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平成２２年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２２年１１月３０日（火曜日）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２２年第３回定例会付託議案第１

号 名寄市パブリック・コメント手続

条例の制定について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 平成２２年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市児童館条例の制定について

（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 平成２２年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市児童クラブ条例の制定につ

いて（総務文教常任委員長報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第２号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市職員の給与に関す

る条例等の一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例等の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市育英奨学条例の一

部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市風連サンシャイン

ホール設置及び管理に関する条例の一

部改正について

議案第８号 名寄市風連福祉会館条例

の一部改正について

議案第９号 名寄市風連日進レクリエ

ーションセンター条例の一部改正につ

いて

議案第１０号 名寄市西風連コミュニ

ティセンター条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について

日程第14 議案第１２号 名寄市保健センター設

置条例の一部改正について

日程第15 議案第１３号 名寄市風連国民健康保

険診療所条例の一部改正について

議案第１４号 名寄市風連国民健康保

険診療所診療報酬その他料金徴収条例

の一部改正について

日程第16 議案第１５号 名寄市風連地区子育て

支援条例を廃止する条例の制定につい

て

日程第17 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市北国雪国ふるさと交流

館）

議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市雪わらべ雪冷貯蔵施設）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）
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議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市立食肉センター）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場）

日程第18 議案第２５号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第２６号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２７号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２８号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２９号 平成２２年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第23 議案第３０号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 決議案第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回

を求める決議

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２２年第３回定例会付託議案第１

号 名寄市パブリック・コメント手続

条例の制定について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 平成２２年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市児童館条例の制定について

（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 平成２２年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市児童クラブ条例の制定につ

いて（総務文教常任委員長報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第２号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市職員の給与に関す

る条例等の一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例等の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市育英奨学条例の一

部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市風連サンシャイン

ホール設置及び管理に関する条例の一

部改正について

議案第８号 名寄市風連福祉会館条例

の一部改正について

議案第９号 名寄市風連日進レクリエ

ーションセンター条例の一部改正につ

いて

議案第１０号 名寄市西風連コミュニ

ティセンター条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について

日程第14 議案第１２号 名寄市保健センター設

置条例の一部改正について

日程第15 議案第１３号 名寄市風連国民健康保

険診療所条例の一部改正について

議案第１４号 名寄市風連国民健康保

険診療所診療報酬その他料金徴収条例

の一部改正について

日程第16 議案第１５号 名寄市風連地区子育て

支援条例を廃止する条例の制定につい

て

日程第17 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市北国雪国ふるさと交流

館）
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議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市雪わらべ雪冷貯蔵施設）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市立食肉センター）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場）

日程第18 議案第２５号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第２６号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２７号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２８号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２９号 平成２２年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第23 議案第３０号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 決議案第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回

を求める決議

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

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

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員
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市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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これより平成２２年〇議長（小野寺一知議員）

第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１４番、渡辺正尚議員、２０番、

川村正彦議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は２４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 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１５番 高 橋 伸 典 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１４日ま

での１５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１号 名寄市パブリッ

ク・コメント手続条例の制定についてを議題とい

たします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２２年第３回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第１号 名寄市パブ

リック・コメント手続条例の制定につきまして、

委員会における審査の経過並びに結果を御報告申

し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、佐々木総務部長を初め担当職

員の出席を願い、本条例の内容などについて詳細

に説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように平成２２年４月に施行されました

名寄市自治基本条例に定める市民参加制度の一つ

として制度化を目指すものであるとともに、制定

により政策決定過程における市民参加、情報共有

が図られ、より一層の市民と連携、協力したまち

づくりの推進を達成しようというものであります。

逐条解説を含め、より詳細に条例の内容につい

て説明を受けた審査１回目の委員会で各委員から

出されました主な質疑では、第５条の政策等の案

の公表等にかかわり、条例文の中に周知について

盛り込むべきではないかに対しては、第３項で実

施機関が指定する場所での閲覧または配布、イン

ターネットを利用した閲覧の方法を定めているが、

住民周知については広報を含め検討したい。また、

新聞報道、広報欄を使って周知あるいは市の情報

公開コーナーの活用を考えていると答弁がありま

した。

また、第３条の対象にかかわり、第６項で定め

る主な公の施設とは、また新築の場合は主要な公

の施設でなくても実施が必要ではないかの質問に

対しては、主要な施設は多くの市民が利用する施

設、市民生活に重大な影響を及ぼす施設、例えば

福祉センター、スポーツセンターなどが考えられ

る。新築の場合、すべてが対象となるのではなく

児童公園等地域が限定されるもの、特養等利用者

が特定されるものは省くこととし、実施機関で判

断するなどの答弁がありました。

この後、委員会では審査の正確性をより高める

という見地から、次回の委員会開催まで質問事項

を文書で担当課に提出し、他の条例との整合性や

理事者の考え方などについて一定整理を行ってい
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ただくこととしました。

２回目の委員会までに各委員から提出された質

問は１３項目でありました。内容は、第２条、定

義関係で２件、第３条、対象関係で２件、第４条、

適用除外関係１件、第５条、政策等の案の公表等

関係６件、第６条、意見等の提出関係２件でした。

主な内容としては、第２条、定義にかかわり、

第１項で提出された意見等を考慮して意思決定を

行うとしているが、自治基本条例では重要な政策

決定の過程において市民の意見を反映させるため、

公聴会制度及びパブリックコメントなどの意見公

募制度などとうたっている。この考慮と反映の整

合性は。第３条、対象では、第１号及び第２号で

市の基本的な構想、制度にかかわり、制定または

改廃としているが、基本的な構想や計画、制度は

改正したり廃止を意味する改廃ではなく、決めら

れた物事などを変える変更と表現することが適正

ではないか。第４条、適用除外では、第１号に政

策等の策定が次の各号のいずれかに該当するもの

はこの条例に適用しないとあるが、だれが認め、

だれが適用除外と判断するかという観点から第４

条でも明示することが必要ではないか。第５条、

政策等の案の公表等では、政策案を策定する際に

検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機

関の考え方も公表したほうがよいのではないか、

また項目に加えるべきではないか、さらに第２項

第１号に経過を加えるべきではないか。第６条、

意見等の提出では、第２項第５号にあるその他実

施機関が必要と認める方法とは。さらに、第３項

に電話番号や利害関係者を有することを証する事

項などは必要ないのかなどの質問がありました。

これに対し、考慮と反映の整合性については、

政策等の案に内容をよりよいものにするために提

出された意見を十分考慮し、その結果反映すべき

意見については反映するが、提出された意見をす

べて政策等へ反映するということではない。改廃

の表現については、変更を含めて改廃と表現して

いる。第４条内での適用除外明示については、第

２条第１号の条例からパブリックコメント手続の

実施主体は実施機関となることから、第４条に基

づきパブリックコメント手続の適用除外の判断を

することになる。論点と経過などの公表について

は、第５条第２項第１号で政策等の案を作成した

趣旨、目的及び背景を公表することとしており、

この中で策定に至った経緯や経過、名寄市におけ

る状況、課題なども包括される。電話番号や利害

関係者を有することを証する事項の必要性につい

ては、電話番号は不要、利害関係については本人

の申請によるものとし、証するものの添付などは

求めていないなどとそれぞれ答弁がありました。

３回目の委員会は、議会基本条例第５章第１１

条、自由討議による合意形成の第２項に基づき佐

々木総務部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いましたが、過去２回の委員会

で十分議論が尽くされたことから発言はありませ

んでした。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第１号 名寄市パブリック・コメント

手続条例の制定につきましては、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

大石健二議員。

２点ほどちょっと確認〇６番（大石健二議員）

をさせていただきたいと思います。

委員会の議論経過についてお聞きをしたいので

すが、名寄市も長寿社会で、たしか高齢化率が２

５５だったかなという記５がございます。こう

した長寿化、長命化の中で名寄市パブリック・コ

メント手続条例という条例名について片仮名言葉

ではなく日本語名で、わかりやすい日本語名での

表記についての議論経過があったかどうかお尋ね

をしたいと。
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もう一点ございます。たしか４条のほうで適用

除外について明記をされていたなと思うのですが、

この適用除外の１項の中で迅速または緊急を要す

るものについてはこの限りではないというような

理解なのですけれども、この緊急条例制定につい

て後日その政策の制定についての理論、理由、こ

れの発表についてどのような議論経過があったか、

これについてお聞きをしたいと。

以上２点です。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

ただい〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

ま大石議員のほうから２件御質問をいただきまし

た。

まず、表記のこの名寄市パブリック・コメント

手続条例ということで、片仮名を日本語にという

話でありましたけれども、委員会では議論はあり

ませんでした。

また、適用除外の緊急条例の関係については、

いずれにしてもパブリック・コメント手続条例を

やることは実施機関がやることでありますので、

そこは実施機関の部分での議論はありましたけれ

ども、よりわかりやすい、あるいは先ほども委員

長報告の中で述べさせてもらいましたように経過

についてもしっかりお知らせするべきではないか

という議論はありましたけれども、具体的に緊急

条例についての議論というのはしておりません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

例えば緊急で、あるい〇６番（大石健二議員）

は迅速を要するものであれば、議論の中でどうい

う煮詰めがあったかわかりませんけれども、時限

条例として扱って後日パブリックコメントを、市

民要望を、意見を募集するという手だてもあった

のかなというふうに考えたものですから。また、

今回のこの名寄市パブリック・コメント手続条例

についてもどのような理由で政策の策定に至った

かという理由の公表もあわせて必要だろうという

ふうに考えたものですからお聞きしたわけですが、

いかがでしょうか。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急条〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

例の関係については、いずれにしても審査の中で

はこのパブリック・コメント手続条例に適用をし

て市民から意見を受けるか受けないかについては、

一定程度庁議で最終決定をするということであり

ますので、そのことにおいて緊急性があれば庁議

の中で決定をして市民の皆さんにパブリックコメ

ントを受けるということになるというふうに思い

ますし、実施機関についてそれぞれその場合に実

施機関があるわけでありますので、そこがより市

民の皆さんから意見を得られるように、先ほども

委員長報告の中で申し上げましたようにこの条例

は自治基本条例に基づく政策決定における市民参

加、情報共有化が図られ、より一層市民の連携、

協力したまちづくりの推進を達成するということ

が目的でありますので、それに適応した対応をし

ていただけるというふうに我々は判断をいたしま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第２号 名寄市児童館条

例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。
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議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２２年第３回

定例会におきまして当委員会に付託されました付

託議案第２号 名寄市児童館条例の制定につきま

して、委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、鈴木教育部長を初め担当職員

の出席を願い、本条例の内容などについて詳細に

説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように現行の名寄市女性児童センター条

例のうち、他の社会教育施設でも行っている女性

センター業務を廃止し、新年度以降同施設を児童

センター業務のみにすることに加え、合併特例期

間の満了に伴い、特例区事業である風連児童クラ

ブと児童館業務を分離して管理運営することが必

要になったことから、現行の２条例を廃止し、児

童が利用する施設として内容を同じくする名寄地

区と風連地区の２つの施設の設置根拠を明示する

条例として新たに名寄市児童館条例を制定しよう

というものであります。

条例の内容について説明を受けた審査１回目の

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

第３条、事業について、その他管理者が認めたこ

ととあるのはの質問に対しては、町内会館のない

２０区、２１区が利用しており、そのことを視野

に入れていると答弁がありました。また、第６条、

開館時間及び休館日にかかわって、開館時間が児

童館は午後５時、児童クラブは午後６時半となっ

ているが、整合性はの質問には、名寄市児童生徒

補導協議会では子供たちの帰宅時間を夏は午後６

時、秋、冬は午後５時３０分としており、これに

あわせ児童クラブについては迎えに来る保護者の

勤務時間もあって午後６時半としたと答弁があり

ました。さらに、以前の働く婦人の家条例を女性

児童センター条例に変更する際の委員会審査で女

性活動の拠点としていくこととしていたが、今回

は女性センターの役割は終えたとしている。男女

共同参画を推進する教育委員会としての見解は。

社会人と学生が利用している場合もある。その場

合の見解はの質問には、女性活動の拠点及び支援

は他の社会教育施設でも対応しており、今後の対

応も可能と判断している。教育委員会としては、

これからも女性の活動の活性化に努めたい。基本

は子供たちのやかたと考えたいが、体育館の利用

については内部協議していると答弁がありました。

しかし、当委員会としてはより慎重に審査を行う

ため、参考資料として施行規則の提出を求めると

ともに、開館時間の設定にかかわり、小学校の下

校時間の状況と見通し、児童の帰宅時間の定めに

ついての資料を求めたところです。

２回目の委員会では、審査対象とはなりません

が、提出を求めた施行規則について説明を受け、

小学校の下校時間については新指導要領の改訂に

より授業時間が増加することに伴い、下校時間が

遅くなる傾向が明らかになったところです。具体

的には平成２３年度以降、小学校高学年は６時限

授業が増加、帰宅時間は５時限のときは１５時５

分ごろ、６時限のときは１５時４０分ごろとなる

とともに、名寄市児童生徒補導協議会による校外

生活の決まりでは、帰宅時間については小学生が

５月から９月まで午後６時、１０月、１１月、３

月、４月は午後５時、１２月から２月までが午後

４時、中学生は４月から９月まで午後７時、１０

月から３月までは午後６時、高校生は午後９時と

なっていることが明らかになりました。

委員からの主な質疑では、児童館の開館時間は

午前９時から午後５時までとなっているが、夏に

ついては午後５時３０分でもよいのではないか、

町内会の利用が拡大していくことにならないのか

などの質問がありました。これに対し、開館時間

については原則は原則ですが、第６条第２項で管

理者が特に必要と認めたときは開館時間及び休館

日を変更することができるとしており、状況によ

っては柔軟に対応したい。町内会の利用について
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は、町内会館を持たない２０区、２１区が利用し

ているとともに、栄町区、中島区も利用している

などの答弁がありました。

３回目の委員会では、議会基本条例第５章第１

１条、自由討議による合意形成の第２項に基づき

鈴木教育部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いました。委員からは、町内会

の利用について質疑が出されましたが、審査対象

とはならない施行規則にかかわる事柄であるため、

委員会としては他の町内会に理解が得られる範囲

内での対応を求めるにとどめたところです。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第２号 名寄市児童館条例の制定につ

きましては、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第５ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第３号 名寄市児童クラ

ブ条例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２２年第３回

定例会におきまして当委員会に付託されました付

託議案第３号 名寄市児童クラブ条例の制定につ

きまして、委員会における審査の経過並びに結果

を御報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、鈴木教育部長を初め担当職員

の出席を願い、本条例の内容などについて詳細に

説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように合併特例区の期間満了により風連

町児童クラブ設置及び運営に関する規則が失効と

なり、失効以降風連児童クラブの運営は市に移管

されることに伴い、現行の名寄地区における児童

クラブ設置条例である名寄市児童クラブ条例を廃

止し、新たに２本の規定を統合した名寄市児童ク

ラブ条例を制定しようというものであります。

条例の内容について説明を受けた第１回目の委

員会で各委員から出されました主な質疑では、第

８条、使用料にかかわり、日割り計算についての

規則で対応するということだが、概要はの質問に

は、規則では短期間というものはないが、基本的

に利用可能と考えている。短期間利用についての

方針は、今後も考えたいという答弁がありました。

また、年間利用料収入はどの程度を見込んでいる

のか。児童クラブにかかわり、市の支出はどの程

度かの質問には、利用料収入見込みの正確な数値

は次回提示したい。市の支出については、２１年

度実度で度クラブは６６２度 ０００度、うち補

助金は３０５度 ０００度、一方風連は７７５度

０００度で、うち補助金は２７３度 ０００度 

となっていると答弁がありました。さらに、減免

措置については在籍者だけではなく世帯として考

えられないか、民間とのバランス、連携について

の議論経過はなどの質問には、世帯としては議論

していない。在籍者として考えている。民間とは

利用時間に差があるとともに、延長についても差

があるので、バランスはとれていると考えている。

連携については直接的ではないが、民間が利用し
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ている経過があると答弁がありました。利用料に

かかわり、近隣施設、類似施設との比較及び考え

方、記載されていない定員に対する考え方につい

て資料要求を行うとともに、基本的考え方を整理

し、次回の委員会での報告を求めました。

２回目の委員会では、要求した資料についての

説明がありました。まず、児童クラブの定員の考

え方について、現状は度クラブが定員５０名に対

し２２年７月の登録児童数は８５名、一方風連児

童クラブは定員１２０名に対し登録児童は５４名

であることが報告され、受け入れ人数の目安とな

る人数を規則の中で定めると答弁がありました。

一方、児童クラブの利用料金の平成２３年の見込

額については、度児童クラブでは２８８度度、風

連児童クラブで１８０度度と報告されるとともに、

使用料の受益者負担の考え方については度クラブ

は平成１７年４月に現条例が制定され、有料化さ

れている。当時は、全道３３市中２８市に受益者

負担があり、うち１３市が ０００度から ００ 

０度であったが、利用者から負担してでも民間と

の保育内容の格差是正が求められたことから、利

用者が特定されるサービスについてはおおむね５

０５負担を原則に算定し、使用料を ０００度と

算出したと説明がありました。また、今回の調査

において類似市では公設である１５市中５市が無

料、有料額については ５００度から１度度、サ

ービス内容にーいがあるが、ーー計算で平均 ４

７０度となること、利用者負担率は度クラブが平

成２０年度決算で６ ８５、２１年度決算で６ 

４５であること、使用料、手数料及び負担金、補

助金見直しの考え方については、児童クラブは利

用者が特定されるサービスに区分される。施設改

善など度クラブで２１年度に９９度 ０００度で

改修しており、２２年度も改修計画がある。また、

風連児童クラブも２２年度 ０４７度 ０００度 

の改修工事を行っており、これらを含めると受益

者負担 ０００度はおおむね負担率５０５となる

と説明がありました。さらに、同一世帯で以前に

児童クラブを利用した世帯の低減については、認

定のためのルールづくりと確認作業が必要及び利

用申し込み手続が煩雑になることから、現制度で

は難しいという判断が示されました。しかし、各

委員からは受益者負担のあり方、無料から ００

０度となる風連クラブの軽減策、開館時間のあり

方などに質疑が集中したところです。

３回目の委員会では、議会基本条例第５章第１

１条、自由討議による合意形成の第２項に基づき

鈴木教育部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いました。委員からは、特に使

用料にかかわって、風連地区では特例期間中の５

年間は無料となっており、一定程度負担の軽減が

図られている。２３年度以降については、原案の

とおり使用料を統一して運営すべきとする意見、

過去の議会で教育委員会は経過措置の検討を答弁

している経過がある。また、保育料の統一を初め

として子育て世代の負担が増加しているため利用

料を軽減するなど一定の経過措置が必要とする意

見、負担率が平成１７年当時おおむね５０５とし

ながら現行は６０５を超えている。両クラブとも

負担率は５０５にすべきという意見に分かれたと

ころです。

しかし、委員間討議を行った結果、今後におい

て負担率原則５０５に近づける検討を強く求める

とともに、特例期間中の５年間は無料として負担

軽減を図ってきたものの、過去の議会答弁との整

合性、統一保育料の実施などに伴い、子育て世代

への負担がふえている状況を考慮する一方、各種

公共施設の使用料の統一協議が２３年度に実施さ

れる見込みであることから、前例としないことを

原則に附則第４項の次に第５項、名寄市風連児童

クラブの利用に係る使用料は、第８条第１項の規

定にかかわらず、平成２３年４月１日から平成２

４年３月３１日までの間、同条第１項中 ０００

度を ０００度と円みかえるものとするを加える

一部修正案が全委員より提出され、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
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正部分を除く部分を原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第３

号は委員長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３０分

再開 午前１０時３０分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第６ これより行政報告を行います。

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２２年第４回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

まず初めに、本年度の文化賞等、各種表彰につ

いて申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、柴田敏郎さんに文化奨励賞を授与いたし

ました。

柴田さんは、本市在住１４年余りの期間、「薬

草試験場」の愛称で親しまれる「薬用植物資源研

究センター」において、一貫して北方系薬用植物

の栽培、導入及び改良に御尽力されています。

本市における長年の研究成果として、平成１９

年に食用、薬用に適性を持つハトムギの新品種

「北のはと」の品種登録に成功し、栽培方法を確

立され、道内の栽培実度は着実に増えています。

また、かつての「生薬のまち名寄市」を全国に

再発信するために開催した「薬用植物に関するワ

ークショッー」は８回を数え、全国から延べ ５

００人が参加されました。特に、平成１９年のワ

ークショッーで発案した「薬膳弁当」は、市内業

者が製造販売して人気を博しました。

その知識を活かし、講師として多くのサークル

で指導されるなど、多岐にわたる活動を通して、

本市に多大な貢献をいただいています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、産業経済、教育文化、住民運動実践の各分野

において市勢の発展に寄与された１４個人の皆様

に功労表彰を、多額の寄附によりお力添えをいた

だいた８個人、１７団体及び交通安全の奉仕活動

を長年にわたり続けていただいた１個人に善行表

彰をお贈りいたしました。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝を願っております。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民の意見を反映した協働のまちづくりを進め

るため、町内会連合会と連携して、名寄地区６会

場、風連地区４会場でまちづくり懇談会を開催し

ました。

本年度は、「市民と協働のまちづくりについ

て」をメインテーマに、市民の皆様と意見交換を

行いました。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、２人の高校生を７月２４日から９月２３日

まで派遣し、ホームステイをしながら、リンゼイ

市民との交流を深めてきました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、名寄・

ドーリンスク友好委員会を中心に一般応募の市民

を含む１２人が９月９日から１２日の日程で訪問

し、ドーリンスク市創立１２６周年記念式典に参
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加したほか、来年度迎える友好都市提携２０周年

を記念して、友好委員会による「エゾヤマ桜」の

植樹が行われました。この他にも市内の施設見学

やアマチュア民族コンサートの鑑賞など、温かな

歓迎の中で交流を深めてきました。

次に、国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会が１０月２４日、東京都内

のホテルに約９０人が参加して開催され、本年度

のスキーツアーなどの事業計画が承認されました。

本市が誇る日本一の「ひまわり」と「星空」にち

なんだ映画「星守る犬」が市内で撮影され、来年

夏に公開となることなどを紹介し、ふるさと名寄

のＰＲについて、一層の支援をお願いしたところ

です。

次に、「なよろ健康まつり」について申し上げ

ます。

２３回目を迎えた「なよろ健康まつり」は、名

寄市立大学など各団体と協力・連携して、「みん

なで広げよう健康の輪」をテーマに９月２５日、

総合福祉センターで開催しました。

約５００人の市民が来場し、動脈硬化検査、体

内健康測定、骨密度測定、歯の健康コーナーでの

健康チェックなど、生活習慣の見直しの機会とし

て、健康に対する意識啓発を図ったところです。

次に、インフルエンザ対策について申し上げま

す。

本年は、新型と季節型のワクチンが一本化され、

新たなインフルエンザワクチンの予防接種が各医

療機関において実施されています。

予防接種費用の支援については、国の事業とし

て市民税非課税世帯及び生活保護世帯に対して全

額助成とされたことから、チラシの全戸配布やま

ちづくり懇談会を通じて、市民への周知を図りま

した。

本格的な冬を前に、道内では、インフルエンザ

の流行の兆しも見えていることから、引き続き、

手洗いやうがいの基本的な予防対策や早期ワクチ

ン接種の呼びかけなど、積極的な予防対策に努め

てまいります。

次に、市立総合病院について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における患

者者扱い状況は、入院患者数が延べ５度 ３２９

人で前年に比べ ０７７人の減人となり、外来の

者扱い患者数でも、延べ１２度５９０人と前年比

８３５人の減人となっています。

医業収支の状況は、医業収益が３３医 ０４９

度９千度となり、前年同期に比べ１０ ６パーセ

ント、金額で ６４７度２千度の増となりました。

主な内主では、入院収益で １２９度３千度の増、

外来収益で７０１度２千度の増となっています。

また、医業費用は３２医 ３８６度８千度と、

前年同期に比べ１０ ２パーセント、金額で１医

１２１度度の増となりました。主な内主では、給

与費は前年比の１０ ０パーセント、金額で ９ 

６３度４千度の増、薬品費・診療材料費などの材

料費は、前年比１０ ８パーセント、金額で ４ 

７２度５千度の増となっています。

この結果、上半期の医業収支については、差し

引き１医６６３度１千度の医業利益となりました。

入院・外来患者数とも前年比で減人しています

が、ＤＰＣ導入による診療ー価の増及び診療報酬

改定により、収益の確保につながったものです。

患者数の減人により、厳しい状況は続きますが、

入院収益をはじめとする医業収益の確保に努める

とともに費用の節減を図り、経営の健全化に向け、

より一層努力してまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で延べ１度 ７３５人、前年同

期と比べて１１８人の減人となり、外来では延べ

６６９人、同じく１０３人の減人となりました。

収支収では、事業収益が２医 ４１７度度で、

前年同期と比べ約１０４度度の減収となっていま

す。

事業費用は２医 ５７７度度で、前年比約７１

６度度の増加となり、差し引き約１６０度度の医
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業損失が計上されたところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２２年度「長寿を祝う会」を９月１８日、

総合福祉センターで開催しました。長年にわたり

本市の発展に御尽力いただいた１０６歳の最高齢

者から白寿、米寿を迎えられた１６１人の方々を

お招きして、お祝いを申し上げ、記念品を贈呈い

たしました。また、７５歳以上を対象に町内会な

ど７４団体が開催した「どど会」では、 ７６６

人の方々が祝福されています。

救急医療情報キット、通称「命のカーセル」に

ついては、現在、約 ２００個を配布し、７０５

個の設置が確認されています。

高齢者総合相談支援については、高齢者の生活

や介護、福祉、健康保持など５２４件の相談があ

りました。件数は年々増加し、内容も複雑多岐に

わたることから、専門職によるチームを編成し、

他機関と連携して対応に当たっています。

高齢者の虐待状況については、平成２２年度に

入り６件の通報がありました。調査の結果、現段

階で虐待行為と判断される事例はありませんが、

今後、虐待行為へ移行する可能性がある４件につ

いては、家族への支援、見守りを継続しています。

次に、廃棄物対策について申し上げます。

秋の清掃週間に合わせ、９月２８日から５日間、

内淵一般廃棄物最終処分場において、搬入ごみの

分別指導を実施しました。環境衛生推進員の協力

のもと、生ごみ・資源ごみの混入防止及び近隣耕

作地のカラス被害の縮減を目的に者り組んだもの

です。

古紙類やアルミ缶など資源ごみの混入が多く、

また、事業所・個店からの排出ごみにも混入が見

られたことから、分別排出マニュアルの配布、説

明、指導、一部持ち帰りなど、分別の指導と適正

処理の啓発を実施しました。

今後も定期的に処分場における分別指導を実施

するとともに、事業所・個店を訪問して、ごみの

適正処理への啓蒙・啓発に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在の災害出動状況は、火災件数が１

１件で前年同期と比べ２件の増となり、死傷者に

ついては、残念ながら焼死者１人、負傷者２人と

なっています。

救急件数については、８６２件で前年同期と比

べ３５件の増となっています。

本年度実施事業については、通信指令装置及び

無線サイレン制御装置の更新、非常用自家発電設

備の新設工事を行い、１月下旬には全ての装置、

設備が稼働する予定です。

防火対策については、１０月１５日から３１日

まで「秋の全道火災予防運動」を展開しました。

市内量販店における火災予防及び住宅用火災警報

機のＰＲ、ハイヤー会社、バス会社の協力による

広報ポスター等の掲示、火災予防パレード、タン

クローリー検査、チラシ配布など、住宅用火災警

報器の普及、防火対策の啓発などを実施していま

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

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸の全収改善工事が、１１月末で完成しました。

北斗団地は、鉄筋コンクリート造２階建て１棟１

２戸の建設工事を９月に着手し、１１月末現在の

進捗率は約１７パーセントとなっています。

また、新北斗団地２棟８戸の解体工事について

は、住み替え住宅等への転居終了後、年明けの発

注を予定しています。

改善事業では、昨年度から２ケ年計画で進めて

いる全団地を対象とする住宅火災警報器の設置が、

年度内に完了する予定です。

次に、公園整備について申し上げます。

「徳田ふれあい公園」の施設改修については、

北海道が実施する「豊栄川河川総合流域防災事

業」の河川拡幅に伴う公園敷地の買収及び施設の

移設補償費により進めてきましたが、１１月に完

了し地域の方々に御利用いただいています。
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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

事については、国道２３９号線ほか５路線、延長

２５２メートルが完了し、現在は道道２名寄線、

延長２５０メートルの整備を進めています。

ど朽管更新工事については、徳田しらかば通ほ

か５路線、 ０４９メートルが完了し、現在は１

６線道路、延長２９６メートルの整備を進めてい

ます。

また、計量法に基づく水道量水器者替工事につ

いては、対象量水器 ４２３いについて概ね完了

となっています。

次に、下水道事業について申し上げます。

ど朽化した施設の改修工事については、名寄下

水終末処理場の消化タンク設備更新工事の進捗率

が７０パーセントとなり、３月中旬の完成に向け

順調に進んでいます。

個別排水処理施設整備事業については、名寄地

区、風連地区それぞれ６基の合併浄化槽が供用開

始され、現在、風連地区で２基の整備を進めてい

ます。

次に、上下水道料金の納付方法について申し上

げます。

上下水道料金の納付方法の拡大と収納対応の強

化を目的として、本年１０月よりコンビニエンス

ストア収納を導入しました。これにより、地域や

時間を問わず納付が可能となり、サービスの向上

が図られています。

次に、道路整備について申し上げます。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業につい

ては、西６条通改良舗装工事を１０月末に完了し

ました。

社会資本整備総合交付金事業については、豊栄

西１０条仲通改良舗装工事、風連地区北栄１丁目

線歩道改良工事などが完了しており、１９線道路

加東橋上部工事は１２月末に、度２丁目通改良舗

装は１月末に、それぞれ完成を予定しています。

また、北海道からの受託工事である徳田しらか

ば１号通改良舗装工事については、１２月の完成

を予定しています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

主要農作物の農作業及び生育状況については、

６月からの高温に続き７月からは降雨の影響を受

け、収穫作業は順調に進んだものの、いずれの農

作物も品質・収量ともに平年を下回る結果となり

ました。

水稲については、収穫作業終了が９月２５日と

なり、平年と比べてもち米で８日、うるち米で７

日早く終了しています。

１０月１５日現在で公表された農林水産省の作

況指数は、全国、北海道ともに９８、上川は９７

となりました。本市の１１月１１日現在の出荷状

況については、もち米２４度 ４１５況、うるち

米２度５２６況、合計２６度 ９４１況となり概

ね９７パーセントの出荷率で、一等米比率は９９

パーセントと品質・収量ともに昨年を上回る状況

となっています。

畑作については、湿害の影響が全般的に見られ、

作況については馬鈴しょ、小麦、てんさいが「不

良」、豆類は「やや不良」となり、野菜では、か

ぼちゃ、玉ねぎが「不良」で、スイートコーンは

「やや不良」となっています。

次に、米政策について申し上げます。

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づく本年度

の生産目の数量は、もち米が対前年比 ３パーセ

ント増の１度 ３８７トン、うるち米は２ ２パ 

ーセント減の ６６３トン、合計でほぼ前年並み

の１度 ０５０トンの配分となっています。また、

加工米を含めた水稲作付収積は、対前年比 ５パ

ーセント増の ３２６ークタール、水稲耕作者は

１５戸減の４１４戸となりました。

本年度の戸別所得補償モデル対策事業について

は、米戸別所得補償モデル事業では、対象農家４

１４戸、対象水田 ７２０ークタールで、交付額

は４医８０６度度となり、転作部分の水田利活用

自給力向上事業では、対象農家７０２戸、交付対
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象収積 ７７０ークタールで、全道の作付収積の

増加に伴い交付ー価が調整され、本市への交付額

は６医 ２８９度度となっています。これには変

緩和措置調整枠３医４５４度度、耕畜連携粗飼料

増産対策事業５０度度、作付拡大条件不利補正交

付金 １２７度度、自給力向上付付的作物緊急付

要拡大事業１８２度度を加えた総額では、１３医

９０８度度を見込んでおり、交付金の概ね９割

の年内支払に向け、交付事務を進めています。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間地域等直接支払制度については、本年度

から新たに向こう５年間の３期目対策に者り組ん

でいます。傾斜区分などの変更に伴い対象地が減

人したために、本年度の交付額は昨年度に比べ

３３４度度の減となり、名寄地域集落 ２０７度

度、風連地域集落 ３１９度度の交付を見込んで

います。

農地・水・環境保全向上対策については、本年

度９地区で１医 ４７６度度の交付が予定されて

おり、おに１医 １６１度度が地域活動組おに交

付され、農地や農業施設の保全活動などが者り組

まれています。

次に、畜産について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野では、６月

４日から１０月２３日までの１４１日間に延べ２

度 ５６５万を、万子万地区共同牧場では、６月

１１日から１０月２５日までの１３６日間に延べ

１度 ０１６万を、市内１農家２３戸から受１対

象牛を主体に受け入れました。適正な飼養管理に

より高い受胎率を実現し、個体の資質向上を図っ

ています。

また、本年４月２０日に国内で発生した口蹄疫

は、１０月６日に政府が国際獣疫事務局に対して

清浄国の復帰申請を行ったことを受け、北海道は

一部の対策を除き休止としたため、本市において

も１１月８日に侵入防止対策協議会を開催し、者

組の一部休止を確認したところです。この間、御

協力いただいた関係機関・団体の皆様にお礼を申

し上げます。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

平成１８年度より実施してきた「道営地域水田

農業支援緊急整備事業」の名寄地区及び「道営農

地集積加速化基盤整備事業」の瑞生地区について

は、区画整理、暗渠排水、客土、用排水路などの

整備を行い、本年度で事業完了となります。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」の共和地

区及び名寄東地区については、本年度分の工事を

全て発注し、現在、秋・冬工事として暗渠排水、

区画整理及び用排水路の整備を行っています。

また、「道営基幹水利施設ストックマネジメン

ト事業」の弥生地区については、万首工ゲート、

揚水機場などの改修を行っています。

次に、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）への参加に

ついて申し上げます。

政府は、１１月９日に包括的経済連携に関する

基本方針を決定し、関係国との協議を開始すると

しました。

ＴＰＰに参加した場合、関税が原則１００５撤

廃となり、また金融、保険、医療など幅広い分野

の規制廃止を目指すとしていることから、北海道

の農業を始め、地域経済社会の崩壊につながる深

刻な状況に直収することが強く懸念されます。

上川地区では仮称でありますが「ＴＰＰ上川地

方対策連絡協議会」を立ち上げ、１２月下旬に２

川市において「上川地域を守る総決起大会」を開

催する予定となっています。

本市におきましても関係市町村はもとより、農

業関係団体、商工関係団体、消費者関係団体など

と連携しながら、上川地域を守る総決起大会に参

加してまいります。

次に、林業事業について申し上げます。

森林所有者の負担軽減と優良森林資源確保のた

め、平成１３年度に北海道のー独事業として創設

された「２１世紀北の森づくり推進事業」につい
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ては、本年度で終了となります。

本事業の後継対策となる植林事業については、

現在、北海道が「森林整備事業検討懇談会」を設

置して、検討を行っているところです。

次に、商工業について申し上げます。

融資関係では、１０月末現在、市融資制度の経

営資金については若干減人傾向で推移しており、

融資残高は前年同期と比べ９ ２パーセントとな

っています。また、設備資金については、件数、

金額ともに増加しており、経営資金から設備資金

へ移行している状況となっています。年末融資に

備え、商工会議所、中小企業相談所、金融機関と

も協議を行い、融資枠の確保など対応してまいり

ます。

次に、物産振興事業について申し上げます。

２川市開村１２０年記念イベント「食べマルシ

ェ」は、１０月９日から１１日の３日間、２川買

物公園通りを中心に開催され、本市からは物産振

興協会が中心となり出店してきました。多くの来

場者で賑わい、地元出店業者が用意した物産も好

評を得たところです。

また、１力的に「物産で名寄を売ろう」を合言

葉に、１０月３０日は新札幌サンピアザにおいて、

１１月１０日から１５日には札幌アリオにおいて、

札幌圏の皆様に地元特産品を提供してきました。

これからも物産、観光を通して名寄の情報発信に

努めてまいります。

首都圏においては、友好交流都市「東京都杉並

区」と確認した共同アピールに基づく「都市と農

村の共生」の者組として、民間活動を推進するた

めの「株式会社協働すぎなみ」が設立され、本年

１０月９日、杉並区にアンテナショッー「ふるさ

と交流市場」が開設されました。学校給食におけ

る名寄産アスパラガスの活用をはじめ、農産物等

の販売や本市の文化、産業、観光の情報発信など、

民間交流の拡大に期待するところです。

また、１０月２２日、２３日には「阿佐谷ジャ

ズストリート２０１０」の会場において、名寄商

工会議所青年部が初の特産品販売を行い、物産や

観光のＰＲを行うとともに、杉並区商店会連合会

青年部と意見交換会を開催するなど、民間交流と

物産交流が図られています。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末の月間有

効求人効率は ６４効で、前月と同効率となって

います。

新規高等学校卒業予定者の求人、求職、就職の

状況については、管内就職希望者８７人、管内求

人数は９７人で前年同月に比べ７ ２パーセント

の伸びを示し、これまでの求人対策の表れと考え

ています。しかし、就職内定率は２ ０パーセン

トで、前年同月に比べマイナス ５ポイントとト

然厳しい状況にあることから、今後も関係機関・

団体と連携して対応してまいります。

隔年で実施している「名寄市労働状況実態調

査」については、勤労者の実態を把握するため、

８月から９月にかけてアンケート調査を実施して

おり、現在、集計作業を進めているところです。

また、季節労働者の雇用安定を図るため１１月

１７日に、名寄地区通年雇用促進協議会主催によ

る「通年雇用促進セミナー」が開催されました。

北海道経済部長坂口収氏を講師に招き、「地域振

興と人材育成」をテーマに講演いただきました。

次に、観光振興について申し上げます。

道の駅「もち米の万☆なよろ」は、今月７日、

オーーン２年７ケ月で来館者１００度人を達成し

ました。１００度人目となった雄武町の中本英雄

さんには、記念証、名寄産野菜、もち米などの特

産品が贈呈され、居合わせた利用客にも記念の紅

白大福もちがーレゼントされました。これからも

多くの皆様に立ち寄っていただける「道の駅」と

なるよう努力してまいります。

ふうれん望湖い自然公園のセンターハウスにつ

いては、平成２４年３月末で終了させていただく

判断をいたしました。しかし、その後、ふうれん

望湖い振興公社臨時株主総会において、終了１年
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前となる平成２３年３月３１日までに解散するこ

とが決定されました。これまで意見交換をさせて

いただいた地域やど人クラブの皆様に、経緯など

を説明させていただきましたが、公社解散後の１

年をどのような形で運営していくのか、さらにそ

の後について、関係者と協議してまいりたいと考

えています。

名寄ピヤシリスキー場では、すでにリフトの搬

器者り付けを終了し、本格的な冬を迎えることに

なりますが、昨日２９日には安全祈願祭が執り行

われ、シーズン中の安全と無事故を祈願したとこ

ろです。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

本年度で完了する風連地区の市街地再開発事業

については、平成２３年３月の工事竣工に向けて

順調に進捗しており、総合支援施設に整備する

「風連国民健康保険診療所」、「（仮称）ふうれ

ん保健センター」ともに５月初旬の供用開始に向

け準備を進めています。

名寄地区では、「（仮称）複合交通センター」

の整備にかかる市民意見を募集し、５件の応募が

ありました。提言と要望が主たる内容となってい

ますので、今後進める基本設計に反映できるよう

検討してまいります。また、ＪＲ北海道との用地

補償、買収契約については、９月２１日に契約が

整い、平成２３年２月末までに事業用地の引き渡

しが完了する予定となっています。

次に、生涯学習について申し上げます。

本年度で３回目となる「生涯学習フェスティバ

ル」を、市民文化祭と連動させ、１０月３０日に

開催しました。市民文化センターでは、６月から

９月までの間を「市民バンド活動応援月間」とし

て、多目的ホールを無料開放し、児童生徒の活動

を支援してきましたが、ここで練習を積み重ねた

高校生のバンド演奏やダンスがオーーニングで発

表されました。

また、大学生のジャグリング、市民による合唱

や二胡コンサートなど、多彩なステージが繰り広

げられたほか、絵手紙や切り絵、体育指導員によ

るニュースポーツ体験、ワークショッーなどを通

して、楽しみながら学び、生涯学習への関心を高

めたところです。

次に、市立図書館について申し上げます。

昭和５４年度から昨年度まで３１回にわたり開

設してきた「古典文学講座」を、本年度は「文学

講座」に改め、明治２０年前後から昭和の付後の

時代に至る間の「日本近代文学の流れ」をテーマ

に、９月２６日から６回開講しました。

「雑誌リサイクル」については、文化の日の

「特別開館」に併せて実施しました。北海道立図

書館から除籍となった図書約 ０００書の提供が

あり、利用者から好評を得たところです。

また、市内小中学校の図書室に導入された学校

図書システムについて、平成２３年４月から運用

開始できるよう、現在、図書館事業の一環として、

学校図書の整理と登録作業を進めています。

次に、なよろ市立天文いについて申し上げます。

施設オーーン以来７ケ月が経過しましたが、市

内はもとより道内外の来館者から好評を得ており、

入館者数も順調に推移しています。

ーラネタリウムでは、小惑星探査機「はやぶ

さ」の映像が人気を博しており、観望会について

も、毎月実施し、大勢の方に神秘的な天文現象を

楽しんでいただきました。

北海道大学が設置する口北 ６メートルの望北

鏡は、１１月８日から設置作業が始まりました。

１２月上旬には鏡の者り付けを終え、観測調整及

び同時観測リハーサルを行いながら、１２月中旬

には金星探査機「あかつき」との同時観測を予定

しています。

次に、学校教育について申し上げます。

１０月１５日に「第６０回全道へき地・複式教

育研究大会上川ーレ大会」を智恵文小学校におい

て開催し、次年度の全国大会開催に向けての研究

やへき地教育の在り方等の研修を深めました。

１０月１９日には、名寄市教育研究所主催の研
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究大会を風連中学校と豊西小学校で開催し、教育

力向上に向けて研修を行いました。

また、教育委員会として上川教育局の指導主事

とともに学校訪問を行い、授業参観や校内研修を

通して教職員の指導技術の向上を図るとともに、

北海道教育委員会の主催で、１１月８日から始ま

った「トライやるウィーク」に全小中学校が参加

して、チャレンジテストを行い、学力向上に向け

ての者組を進めました。

１１月６日には、本市全体の学力学習状況調査

の結果が示されたことから、その内容について分

析・検討を行っています。

就学時健診については、次年度入学予定者を対

象に９月から１０月に実施し、特別支援が必要と

思われる者について、１１月に二次検診を行いま

した。

特別支援教育では、名寄市立大学の協力を得て、

心理発達検査をその都度行い、幼稚園・保育所と

小中学校間の参観交流も行ったところです。

学校図書室の整備では、全学校に図書システム

を導入し、市立図書館の協力を得ながら、より利

用されやすい図書室づくりを目指しています。

教育施設の整備では、事故防止も含め、年数が

経過している４小中学校の給油管者換え工事など

を実施しました。

風連中学校の移転事業については、旧風連高校

の学校施設を中学校教育に適した機能の確保とバ

リアフリー化を図るための改修工事が１１月１８

日に完了し、備品等の移転作業を順次進めていま

す。また、北海道教育委員会が発注する外壁工事

については、１２月８日までの工期となっていま

す。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

市立大学創立４周年・短期大学部創立５０周年

記念事業として、１１月３日に市民公開討論会を

開催しました。「名寄市立大学の未来」をテーマ

に大学の現状と課題そして将来への展望について、

市民の皆様と大学関係者がともに語り合いました。

平成２３年度編入学試験を９月１０日に実施し、

受験者４名の中から看護学科１名、社会福祉学科

１名の入学を決定しました。

平成２３年度推薦入試・社会人選抜の結果につ

いては、保健福祉学部の推薦入試では、募集人員

５５名に対して昨年より１７名多い１７２名が受

験し５５名が合格、短期大学部の推薦入試では、

募集人員２５名に対して昨年より７名多い４５名

が受験し２５名が合格となりました。また、社会

人選抜では保健福祉学部において昨年より２名人

ない１０名が受験し、１名が合格となったところ

です。

次に、食育について申し上げます。

栄養教諭による子どもたちへの食に関する指導

は、地元生産者の協力をいただき、食材の生産過

程を学ぶなど、一歩進んだ指導を進めてきました。

また、地場産食材の使用については、本年度が

最終年度となる農林水産省の「学校給食地場農畜

産物利用拡大事業」の活用を図り、ＳＰＦ豚肉や

保存用野菜を長期にわたって使用するなど、地産

地消の一層の推進を図ってきました。

学校給食センターは、改築以来１８年が経過し

ていることから、安全で安心な学校給食を安定し

て提供するため、年次的に改修を図ることとして

おり、本年度は、システム食器洗浄機の更新を冬

休み期間に行う予定です。

次に、家庭教育について申し上げます。

１１月２０日、名寄市立大学を会場に「家庭教

育支援講座」を開催しました。関係団体との共催

により、講師に２山動物園の坂東元園長を招き、

「伝えるのは命の輝き」を演題に講演いただきま

した。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月１１日の体育の日に「スポーツフェステ

ィバル」を開催しました。市内体育施設を無料開

放したほか、スポーツセンターで実施した体力測

定においては、文部科学省の全国体力・運動能力

調査を併せて実施しました。この他にも名寄・風
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連両地区の室内外で多様な催しが行われ、約 ７

００名の市民の皆様がスポーツを楽しみました。

また、体育指導委員の会では、普及活動の一環

として出前講座に者り組んでいます。９月の子ど

も会育成連合会のリーダー研修会、１０月のスポ

ーツフェスティバルと生涯学習フェスティバルに

出向き、ニュースポーツの指導を行うなど、スポ

ーツの普及に努めています。

次に、青人年の健全育成について申し上げます。

青人年センターでは、１０月１日に１団体、１

グルーー２名、個人２名の方を模範青人年として

表彰いたしました。今後も、他の模範となる活動

や者組を顕彰し、青人年の健全育成に努めてまい

ります。

また、１０月２４日には、名寄市公民館と共催

して、薬物乱用防止研修会を開催しました。青人

年の健全育成に携わる関係者、学校関係者などが

参加し、講師に北海道ダルクの宿輪龍英氏を招き、

薬物に対する認識を新たにしました。

次に、学童保育について申し上げます。

旧中央保育所を学童保育所として再活用するた

めの工事が完了したことから、市と市有財産使用

貸借契約を結んだ学童保育所コロポックルが、９

月２７日から移転し運営しています。

また、共同保育園どろんこはうす及びどろんこ

学童すまいるが、利用者の増加に対応し、子ども

の安全確保と保育環境の改善を図るために隣接地

への移転を決定したことから、施設改修費の一部

支援など、仕事と子育ての両立支援と学童保育環

境の改善を図ったところです。

次に、地域文化の創造と継承について申し上げ

ます。

財団法人地域創造の「公共ホール現代ダンス活

性化事業」の指定を受け、京都のダンスカンパニ

ー「セレノグラフィカ」のダンサー２人を招致し

て、９月中旬から風連下多寄小学校、豊西小学校、

名寄市立大学、ピヤシリ大学でのダンス講座を開

催し、１８日には市民文化センターでダンス公演

を実施しました。

「（仮称）市民ホール」については、文化・芸

術活動の拠点として、建設位置を市民文化センタ

ー西側に決定したところですが、今後は、平成２

３年度に予定している基本設計の中で、施設の規

模、座席数、設備、機能などについて、十分検討

を重ねてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月１４日の「鉄道の日」に、排雪列車「キ

マロキ」編成が、ＪＲ北海道から文化的価値が高

い鉄道遺産として準鉄道記念物に指定され、１０

月２１日には、指定書と記念ーレートの贈呈を受

けました。

「キマロキ」編成の展示は、全国唯一本市のみ

で、昭和５１年の貸与以来「キマロキ保存会」に

より、色あせることなく保存されていることが、

指定につながったものと考えています。

また、１０月から１１月にかけて、「名寄銭湯

物語」「ストーブ展」を開催し、郷土の歴史と懐

かしい生活体験に触れていただきました。

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〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第７ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第２号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、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１号 名寄市特別〇市長（加藤剛士君）

職の職員の給与に関する条例の一部改正について

及び議案第２号 名寄市教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について、一括して提案の理由を申し上げます。
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本年１１月１０日に名寄市特別職報酬等審議会

から答申があり、内容は市長、副市長、教育長の

期末手当については給与の月額に乗じる割合を１

００分の４１５とする。ただし、今年度の人事院

勧告をかんがみ、一般職の改定があった場合は別

にその改定額を考慮すべきものとする、給料の削

減期間については当分の間を改め、限定すべきで

ありました。

本件は、この答申を尊重した上で、市民に理解

が得られる給与改定を検討した結果、厳しい財政

状況に加え、職員についても平成２１年１２月か

ら平成２４年３月までの間、給与の月額３５削減

と役職加算の凍結の協力をいただいていることか

ら、本則については人事院勧告どおりに改正を行

い、当該任期中の在職期間について給与月額及び

期末手当の削減をこれまで同様に行うよう条例の

一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第８ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の給与に関する条例等の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年８月１０日付人事院勧告に

基づき、国家公務員の給与改定が実施されること

から、名寄市職員の給与も同様の措置を講じよう

とするものであります。また、厳しい財政状況に

対応するため平成２１年１２月から平成２４年３

月までの期間、職員給与を３５削減する予定をし

ていましたが、昨年の期末、勤て手当の ３５月

の引き下げに引き続き、本年においてもさらに

２月の引き下げがなされたことから、削減率を

７５にするべく関係条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）
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号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４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する医師を対象と

した特殊勤務手当について、各診療科の報酬に対

する不均衡を是正するとともに、診療実度に応じ

た評価の見直しを行うため、本条例を改正しよう

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、本条

例第２条別表２で規定する緊急手術手当の廃止に

ついてであります。市立総合病院の医師は、管理

職手当が支給されており、通常では勤務時間終了

後の勤務に対する他の手当の支給はありませんが、

緊急手術をした場合に限って特殊勤務手当として

当該手当を支給しております。しかしながら、診

療科によって手術ー価のーいがあることや手術の

ない内科系の医師との格差が著しいことから、総

合的に見直しをした結果、医師の管理職手当支給

の対象を診療部長の職以上とすることに改めるこ

ととし、他の医師には実度に応じて正規の時間外

勤務手当を支給することとしましたので、重複支

給となる当該緊急手術手当を廃止しようとするも

のであります。

次に、医師待機手当の追加につきましては、休

診日に自宅等で待機をする医師に対し、１診療科

１人に１日 ０００度を支給しようとするもので

あります。

次に、産業医手当の追加につきましては、労働

安全衛生法により産業医選任の義務づけで市立総

合病院では副院長を選任をしておりますが、当該

業務は他の医師の業務内容と異なっていることか

ら、別途手当として支給しようとするものであり

ます。

以上、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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市立学校設置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 名寄市立学〇市長（加藤剛士君）

校設置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、本年３月に閉校となった北海道風連高

等学校の施設を活用して本年１２月に名寄市立風

連中学校が移転することに伴い、本条例で規定を

する風連中学校の位置の変更が生じたため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市育英奨学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 名寄市育英〇市長（加藤剛士君）

奨学条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

合併特例区規約第５条の別表第１には、合併特

例区で処理する事務を規定しておりますが、平成

２３年３月２６日をもって合併特例区の設置期間

満了による解散に伴い、市町村の合併の特例に関

する法律第５条の３４第１項の規定により、名寄

市が合併特例区に属する一切の権利義務を継承す

ることから、本件は合併特例区で処理している事

務の一部について、平成２３年３月２７日から名

寄市教育委員会の権限に属する事務へ移行するた

め、また本条例で利子補給金の支給対象としてい

る修学資金貸付機関以外の機関でも修学資金貸付

制度を創設していることを踏まえ、これらに対応

するため本条例の一部を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市風連サンシャインホール設置及び管

理に関する条例の一部改正について、議案第８号

名寄市風連福祉会館条例の一部改正について、

議案第９号 名寄市風連日進レクリエーションセ

ンター条例の一部改正について、議案第１０号

名寄市西風連コミュニティセンター条例の一部改

正について、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。

議案第７号 名寄市風連〇市長（加藤剛士君）

サンシャインホール設置及び管理に関する条例の

一部改正について、議案第８号 名寄市風連福祉

会館条例の一部改正について、議案第９号 名寄

市風連日進レクリエーションセンター条例の一部

改正について及び議案第１０号 名寄市西風連コ

ミュニティセンター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。

合併特例区規約第５条の別表第１には、合併特

例区で処理する事務を規定しておりますが、平成

２３年３月２６日をもって合併特例区の設置期間

満了による解散に伴い、市町村の合併の特例に関

する法律第５条の３４第１項の規定に基づき、名



－23－

平成２２年１１月３０日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

寄市が合併特例区に属する一切の権利義務を継承

することから、本件は合併特例区で処理している

事務の一部について、平成２３年３月２７日から

市長または名寄市教育委員会の権限に属する事務

へ移行するため、名寄市風連サンシャインホール

設置及び管理に関する条例ほか３本の条例の一部

を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第７〇議長（小野寺一知議員）

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号外３件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号外３件は原案のとおり可決

されました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 名寄市仲町集会所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１１号 名寄市仲〇市長（加藤剛士君）

町集会所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、先ほど議決いただいた議案第７号から

議案第１０号と同様に、平成２３年３月２６日を

もって合併特例区の設置期間満了による解散に伴

い、合併特例区で処理している事務の一部につい

て、平成２３年３月２７日から市長の権限に属す

る事務へ移行するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであり、改正の内容につきましても

おおむね先ほど議決いただいた議案と同様であり

ますが、第４条の使用料につきまして、現在当該

施設は一般的な貸し館を行っていないことにより、

営利を伴って使用する場合を除き使用料の徴収を

しておりませんが、平成２３年４月１日から貸し

館施設として類似する施設の実態に合わせ、徴収

条例に定める使用料の２分の１の額を使用料とし

て徴収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。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１１号に

ついては、本会議質疑を省付し、会議規則第３７

条の規定により総務文教常任委員会に付託したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号については、総務文教常

任委員会に付託することに決定いたしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 名寄市保健センター設置条例の一部改正

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１２号 名寄市保〇市長（加藤剛士君）

健センター設置条例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５月１日に健康増進及び介護予防を

目的とした施設としてふうれん健康センターを開

設いたしますが、本件は当該施設をこれまで各公

共施設で実施してきた保健事業を集約し、同じ機

能を持つ名寄市保健センターのサブセンターとし

て位置づけ、事業を実施をしていくために名寄市



－24－

平成２２年１１月３０日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

保健センター設置条例の一部を改正しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 名寄市風連国民健康保険診療所条例の一

部改正について、議案第１４号 名寄市風連国民

健康保険診療所診療報酬その他料金徴収条例の一

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１３号 名寄市風〇市長（加藤剛士君）

連国民健康保険診療所条例の一部改正について及

び議案第１４号 名寄市風連国民健康保険診療所

診療報酬その他料金徴収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、５月１日付で新たな風連国保診療所を

開設するに当たり、当該診療所の位置を改めると

ともに、入院を廃止することに伴う関係条文の削

除を行うため、両条例の一部を改正しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

３号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 名寄市風連地区子育て支援条例を廃止す

る条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 名寄市風〇市長（加藤剛士君）

連地区子育て支援条例を廃止する条例の制定につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、幼保一元化事業等の推進のため、風連

地区に居住する児童を対象に実施していた名寄市

風連地区子育て支援条例に基づく事業につきまし

て、保護者との協議を経て名寄市の事業に一本化

するため、当該条例を廃止する条例を制定しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）
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ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 指定管理者の指定について（名寄市北国

雪国ふるさと交流館）、議案第１７号 指定管理

者の指定について（サンピラーパーク森の休暇

村）、議案第１８号 指定管理者の指定について

（名寄市大橋地区コミュニティセンター）、議案

第１９号 指定管理者の指定について（名寄市雪

わらべ雪冷貯蔵施設）、議案第２０号 指定管理

者の指定について（名寄市風連農産物出荷調整利

雪施設）、議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）、議案第２

２号 指定管理者の指定について（名寄市西部地

区集落センター）、議案第２３号 指定管理者の

指定について（名寄市立食肉センター）、議案第

２４号 指定管理者の指定について（名寄ピヤシ

リスキー場）、以上９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１６号から議案第〇市長（加藤剛士君）

２４号までの指定管理者の指定について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

議案第１６号から議案第１７号までの２施設に

つきましては、名寄市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条による公募によ

る施設であり、議案第１８号から議案第２４号ま

での７施設については同条例第５条第１項第１号

による公募によらない施設であります。本件は、

名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員

会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の選定を

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。

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１〇議長（小野寺一知議員）

６号外８件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号外８件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号外８件は原案のとおり可

決されました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２５号 平成２２〇市長（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。
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今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれに１医

７６５度 ０００度を追加して予算総額を２０ 

０医 ０７６度 ０００度にするものであります。 

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして地域介護・福祉空間整備等施

設整備交付金 ０００度度の追加は、設Ｐ設法人

名寄心と手をつなぐ育成会が計画している障害者

と高齢者、ボランティアなどが交流できる共生型

ホームの建設に対して、全額道支出金を充当し、

助成しようとするものであります。

８款土木費におきまして排雪ダンー助成事業補

助金５００度度の追加は、新たに店舗併用住宅へ

の助成を行うこととダンー１い当たりの助成金額

を ０００度から ０００度に引き上げるため、 

補助金の総額の増額を図るものであります。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧事業費 ５５０度度の追加は、国の補助事

業の内定を受け、普通河川大沼川河岸災害復旧工

事ほか３件の復旧工事を実施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増減のほか、収支不足を地方

交付税で調整をいたしました。

１６款道支出金におきまして緊急雇用創出推進

事業補助金３５８度 ０００度の追加は、農林業

費の農地有効活用促進データベース整備事業及び

商工費のひまわりのまち観光推進事業を実施をす

るため、緊急雇用創出推進事業補助金を受け入れ

るものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか１６件を

追加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、公共土木災害

復旧事業ほか４件を追加及び変更しようとするも

のであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長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。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第２５号の１４ページから１５ページをお開

きください。２款総務費、１項４目広報広聴費で

町内会館等建設費補助金２００度度の追加は、１

６区町内会館の改修に対して事業費の２分の１相

当を補助するものであります。

１６ページから１７ページをお開きください。

３款民生費、１項７目障害者福祉費でケアホーム

・グルーーホーム整備事業補助金１７０度度の追

加は、社会福祉法人道北センター福祉会が市内に

民家を借り上げグルーーホームとして改修する事

業費の２分の１相当を補助するものであります。

１８ページから１９ページをお開きください。

４款衛生費、１項２目予防費で新型インフルエン

ザワクチン接種助成負担金８１０度 ０００度の

追加は、国、道の負担を受けワクチン接種費用の

助成を行うものであります。

２２ページから２３ページをお開きください。

７款商工費、１項１目商工業振興費で中心市街地

近代化事業補助金２８０度 ０００度の追加は、

６丁目商店街の有限会社ヒライさん、ブラジルの

店舗改修事業に対して補助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。

戻っていただきまして８ページから９ページをお

開きください。１１款地方交付税で普通交付税

７９５度 ０００度の追加は、収支不足の調整を

図るものでありまして、今回の予算化によりまし

てて保分につきましては ９６１度 ０００度と 

なります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ
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ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２６号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２６号 平成２２〇市長（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北海

道国民健康保険団体連合会の電算化に伴う事前準

備に係るものを中心に補正しようとするものであ

りまして、歳入歳出それぞれに２０度度を追加し、

予算総額を３４医９１０度度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

におきまして一般管理費で旅費、備品購入費を３

０度 ０００度増額し、医療費適正化特別対策事

業費で役務費の減額など１０度 ０００度を減額

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

出金におきまして財政調整交付金を２０度度追加

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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２７号 平成２２年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２７号 平成２２〇市長（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、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれに２０４度 ０００度を追加し、予

算総額を１９医 ５８１度 ０００度に、サービ 

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

に３５９度 ０００度を追加し、予算総額を２医

２０８度 ０００度に、サービス勘定・風連に 

おきまして歳入歳出それぞれに２６４度度を追加

し、予算総額を１医 ２６４度 ０００度にしよ 
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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、介護保険事業計画第

５期計画を策定するに当たり、地域の課題等を的

確に把握をするためアンケート調査等を実施する

もので、も金、委託料など合計で２０４度 ００

０度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は、全額国

庫支出金を受け入れて事業を実施しようとするも

のであります。

次に、サービス事業勘定・名寄については、特

別養護ど人ホーム清峰園のテレビ機器の更新を行

おうとするもので、備品購入費の３５９度 ００

０度については一般会計繰入金で調整しようとす

るものであります。

次に、サービス事業勘定・風連については、特

別養護ど人ホームしらかばハイツのテレビ機器の

更新を行おうとするもので、備品購入費の２６４

度度については一般会計繰入金で調整をしようと

するものであります。

以上、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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

１点だけお聞きした〇１５番（高橋伸典議員）

いというふうに思います。

サービス勘定の清峰園と風連のしらかばハイツ、

テレビの機器を購入されるということで、できれ

ばい数がわかればというのと購入は地元の業者か

ら行うのかをお聞かせいただきたいというふうに

思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ござい〇健康福祉部長（三谷正治君）

ました清峰園、それからしらかばハイツのテレビ

の備品購入でございますが、清峰園につきまして

は３４い分、それからしらかばハイツにつきまし

ては４４い分ということで予定をしてございます。

それから、購入につきましては現時点では地元業

者ということで考えてございます。

以上です。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２８号 平成２２年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２８号 平成２２〇市長（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、債務負担行為の追加を行おうと

するものでありまして、平成２３年度における風

連浄水管理センター等維持運転管理業務委託料の

限度額を ５７５度度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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２９号 平成２２年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２９号 平成２２〇市長（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、収益的支出の原水及び浄水費の

修繕費等及び資本的支出の拡張事業の事業費の変

更等について補正しようとするものであります。

補正の主なものを収益的支出から申し上げます。

２款水道事業費用では、川西浄水場水位計及び操

作盤修繕等により ６５３度 ０００度を追加し、 

総額を６医 ６６９度 ０００度にしようとする 

ものであります。

次に、資本的支出では、第２期拡張事業の事業

費の変更等により ９４２度 ０００度を減額し、 

総額を３医 ９２３度 ０００度にしようとする 

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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

３０号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

黒井徹議員。

議案第３０号 名寄〇１８番（黒井 徹議員）

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２２年８月１０日付人事院勧告に

基づき国家公務員の期末、勤て手当が引き下げら

れたことに伴い、議長、副議長及び議員の期末手

当について同様の措置を講ずるものであります。

あわせて、現在議会独自に６月期及び１２月期に

それぞれ１００分の１０の期末手当の削減を行っ

ていることから、引き続き同様の措置を講ずるも

のとともに、その期間については当分の間として

おりましたが、現議員の当該任期中の期間とすべ

く条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。
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お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第３０号に

つきましては、全議員による提出でありますので、

質疑、委員会付託を省付し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

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。

本件は、本年９月５日午後３時３０分ごろ、名

寄市風連町字東風連３３９５番地の名寄市が所有

し、風連特例区が管理する名寄市東風連子どもと

ど人福祉館度側駐車場におきまして、会館利用者

の自家用車が当該駐車場内の雨水排水溝を通過し

た際に排水溝の格子ぶたが外れて相手方車両の後

部に接触をし、破損させたものであります。過失

割合は本市が１００５であり、相手方車両の修理

代として本市が８度 ６４７度を負担することで

示談が成立し、和解したところであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２５ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２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。

事故の内容は、本年１０月１５日午前１１時１

５分ごろ、名寄市西５条度１１丁目におきまして、

健康福祉部所管の公用車が市道を走行中に左方の

敷地内から路上へ出ようとした相手車と衝突し、

破損させたものであります。過失割合は本市が１

０５であり、相手方車両の修理代として本市が１

度 ０００度を負担することで示談が成立をし、

和解を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

処分したので、同条第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、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第２６ 決議案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議を議

題といたします。

提案者の説明を求めます。

木戸口真議員。

議長より指名があ〇１３番（木戸口 真議員）

りましたので、これよりＴＰＰ参加の即時撤回を
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求める決議案の提案を行いますが、おに承知かと

思いますが、ＴＰＰは名寄市の基幹産業である農

業が壊滅状態に追い込まれるだけでなく、食品加

工や流通、観光などの関連する産業の衰退にもつ

ながり、地域経済に与える影響は極めて大きく、

名寄市議会の意思を明らかにしたいと考えていま

す。以下、円み上げて御提案を申し上げますので、

議員各位の御賛同を切にお願いを申すものであり

ます。

ＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議。

今、農山漁村のみならず各方収において、不安

と憤りの声が渦巻いている。

菅首相は、臨時国会冒万の所信表明演説におい

て、突然にＴＰＰ（環太平洋付付的経済連携協

定）への参加検討を表明した。ＴＰＰは、全ての

関税撤廃を原則とする経済圏を目指すものであり、

これまで、我が国が各国との共存を基本に進めて

きた１１カ国・１経済圏とのＥＰＡ・ＦＴＡとは

全く質がことなるものである。それゆえ、ＴＰＰ

の参加による農産物の関税撤廃は、農林漁業者を

はじめとする関係者の生産性向上の努力にもかか

わらず、我が国の農林漁業を崩壊させ、地方経済

・社会をも破綻させることは必至である。

我々は、決して自由貿易を否定しないし、現下

の国の経済状況からしても、貿易の促進による経

済成長は必要である。

しかし、何らの重層的な分析や準備が全くなさ

れないままでの拙速なＴＰＰへの参加は、農林漁

業、地方経済等にとどまらず、多方収における国

益を著しく損ない、国の将来に深い禍根をもたら

すものである。

ＴＰＰは関税撤廃を原則としており、例外品目

もないことからこれに参加した場合は、北海道農

業に与える影響は甚大で、基幹産業を農業とする

名寄市の経済は壊滅的な打撃を受けることが懸念

され、こうしたことから、名寄市議会は、食料自

給率目のの実現に向けて、農業が持つ潜在能力を

フルに発揮し、持続可能な農業、農村の振興を図

ることを強く求めるとともに、我が国の食料安全

保障と両立できないＴＰＰ交渉への参加に断固反

対するとともに、参加検討の即時撤回を求めるも

のである。

以上、決議する。

平成２２年１１月３０日、名寄市議会。

各議員の切なる御賛同を求めて終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省付し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす１２月１日から１２月

９日までの９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（小野寺一知議員）

よって、１２月１日から１２月９日までの９日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ０時０８分

上記会議のてんまつを記載し、その相ーなきこ



－32－

平成２２年１１月３０日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 宗 片 浩 子


