段階設定につきましては、第５期において５

段階以上の設定が示されておりますが、被保険者

の負担が増大することから、こちらも４期と同様

継承することといたしております。

これらの基本的な方針を踏まえ、第５期保険料

所得別段階は表のとおり６段階８区分とすること

といたします。新設される特例第３段階について

は、住民税非課税世帯で前年の課税年金収入プラ

ス合計所得金額が８０万円を超えて１２０万円以

下の方が対象となるものであります。

７４ページの介護保険料基準額の算出では、介

護保険料収納必要額をもとに表の手順により算出

をし、基準額を月額０３６円と試算をいたしま

した。

７５ページの第１号被保険者の介護保険料では、

介護保険料基準額０３６円からそれぞれの段階

の年額を示したものとなっており、基準額の第４

段階では年額４万４００円となります。ただい

ま説明いたしました計画に基づき算出された２割

アップの保険料から、上昇抑制策として財政安定

化基金３３９万円と平成２３年度の介護給付費

準備基金が約２億円と見込まれることから、この

半分の１億円を取り崩し、２割から１割程度のア

ップ率に下げ、被保険者の負担の軽減を図るもの

であります。

参考資料として、名寄市保健医療福祉推進協議

会規則など、７９ページから８２ページに掲載を

いたしております。

以上、補足説明とさせていただきますので、ど

うぞ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。

熊谷吉正議員。

第８号と１１号、こ〇１３番（熊谷吉正議員）

の後所管委員会に付託の予定と聞いておりますけ

れども、先立って介護保険計画あるいは条例の一

部改正に絞って何点かお尋ねを申し上げたいと思

います。

説明もあったように、介護保険制度が始まって

丸１２年も今終わろうとして、第５期目の計画３

年間が提案をされております。それ以降というか、

当初から日本の場合、名寄市も当然その傾向は同

じなのですが、高齢化の進行、極めて高いスピー

ドで急増しているということだとか、あるいは低

所得高齢者や認知高齢者の増大、ひとり暮らしや

老夫婦世帯だけの増加だとか、子供との同居率が

低下をしているなど、虐待問題だとか、いろいろ

高齢者の介護を取り巻く環境はかなり予想はされ

ていたけれども、現実の姿として実感できるよう

な状態になっておりまして、この１２年間名寄市、

いわゆる保険者の経験的な観測、あるいは財政的
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な見通し、第５期の提案なども踏まえて見た場合

に現行の介護保険制度についての課題についてど

のように押さえられているのか、まずお聞きをし

たいと思います。特に一昨年は６月に法改正があ

って、施設介護よりも一層在宅への誘導で、そう

いう指導も強まってきているわけでありますけれ

ども、現行制度についての中での計画を立てられ

ていることについては承知をしておりますけれど

も、さらに第６次、第７次というところの一定の

基礎数値はもう見えている段階でありまして、さ

らに向こう３年間の想定論議も含めて保険者とし

ての課題について少しくお知らせをいただきたい

なと思っています。

もう一つは、介護保険料の関係で、第５期の想

定はやや月基準のところで４００円のところを

想定をしたけれども、基金の取り崩しだとかを含

めて若干４００円ぐらい軽減をされての提案にな

っております。これは、全道かなり市町村の高齢

化率だとか、あるいはサービスの利用状況だとか

によって変動はありますけれども、まさに右肩上

がりで推移をするという、現行制度が続くとすれ

ば右肩上がりで第１号と第２号の保険者の調整だ

けでいくことについても限界があるわけなのです

が、その介護保険料の高額化に対する認識につい

てお知らせをいただきたいと思います。

それから、３つ目には、利用者負担と支給限度

額の問題でありますけれども、これは所得は豊か

な方と極めて低所得者、低所得者にも現行制度の

中でも一定の配慮はされておりますけれども、利

用負担料の問題、１割負担の問題が２割を想定を

されるようなこともいろいろ政治の段階では物議

を醸し出しているのですけれども、利用者負担と

しての支給限度額の現状課題についてお知らせを

いただきたいなと思います。

それから４つ目に、地域包括支援センターの役

割と介護予防の取り組みについて、地域包括支援

センターの設置が義務づけられて以降、その中心

的になる人はやっぱり保健師であったり、主任介

護支援専門員だとか社会福祉士、この３軸が有効

的な機能を深めながら、計画やサービスへの努力

をされていることについては理解をしているとこ

ろなのですが、いわゆる自治体によってはこの連

携がスムーズにいっているかどうかという評価も

いろいろ話がありまして、名寄市の場合、十分機

能されているというふうには認識はしますけれど

も、この役割と介護予防の取り組みについての包

括支援センターの現状課題についてお知らせをい

ただきたいなと思います。

それと、５つ目には、先ほども午前中の質疑の

中でお答えを聞きましたけれども、介護労働者の

賃金労働条件について、国でも一定の対応はされ

て、基金を廃止をするということになったのです

が、それぞれ名寄の社会福祉法人や施設、さまざ

まなケースはばらばらで、一定の改善は見ている

ものです。まさにこれから３年、６年、９年と長

い期間の中で働く、介護をする方の労働者の条件

が非常に介護をされる人へのサービスの質の問題

についても大きくかかわるわけでありますけれど

も、これらについて基金はなくなりましたけれど

も、いわゆる第５次あるいは第６次に向けた介護

労働者の賃金労働条件の見通しについて基本的な

見解を賜っておきたいなというふうに思います。

それと、最後になりますけれども、条例の改正

の８号のほうですが、（２）の基準所得金額につ

いて名寄市の判断に基づいて基準のところの保険

料の上昇を少し抑えるという意味合いで、国が２

００万円から１９０万円に下げたわけであります

けれども、現行を維持をして市民に対する負担軽

減を図ろうということですが、具体的に言えばこ

の１０万円の差の中における市民の皆さんの負担

軽減はどのぐらいのものを想定をされているのか

お知らせをいただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今６点にわたり〇健康福祉部長（三谷正治君）

御質問をいただきました。順番が後先になると思

うので、御了承いただきたいと思いますけれども、
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今最後の６番目の部分につきましては……済みま

せん。第５番目の介護労働者の改善、先ほど午前

中も御質問あった関連でございますけれども、そ

ちらのほうから答弁させていただきます。

議員御存じのように、国のほうでは報酬を２

％アップということで、この基金を先ほども質問

ありました基金の部分は廃止をしましたけれども、

この２％の中に取り込むという国の方針でござ

います。しかしながら、先ほど議員も御質問あっ

たように、実際の部分はこの２％の部分を勘案

しても実質部分につきましては下がる見込みだと

いう試算も出ているところであります。しかしな

がら、先ほどの２１年度からの基金の３年間の実

績で名寄市すべての施設の部分は把握をしてござ

いませんので、名寄市として補助と、それから委

託をしている社会福祉協議会、それから事業団の

部分について御説明をさせていただきたいと思い

ます。社会福祉協議会におきましては、常勤ヘル

パーにつきましては月額１万０００円のアップ、

人数につきましては９名、それから時間給につき

ましては７０円のアップ、これは３７人という報

告をいただいているところであります。あわせて

事業団、２００人の従業員につきましては月額１

万０００円のアップ、時給では８０円のアップ

というような形で、先ほどお話ししましたように

この２つの施設におきましてはこの部分につきま

しては効果があったという判断をさせていただい

た。しかしながら、議員がお話しのように、それ

では民間のほうはどうなのだというお話になりま

すと、残念ながらその部分はシステムとしては各

施設が国保連合会に申請をして、その申請に基づ

いて審査をして国保連合会が施設のほうへ支給を

するという制度になっている観点から、支給され

た中身が従業員のほうに、今社協と事業団のほう

を説明させていただきましたけれども、民間のほ

うがどのような形になっているかは大変恐縮です

けれども、把握していないので、御了解いただけ

ればと思います。

それから、４番目の包括支援センターの現状と

課題ということであります。取り組みということ

であります。これにつきましては、議員御承知の

とおり保健師を中心に看護師、ケアマネさんを含

めて今臨時職員を含めて十数名で対応させていた

だいているところであります。この部分につきま

しては、基本的に各施設の若干の連携がというお

話をいただきましたけれども、地域包括担当のほ

うといたしましては過去包括支援センターができ

る以前に比較しますと市民からの問い合わせ、ま

たは市民からの問い合わせによる訪問という部分

はここ数年ふえている状況にあります。特に我々

としましては、市民に対して、もし市内にそうい

うような市民が例えば店のところでうろうろして

いたりだとか、家庭でこういう老人がお一人で住

んでいるだとかという情報が常日ごろ包括支援セ

ンターのほうに入っているのが現況であります。

その情報のもとに包括支援センターの担当職員は

家庭を訪問するなり民生委員と一緒に行くなり町

内会長さんと御相談するというような対応をさせ

ていただいてございますので、さらに今後とも地

域包括の活動はこれから必要になってくると考え

てございますので、今の活動を維持してまいりた

いと考えているところであります。

それから、利用者の負担と支給状況ということ

でありますが、今回名寄市で０３６円と保険料

の算定をさせていただきました。現時点では、す

べての自治体では金額は出てございませんけれど

も、今私が手持ちの資料でいきますと最高額が旭

川市の６７９円、最低が３５市中でありますが、

登別市の６００円ということで、この手持ちの

資料で概算の数字を手計算でさせていただきます

と平均については道内の３５市中では大体４０

０円から５００円ぐらいの数字になるのではな

いかと認識をしているところであります。それを

思いますと、支給の部分につきましては名寄市と

しては道内３５市中、今の時点でいきますと大体

下から１０番目以内の保険料ではないかと見込ん
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でいるところであります。第４期と比較しまして

全国平均で２割という国の方針が出されたとおり

に、名寄市におきましても自然のアップ率はやは

り２割でございました。この２割を先ほど議員も

お話ししましたように被保険者の軽減、負担を考

えるために２億円の１億円と安定の０００万円

ということで、１割程度ということで、やはりア

ップ率の最高の金額をお話ししましたけれどもア

ップ率でいきますと５割の自治体もあります。逆

にアップをしない自治体も１自治体ございます。

ですから、これはそれぞれの自治体の状況と思っ

ておりますけれども、名寄市においては御存じの

ように特養等におきましては１８０床ということ

で、全道平均に比べましても非常に高いベッド数

を確保しているということで考えておりますので、

この部分につきましては負担に見合った支給が進

んでいるのではないかと認識をしているところで

あります。

それから、第５期のほうに関連しますけれども、

保険料右肩上がりではないかということでござい

ます。これにつきましても基本的に今お話ししま

したように、実際では旭川６７９円ですから、

これを勘案すると第１、２、３、４と年々アップ

をしているのが現状であります。名寄も今回は全

国平均の２割でございますけれども、第６期、第

７期、特に第５期は名寄市においてはやはりこれ

は自前ではなりますが、その障害または介護に至

るまでの予防対策、保健増進も含めて予防対策が

進んでいるのかなと。その一例を挙げますと、や

っぱり高齢者が一つのサークル、例えばＡＢ友の

会、二百数十名の会員でございますけれども、こ

ういう会は自主的にそれぞれの健康管理をして、

介護にならない自己管理をしている等々、またパ

ークゴルフも盛んでございますし、そういうこと

で予防に市民が意識をしていただいているのでは

ないかという認識をさせていただいております。

しかしながら、高齢化率は毎年特に名寄市は３月

時点では２１％でありますが、この率は全国、

全道の平均よりやはり高い数字になってございま

す。特に農村部になるとなおさら高くなってござ

いますので、この部分につきましてはやはり議員

言われるようにこれから名寄は今回０３６円で

決定していただいたといたしましても、第６期に

つきましては同じ全道平均、全国平均のアップで、

それで保たれるかということは現時点では担当と

しても未知数でございます。しかしながら、やは

りそれを抑制するのは予防しかないと考えてござ

いますので、先ほどお話しした市民の意識を上げ

て予防に努めさせていただければと考えていると

ころであります。

それから、施設の部分であります。国のほうで

は、施設から在宅という国の方針が出ているとい

うことでございます。この部分の課題につきまし

ては、名寄市では今現在では各自治体に比べては

非常にスムーズに進んでくるのではないかと考え

ております。また、施設におきましても１００人、

２００人という待機者がいるという数字は出てご

ざいますけれども、前にもお話し申し上げました

実質その数の中にはほかの施設に入って名寄に戻

りたいだとか、まだ元気だけれども、将来入りた

いだとかと、そういう見込みの部分を含んでござ

いますが、実際はその１割から２割という国の考

え方も示されておりますので、名寄市におきまし

ては先ほど特養でも申しました１８０床の部分を

考えると非常に施設的には充実されているという

認識を持っております。ただ、国の方針で在宅の

ほうに移行ということになりますと、これは１つ

問題があるのではないかと私のほうも考えていま

す。それは、在宅に訪問をする専門職がやはりこ

の地方、特に都会と違って地方にはその職員、人

員が確保されないのではないかと、されづらいの

ではないかという認識を非常に強く持っていると

ころであります。現在は、看護ステーションです

とか、各施設でそれぞれの専門職がございまして、

それぞれの対応をしているところが実態で、スム

ーズな運営をされていると思っております。しか
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しながら、経営面の運営では非常に各施設も苦慮

しているのが実態であります。それに加えて各専

門職の確保というのが非常に難しいと聞いてござ

います。その部分を含めますと、やはり国で在宅

のほうに移行という方針が出されたとしても、こ

れは都会は可能性があると思いますけれども、原

課としては名寄市を含めこの農村地区、小さな自

治体では非常に難しいと判断をさせていただいて

いるところであります。

保険料の負担軽減の部分であります。これは、

先ほど御説明をしましたように国は２００万円か

ら１９０万円という部分であります。実は、私の

ほうでこの部分をこの方式で算出しますと、この

部分では約３０％のアップ率になります。やはり

このアップ率は、今算出しました１割と比較する

と３倍のアップ率になるということで不公平性が

伴う。やっぱり被保険者に負担が増になるという

ことで、総体的に全体の把握で名寄としては１９

０万円ではなく２００万円に抑えて、総体的な部

分でひとしく１割アップということで算出をさせ

ていただいたところです。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただきましたけれども、制度の問題について、い

ずれ５期も保険料やサービスの増大だとか、ある

いは高齢化率が本当にわずか一、二年で５ぐら

い上がるような、２６台からもう２５２でした

か、あるいはもう３０％も目の先という、鼻の先

の感じの数字がもうこれだけは残念なことに絶対

条件変わらないわけでありまして、それを見越し

た制度の改正を市町村あるいは全国的にどういう

情報を共有をし、構えていくのかというところあ

たりは、この５期がスタートすると同時に動き出

さなければならぬのではないかというふうに思っ

ておりまして、市長会や知事会との関係も当然あ

るでしょうけれども、加藤市長の立場としてもこ

の介護保険の制度の問題について、保険者として

の危機感についてどのように持たれて、どういう

対応をこれからされようとしているのかお聞きを

したいと思います。

それから、２つ目には、包括支援センターの関

係、制度にも関係するのですが、今いみじくも三

谷部長おっしゃったように、国はとりあえずうが

った見方をすれば介護保険報酬の引き上げだとか、

あるいは介護保険に現行国が２５％、道が１５の

市が１５、税金の部分についてできるだけそれは

抑制をしたいという意思のあらわれも含めて、あ

るいは理想的に言えば在宅で介護が家族や地域の

お世話になってなればいいということはあるので

すけれども、それはだれもが。しかし、現実は大

変な今の介護の状況、老老介護や高齢介護、ひと

り住まいだとか、さまざまな現実を考えるときに、

簡単に在宅への誘導だけでは済まされないという

こと、いみじくも担当部長としてもおっしゃって

おりまして、在宅をしていくためには当然マンパ

ワーに対する一定の財源あるいはスタッフの増大

をしっかりやらなければならないということとの

連動性があるのですけれども、あわせて制度問題

ではぜひ加藤市長にもこの辺についてお伺いをし

ておきたいというふうに思います。

それと、三谷部長、４期の実績、経験からいっ

て名寄の場合、予防対策がある程度支援センター

の努力もあって行き渡りながら、あるいは介護の

認定に至らないように現状維持のところで一生懸

命頑張っていただいているという話がありました

けれども、これは本当にいいことではあるのです

けれども、これもいわゆる予防対策の限界も高齢

化率が今の状況と違った形でスピードが進みます

から、幾ら予防対策を一生懸命努力をされてもよ

くて現状維持、少なくても下がるという傾向は、

介護保険計画のサービス量を見ても３年間の中で

は量をふやしているものもあれば、余り３年間で

変わらない、２６年のできばえはそう２４年と数

字が動いていない部分もあったりなんかして、恐

らくこれは介護保険計画全体の３年間で六十数億

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号



－38－

円の、頭に想定をしながらいろいろ提案はされて

いるのでしょうけれども、予防対策の限界。そし

て、施設介護について、はなから軽視できないと

ころまで、確かに必要とされて申し込んでいる人

と、本当にもうせっぱ詰まっている人、あるいは

３年後、５年後を見通して申し込んでおこうかと

いう人と内情は別々ですけれども、かなり毎回毎

回の亡くなった方のいわゆる交代で入るような人

等の認定作業も大変苦労が多いのではないかとい

うふうに考えていますけれども、施設増はやっぱ

り避けて通れない。それは、また全体的に介護保

険料に、現行制度の中で考えればもうアップしか

ないということになるのですけれども、しらかば

の増改築の問題の後期の論議の中でもいろいろ出

ていましたけれども、そこはやっぱり民間だけに

頼ることには限界があるような気がいたしまして、

改めてこの辺についての施設介護の充実について

お答えをいただきたいなと思っています。あるい

は、この３年間の中で新たな受け皿ができる可能

性についても多少計画の中で研究はされています

けれども、民間がやるだけではちょっと限界があ

るような気がいたしますので、お答えをいただき

たいと思います。

介護労働者の関係、十分介護する方が健康で生

活の面でも安心で、しっかり介護される人を質の

高いサービスに導くということについても絶対条

件の共通認識は当然あるのだろうと思いますけれ

ども、まだまだやっぱり介護現場の実態について

伝わっていない部分もあるのかなという感じがし

ておりまして、国のいわゆる基金の制度はなくな

ったけれども、この３期３年間の中、あるいは将

来的に向けて新たな動きを支援をしていくような

考え方についてお答えをいただきたいと思います。

まだたくさんお聞きをしたいことございますけ

れども、この後お答えをいただいてまた質問をい

たしますけれども、付託をされ、所管の中で熱心

に議論される予定になっていますから、まずは今

の関係についてお答えをいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

介護保険制度の関係に対〇市長（加藤剛士君）

する保険者としての今後の見通しということでお

話ありましたけれども、先ほど三谷部長からもお

話あったとおり少子高齢化が大変急速に進む、加

えて社会構造も大きく変化している中で、現在の

介護保険制度の今後の先行きは大変厳しいという

か、このままの現状でいけば当面立ち行かなくな

る自治体も出てくることは予想されるというふう

に私も感じています。今まさに社会保障と税の一

体改革の議論の最中でありますから、この議論の

経過を見きわめさせていただいて、その結果をし

っかり分析させていただき、またしかるべき要請

等をさせていただくということに尽きるのではな

いかというふうに思っています。

あと、在宅に関してのマンパワーのことに関し

てもお話ありましたけれども、三谷部長の見解そ

のとおりでございます。名寄市立総合病院が基幹

病院でありまして、その病院自体のマンパワーと

いうか、そこもなかなか満足に充足がされない中

で、まずは名寄市としてはそこをきっちりとマン

パワーを確保していく。そのことが在宅も含めて

あらゆる地域医療、介護の基盤につながるという

ふうに考えておりますので、まずはそちらのほう

をしっかりと頑張っていきたいというふうに思っ

ています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

施設の介護の充〇健康福祉部長（三谷正治君）

実という御質問だったと思います。先ほどから申

し上げておりますように、現在名寄市が管轄して

おります施設の特に特養につきましては１８０床

ということで、これは道内の自治体に比べまして

非常に高い数字だと認識しております。若干手持

ちの資料で御説明申し上げますと、隣の士別さん

２万０００から音更町の４万０００の自治体

の状況を、１２市町の状況をちょっと調査させて

いただきました範囲では、特養につきましては１

２市町中２番目という多くのベッド数を所有して

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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いると。また、老人保健施設、名寄でいけばそよ

かぜ館の部分につきましては１００床ということ

で、これにつきましてはやはり同じ１２の部分で

は上が２市町と下２市町での残りの中間と同じレ

ベル、中間に位置をしているということで、総体

的に１２市町におきましても名寄市の施設の充実

というのは非常に中間的な位置を占めて、特養の

部分が断トツという状況でございます。先ほど申

し上げましたように、施設から在宅という国の方

針がすぐこの自治体に影響するかということを先

ほど御説明申し上げました。非常に難しいと判断

をしております。待機者がいる中におきましても

名寄市の今の部分では、これ以上例えば今と同じ

特養をもう一つつくるということになりますと３

００円、４００円という１人当たりの負担増が保

険料がアップするという状況が出てまいります。

今のこの地点の中で保険料の１００円でも２００

円でもアップ、非常に厳しいという認識をさせて

いただきましたので、２割アップを１割に抑えた

という方策をとらせていただきました。充実する

のはいいことだと私のほうも考えてございますが、

これ以上の被保険者の負担の増を図るのは、介護

保険料ばかりではなく料金も含めて保険料すべて

の部分がアップしている状況の中では、この保険

料の部分についてはこれ以上市民の方が負担をし

ていくのは非常に難しいと考えてございますので、

先ほども申し上げましたように予防対策、限度が

ございますけれども、やはり予防対策でこれから

地域包括支援センター、関係機関と連携をとりな

がら推進をしてまいりたいと考えているところで

あります。

それから、介護の認定率、数値からお話ししま

すと介護の認定率はここ数年大きく変わってござ

いません。しかしながら、先ほども御説明申し上

げたように高齢化率は非常にアップしているとい

うことは、やはり先ほどお話ししましたように予

防対策が市民に浸透していることではないかと認

識してございます。ですから、これは議員言われ

るように限度はあると我々も感じておりますけれ

ども、これを限度があるからといって施設をどん

どんふやすということになりますと、他の自治体

ではありませんが、アップ率０００円以上です

とか、そういうような状況が即次期の第６期に反

映するということになりますので、現状では民間

活力を生かしながら推進してまいりたいと考えて

おります。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

施設介護、特に入所〇１３番（熊谷吉正議員）

の現制度の中で定員をふやしていくということの

限界についての話もありましたけれども、それは

制度の変更や改善を求めていくということとの連

動で、限界については理解しますけれども、それ

にかわるものとしてやっぱり私も介護１０年ぐら

いの経験持っていますけれども、ショートステイ

だとか、あるいはデイサービスで介護をする方が

一定の心身ともに休める状況があるということな

んかもかなり有効策としてありまして、ぜひその

辺についての枠の拡大などについては５期の中で

しっかり追求をしてほしいなというふうに思って

いまして、ぜひ強く市民の声として聞いておりま

すから、求めておきたいというふうに思います。

それと、部長に求めておきたいのですけれども、

介護労働者の現状について決して十分ではないと

いう共通認識はありながらも、それも今押さえて

いる数字というのは準公共的な性格を持っている

施設あるいは法人ということの話でありまして、

民間がすべてがよいということは介護の現場では

少なくてもそれ以上に厳しい現実がございまして、

名寄市における民間の介護労働者の施設にも十分

理解を得て、現状どうであるかということについ

て少し数字を調査を求めておきたいというふうに

思っていますので、トータルとしてやっぱり介護

するほうもされるほうも安心、安全の比率が上が

って、ニーズが上がっていけば非常によろしい結

果につながるというふうに思いますから、それを
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押さえて初めて行政として、あるいは制度として

何ができるのかというところあたりをもっと追求

をしておいていただきたいなというふうに思いま

す。

まだいろいろありますけれども、この後またし

っかり審議が深められていくということでござい

ますので、その推移を見守っていきたいと思いま

すが、もう一点だけ最後に基準のところ、名寄市

の場合は４００円ぐらい欲しいのだけれども、

０３６円で提案をしたと。審議の結果、これで

決まった場合、向こう３年間については急激な変

化がない限りは当然常識的にその数字は動かない

というふうに思っていますけれども、そこについ

てはしっかり私どもも受けとめてよろしいのかど

うか、これ仮定の話ですけれども、お聞きして、

終わりたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

保険料の５期の〇健康福祉部長（三谷正治君）

部分につきましては０３６円、３年間について

はこういう推移をしております。１年度目は多分

黒字でしょう。２年度目は大体ちょんちょん、３

年度目が多分赤字というような想定をさせていた

だいています。この部分で３年の分に今の準備基

金を取り崩しをいたすというような想定をさせて

いただいておりますので、議員が心配しているよ

っぽどの状況がない限りは今の３年間はこのまま

継承させていただきたいと考えております。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

議案第８号及び議案第１１号は、市民福祉常任

委員会に付託いたします。

日程第１４ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市土地改良事業分担金等徴収条例等の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 名寄市土地〇市長（加藤剛士君）

改良事業分担金等徴収条例等の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２３年８月３０日に公布されまし

た地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

いわゆる第２次地域主権一括法におきまして、土

地改良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、名寄市土

地改良事業分担金等徴収条例、名寄市営農用水施

設管理条例及び名寄市基幹水利施設管理条例の一

部を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１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

０号 名寄市営住宅管理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１０号 名寄市営〇市長（加藤剛士君）
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住宅管理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２３年５月２日に公布をされまし

た地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

いわゆる第１次地域主権一括法におきまして、公

営住宅法の一部が改正をされ、平成２４年４月１

日をもって同法で規定する同居親族要件が撤廃さ

れることに伴い、名寄市営住宅管理条例の一部を

改正し、同条例で当該要件を規定しようとするも

のであります。

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し

て低廉な家賃で賃貸をし、社会福祉の増進に寄与

するということを目的にしています。本市といた

しましては、同居親族の有無や人数の多寡はその

世帯の経済的困窮度を推しはかる上で重要な要件

であり、真に住宅に困窮する者の居住の安定を図

るためには住宅の困窮事情等を考慮した入居資格

の要件設定が必要と判断をし、パブリックコメン

ト手続を経て同居親族要件を入居資格に含めるも

のといたしました。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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）

本件は、経済建設常任委員会に付託いたします。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 市道路線の廃止について、議案第１３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。

加藤市長。

議案第１２号 市道路線〇市長（加藤剛士君）

の廃止について及び議案第１３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１２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８０２０、路線

名、智東３線につきまして、調査により判明をし

た道有林林道との重複区間について北海道との協

議を経て道有林界が確定をしたことに伴い、路線

の終点及び延長を変更するため、一たん廃止をし

ようとするものであります。

次に、議案第１３号 市道の認定についてであ

りますが、本件は議案第１２号により廃止をする

整理番号８０２０、路線名、智東３線につきまし

て、路線の終点の変更により７１７メートルの

延長になることから、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を申し

上げます。

これより、議案第１２〇議長（黒井 徹議員）

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（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第１２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１２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（黒井 徹議員）

よって、議案第１２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１〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２３年度名寄市一般会計補正予算（第

６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。
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議案第１４号 平成２３〇市長（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、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ６億４６２万０００

円を減額をして、予算総額を１９９億６９０万

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０３９

万０００円の追加は、普通交付税や特別交付税

で措置されている病院の病床割と精神科などの不

採算部門の単価アップがあったこと、また基礎年

金拠出金に要する経費の算定があったことなどか

ら、繰出金を増額しようとするものであります。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費６００万円の追加は、今年度の降雪の状況

により増加をしている除雪及び排雪に係る委託料

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。各事業費の

確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債などの特

定財源の調整を行ったほか、１月末の収納状況等

から判断をして市税、使用料及び手数料などで必

要な調整を行いました。

１９款繰入金では、財政調整基金の繰入金を減

額をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

次に、第４表、債務負担行為補正につきまして

は、公設老人クラブ巡回警備委託料ほか６件を追

加をしようと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

度内に完了しない議会運営事業費ほか５件を繰り

越しを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。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第１４号の５２ページ、５３ページをお開きく

ださい。４款衛生費、１項４目病院費で名寄東病

院振興基金積立金４７３万０００円の追加は、

交付税で措置された経費について積み立てを行い、

老朽化部分の改修等に備えようとするものであり

ます。

５８ページ、５９ページをお開きください。６

款農林業費、１項２目農業振興費でエゾ鹿駆除対

策事業費の有害鳥獣焼却処理施設建物建築工事３

００万円の追加は、建物の構造を見直したことに

より事業費が増加となったものであります。

６２ページ、６３ページをお開きください。６

款農林業費、１項６目農地整備費で経営体育成基

盤整備事業費（名寄東地区）で６４１万００

０円の追加とため池等整備事業費（クラヌマ排水

地区）１４８万円の追加は、国の４次補正にお

いて事業が増加したことによるものであります。

次に、歳入について申し上げます。８ページ、

９ページをお開きください。１款市税におきまし

て市たばこ税で０００万円の追加は、当初見込

みよりたばこ本数の落ち込みがなかったことによ

るものであります。

１２ページ、１３ページをお開きください。１

５款国庫支出金におきまして子ども手当負担金

３００万円の減額は、平成２３年１０月以降の制

度改正によるものであります。

２０ページ、２１ページをお開きください。１

８款寄附金１０８万０００円の追加は、既に

予算化したものを除き２月８日までに寄附採納し

た一般寄附金、ふるさと納税寄附金などを予算計
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上するもので、寄附者の意向に沿い地域振興基金

のふるさと納税分に６０万０００円、地域振興

基金に７４７万０００円、地域福祉基金に１６

５万０００円、教育振興基金に７８万円、大学

振興基金に４万０００円、文化大ホール基金に

１５０万円、それぞれ積み立てするものでありま

す。

以上、補足説明とさせていただきます。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１４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）

５号 平成２３年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３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１５号 平成２３〇市長（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保険

給付費の科目間の調整と年度末における事業見込

みによる各費目の調整を行うものであり、歳入歳

出それぞれ６９８万０００円を減額をし、予

算総額を３３億５６１万０００円に、直診勘

定におきましてへき地診療所の運営費が国庫補助

対象事業になったことと診療収入の増加など費目

間の調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ２

２９万０００円を減額をし、総額を１億４５

９万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。２款保険給付費では一般被保険者と退

職被保険者間の療養給付費等の調整及び一般被保

険者療養給付費の減額により２５０万円を、３

款後期高齢者支援金等では前々年度精算分として

８４５万０００円を、７款共同事業拠出金で

は拠出額の確定により９５６万０００円をそ

れぞれ減額をしようとするものであります。

１１款諸支出金では、国保診療所経費に係る特

別調整交付分の繰出金として４１３万０００円

を追加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では現年課税調定額の減

額及び滞納繰り越し分の収納率の増加に伴う増額

等で７５５万円を、２款国庫支出金では療養給

付費等負担金の減額等で５０２万０００円を、

５款道支出金では各負担金の精算により３５４万

０００円を、６款共同事業交付金では交付額の

確定により５０１万０００円を、８款の一般

会計繰入金では保険基盤安定繰入金及びその他一

般会計繰入金で３７０万円をそれぞれ減額をし

ようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では需用費等で６４万０００円を、

２款医業費では使用料及び賃貸料等で１１１万

０００円を、３款施設整備費では風連国保診療所

空地整備工事費の不用額及び工事に伴って発生を

した地盤振動による隣接住宅損傷の賠償金を計上

し、５３万０００円をそれぞれ減額しようとす

るものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で３６１万０

００円を、２款使用料及び手数料では文書料で２
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８万０００円を、３款道支出金では電源立地地

域対策交付金で１４９万０００円を、４款繰入

金の事業勘定繰入金では４１３万０００円を、

５款諸収入では雑入で７万０００円を、７款国

庫支出金では国保診療所解体整備事業交付金で

９３０万０００円をそれ追加をし、４款繰入金

の一般会計繰入金では０４９万０００円を、

６款市債では解体整備事業費の５０％を交付金に

充当したことから０７０万円をそれぞれ減額し、

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（黒井 徹議員）

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１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２３年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３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１６号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ３１８万０００円を追加をし、

予算総額を２０億５２６万０００円に、サー

ビス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞ

れ３４万０００円を減額をし、予算総額を２億

７１８万０００円に、サービス事業勘定・風

連におきまして歳入歳出それぞれ１４０万００

０円を追加し、予算総額を１億１２０万０００

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。２款保険給付費では、居宅介護サービ

ス給付費で３３３万０００円を、地域密着型

介護サービス給付費で３１１万０００円をそ

れぞれ減額をし、施設介護サービス給付費で８

７０万円を追加しようとするものであります。

４款基金積立金では、前年度の介護給付費負担

金の精算等に伴い１２３万０００円を追加し

ようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金、６款道支出金では、前年度

における介護給付費負担金の精算等に伴う交付金

を追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄では人事異動に

伴う人件費の減額、サービス事業勘定・風連では

人事異動に伴う人件費及び備品購入費を追加しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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号は原案のとおり決定することに御

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（黒井 徹議員）

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 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 平成２３年度名寄市下水道事業特別会計補

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。

加藤市長。

議案第１７号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２０６万

０００円を減額し、予算総額を１１億９２６万

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

下水道事業費では、事業費の確定に伴う各費目の

調整により３０５万円を減額しようとするもの

であります。

２款公債費では、長期債償還元金で５０９万

０００円を追加しようとするものであります。

３款諸支出金では、国庫返納金で５万０００

円を、消費税で４０４万０００円をそれぞれ減

額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款使用料

及び手数料では使用料の減少により７５０万円を、

３款国庫支出金では事業費の確定により７８０

万０００円を、６款市債では事業費の確定によ

り１３０万円をそれぞれ減額をし、４款繰入金

では一般会計繰入金で３４７万０００円を追加

し、収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

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２１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

８号 平成２３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１８号 平成２３〇市長（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、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１１万円を

減額をし、予算総額を７４４万０００円にし

ようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により２０

１万円を、３款諸支出金では消費税で１０万円を

それぞれ減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では０００円を追加をし、２款使用

料及び手数料では１５７万０００円を減額しよ

うとするものであります。
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４款諸収入では消費税の確定により２６万円を

追加をし、３款繰入金では７９万０００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）

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２２ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

９号 平成２３年度名寄市簡易水道事業特別会計

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２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２３０万０

００円を減額をし、予算総額を１４８万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う調整により２

３０万０００円を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料で３３万０００円

を、給水工事検査手数料で４万０００円をそれ

ぞれ減額しようとするものであります。

２款繰入金では、一般会計繰入金で１９３万円

を減額して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２３ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

０号 平成２３年度名寄市公設地方卸売市場特別

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２０号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２６万００

０円を減額し、予算総額を８８５万０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、事業費の確定及び支出科目の振りかえによ
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り２６万０００円を減額しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い高の減少に伴い１３７

万円を減額し、収支の調整を図ろうとするもので

あります。

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２４ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２３年度名寄市食肉センター事業特別

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２１号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１万円を減

額して予算総額を９９９万円にしようとするも

のであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター施設整備事業費で２１万円を

減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

では、一般会計繰入金で２１万円を減額し、収支

の調整を図ろうとするものであります。

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（黒井 徹議員）

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２５ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

２号 平成２３年度名寄市後期高齢者医療特別会

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。

加藤市長。

議案第２２号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１５９万０

００円を追加をし、予算総額を３億３１万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、人件費及び住民基本台帳の法改正に伴うシ

ステム改修委託料等で２３６万０００円を追加

しようとするものであります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、広域
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連合事務費負担金の確定に伴い７７万円を減額し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

で７万０００円を、３款繰入金では事業費繰入

金で委託料の増額等により１０７万０００円を、

保険基盤安定繰入金で４４万０００円を追加を

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（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（黒井 徹議員）

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２６ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２３年度名寄市病院事業会計補正予算

（第４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２３号 平成２３〇市長（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、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、各種医療機器の賃貸借に

ついて債務負担行為を設定をしようとするもので

あります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして市

立病院の入院患者数の減少により入院収益で２

４５万０００円を、一般会計負担金では救急医

療確保に要する経費等で７０４万０００円を

それぞれ減額し、その他医業収益では人間ドック

等の医療相談収益で４８１万０００円を追加し

ようとするものであります。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

は基礎年金拠出金に要する経費等で３５７万

０００円を、他会計負担金では精神科病棟運営に

要する経費等で４７２万０００円をそれぞれ

追加し、負担金交付金では特別医師派遣負担金等

で５００万円を減額しようとするものであります。

次に、特別利益におきまして過年度の入院診療

報酬調定等で７２６万０００円を追加し、収益

の総額を７５億５７６万０００円にしようと

するものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で外来での医師の負担軽減のためメディカルアシ

スタントを配置したことなどにより０００万円

を、材料費では薬品、診療材料等で４６４万円

を、経費では電子カルテ関連機器導入に伴う保守

業務等で４３２万０００円をそれぞれ追加をし、

減価償却費では機器、備品等の減価償却で７６

０万０００円を減額しようとするものでありま

す。

次に、医業外費用におきまして雑支出では貯蔵

品非課税売り上げ消費税で７１４万０００円を

追加しようとするものであります。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で５２０万円を追加し、費用の総額を８０億

９６８万０００円にしようとするものでありま

す。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債では市立病院の周

産期医療体制整備事業、東病院の医療機器整備事
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業で９３０万円を、出資金では企業債償還金に

要する経費で４８６万０００円をそれぞれ減

額し、負担金では建設改良に要する経費で４０

０万０００円を追加、道補助金では新たな地域

医療再生基金で４０７万０００円を追加をし、

総額を６億９６７万０００円にしようとする

ものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費では市立病院

の周産期医療体制整備事業、東病院の医療機器整

備事業等で１５４万０００円を、償還金では

長期債償還元金で９３４万０００円をそれぞれ

減額をし、総額を８億４２８万０００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をするものであり

ます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして市立病院の薬品で８

５３万０００円を、給食材料で１４７万００

０円をそれぞれ減額をし、総額を８億０４９万

円にしようとするものであります。

次に、各種医療機器の賃貸借に係る債務負担行

為について申し上げます。微生物感受性分析装置

等４件の賃貸借について、それぞれ期間及び限度

額を設定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（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（黒井 徹議員）

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２７ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２３年度名寄市水道事業会計補正予算

（第４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２４号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、給水収益の減額や材料売却収

益等の減額により１０２万０００円を減額をし、

総額を６億５４６万０００円にしようとする

ものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で６１６万０００円を追

加をし、総額を６億６９９万０００円にしよ

うとするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では３１４万００

０円を減額をし、総額を２億８６５万円に、ま

た４款資本的支出では２９３万０００円を減

額をし、総額を５億８３７万０００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）
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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２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

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２８ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市一般会計予算、議案第

２６号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２７号 平成２４年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２８号 平成２４年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２９号

平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第３０号 平成２４年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算、議案第３１号 平成

２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、

議案第３２号 平成２４年度名寄市食肉センター

事業特別会計予算、議案第３３号 平成２４年度

名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３４

号 平成２４年度名寄市病院事業会計予算、議案

第３５号 平成２４年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１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２５号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計予算及び議案第２６号から議

案第３５号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、市立大学や市立天文台きたす

ばる、道立サンピラーパークなどの多くの財産を

活用し、総合的な地域振興、観光振興などを推進

していくことを念頭に、新総合計画後期計画の具

現化を最優先に予算編成をいたしました。

一般会計予算案は、前年度比２％減の１９４

億４９７万０００円となりました。普通建設

事業費が前年度比２８％減の２１億０５２万

０００円と大きく減少したことが主な要因であ

ります。また、収支不足を補う財政調整基金の取

り崩し額は３億５４３万０００円を予定をし

ております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

４年度国民健康保険特別会計外７特別会計の予算

総額は、前年度比５％増の８２億１６９万円

となっております。増減の大きなものは、国民健

康保険特別会計直診勘定で旧国保診療所の解体整

備事業が終了したことから前年度比２１％減少

し、一方で食肉センター事業特別会計では食肉セ

ンター改修工事費を盛り込んだことから前年度比

８７８％増と大幅な伸び率となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

７％増の１０５億１４８万０００円となり

ました。内訳は、病院事業会計で精神科病棟改築

事業費の増などにより６％増の９３億５８３

万０００円、水道事業会計で建設改良費の増加

などにより０％増の１１億５６４万０００

円となっております。

以上によりまして、平成２４年度全会計の予算

総額は前年度比２％増の３８２億８１４万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議題となっております議案第２５号外

１０件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。
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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（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号外１０件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２９ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）

６号 名寄市固定資産評価員の選任についてを議

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３６号 名寄市固〇市長（加藤剛士君）

定資産評価員の選任について、提案の理由を申し

上げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管する市民部長の職にある者

を選任をしております。本件は、本年１月１日付

の人事異動において市民部長に任命をした土屋幸

三を名寄市固定資産評価員に選任いたしたく、地

方税法第４０４条第２項の規定により議会の同意

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３６号は同意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３６号は同意することに決定い

たしました。

日程第３０ 報告第１〇議長（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１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。

事件の内容は、本市が発注した風連国保診療所

空地整備工事において、建物の解体工事中に発生

した地盤振動が原因で当該工事場所に隣接をする

相手方所有の住宅の壁に亀裂が生じる損害を与え

たものであります。当該工事の施工業者には、工

事委託契約書に規定している過失は認められず、

本市が修繕費用として８５万３７０円を負担す

ることで示談が成立をし、和解したところであり

ます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により御

報告申し上げます。

これより、報告第１号〇議長（黒井 徹議員）

について質疑に入ります。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）

報告第１号を終結いたします。

日程第３１ 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
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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６月３０日をもって

野田正昭委員が任期満了となります。

本件は、退任となる野田委員の後任として関下

冨士夫氏を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。

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３月１日から３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３月１日から３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 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 日根野 正 敏
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