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平成２４年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２４年９月５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２４年第２回定例会付託議案第４

号 名寄市高齢者自立支援事業条例の

一部改正について（市民福祉常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 駅前交流プラザ「よろー

な」条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市職員の分限及び懲

戒に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第４号 なよろ市立天文台条例の

一部改正について

日程第９ 議案第５号 ふうれん地域交流センタ

ー条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第11 議案第７号 名寄市都市公園条例の一

部改正について

日程第12 議案第８号 平成２４年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第９号 平成２４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14 議案第１０号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１１号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第16 議案第１２号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第17 議案第１３号 平成２４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18 議案第１４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１６号 平成２３年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１７号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１９号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２０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決算

の認定について

議案第２１号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２２号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

議案第２３号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２４号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２５号 平成２３年度名寄市病

院事業会計決算の認定について
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議案第２６号 平成２３年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分及び決算

の認定について

日程第21 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２４年第２回定例会付託議案第４

号 名寄市高齢者自立支援事業条例の

一部改正について（市民福祉常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 駅前交流プラザ「よろー

な」条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市職員の分限及び懲

戒に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第８ 議案第４号 なよろ市立天文台条例の

一部改正について

日程第９ 議案第５号 ふうれん地域交流センタ

ー条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第11 議案第７号 名寄市都市公園条例の一

部改正について

日程第12 議案第８号 平成２４年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第９号 平成２４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14 議案第１０号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１１号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第16 議案第１２号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第17 議案第１３号 平成２４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18 議案第１４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１６号 平成２３年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１７号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１９号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２０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決算

の認定について

議案第２１号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２２号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

議案第２３号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２４号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２５号 平成２３年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２６号 平成２３年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分及び決算

の認定について

日程第21 報告第１号 専決処分した事件の報告
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について

１．出席議員（１９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

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

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

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は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、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 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９月２８日まで

の２４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９月２

８日までの２４日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第２回定例会付託議案第４号 名寄市高齢者自立

支援事業条例の一部改正についてを議題といたし

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。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名いただきましたので、平成２４年第２

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第４号 名寄市高齢者自立支援事業条例の一

部改正する条例につきまして、委員会における審

査経過並びに結果について御報告申し上げます。

委員会は、７月３１日、８月８日、８月２０日、

９月３日の４回にわたり、三谷健康福祉部長を初

め担当職員の出席を願い、本条例の内容について

詳細な説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第４号は、提案の理由の説明に

もありましたように、平成２３年度までの除雪サ

ービス等にかかわる事業は名寄地区が条例による

除雪助成券交付方式、風連地区では風連町除雪サ

ービス事業の実施要綱により無料として行ってき

ました。今回の改正は、名寄地区の除雪対象者に

係る４年間の条例附則の経過措置が平成２３年度

をもって終了したことに伴い、風連地区対象者に

ついては風連町除雪サービス事業実施要綱を廃止

し、条例附則改正による５年間の経過措置を設け

た上で、両地区の除雪サービス対象者を制度上統

一する改正となっています。また、この改正にあ

わせて国の地域支援実施要綱の改正により、当該

要綱を引用している名寄市自立支援事業条例の条

項整理を行うものです。

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、風連地区での現在の対象世帯数と改

正後の予想世帯の見通しについての質疑があり、

平成２３年度対象世帯は１１９世帯で、改正後の

世帯数は若干減ると考えるが、正確なところは所

得により判定するため、現時点では対象世帯につ

いては不明という答弁がありました。

また、収入基準の変更などによって自分がこの

事業に該当するかといったように、利用されてい

る方々がわかりにくいのではないかという質疑に

は、除雪の取りまとめについては各地区の民生委

員を通じて申請をいただいており、８月、９月の

民生委員の定例協議会の中でも事業の説明をし、

あわせて町内会への周知をして手伝っていただく

システムになっている。また、担当課に直接電話

で問い合わせがある場合は、その方の実態を把握

して、民生委員へ連絡をとり、民生委員の方から

声をかけていただき申請につながるような体制を

とっていると答弁がありました。

また、平成２０年度に制度改正され、利用者は
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相当減ったが、市民ニーズに合っているのかの質

疑には、平成１９年度では課税世帯１１７世帯、

非課税世帯３３０世帯、合わせて４４７世帯が対

象になっていましたが、この制度が始まった平成

２０年度では１９４世帯、平成２１年度１９２世

帯、平成２２年度１７９世帯、平成２３年度１５

７世帯と減っている。今後の見通しについては、

風連地区の経過措置終了の平成２８年度に検証し、

制度の見直しが必要であれば見直しをしていくと

の答弁がありました。

名寄地区で５年目を迎えるが、この時点で検証

をして見直すべきではなかったかの質疑には、こ

の間利用者の方や民生委員から大きな苦情やトラ

ブルはなかった。また、新たに要綱の中に社会保

険料控除、介護１から５、精神障害者及び療育手

帳を有する者の世帯、特に市長が認めた世帯など

の４項目を追加し、対象者を拡大して対応してい

きたいと考えている。また、風連地区がことしか

ら始まり大きなトラブルがあれば、名寄地区とあ

わせて検証していきたいとの答弁があった。

また、生活保護世帯との逆転現象が起きるので

はないかとの質疑には、生活保護基準の３倍と

いうことで、絶対ということは言えないが、ほぼ

ないと考えているとの答弁がありました。

２回目の委員会では、追加資料の説明の後、質

疑を行った。主な質疑については、新たに予定し

ている要綱の中で精神障害者福祉手帳１級または

療育手帳Ａを有する者とあるが、精神障害２級、

３級や療育手帳Ｂの方たちはなぜ対象にしなかっ

たのかの質疑には、元来要綱の中に重度の身体障

害者１級、２級と体幹機能障害等の３級というこ

とで、身体障害者の方を該当させていただいた。

今回その方たちと同程度ということで精神等知的

障害者の方々の手帳を持っている方について新た

に要綱に加える予定であるとの答弁がありました。

また、サービスの拡大を踏まえて市民の実態を

把握し、統一後の見直しではなく随時の制度の見

直しが必要ではないかの質疑には、今回４項目に

ついて民生委員の皆さんの意見を踏まえて要綱に

加える予定で、今後についても実情に合わせて要

綱で見直していくが、今回の提案については名寄

地区と風連地区の統一が目的であり、風連地区も

名寄地区と同じ３倍になってから変えていくと

の答弁がありました。

３回目の委員会での主な質疑は、利用期間の設

定について１２月１日から３月３１日までとする。

ただし、１２月１日以前に除雪が必要となった場

合はこの限りではないとなっているが、４月以降

の対応はどのように考えているかの質疑には、期

間については年度で区切った上で、従前は４月以

降の対応は受け付けていなかったが、大雪が降っ

た場合には何らかのできる限りの対応をしていく

との答弁がありました。

名寄市のサービスは、道内の他市と比較してど

のような評価をしているのかの質疑には、高齢者

等の世帯数対利用者数でいうと比較的全道でも高

い数値になっている。無料のところは除雪幅など

の規格が決まっていることが多く、名寄市の場合

はある程度本人の意向に沿った形で除雪を行って

いるとの答弁がありました。

質疑終了後、議員間での討議を行ったが、委員

会の中でも今回付託された改正部分のみの審議を

すべきという意見と条例全体を含め審議すべきと

の意見に分かれ、次回は意見を統一、調整するこ

ととした。３倍率の改正を含めた制度の見直し

を名寄地区、風連地区が同じ条件に達してからと

いう理事者側の考えと随時見直しすべきといった

委員との見解の違いがあった。

４回目の委員会では、前回の委員会の中で意見

の分かれた部分について、明示がない限り条例全

体について審議可能と認識が一致した。

次に、佐々木副市長から発言を求められていた

ため、これを了承し、佐々木副市長は、これまで

の質疑の中で制定後５年間は見直しをしないとの

答弁で誤解を招きました。今回の提案は、旧名寄

市と旧風連地区の統一が主な目的であります。平
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成２０年に改正が行われた後も行政内部ではサー

ビスの必要な方へのあり方について協議し、今回

要綱で４項目ふやし、具体的な対応をしていきた

い。少子高齢化は日本全体の問題で、最近では消

費税の増税についても国会で議決されているなど

国の情勢も把握し、名寄市の除雪サービスの見直

しについては毎年しっかり条例改正も含め検証を

行い、市民の皆さんが安心して生活できるように

対応していきたいとの発言がありました。

その後質疑を行い、主な質疑は、現状は３倍

率だが、サービスの後退をさせないで見直しを進

めていくのかの質疑には、本当に困っている方に

年代だけでなく所得も把握し、本当に３倍が今

の基準に合っているのか、２年後に消費税が導入

されることも含めしっかりとした検証が必要にな

りますし、また雪の降る地域特有の福祉サービス

だということをしっかり胸に秘めて検証をしてい

きたいとの答弁がありました。

その後採決を行った結果、付託された議案第４

号の名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正す

る条例につきましては、賛成多数で原案どおり可

決するべきものと決定をいたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告いたします。

これより、委員長報告〇議長（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。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

平成２４年第２回定例会付託議案第４号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第２回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１２分

再開 午前１０時１３分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第４ 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２４年第３回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２３年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で３億１１５万８千円の黒

字となり、翌年度に繰り越すべき一般財源８５

４万５千円を差し引いた実質収支は、３億２６

１万３千円となりました。この額から、名寄市基

金条例に基づき財政調整基金へ８千万円、減債基

金へ１億円を積み立て、残り１億２６１万３千

円を平成２４年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で１１４

万９千円、介護の保険事業勘定で２８４万８千

円それぞれ黒字となり、他の特別会計については、

一般会計繰入金で調整を行い、収支はゼロとなっ

ています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２３年度末の基金残高は

５４億２６１万１千円で、前年度末に比べて、

７億９０２万８千円の増加となりました。

地方交通確保基金など、基金の設置目的に応じ

て経常的な経費の財源として取り崩したほか、医

療従事者確保の財源として市立総合病院整備基金

から、東病院の改修に係る財源として名寄東病院

振興基金から、また臨時交付金を財源とした公共
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施設整備基金及び光をそそぐ交付金基金から事業

実施に係る財源として、総額１２７万２千円を

取り崩したものの、減債基金、公共施設整備基金、

名寄東病院振興基金、名寄市立大学振興基金など

に、合計８億０３０万円を積み立てたことから、

基金全体では、前年度比１８パーセントの増と

なりました。これは、合併算定替の終了を見据え

て、地方交付税の増額分、行革効果額の一部を減

債基金等に積み立てたことによるものです。

これにより主な基金残高は、財政調整基金９億

０７１万１千円、減債基金８億４４２万２千

円、公共施設整備基金６億２３１万２千円、名

寄東病院振興基金４億７０９万１千円、名寄市

立大学振興基金３億５７２万２千円、合併特例基

金１２億１６０万円となりました。

このほか、特別会計では、国民健康保険支払準

備金基金１億６８７万５千円、介護給付費準備

基金２億４９６万３千円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、町内会長と行政との懇談会について申し

上げます。

６月２５日、グランドホテル藤花において、名

寄市町内会連合会主催による行政との懇談会が開

催されました。

本年度の市の主な事業について説明を行うとと

もに、地域要望などについて意見交換を行い、情

報の共有を図りました。

今後もこのような機会を通じて、地域との連携

を強化してまいります。

次に、人権啓発活動について申し上げます。

本年度、法務省人権擁護局の委託を受け、人権

啓発活動に取り組んでいます。市内小学校を対象

とした人権の花運動をはじめ、路線バスに人権啓

発デザインを施したラッピングバスの運行、さら

には名寄庁舎、風連庁舎の壁に懸垂幕を掲げ市民

への啓発を図っています。

また、９月２日には元朝日放送報道局プロデュ

ーサーの石高健次氏を招いての講演会を開催し、

北朝鮮による拉致問題や人権侵害について改めて

認識を深めました。

次に、ＴＶｈ名寄中継局について申し上げます。

ＴＶｈ名寄中継局の開設については、事業主体

のＴＶｈから７月２７日付けで補助金の交付決定

を受け、速やかに事業着手した旨連絡を受けてお

り、１２月開局に向けて、順調に作業が進んでい

ます。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、６月１７日に開催された

第３３回ふうれん白樺まつりに、杉並区から田中

良区長をはじめ代表団９人と東京高円寺阿波おど

り一行３２人が来名され、阿波おどりなどを通じ

て広く市民との友好を深めてきました。

また、８月２５日、２６日に杉並区で開催され

た第５６回東京高円寺阿波おどり大会には、本市

から代表団と市民合わせて２４人が参加して、本

市のＰＲと友好自治体との交流を深めました。

山形県鶴岡市藤島との交流については、７月２

９日に開催された、てっしフェスティバルに合わ

せて、名寄・藤島交流友の会の小野副会長をはじ

め訪問団１５人が来名され、交流会などを通じて、

互いのまちに対する理解と友情の絆を深めました。

ふるさと会交流については、東京なよろ会一行

２２人が恒例のゴルフツアーで来名され、６月２

９日からの４日間、ゴルフをはじめ市立天文台で

の観望会や市民との交流会などを行ったほか、旭

川風連会一行１０人がふうれん白樺まつりに参加

されるなど、ふるさとでの交流を深めていただき

ました。

自治体スクラム支援会議による南相馬市との交

流については、「なよろ夏季林間学校」として、

児童の受入事業を実施しました。

南相馬市の小学５・６年生２１人と引率者２人

が７月２２日から２８日までの１週間本市に滞在

し、施設見学やへっちゃＬＡＮＤにおける野外体

験学習を通じてのびのびと活動したほか、市民と
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の交流も深めました。今後もさらなる支援と交流

のため、事業を継続してまいります。

国際交流については、名寄・リンゼイ姉妹都市

友好委員会が主体となり、姉妹都市提携４０周年

を記念して６月１８日から９日間、公募を含む市

民訪問団１４人でリンゼイを訪問し、互いのまち

の発展祈念と、長年に亘る交流の絆を深めました。

ドーリンスク市との交流については、９月６日

からの友好市民訪問団の派遣に先立ち、７月２３

日に稚内市において、サハリン州自治体との交流

推進団体情報交換会を開催し、稚内市、猿払村、

天塩町の交流推進団体と交流の現状と課題などに

ついて情報交換を行いました。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

５月に天塩川周辺１３市町村で設立した「テッ

シ・オ・ペッ賑わい創出協議会」は、６月２８日

に音威子府村で第２回協議会を開催し、事業計画

案を確認しました。また、この事業計画に基づき、

杉並区をターゲットとする移住モニターツアーの

一環として、８月３日から７日まで杉並区で開催

された第５９回阿佐谷七夕祭りにおいて、天塩川

周辺１３市町村のＰＲを行いました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年４月から６月までの第１四半期における一

般科の患者取扱い状況については、入院患者数が

延べ２万８６０人で前年比１１９人の減、率に

して５パーセントの減少となっています。また、

外来の取扱い患者数は、４万５９２人で前年比

２０７人の減、率にして６パーセントの減少

となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１１億２２６万９千円で、前年比

５１６万８千円の増、率にして１パーセント

の増加となっています。また、外来収益は４億

４５７万９千円で、前年比６６０万６千円の増、

率にして７パーセントの増加となっています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

６億６８４万８千円となり、前年比１７７万４

千円の増、率にして７パーセントの増加となっ

ています。

これは、入院・外来患者数とも前年比で減とな

っていますが、診療報酬改定などによる影響によ

るものです。

次に、精神科病棟改築事業について申し上げま

す。

現在の駐車場敷地内に、精神科病棟のほか、デ

イケア、精神科、眼科、麻酔科の各外来、体育館、

研修室、図書室、訪問看護ステーションなどを整

備するとともに、屋上にはヘリポートを設置して、

将来の救命救急センターの取得を目指します。

現在、実施設計を進めており、１２月中旬着手

を予定しています。

次に、災害医療連携及び友好姉妹病院の協定に

ついて申し上げます。

地震、津波、台風等による災害が発生し、被災

病院独自では十分に患者の身体・生命の安全など、

応急措置に対応できない場合に備えて、８月３１

日に札幌市で北海道保健福祉部立ち合いのもと、

道南、道央、道東の拠点病院である市立函館病院、

砂川市立病院、市立釧路総合病院と、道北の拠点

病院である名寄市立総合病院の間で、「災害時等

における病院間の相互支援に関する協定及び友好

姉妹病院調印式」を行いました。

今後、４病院間では、災害時の医療支援はもち

ろん、医療資源の有効活用、医療情報の共有化、

職員の研修派遣なども行い、地域医療の充実に努

めてまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本年度から新たに風連日進保育所活用事業とし

て、５月以降毎月１回、休所中の日進保育所を活

用した「親子お出かけバスツアー」を実施してお

り、集団遊びや地域の老人クラブとの交流を行っ

ています。９月には収穫祭、運動会を予定してお

り、日進地区との交流を一層進めてまいります。

また、５月２１日には世代間交流事業として、

市立天文台において「金環日食鑑賞ツアー」を実
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施しました。早朝にも関わらず多くの市民と市内

保育所児童が参加され、神秘的な天文現象を鑑賞

しました。

青空保育については、６月から９月まで毎月１

回浅江島公園、大学公園などを活用した親子の遊

びの場を提供しています。

今後とも、子育てに優しい・子育てしやすい施

策の推進に努めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

戦没者追悼事業は、実行委員会を組織して７月

１０日に実施しました。追悼式は市民文化センタ

ーを会場に、御遺族をはじめ約２００人の参列の

もと、厳粛に執り行いました。

また、第５６回を迎える平和音楽大行進では、

１５団体の力強い演奏を多くの市民が楽しむとと

もに、悲惨な戦争が繰り返されないよう願いが込

められました。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

本年６月に介護基盤緊急整備等特別対策事業の

内示を受けた市内一般社団法人による、登録定員

２５人の小規模多機能型居宅介護事業所について

は６月下旬に着工され、１０月中旬完成予定とな

っています。

次に、再生可能エネルギーについて申し上げま

す。

我が国において、地域温暖化対策やエネルギー

安全保障の強化、さらには、経済成長への一翼と

して期待が高まる再生可能エネルギーについて、

本市においても、その利活用の可能性などについ

て調査・検討するため、８月１３日に庁内横断的

な検討組織を立ち上げたところです。

今後、コンサルタントや市内関係者などの助言

を受けながら、本市の特性を踏まえた再生可能エ

ネルギーの利活用について、年度内に方向性を検

討してまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況について申し上げます。

火災件数は７件で、前年比２件の増、火災種別

では、建物火災が７件となっていますが、死者・

負傷者の発生はありません。

救急件数は５１０件で、前年比３６件の減、事

故種別では、急病が２９９件、一般負傷５７件、

転院搬送８４件、交通事故３０件、その他４０件

となっています。

救助件数は１９件で、前年比６件の増、交通事

故によるもの１０件、その他８件、水難１件とな

っています。

火災予防については、４月から７月末までに一

般住宅４８２世帯と高齢者住宅２２１世帯の防火

訪問を実施し、住宅防火の指導と併せて住宅用火

災警報器の設置推進に努めています。

消防事業については、現在、風連消防団第二分

団車と第三分団車の更新を進めており、地域防災

の要である消防団の充実・強化を図ってまいりま

す。

次に、防災対策について申し上げます。

本年度の防災訓練は、７月１２日に参加者１２

０人で行いました。訓練内容は、智恵文八幡地区

の一部が土砂災害警戒区域に指定されたことから、

本地区での災害を想定し、名寄庁舎に本部を設置、

市職員の指揮所訓練を実施した後、町内会に避難

勧告を伝達して避難訓練を開始するとともに、陸

上自衛隊第３普通科連隊による災害時要援護者の

搬送訓練、名寄警察署と名寄市交通安全指導員会

による避難誘導訓練、消防団第４分団による土の

う作成訓練及び備蓄、名寄建設業協会による大型

土のう設置訓練、名寄市災害救助活動協力会によ

る災害救出訓練、名寄アマチュア無線クラブによ

る通信訓練、株式会社エフエムなよろによる緊急

割込み訓練を行いました。

また、防災研修として八幡会館を主会場に旭川

建設管理部の土砂災害対処のＤＶＤ視聴、旭川地

方気象台による気象と土砂災害の講話、消防署に

よるＡＥＤ実演を実施し、防災意識を高めていた

だきました。
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次に、スクラム支援会議について申し上げます。

杉並区、名寄市などで構成する自治体スクラム

支援会議の第６回会議が７月２８日に南相馬市を

会場に開催されました。今回から、新たに東京都

青梅市と福島県北塩原村が加わり、南相馬市への

継続した支援と災害時の相互支援に関する条例な

どについて協議するとともに、オブザーバーとし

て参加した中川防災担当大臣に基礎自治体間の水

平的支援に対する法整備について要請しました。

なお、条例の考え方については、これまで協定

に基づいて行ってきた被災地の支援を自治体の業

務として位置付け、財政支出などの法的根拠を明

確にし、いざという時の救助要請や被災地支援を

迅速かつ効果的に行うことを目的としており、今

後、議会とも相談してまいりたいと考えています。

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、市

民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、

「交通死亡事故ゼロ」を目標に、市民一丸となっ

て交通安全運動を進めてまいりました。しかし、

残念ながら７月１８日、交通死亡事故により尊い

命が失われ、平成２０年９月１９日から続いた

「交通死亡事故ゼロ」の記録が、４００日を目

前に途絶えたところです。

このような痛ましい事故を繰り返さないよう、

関係機関・団体との連携を密にし、交通安全運動

を幅広く推進してまいります。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月１３日現在における発注状況については、

建設・委託事業合わせて１１２件、事業費で１７

億９８４万円、発注率は７３パーセントとなって

います。

今後も引き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地では、コンクリートブロック造平家建て１棟

４戸及びプレキャストコンクリート造平家建て１

棟４戸の住戸全面改善事業を７月に着手し、８月

末現在の進捗率は各棟とも約８パーセントとなっ

ています。北斗団地では、昨年９月に着手した建

物の８月末現在の進捗率は約６６パーセントとな

っており、いずれの工事も駐車場整備などを含め

１１月上旬完成を予定しています。

さらに、北斗団地の本年度分の鉄筋コンクリー

ト造２階建て１棟１０戸の建設工事は、平成２５

年１０月の完成を目途に９月着工を予定していま

す。

また、平成２５年度工事に伴う実施設計は８月

に着手し、平成２５年１月の完了を予定していま

す。

改善事業では、昨年度から２カ年事業で実施し

ている瑞生団地の水洗化及び生活雑排水整備工事

を７月に着手し、９月下旬の完成を予定していま

す。

また、「名寄市公営住宅等長寿命化計画」に基

づく、ノースタウンなよろ団地改修工事に伴う実

施設計は７月に着手し、１２月の完了を予定して

います。

「名寄市住宅マスタープラン」の見直し業務は

７月に着手し、庁内の作業部会及び検討会を経て、

平成２５年１月の完了を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく浅江島公

園施設整備工事は、７月中旬に石垣の改修及び老

朽化した大型木製遊具の撤去を終え、コンビネー

ション遊具の９月発注に向けて準備を進めていま

す。

市立天文台駐車場については、７月中旬に舗装

工事が完了し３６台分の駐車スペースのほか大型

バスの転回路としても利用が可能になりました。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事については、風連地区では

配水管網整備工事１路線、延長２５０メートル、

老朽管更新工事３路線、７０６メートルの工事
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発注を終えました。名寄地区では、配水管網整備

工事１路線、延長２１０メートル、老朽管更新工

事９路線、延長９９７メートルの発注を終え、

今後、配水管網整備工事１路線、延長５５０メー

トル、老朽管更新工事２路線、延長２５０メート

ルの発注を予定しています。

有効期間満了に伴う量水器の取替については、

名寄・風連地区合わせて５１６台の工事を行っ

ています。

また、有収水量向上のための漏水調査業務や、

清浄な水道水の供給を図るための配水管洗浄作業

を継続して実施しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、名寄下

水終末処理場における送風機設備ほかの更新工事、

風連浄水管理センターＣＲＴ監視制御装置の更新

工事を行っています。また、雨水管渠新設工事と

して豊栄川３号幹線、延長１６７メートルの整備

を進めています。

個別排水処理施設整備事業については、名寄地

区２基の合併浄化槽が供用開始され、現在は、名

寄地区４基、風連地区６基の整備を進めています。

今後、両地区合わせて６基の工事発注を予定して

います。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による道路整備につい

ては、１９線道路改良舗装工事ほか３路線の継続

事業を発注しており、新規事業は９月中の発注に

向けて準備を進めています。

また、アスファルト乳剤・焼き砂散布方式によ

る防塵処理工事は、１３５路線、約２３キロメー

トルを７月下旬に完了しています。

次に、公共交通機関について申し上げます。

バス輸送の充実については、名寄市地域公共交

通総合連携計画に基づき、市内循環線の再編によ

るバスサービスの改善と利用者の増加を目指し、

実証実験を行っています。

具体的には、７月１日から従来の東西線と市内

循環線の２路線を、市内東まわり、西まわりに再

編し、運行時間帯の拡大、パターンダイヤや利用

しやすい車両の導入、ＪＲ便との接続など高齢化

社会に適応したバス文化の創造と利便性や効率性

の高い公共交通サービスの提供を目標に、実証試

験運行を実施しているところです。

今後は、乗車状況をはじめ利用者アンケートや

聞き取り調査などによる検証作業も併せて取り組

んでまいります。

次に、農業農村行政について申し上げます。

８月１５日現在の農作物の生育状況については、

基幹作物である水稲はもち米、うるち米ともに平

年並となっています。

小麦では、秋まき・春まきとも干ばつの影響を

受け、収量、品質が昨年を下回る見込みで、現在、

調整作業が進められています。

根菜類については、馬鈴しょ及び玉ねぎは平年

並となっていますが、てん菜は、干ばつの影響で

生育は遅れている状況です。

また、畑作物全般で干ばつの影響が見受けられ

ましたが、７月上旬の降雨により回復の傾向にあ

ります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

８月１５日現在で、３３０頭のエゾ鹿を駆除し

ており、残滓については順調に焼却処分を実施し

ています。今後も関係団体と十分連携し、被害防

止に努めてまいります。

次に、ヒグマの出没等について申し上げます。

８月に入り、智恵文地区や風連旭地区・東風連

地区においてヒグマの足跡の目撃情報が相次ぎ、

スイートコーンが荒らされる被害が発生しました。

人家付近でも足跡が確認されたことから、市、猟

友会、道北なよろ農業協同組合、名寄警察署及び

地元町内会による安全対策会議を開催し、早朝及

び夜間パトロールの実施や罠の設置など安全対策

や被害防止に努めています。さらに、風連地区で

はヒグマが出没した４町内会共催の説明会におい
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て、情報提供と今後の安全対策等について説明を

行っています。

今後とも安全な市民生活の確保に向け関係機関、

団体及び市民の皆様と連携し、安全対策に努めて

まいります。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、受精対象牛を中心に名寄

市営牧野では５月２５日から２５７頭を、母子里

地区共同牧場では、６月４日から７８頭をそれぞ

れ受け入れています。

食肉センター施設の改修工事については、６月

１日に着手し、平成２５年５月末の完成を目指し

て、工事が順調に行われています。

次に、薬草・花まつりについて申し上げます。

大橋地区にある独立行政法人医薬基盤研究所薬

用植物資源研究センター北海道研究部との共催に

より、「第２回薬草・花まつり」を６月３０日に

開催しました。約１００人の市民が参加され、日

頃あまり目に触れることのない薬草を鑑賞し理解

を深めました。

次に、産業まつりについて申し上げます。

地産地消の推進と地場産品の良さを広め、農業

・農村への理解と農産物の消費拡大を目的に「第

３４回なよろ産業まつり」を８月２６日、なよろ

健康の森を会場に開催し、市民をはじめ多くの皆

様に御来場いただきました。

御協力をいただきました関係機関・団体の皆様

にお礼申し上げます。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

「基幹水利施設ストックマネジメント事業」弥

生地区では、幹線用水路を、「経営体育成基盤整

備事業」名寄東地区では、区画整理・用排水路・

暗渠・農道を、さらに「ため池等整備事業」クラ

ヌマ排水地区では、排水路をそれぞれ整備してい

ます。

本年度新たに採択された「国営施設機能保全事

業」風連地区については、現在、旭川開発建設部

により法手続きが進められています。

本事業により、風連ダム、御料ダム及び関係幹

線用水路のライフサイクルコストの低減並びに風

連地区における幹線用水路からの漏水が解消され、

営農の安定化につながるものと期待しています。

次に、商工業について申し上げます。

地元金融機関による７月調査時点の管内におけ

る景気動向が発表され、ＤＩ値で見る前期の業況

については、依然厳しい状況にあるものの、前年

同期比・前年比ともに改善されており、若干停滞

感から脱却していると分析されています。次期の

見通しでは、稼働期を迎えることから今期よりも

全体的に売上・収益ともに改善すると予想されて

いますが、業況については依然厳しいと予想され

ており、経営環境について明るい見通しは持てな

い状況が窺えます。

一方、市の設備資金融資制度の利用状況をみる

と、本年度８月末までの利用実績は７件、投資事

業費５３０万円で、前年同期比では、件数、事

業費ともに大きく上回っており、明るい兆しも伺

えます。

次に、（仮称）複合交通センターについて申し

上げます。

（仮称）複合交通センター整備事業については、

平成２５年４月の供用開始に向けて工事が進めら

れており、進捗率は８月末現在で４９パーセン

トとなっています。

開設後のイベントスペースなどの利活用や、中

心市街地の賑わい創出については、なよろ観光ま

ちづくり協会や商工会議所など入居予定の団体や

市民会館の利用団体などと協議を進めています。

施設の名称については、先に公募を行い、一般

市民をはじめ道内外から２００点以上の応募をい

ただいた中から、庁内で選考し『駅前交流プラザ

「よろーな」』に決定させていただきました。

また、一体的に整備を進めている民間商業施設

については、８月６日にオープンとなりました。

年次計画で進める商店街ファサード整備事業に

ついては、本年度整備を行う「名よせ通り商店
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街」から整備計画書が提出され、１１月の完成に

向けて工事が進められています。

引き続き、行政と民間との一体的なハード整備

等を通じて、中心市街地の賑わい創出を目指して

まいります。

次に、労働関係について申し上げます。

来春の新規高卒予定者の求人が、就職希望者率

が増加している中、依然として厳しい状況を踏ま

え、「高校生のための企業見学会」が公共職業安

定所、上川総合振興局、上川教育局と地元自治体

の連携により、管内４市において開催されました。

７月１９日の本市の見学会には、高校生４７人が

参加し、王子板紙、西條百貨店などでの体験を通

じ、就職への意欲を高めました。

また、８月２３日には、企業１８社が参加した

企業説明会がグランドホテル藤花において開催さ

れました。市内をはじめ近隣の高等学校から１０

０人が参加し、各企業の経営理念、求められる人

材などについて学ぶ良い機会となりました。今後

も関係機関などと連携し、就職活動の支援に努め

てまいります。

次に、観光キャラクターについて申し上げます。

「星ともち米」をテーマに一般公募を行った観

光キャラクターについては、名寄市観光交流振興

協議会幹事会において５月１日にデザイン、６月

２９日にはネーミングの選考をいただき、「なよ

ろう」に決定するとともに、８月２６日の産業ま

つりにおいて着ぐるみを初披露しました。今後は、

子どもからお年寄りまで愛着をもってもらえるよ

う、市内のイベントや町内会の活動などにも無料

で貸し出しを行います。

また、市内事業者の経済活動等においても「な

よろう」が一役を担えるよう商標登録を行ってま

いります。

次に、名寄市観光交流振興協議会事業について

申し上げます。

観光振興計画の目標のひとつである、市民の満

足度アップを目指すためには、市民自らが地域の

魅力を理解し、資源の改善点などを検証する必要

があることから、６月３０日に開催された「薬草

・花まつり」と、市内に自生する野の花スポット

として比翼の滝を見学する「第１回市民地域資源

モニター検証事業」を実施しました。

今後も春夏秋冬の「市内いち押しスポット」な

ど、季節毎にテーマを掲げモニター検証事業を実

施する予定です。

次に、御当地グルメＰＲ事業について申し上げ

ます。

観光客の動機付けとなる「食」の開発・提供に

ついては、名寄地方で昔から愛されているジンギ

スカンの食べ方に注目し、「なよろ煮込みジンギ

スカン」と銘打って、７月４日午前６時以降、市

内飲食店６店舗で提供をはじめており、市外から

のお客様にその味を堪能していただいています。

また、７月６日から８日までの３日間、札幌ド

ームでの北海道日本ハムファイターズ３連戦にお

いて開催された「なまらうまいっしょ！グルメグ

ランプリ」では、来場者投票で第３位に入賞し、

「なよろ煮込みジンギスカン」を広くＰＲするこ

とができました。

今後は、Ｂ―１グランプリに出場するため、組

織強化を図り「第７４６煮込みジンギス艦隊」に

よる各イベントでのＰＲなど、御当地グルメによ

るまちづくりを積極的に進めてまいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

昨年に引き続き、道立サンピラーパークのひま

わり開花に合わせて、映画ロケセット付近での撮

影風景のパネル展示や臨時の観光案内所の設置、

８月９日から２２日までのひまわり畑のライトア

ップ、ひまわり畑のガイドマップ作成など観光ホ

スピタリティの向上に取り組みました。

また、昨年公開された映画「星守る犬」の効果

として、映画を観賞した道外２組のカップルが、

サンピラーパークにおいて、ひまわり結婚式を行

いました。

さらには、旅行エージェントによる旅行商品も
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企画され、その一つとしてＪＲ北海道が主催した

ツインクルバス向日葵号は、７月２８日から８月

２６日の約１カ月間にわたり、毎日ツアーが実施

されました。

次に、観光客消費拡大クーポン事業について申

し上げます。

８月から１０月に本市を訪れる日帰り観光客な

どを対象に、市内３１カ所の店舗・施設で利用で

きるプレミアム付きクーポン券を市内４カ所で販

売し、市内での消費拡大を図っているところです。

次に、合宿受入事業について申し上げます。

女子栄養大学の実践的調理技術習得カリキュラ

ムの一環として、本市の特産品である「もち米」

「ひまわり油」などを活用した新商品開発に取り

組んでいただきました。

８月２４日に、開催した名寄市観光交流振興協

議会幹事会では、学生が開発した成果品の試食と

意見交換を行い、学生にとっても本市にとっても

実り多い場となりました。

次に、イベント関係について申し上げます。

「なよろアスパラまつり」は、６月３日に名よ

せ通り特設会場において開催されました。市内で

活動する団体のステージイベントやアスパラガス、

なよろブランド商品をはじめとする物産販売、さ

らにはなよろ煮込みジンギスカンと滝川市の松尾

ジンギスカンとの「夢のジンギの共演」と称した

特別企画も実施され、多くの市民が祭りを楽しみ、

街中に賑わいが生まれました。

「ふうれん白樺まつり」は、６月１６日、１７

日にふうれん地域交流センター及びふうれん望湖

台自然公園で開催され、バンド演奏や歌謡ショー、

さらには田中良杉並区長をはじめ、杉並区高円寺

阿波おどりにも参加をいただき、大いに盛り上げ

ていただきました。

名寄の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

７月２９日に天塩川曙橋下流河川敷で開催されま

した。風連御料太鼓の勇壮な演奏をはじめＹＯＳ

ＡＫＯＩチームの演舞、ライブコンサートやフィ

ナーレを飾る花火などの多彩な催しに約１万人の

来場者で賑わいました。

第３４回を迎える「風連ふるさとまつり・風舞

あんどん」は、８月１３日夜、１５団体１６基の

行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場などを練り歩き、

多くの市民が夏の風物詩を堪能しました。

次に、学校教育について申し上げます。

６月１８日に、第１回名寄市教育改善プロジェ

クト委員会を開催し、市内小中学校の校長と教頭、

教諭ら合わせて６４人を委員として委嘱しました。

この委員会では、児童生徒の「生きる力」を育む

ために、５カ年計画で研究を進めてまいります。

特に、向こう３年間は、「確かな学力」の育成を

図るために、実践的で効果の上がる方策を構築し、

市内小中学校で共通理解を図りながら取組を進め

てまいります。

本年度から、北海道教育委員会が試行実施する

「学校力向上に関する総合実践事業」では、指定

校の名寄小学校が、基礎・基本を習得させる教育

課程・指導方法の工夫、放課後や長期休業中など

における補充的指導などの取組を進めています。

また、近隣校の名寄南小学校、名寄西小学校、風

連中央小学校と連携して初任者研修を実施するな

ど、教員育成のための新たな仕組の構築に着手し

ました。

今後、教育改善プロジェクト委員会では、この

総合実践事業と市内の小中学校が一体となって進

める学力向上の取組とを連動させながら教育研究

を進めてまいります。

名寄市街地区における小学校の適正配置につい

ては、新校舎の建設に必要となる耐力度調査を実

施していますが、今後は基本設計を行い建設に向

けた準備を進めてまいります。

また、旧風連中学校解体緑地工事については、

当初予定していた本年度の社会資本整備総合交付

金の財源措置が厳しい状況にあることから、地域

の安全・安心に配慮し、解体手順や年度間の事業

割合を含めて検討してまいります。
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次に、名寄市立大学について申し上げます。

大学図書館整備の基本構想・基本計画について

は、７月に策定支援業務の委託業者を公募型プロ

ポーザル方式で選定し、８月７日に開催した学内

関係者等による第１回大学図書館基本計画検討委

員会では、求められる大学図書館像と検討課題、

策定スケジュールなどについて審議を行いました。

今後も引き続き、策定を進めてまいります。

７月２１日と８月１８日に入学を希望する高校

生と保護者を対象にオープンキャンパスを実施し

ました。参加者数は、高校生が４６４人で前年比

１１４人の増、保護者が２２０人で前年比１０人

の増となりました。また、本年度はオープンキャ

ンパスに合わせて、市外から参加された保護者を

対象に都市施設巡りのバスツアーを実施し、本市

の住み良さへの理解を深めていただきました。

道北地域研究所は、「地域資源を利用したまち

づくり」を統一テーマとして、第１回目の市民公

開講座を７月２５日に開催し、釧路短大の岡本匡

代准教授に「シカを食べる」をテーマに講演いた

だき、地元をはじめ近隣の農業者、自治体関係者

４９人が参加し、食品としてのシカ肉の有効活用

について学びました。

昨年度に引き続き、特別支援学校教諭免許状の

取得につながる免許法認定公開講座を７月３１日

から８月１１日までの１２日間にわたり関係機関

の協力を得て実施しました。本年度は、その一部

を文部科学省の特別支援教育に関する教職員など

の資質向上を図る委託事業として行い、市内小中

学校及び高等学校の現職教員をはじめ保育士、看

護師延べ４９人が受講され、先進的な教育理論や

教育実践の講義に熱心に取り組まれました。

また、臨床倫理の知識を深め患者や家族に対す

るケアの向上を図ることを目的に、名寄市立大学

看護学科と名寄市立総合病院看護部の共催による

看護セミナー「臨床倫理セミナーｉｎ上川北」を

８月１９日に開催し、看護師をはじめ保健医療関

係者８０人が参加しました。

今後も、学生確保対策の充実と名寄市立大学の

専門性と特色を生かした地域貢献活動の取組に努

めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

食中毒防止対策として実施した学校給食食材供

給施設の厨房内冷房機設置及び換気扇修繕により、

さらに安全で安心な米飯やパンの提供が可能とな

りました。また、給食で使用している食器につい

ても１０年が経過していることから、２学期から

更新を行っています。

毎年実施している名寄市立大学生の給食経営管

理実習については、栄養教諭が中心となり、６人

の学生を６月２５日から２９日までの５日間、学

校給食センターと中名寄小学校で受入を行いまし

た。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

７月１１日に社会教育委員の会に対し、第２次

社会教育中期計画について諮問しました。社会教

育委員の会では、策定委員会を組織し、本年度中

の策定に向け検討を進めています。

市民講座については、「なよろ入門」「ペンス

ケッチ教室」を開催し、延べ１５０人の市民が受

講しました。また、高齢者を対象に開学している

名寄ピヤシリ大学においても、一般市民を対象と

した公開講座を２回開催し、延べ１６０人が受講

されました。

本市の短い夏を締めくくる市民盆踊り大会は、

昨年が雨天中止のため、２年ぶりの開催となりま

した。８月１４日、１５日の両日で、子ども盆踊

りに約４５０人、仮装盆踊りの個人の部に５人、

団体の部に６組の参加をいただき、延べ２００

人の人出で賑わいました。実行委員をはじめ、御

協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

次に、市立図書館について申し上げます。

６月には子どもの読書普及のため、絵本の読み

聞かせを行っているボランティア団体と初めて会

議を行い、読み聞かせの活動状況や連携について

情報交換を行いました。また、７月４日には読み
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聞かせボランティア団体の会員を対象とした講習

会を実施しました。

７月１８日には、北海道立図書館の市町村支援

事業を活用し、智恵文小学校で「ブックフェステ

ィバル」を開催しました。子どもたちは体育館の

床に広げられた約８００冊の絵本や児童図書に囲

まれ、絵本の読み聞かせなど、楽しいひとときを

過ごしました。

夏休みには、本館、分館において「一日司書体

験」や「夏のおはなし会」「夏の工作」などの事

業を行い、大勢の子どもたちが参加しました。

今後も、全ての世代に、本に親しみやすい環境

を提供するとともに、家庭や地域における読書活

動の推進に力を注いでまいります。

次に、市立天文台について申し上げます。

本年度は、金星による天文現象が多く見られ、

６月６日の太陽面通過の現象では、パリ天文台と

北海道大学が連携し、日本で唯一となる観測研究

が行われました。

７月には、移動式天文台車ボラリスⅡ号が復活

し、智恵文小学校４年生を対象とした夜間観望授

業をはじめ、７月９日からの５日間は、被災地支

援で福島県南相馬市に派遣しました。南相馬市で

は、小学校６校で子どもたちに天文授業を行うと

ともに、市民を対象に夜間観望会を開催するなど、

多くの方に感動を与え、復興に向けて心の支えに

なると地元テレビをはじめ各種メディアでも大き

く取り上げられました。

夏休みには、スクラム支援会議構成自治体が連

携して実現した企画として名寄市、杉並区、福島

県南相馬市の小学５・６年生を対象に、全国初と

なる四元中継でハワイからの天文講義を行いまし

た。地元４４人を含む１２４人の児童が参加し、

国立天文台ハワイ観測所の林左絵子准教授から

「ハワイから見える宇宙」をテーマに講義をいた

だきました。

また、星と音楽をコンセプトに「きたすばる星

と音楽の集い」を８月１８日と１９日の両日に開

催し、延べ７００人の参加をいただきました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

（仮称）市民ホールについては、現在進めてい

る基本設計に関して、パブリック・コメント手続

条例に基づき６月２６日から７月２５日までの間、

市民の皆様から御意見を伺いました。今後の管理

運営など、頂いた御意見を参考にしながら進めて

まいります。

また、開館後の施設管理は、既存の市民文化セ

ンターと併せて市の直営を基本に行いますが、ホ

ールの音響、照明などの特殊な技術業務や自主企

画などの芸術文化振興事業、情報発信事業の業務

については委託に向け、今後、公募による委託候

補事業者の選定を行ってまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月２１日から８月２６日まで、特別展「天塩

川～営まれてきた人と魚の暮らし」を開催し、北

海道遺産に選定されている天塩川のプロフィール

や流域の歴史に深くかかわる自然、人との関わり、

生息する川魚などを展示・紹介し、８００人余

りの方々に観覧いただきました。併せて行った講

演会では、二人のパネラーから天塩川との関わり

や、さらなる魅力を語っていただきました。

また、８月７日の夏休み企画「北の鉄路遺産巡

り」では、北海道文化財保護協会と共催し、ＳＬ

排雪列車「キマロキ」の見学、市内に残る鉄路や

駅の形跡などの鉄道遺産巡りを行いました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育支援講座として、子育て支援センター

「さくらんぼ」との共催事業「親子ふれあい体

操」や保育士、栄養士や歯科医を講師とした「子

育て教室」を開催し、家庭教育に関する必要な知

識・技術の向上を図っています。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第４０回を迎える名寄～下川間往復駅伝競走が

６月３日に行われ、フルコースの部に１９チーム、

ハーフコースの部に３４チームが参加し、全道各
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地から集まった選手が力走を見せました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催事業のリーダー養成

事業「わくわく！体験交流会」には２１人の児童

が登録し、第１回目は６月２３日に市民文化セン

ター屋外において飯ごう炊飯を行い、第２回目は

７月７日から１泊２日で道立トムテ文化の森にて、

キャンプなどの野外体験や集団生活の中でリーダ

ーとしての心構えなどを学びました。

第２３回を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ」は、南相馬市の児童を迎え、事業名を

野外体験学習・交流事業「へっちゃＬＡＮＤ２０

１２ｗｉｔｈ南相馬キッズ」として実施しました。

市内の小学４・５年生３７人と南相馬市の小学５

・６年生２１人が参加し、７月２６日から２泊３

日、道立トムテ文化の森キャンプ場を中心に交流

を行いました。市民ボランティアや学習協力者、

市内教員協力者のサポートをいただき、ふうれん

望湖台自然公園での水上体験やキャンプファイヤ

ーなどを体験した子どもたちは、集団生活を通じ

てたくましく成長し、かけがえのない思い出を作

ることができました。

杉並区との都会っ子体験交流事業は、市内の小

学４年生から６年生２５人と杉並区の小学４年生

から６年生までの２５人が参加し、７月２８日か

ら３１日までは名寄会場、８月５日から８日まで

は杉並会場において、それぞれ３泊４日の日程で

相互交流が行われました。大学生ボランティアを

リーダーに班行動を通して、お互いに協力し合い、

友情を深めることができました。

次に、児童館・児童クラブについて申し上げま

す。

名寄市児童センター、風連児童会館及び南児童

クラブ、風連児童クラブにおいては、児童が楽し

く過ごすことのできる夏場のイベントとして、ブ

レイクダンス教室、バス遠足、七夕会、児童セン

ターまつりなどの多様な企画をそれぞれ実施しま

した。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

ハートダイヤルにおいては通常の電話や面談に

よる相談対応をはじめ、月２回開設している夜間

相談日にレクリエーションを取り入れ、相談業務

の充実を図っています。また、適応指導教室にお

いては５人の児童生徒を受け入れ、登校支援指導

に取り組んでいます。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、名寄地域において日常の

巡視活動と名寄祭りなどの特別巡視を行っていま

すが、６月から風連地域においても定期的に実施

しています。

また、北海道青少年健全育成条例に基づく立ち

入り調査として、成人向け雑誌・ＤＶＤなどを取

り扱うコンビニ、書店、ビデオレンタル店への陳

列などの指導、携帯電話販売店へのフィルタリン

グ機能徹底の依頼、カラオケ店への青少年利用の

指導など、市内全２９店舗の訪問指導を行ってい

ます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（黒井 徹議員）

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１４分

再開 午前１１時２８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５ 議案第１号 駅前交流プラザ「よろ

ーな」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１号 駅前交流プ〇市長（加藤剛士君）

ラザ「よろーな」条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

当該施設は、（仮称）複合交通センターとして

名寄地区都市再生整備計画に基づき、ＪＲ名寄駅
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横に市民の交流の推進並びに交通機関の利用者の

利便性を図るとともに、観光情報を発信をし、に

ぎわいを創出することにより商工業の発展及び中

心市街地の活性化に寄与することを目的とした施

設として、平成２５年３月に完成、同年４月のオ

ープンを目指し建設が進められております。この

ほど当該施設の名称を公募したところ、全国から

２００点以上に及ぶ応募をいただき、さきに庁議

において駅前交流プラザ「よろーな」に決定をい

たしました。当該施設は、これまでこの地区にな

かった市民の立ち寄り機能を有しており、公共交

通利用者の利便性や商工業及び地域の活性化を図

るべき施設として多くの市民及び観光客に愛され、

親しまれ、利用しやすい施設となるよう整備をし

てまいります。

利用者から徴収をする利用料金等につきまして

は、市民会館の代替施設としての位置づけから、

市民会館での料金及び新施設でのコスト計算を参

考に設定をいたしました。施設の管理運営につき

ましては、維持管理に係る経費の算定及び課題を

整理をするため、当分の間名寄市が直営で行う予

定をしております。

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。

奥村英俊議員。

今回の新規の建物の設〇２番（奥村英俊議員）

置にかかわる設置条例の提案というふうに思いま

すけれども、この間の議論の中で市民会館の代替

施設である、あるいは経済センターという位置づ

けの中で、入居がそれぞれ予定されている団体が

あったというふうに思います。その関係について

今回の条例案には含まれていないのではないかと

思います。建物全体が地方自治法第２４４条で言

う公の施設であるというふうに思いますし、そう

いう意味では入居の団体の扱いも含めた設置条例

の制定が必要ではないかと思いますが、今提案の

条例案にはそれが含まれていませんけれども、な

ぜなのかお伺いしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

今奥村議員のほうか〇経済部長（高橋光男君）

ら入居団体のことについて御質問あったかと思う

のですけれども、この施設については議員も御存

じのとおり公の施設として名寄市が設置をしよう

とするものであります。機能としては、提案理由

にもありましたけれども、観光インフォメーショ

ン、それから消費者センター機能、それからバス

ターミナル、経済センター、それから市民会館の

貸し会議室機能、にぎわいづくりを含めたスペー

スをあわせ持った複合的な施設となっております。

他の自治体の例によりますと、今議員から御指摘

もありましたけれども、例えば北海道立道民活動

センター、いわゆるかでる２・７、それから道立

総合体育センター、北海きたえーる、ここにはか

でる２・７については１５を超える福祉団体が現

在入居をしております。北海きたえーるについて

も北海道体育協会ほか単協が数多く入居をしてお

りますけれども、どの条例を見ても入居団体の名

称をうたっている事例は見当たりませんでした。

特に首長の責任で公の施設にそれぞれの団体が入

居していただいているという判断で、今回のよろ

ーなの設置条例につきましても入居団体の名称に

ついては載せていないということで御理解をいた

だきたいというふうに思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっとよくわからな〇２番（奥村英俊議員）

いのですけれども、首長の責任で入居をしてもら

うのだという今の答弁だったと思いますけれども、

何を根拠に首長が入居させることができるかとい

うことについてお知らせをいただきたいというふ

うに思います。

入居の方法というのはいろいろあるのだと思い

ますけれども、ほかの例はともかく名寄市として

先ほど高橋経済部長がおっしゃいましたように、

さまざまな今回の議論の中で目的を持って複合の
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公共の用に公の施設をつくるという中でいえば、

そこにしっかり入居する団体、１０や１５もある

わけではありませんから、明記をした中で入居を

していただければいいのだというふうに思います。

この間議論に出てきている入居の団体とは、その

辺についてはどういった話で今後の入居について

話されているのでしょうか。先ほども言いました

ように、法的な根拠も含めてお知らせいただきた

いというふうに思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

１つは、先ほども言〇経済部長（高橋光男君）

いましたように例えば商工会議所については商工

業の振興、あるいは中小企業の育成支援、そうい

った目的もあります。それから、消費者センター、

消費者協会については消費者行政、あるいはＮＰ

Ｏなよろ観光まちづくり協会においては観光振興

といった行政の一部を担っていただいている部分

もあるということで入居をしていただくことにな

ります。そういうことで御理解をしていただきた

いというふうに思いますし、先ほど議員おっしゃ

られていた地方自治法の２４４条の規定がありま

すけれども、これも市長の担任事務ということで、

先ほど私が言いましたように首長の責任で入居し

ていただくということで御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

行政の一部を担っても〇２番（奥村英俊議員）

らうということで市長の責任において入居してい

ただくのだということは、市の事務所として使う

という、そういうことになるのでしょうか。公の

施設の一部を市役所の事務所として使う、そうい

ったことなのか、その辺についてもう一度お伺い

をしたいのと、公の施設に入るに当たって担任事

務だよということで話ありましたけれども、実際

の業務をする以外の者が事務所として使うのであ

れば、貸し付けという考えになっていくのではな

いかというふうに思うのですけれども、その点に

ついてもう一度お伺いをします。もし貸し付けと

いうことであれば、当然契約をするということが

必要だというふうに思いますし、その場合の賃借

料が発生してくるのではないかというふうに思い

ます。そういったことについてそういう考えにな

っていくのかどうかお伺いをしたいと思います。

もう一点、商工会議所が入るに当たって、平成

２２年８月の議員協議会の資料の中に経済センタ

ーの設置をということで強く要望がされて、それ

を受けて市として経済センターが必要だという判

断をしながら、今回の施設を建てたということで

ありますけれども、その中で整備に対しての建設

協力金を負担することを条件に事務所移転の要望

が出されていて、それを受けてというふうに資料

にも記載をされています。その点についてもどう

なっているのか、教えていただきたいというふう

に思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

奥村議員のほうからは、〇副市長（久保和幸君）

公の施設の中に事務所機能も含まれているという

ことでの条例提案にならないのかということがま

ず１点目の御質問かなというふうに受けとめてい

ます。基本的には、高橋経済部長のほうからお答

えしたとおりなのでありますけれども、１点目の

整理といたしましては、これは行政財産というこ

とになります。行政財産につきましては、地方自

治法の定めによりまして地方自治体が所有する財

産を公有財産というふうに位置づけておりまして、

この公有財産の中に行政財産と普通財産があると

いう位置づけであります。その行政財産の中にま

た分類されるのが公共用財産と公用財産というふ

うに分類化されまして、公共用財産という財産の

概念は基本的に公の施設ということで、市民が共

同で利用する施設を指すというふうにお考えをい

ただければというふうに思います。平たく言うと

貸し館に当たる、使用料等を定めるものがそれに

当たるというふうにお考えをいただければという

ふうに思います。もう一つ、公用財産というのは、
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基本的に当該地方公共団体が事務事業に供する財

産ということで、これは一般的には事務所機能を

指すものというふうに考えているところでありま

す。今般の条例の提案につきましては、２つの財

産が混在しておりますけれども、今回の施設には

２つの財産混在しているというのは公共用財産と

公用財産であります。地方自治法の２４４条の２

に規定されているのは公の施設ということで、こ

れは条例化をすることが明示されておりますので、

この公の施設にかかわる部分については今回の条

例提案をさせていただいたという点が主な趣旨で

ございます。さらに、高橋経済部長が前段御説明

いたしましたけれども、きたえーるやかでる２・

７の説明の中でも公の施設に入っている事務所に

ついては、これは首長の担任事務ということで、

公の施設の条例の中には組み入れていないという

のが一般的な例でありますし、そこの区分をしっ

かりした上での今回の提案ということで受けとめ

ていただければというふうに思います。そういう

面では、今回の公用施設ということで、事務所機

能を持ち合わせた施設ということで市長の担任事

務の中での処理を考えているということでありま

して、この使用に当たっては貸し付けではなくて、

使用に当たっての一定の取り決めをさせていただ

いた上で御使用いただくということになります。

使用に当たっての根拠につきましては、それぞれ

が地方自治法１５７条に定めのある公共的団体で

あるというところがまず１点でありますし、公共

的団体の中でもそれぞれが目的にしております事

業が行政が進める行政業務と連動している業務と

いうことで、市の業務と連動した事業を展開をし

ていただくということを前提に使用していただく

というのが考え方の中にあるということで御理解

をいただきたいというふうに思います。これは、

２つ目の御質問についての答えであります。

さらに、３つ目でありますけれども、商工会議

所から建設に係る負担金をということでの話であ

りますが、この件につきましてはさきの議会、そ

の当時の議会でお答えしたとおりでありまして、

この点についてはそういうふうにお答えをさせて

いただきたいというふうに思います。

以上、答弁にかえさせていただきます。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

他にないようなので、〇１３番（熊谷吉正議員）

質疑をさせていただきます。

駅前の交流施設よろーな、本当に久方ぶりの駅

前の空白地域をしっかり形にして、中心街の活性

化だとかにぎわいづくりに大いに期待をされてお

りまして、あと半年後、どういう結果に出てくる

のか来春を非常に楽しみにしている一人でござい

ますが、今奥村議員との関連やそのほかも含めて

二、三ちょっと今回条例提案されたに至る経過な

どについて、条例提案された本体についてはまた

いろいろと付託をされていくのでしょうから、で

きるだけ割愛をさせていただきますが、それまで

に至る経過について今のやりとりは十分理解がで

きないので、もう少し質疑をさせていただきたい

と思います。１つは、今久保副市長なり高橋経済

部長がお答えをいただいたところでいま一つなぜ

かというところがわからないのですけれども、自

治法１４９条７項の首長の担任事務の部分の入居

団体にかかわる部分と、いわゆる一般市民が利用

する会議室等の分け方の位置づけ。一つの施設で

はあるけれども、そういう行政とのかかわりであ

えて分けて、一般市民にかかわるものだけの提案

になったということがなぜそういう分け方をしな

ければならないのかということがよく伝わってこ

ないのです。私も一通り、十分法の理解はいって

いないかもしれませんけれども、なぜ分けなけれ

ばならぬというところあたりが今のやりとり聞い

ていてよくわからないのです。建てて、来春オー

プン以降は全ての建物を維持管理をされていくわ

けです。もちろんランニングコストは当然のこと

ながら、利用料、使用料もいただきながら、ある

いは起債の償還にかかわる財源なども含めてそれ

ぞれ維持管理をしっかりしていかなければならな
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いのですが、そういうことからするとあえて分け

て考える意味合い、あるいは行政とのかかわりの

強弱によってこちらはこちら、こちらはこちらと。

こちらは市長の担任事務と、こちらはいわゆる条

例でというところがよく伝わらないなという感じ

がします。消費者センターについては、明らかに

市の直営業務の嘱託を受けながら雇用して、直接

的なサービスを展開をする、あるいは消費者セン

ターの中身もほとんどがそれにかかわる業務が多

いのですけれども、会議所は独自に会議所法に基

づいて商工業の振興だとか、あるいは住民の福祉

などを含めて、いわゆる会員のために、結果とし

て間接的に地域への貢献ももちろんあることはあ

るのでしょうけれども、性格はやっぱり違うなと

いう感じがしておりまして、それをごったに、と

りあえず条例で定めるものと定めないものと分け

るということについては、なぜ分けなければなら

ないのかというところあたりがちょっとよく説明

がついていないなという感じがします。

それで、入居団体との協議の経過についていま

一つしっかり伝わってこないので、その経過につ

いてもお知らせをいただきたいなと思います。

それと、もう一つ、どちらにしても施設は建物

１つですから、このよろーなは。決まればよろー

なということなのですが、維持管理の数字につい

てこの間議員協議会だとか常任委員会なんかでも

いろいろ聞いていますけれども、きょう本会議な

ので、改めて建設資金４億円強、それで交付金だ

とか、あるいは短期のお金なども含めてもう一度

建設資金にかかわる数字の確認と、それから維持

管理にかかわる数字の確認を各団体と、あるいは

利用者の利用見込みなども含めてどのぐらいかか

るのか、少し御提示をお願いをしたいなというふ

うに思います。

平成１８年の自治法改正で、行政財産の貸付範

囲という問題かなり広がったということで、従前

目的外利用でないかというところも含めていろい

ろ法の改正があって、有効に活用するということ

などについては私も理解をしていますので、極端

な話、市役所の中でもどこかスペースがあれば、

風連庁舎もそうですが、一般に開放するというこ

となどについてもいろいろ可能になっているとい

うふうに理解はいくのですが、いずれにしても条

例、規則に基づいてやっぱり制定をしっかり区分

けをしないとだめではないのかという感じで私は

受けとめておりますから、そこの基本的な考えに

ついてお知らせをいただきたいなと思います。

暫時休憩いたします。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１１時４９分

再開 午前１１時５１分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

まだ協議のほうちょっとかかるようなので、１

３時まで休憩をしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

休憩 午前１１時５１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。

高橋経済部長。

午前中熊谷議員から〇経済部長（高橋光男君）

何点か御質問受けましたので、私のほうから簡潔

にお答えをしたいというふうに思います。

まず、１点目のなぜ分けたのかということでご

ざいますけれども、先ほどの午前中の奥村議員の

質問に久保副市長がお答えしたように、１つは不

特定多数の方々が利用する貸し室機能を持った部

分、いわゆる公共の部分、それから事務所機能を

有している公用の部分、この部分については設置

条例の第１条に目的が記されていますけれども、

入居予定の４団体については設置条例の第１条に

合致するふさわしい団体というふうに私ども認識

をしておりますので、よろしくお願いをしたいと

いうふうに思います。

それから、２点目の入居を予定されている団体、
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それから利用を予定されている団体の話し合いの

経過はどうなっているかということなのですけれ

ども、平成２３年度から今までに合計８回にわた

って各入居予定の団体と、それから利用を想定さ

れる団体との話し合いをさせていただきました。

その中では、イベントを通じてのにぎわいづくり

の問題だとか、あるいは市民会館の代替施設とし

ての今般の施設でありますから、当然使用料のこ

とも含めて決まっていませんけれども、おおむね

代替施設としての利用料金、市民会館を基準にし

た利用料金になるのではないかという話をこの間

させていただいているところであります。

それから、ランニングコストの関係ですけれど

も、当然施設を運営することによって光熱水費等

かかっていくわけでございますけれども、商工会

議所についてはこの部分についても御負担をいた

だくということで御理解をいただいておりますの

で、御報告をさせていただきたいというふうに思

います。ランニングコスト自体は、コンサルが出

したものもございますけれども、まだ動いていな

いものですから、実態的に幾らかかるとはこの場

ではっきり額については明示はできませんけれど

も、月々の実費分については納めていただく方向

で協議をしておりますので、御理解のほどよろし

くお願いしたいというふうに思います。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 １時０２分

再開 午後 １時０２分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

久保副市長。

お答えが１つ抜けてお〇副市長（久保和幸君）

りまして、今般の入居団体が入る事務所について

は貸し付けとなるのではないかと。地方自治法の

１８年の改正を踏まえてのそういう対応があるの

ではないかということと、それにかかわる規則等

々の対応はどうなのだという、そういう御質問だ

ったかというふうに思います。この件につきまし

ては、午前中の奥村議員にもお答えいたしました

とおり、貸し付けという取り扱いではなくて、基

本的には先ほども申し上げましたが、行政事務の

事務事業の執行に当たる事務室として使用してい

ただくという、これは庁舎機能とも読んでいただ

いても結構なのですが、そこを利用して行政事務

を進めていただくものということで、規則とか自

治法によるものではなくて、自治法でいうとした

ら１４９条の市長の担任事務の中で協定等を結び

ながら対応してまいりたいという考え方でありま

すので、御理解をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 １時０４分

再開 午後 １時０４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

久保副市長。

１点訂正しておわび申〇副市長（久保和幸君）

し上げたいと思います。

午前中の奥村議員の御答弁の中に、商工会議所

の関係で建設負担にかかわるものについては従来

どおりというお答えをさせていただきましたが、

建設負担ということについては訂正させていただ

いて、入居にかかわる応分の負担をいただくとい

うことで訂正をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。おわび申し上げ

ます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

総事業費の関係で御〇経済部長（高橋光男君）

質問をいただきました。今現在の額ですけれども、

５億４３５万円ということでよろしくお願いし

たいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 １時０５分

再開 午後 １時０５分
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再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

高橋経済部長。

施設全体の管理に係〇経済部長（高橋光男君）

るランニングコストはという御質問でした。これ

は、冷暖房、電気、ガス等も含んでコンサルが出

した数字なのですけれども、おおよそ２１０万

円ほどになっております。このほか清掃の委託料

だとかがまだ出てくるかと思うのですけれども、

この部分については入札等になろうかと思います

ので、まだ額等については確定していないという

ことで御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

引き続き質疑を行い〇１３番（熊谷吉正議員）

たいと思いますが、今お答えをそれぞれいただい

たのですけれども、担任事務の判断、権限と条例、

規則によるかどうかというところの判断は、見解

は分かれるのかもしれませんが、なぜ分けなけれ

ばならないのだというところは伝わってこないの

です。担任事務であっても条例もしくは規則によ

って、有償であろうと、無償であろうと、減免で

あろうと、一定の規定を設けてやっぱり維持管理

を、建設費を後年度払いの分は起債の関係も含め

て払わなければならないし、あるいはランニング

コストも今数字が出ましたけれども、払っていか

なければならぬということで、私は首長だけのい

わゆる専権事項とは違うという認識しております

から、そこはちょっともう少し。私の認識の不足

なのか、あえて全道の施設の例だとか、いろいろ

例を挙げて、それは根拠にも何もならないわけで、

名寄としてより市民に公正の立場で情報公開をや

っぱりしてもらわなければならないわけでありま

して、そこについてはなぜそこに一緒に今回の提

案の中に入れられない要素があるのかどうか、改

めてお聞きをしたいというふうに思います。

会議所側のいわゆる特定商工団体として、法に

基づいて公共団体等の定義の中にも森林組合とか

ＪＡだとかいろいろ入ってはいて、そういう公共

性を持って地域の商工業の振興だとか、あるいは

住民福祉の向上に向けて法に基づく活動は当然さ

れて、名寄に寄与してもらわなければならないし、

ぜひ頑張ってほしいという感じはするのですけれ

ども、それと公共施設に入居する問題とおのずか

らやっぱり性格は違うのでないのかという感じが

しておりまして、公共性については今久保副市長

の答弁の中で１５７条や２４４条の２の答弁が午

前中あったのですけれども、一定の理解はもちろ

んできますし、１８年度に自治法の改正なんかあ

って、私も公共施設であろうとできるだけ規則、

条例に基づいて有効にしっかりそれは地域に還元

されていくということについては賛成なわけなの

ですけれども、それと根拠規定から外す、外さな

いという問題については別次元の問題ではないか

というふうに思っていますので、重ねてここにつ

いては求めたいというふうに思います。

それで、午前中奥村議員の答弁の関係で、建設

負担金が応分の負担をいただくと。それはそれと

して、定義についてあえてここで私も聞きません

けれども、いずれにしても負担はいただかなけれ

ばならないのですね。建設にかかわるか、いわゆ

る入った以降の関係かは別にしても、ランニング

コストというか、光熱水費その他もらうのは当た

り前のど真ん中ですよね。部屋としては例えば使

っていただくと。市役所業務との関連なども含め

て、そこ若干まだすとんと落ちない部分もありま

すけれども、本来業務がほとんどだと思うのです、

会議所法に基づく。それと、午前中も言ったけれ

ども、消費者センターや消費者協会とはまた性格

がかなりやっぱり違うというふうに私は認識して

おりますから、当然応分の何らかの形については

いただかなければならない、それは。当然だと思

うのです。ランニングコストでかかるものは当た

り前の話で、人のうちへ入って電気代、水道、全

部ただという話ではなくて、相手のほうでも当然。

お願い、要請があったのですね、これは基本的に。

会議所があちらに移りたいと。その中にもそうい
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うことが明記されてというふうに私は聞いており

ますから、それをどう表現するかということはあ

えてここは触れませんけれども、当然減価償却し

ながら維持管理をし、借金も返していかなければ

ならぬということなわけでありまして、そこは非

常に市民も関心事なのです。すとんとそのまま入

っていただくと、水道代、電気代、冷房代だけで

いいですよというのは、これはもう誰が入ろうと

それは当たり前の話なのです。そこについてはち

ょっとやっぱりよく見えないので、もう少し会議

所とのやりとり、経過についてつまびらかにお願

いをしたいなというふうに思っています。

例えば図面でいきますと、バスターミナルにか

かわるバス会社の平米は２７平米だったかな。だ

と思います。それで、会議所の平米は三百数十平

米でしたよね。そこはおおよそいいですか、手元

に私も数字は持っていますけれども。比較論の話

ですけれども、平米だけで１８倍なのです、１

階、２階の違いあるけれども。そして、バス会社

のほうは提案の条例の中に１日使えば２２０円

掛ける３６５日という認識で受けとめさせて、こ

れもバス会社も営利を追求するのは、公共の足の

確保ということもさまざまがあるのですけれども、

条例の原案を見るとそういう単純計算をすると年

間４０万円以上かかるのです。単純比較でいくと

会議所さんが入るスペースは１８倍ですから、

年間４００万円以上の、それが行政に絡む公共性

の問題だとかいろんな問題は送達はしなければな

らないでしょうけれども、やっぱり市民が納得で

きるような条例つくる中で明記をした上で、しっ

かりお仕事もしていただくということではないの

かなと思っておりますので、改めてお聞きをした

いと思います。

ランニングコストが２１０万円、プラス清掃

だとかなんとか入れれば５００万円とか００

０万円の数字があの施設を維持するために必要に

なるわけで、減価償却の概念がないですから、実

際は。そこは入っていませんけれども。ぜひその

辺については少し再答弁をお願いをしたいなとい

うふうに思っております。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

おおむね３点にわたっ〇副市長（久保和幸君）

ての再質問というふうに受けとめているのですけ

れども、１点目の市長の長の担任事務の判断とい

うことで、原則２つの施設に、２つの財産の性格

があるということについては、混在しているとい

うことで説明をさせていただきました。ただし、

今回の条例提案については公の施設にかかわる分

ということで再三再四お答えさせていただいて、

大変申しわけないと思うのですけれども、もう一

つの１４９条の考え方については、これ長の職権、

権能を濫用するという、そういう考え方ではござ

いませんで、これまでもそれぞれ議会に御相談申

し上げてまいりましたので、今後ともまたそうい

う姿勢で臨みたいということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

さらに、自治法の改正で、これ１８年の改正で

１９年４月１日の施行でありますけれども、行政

財産の貸し付けにかかわる緩和の関係で御指摘が

ありました。これにつきましては、議員御指摘の

とおり条例または規則等々を定めて対応するよう

なことが基本的に自治法の中でも明記をされてお

りますので、その点についてはそちらの対応にな

るかなというふうに思うのですけれども、今般の

事務所機能についてはあくまでも事務所機能とい

うことで、公有財産ということで何度も御説明を

させてもらいましたが、そういう性格のものとい

うふうに判断しておりますので、見解が分かれる

という言い方はちょっと大変申しわけない言い方、

したくないのでありますけれども、そういうこと

で考えているところでありまして、その点につい

ては御理解をいただければというふうに思ってい

るところであります。

それと、商工会議所については、先ほど私も公

共的団体だということで行政実例含めて踏まえて

おりますので、ＪＡあるいは森林組合等々と同じ
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ように公共的団体等に含まれるということであり

ます。それを基本にして、この駅横に入っていた

だくことについては商工会議所からも申し出もあ

りましたけれども、市としても議会と相談して駅

横を中心ににぎわいを創出していこうという観点

から、商工会議所については入っていただこうと

いうことを意思決定させていただいたところであ

ります。したがって、ここの中での商工会議所に

ついての応分の負担については目下最終の詰めに

入っているところでありまして、この詰めが一定

方向づけがされた段階で議会にお知らせあるいは

相談をさせていただきたいと思っていますので、

この点についても御理解をいただきたいと。目下

最終の調整に入っているということでございます

ので、よろしくお願いを申し上げます。

あわせてランニングコストについても、これも

実費相当分の徴収についての協議に入っていると

いうことで、午前中の奥村議員の答弁でもお答え

いたしましたが、対応しているところでございま

すので、この点についてもお答えをさせていただ

きたいと思います。

以上、答弁にかえさせていただきます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

首長の権限、いわゆ〇１３番（熊谷吉正議員）

る担任事務イコール条例、規則の定めが必要ない

という認識は私は持っておりません。あくまでも

それは、今日的に地方分権時代に入って、さっき

も言いましたように公共、公の施設をできるだけ

目的外利用してまでということにならぬけれども、

時代は変わってきて有効活用をどんどんしていか

なければならぬということについての基本認識は

あると思うのですけれども、それと議会のいわゆ

る議決が伴う条例あるいは執行側の規則を省略し

ていいという話ではなくて、これは情報公開の問

題と説明責任の問題で、議会基本条例の８条にお

いてもそこはそれに関連する条項があるわけであ

りまして、あえてそれはできないという理屈がや

っぱり伝わってこないのです、市長。公共性等、

それから行政の一部というところあたりを私も百

歩と言わないけれども、十歩下がって受けとめた

にしても、それで実質的にただに近い値段で入っ

ていただいていいということには市民理解は得ら

れないのではないかと思う。先ほども言いました

ように、バス会社の例でいくと２２０円掛ける

３６５日、４４万３００円、これ１年間で払う

ことになるのです。あるいは、これはこれにまた

公共性を加えて減額するのかどうかというところ

は全く伝わってはきませんけれども、恐らく減額

条項の中に規則で定めるのかなという感じはあり

ますけれども、それは直接俗人の会社との関係は

私も持っておりませんから、そこはしっかりこれ

と比較して、会議所の平米計算でいくと単純比較

すると年間４８０万円ぐらいの家賃相当になるの

です。これがこれからやられる詰めの話と、０

００万円だ、０００万円だという話だとすれば、

５年ぐらいでこれはもうなくなって、それ以降は

まさにランニングコストだけという話にもなるわ

けで、そこは市民理解は非常に厳しいのではない

かというふうに思っています。条例、規則の問題

の意見の違いだとか、いわゆる一定の負担をいた

だくと。応分の負担という言葉をあえて表現され

ているのですが、私もそれに合わせますけれども、

そこはしっかり決まった段階で公開はして、議会

にも説明はあるのでしょうけれども、額は非常に

関心はあるのではないかと。ずっと永久にこの施

設をもたせていかなければならぬということなわ

けで、そこは重要な施設、入居団体でありますか

ら、ぜひ活躍もして、活性化に寄与をもちろん。

ただ、１つそのときに何回も言ったけれども、消

費者団体とイコール会議所は同一にならないです

よというのは、会議所法に基づく当然のお仕事が

あるわけです。市がかかわる部分というのはどの

ぐらいの割合を占めるのかというところを認識私

どものほうに持たせていただきたいなと思ってい

ますので、意見の違うところはまた後日違う機会

にいたしますけれども、市長に御答弁をいただき
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たいというふうに思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど来条例のまず第１〇市長（加藤剛士君）

条で、本市は、市民の交流の推進並びに交通機関

の利用者の利便性を図るとともに、観光情報を発

信し、にぎわいを創出することにより商工業の発

展及び中心市街地の活性化に寄与するために、こ

の施設を設置をすると。これで、関連する４団体

も含めて入居させていただくのだと。その係る市

民の皆さんが利用される分については、細かく今

回条例制定させていただきますけれども、全ての

これまでの名寄市の公に係る施設に関してはこう

した制度設計になっているということですし、福

祉センターもしかりでありますし、そうしたこと

に基づいて今回もこのような条例の提案をさせて

いただいているところでございます。この４つの

団体については、それぞれ立場、法律の違いとは

いえ、目的にかなった公共性の高い団体であると

いうふうに認識をしています。そんな中で先ほど

からずっと担任事務という話が出てきていますけ

れども、何も勢い強引に決めようということでは

なくて、これまでも議員協議会を数回開かせてい

ただきましたし、常任委員会でもるる説明をさせ

ていただいたと思います。パブリックコメントも

させていただきましたし、そのほかにも市民意見

も聴取をさせていただいて、この４団体が入居す

ることに当たっては施設の目的に合致するのだと

いうことを再三再四説明をさせていただいたつも

りでありまして、決して唐突にこの議論を進める

わけではないということを御理解いただきたいと

いうふうに思います。その中で今それぞれの比較

の応分負担の話ありましたけれども、この件につ

いては近いうちに積算根拠というか、根拠も含め

てしっかりと議員の皆さんに明示をさせていただ

いてというふうに思っていますので、ぜひ御理解

をいただきたいというふうに思います。

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。

本件は、経済建設常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第６ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市職員の分限及び懲戒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２号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の分限及び懲戒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、職員提案における事務事業の改善の一

つとして、永年勤続職員表彰の基準を見直すため、

本条例の一部を改正しようとするものであります。

改正の内容につきましては、職員表彰の適用範

囲及び種類を定める規定のうち、職員の勤続年数

による表彰について、これまで勤続１５年以上と

勤続３０年以上について定められていたものを勤

続３０年以上の表彰のみ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）
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よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第３号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市国民健康保険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 名寄市国民〇市長（加藤剛士君）

健康保険税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、国民健康保険事業の安定的な運営を図

るため、後期高齢者支援金分及び介護納付金分に

おける拠出の超過解消を目的に、本条例の一部を

改正しようとするものであります。

改正の内容は、基礎賦課分の均等割を現行の２

万円から２万０００円に、所得割を５％から

４％に、資産割を２０％から２０％とし、

後期高齢者支援金等賦課分の均等割を現行の０

００円から１万円に、平等割を０００円から

０００円とし、介護納付金賦課分の均等割を現行

の０００円から１万円、平等割を０００円か

ら０００円、所得割を８％から４％にしよ

うとするものであります。また、低所得層への負

担増をできるだけ抑制するよう努めたほか、限度

額がここ数年連続で改正されたことにも配慮して、

資産割についても調整を行おうとするものであり

ます。

なお、当該改正につきましては、既に名寄市国

民健康保険運営協議会から答申を受けている事項

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）

本件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。

日程第８ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

なよろ市立天文台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 なよろ市立〇市長（加藤剛士君）

天文台条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

現在なよろ市立天文台の入館料は、通常料金と

は別に名寄市民特別料金を設定をしておりますが、

オープン以来約２年５カ月が経過をした中、多く

の名寄市民の皆様に御利用いただき、天文台につ

いて一定程度の周知が図られたものと認識をして

おります。この間御来館いただきました方々から、

天文台の利用に関し多くの御意見や御要望をいた

だきましたが、特に通常料金と名寄市民特別料金

を設定したことで入館時に市内に住まわれている

かどうかの確認作業を必要とすることから、来館

者にお手数や御迷惑をおかけしている現状となっ

ております。本件は、これらを改善するために本

条例の一部を改正し、料金の改定を行おうとする

もので、天文台の利用に関し、料金を市民にかか

わらず一本化し、また入館者と観覧者を区分する

ことで天文台の施設全般についてのあり方につい

ても改善を図り、利用者の利便向上に資するもの

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）

本件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第９ 議案第５号〇議長（黒井 徹議員）

ふうれん地域交流センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 ふうれん地〇市長（加藤剛士君）

域交流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。

現在当該施設の管理運営は、教育委員会が行っ

ておりますが、本件は当該施設の管理について風

連地区市街地における地域振興事業への有効活用

やサービスの向上、経費の縮減等を図るため、指

定管理者制度を導入しようとするものであります。

また、あわせて当該施設の位置や運営委員会の委

員定数につきましても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。

川村幸栄議員。

２点ほど御質問をさせ〇１番（川村幸栄議員）

ていただきたいと思います。

今一部改正の理由の中に指定管理者制度を導入

することに当たって、サービスの向上、そして経

費削減というお話がありました。この中身につい

て詳しく御説明をいただきたいというふうに思い

ます。

もう一点、運営委員会の委員が６名から１０名

に変わるわけですが、１０名にした理由について

も詳しくお知らせをいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御質問いた〇教育部長（鈴木邦輝君）

だきました２点につきまして答弁をさせていただ

きます。

今回の指定管理者導入に当たりまして、地域振

興への有効活用やサービスの向上という部分の中

身、また経費の節減でございます。御存じのよう

に地域交流センターは、風連駅前の大変立地上優

位な条件のところに建っている建物でございます。

現在公民館として地域住民の社会教育、生涯教育

活動にも利用いただいております。この間入館者

も２年を経過する中で増加をいたしております。

その中で特にあの場所の位置的な優位性、それか

ら調理室とか和室とか、さまざまな部屋を備えた

施設の優位性、こういったものを有効に活用して

いただくため、また民間活力の導入によります経

費の節減が図れるという目的でするものでござい

ます。

また、２点目の委員さんの定数につきましては、

現在６名以内となっておりますけれども、指定管

理者を導入することも含めまして、１０名以内の

より多くの委員の方から運営に関する意見を広く

いただくという意味で委員定数をふやしたという

理由でございます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

運営委員の増について〇１番（川村幸栄議員）

は多くの方の意見をということで、これは十分に

理解できるところでありますが、指定管理者制度

導入に当たって施設の有効活用、サービスの向上、

現在も入館者もふえているという御説明がありま

した。十分に施設有効に活用されているのではな

いかというふうに受けとめていますし、利用しや

すい状況もあるというふうに受けとめているので

すが、今回指定管理者制度を導入するに当たって

さらにというふうなことなのだというふうに思う

のですが、さらにどういうふうなものが見込まれ

るのか、そしてこれからですけれども、指定管理

者になられた方々にどういった部分を求めていく

のか、それは運営委員会の中で話し合われていく

のだというふうには思うのですが、ここで導入を

条例の中に盛り込んでいくという中で、やはり住

民の皆さんがそういうことでここに指定管理者制

度を導入するのかと納得できるような説明をいた

だければというふうに思いますが。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在地域交流センタ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ーは、この２年間基本的には公民館としての活用
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という形で事業展開を行っておりました。指定管

理者導入後も公民館の位置づけは変わりませんの

で、生涯学習、社会教育の場としての事業展開を

行う予定ではございますが、先ほども申し上げた

ように場所と施設の優位性を生かしまして、指定

管理者に新たに知恵を絞っていただいて、地域振

興のためのいろいろな事業をあの施設を利用した

活用をいただくという部分が特にこれからのあの

施設の価値をより高めるものになると考えて、こ

ういった指定管理の導入を行うものでございます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

期待をしているという〇１番（川村幸栄議員）

ところなのだと思いますし、経費削減のところも

非常に大きく比重を占めているのではないかとい

うふうに思ってお話を聞いているところなのです

が、公民館としての維持、そして管理運営のとこ

ろは教育委員会だというふうなことでありますの

で、指定管理者のところに、言葉悪いのですが、

丸投げという形ではなくて、十分に教育委員会と

しても知恵を絞りながら、また住民の皆さんの声

も聞きながら、本当に有効な活用をしていただく、

そういったところに取り組んでいただきたい。そ

のことをお願いして、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１０ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市公民館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 名寄市公民〇市長（加藤剛士君）

館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、本条例で規定をする名寄市風連公民館

につきまして、平成２２年度のふうれん地域交流

センターの開設に伴い、当該公民館も同センター

に移設をされていることから、その位置を変更す

べく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１１ 議案第７〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市都市公園条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

議案第７号 名寄市都市〇市長（加藤剛士君）

公園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、名寄市立総合病院精神科病棟の改築に

伴い、建設期間中に同病院の駐車場が不足をする

ことから、都市公園法第７条第７号及び同法施行

令第１２条第１０号に基づき、街区公園である花

園公園を建築期間中に限り、同病院の仮設駐車場

として利用するため、名寄市都市公園条例の一部

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。

提案の趣旨について〇１３番（熊谷吉正議員）

は理解していますけれども、参考までに一部改正

するに当たって病院やこの公園周辺の地域住民や

町内会関係の皆さんといろいろ御意見や理解を求

める活動はされたと思うのですけれども、その中

で代替措置の問題だとか、課題として特に整理す

るものはなかったのかどうか、少し報告をお願い

をしたいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

花園公園の仮設〇建設水道部長（長内和明君）

の駐車場に関する町内会との協議になりますけれ

ども、これまで町内会あるいは保育所とそれぞれ

４回にわたって協議をしてきてございます。まず、

１番は、公園としての目的であります災害時にお

ける避難場所ということで、一時避難場所につい

ての協議も終わっておりますけれども、総体的に

は占用する面積は総体で０００平米あるのです

けれども、そのうちの４割、０００平米につい

て公園を仮駐車場としたいということで協議をし

ております。残り６割、０００平米については、

公園機能をそのまま残すということで協議をして

おりますけれども、一番心配しているのは一時避

難場所をどうするかということで協議をいただき

ました。その中では、０００平米あるというこ

とで問題はないのでないかというお話もいただき

ましたけれども、残り０００平米につきまして

は少し遠いのでありますけれども、南広場を運用

したいなということでお話をさせていただいてお

ります。

それと、もう一つは、子供の安全、安心という

ことで、駐車場と公園機能の境目については安全

柵を設けていただきたいということで協議をして

ございます。安全柵もただの安全柵ではなくて、

子供がぶつかってもけがをしないように、そうい

う対処も検討していただきたいということで、そ

の部分につきましては工事の中で検討していきた

いなと考えてございます。

それと、もう一点は、冬期間における除排雪に

ついて出ております。当然公園機能も有しており

ますので、保育所の子供たちが冬期間そりなどで

遊ぶ場合もございますので、除雪についてはしっ

かりとやっていただきたいということでお話をい

ただいておりまして、通常の除排雪より二、三割

程度かなと思っております。主たる部分でありま

す。

以上です。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私の〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

ほうから市立病院の立場でちょっと二、三補足を

させていただきます。

今回の改正につきましては、建設水道部のほう

にお願いをいたしまして、期間中大幅に駐車場が

足りないということで住民の皆さんを含めて条例

改正をお願いした次第であります。地元町内会等

の説明につきましては、１区町内会の役員さん含

めて４回、それから隣に南保育所がございますの

で、そこの父母会の役員さんのほうとも協議をさ

せていただきました。

それから、今議員のほうからお話がありました

課題等につきましては、１１項目にわたって基本
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的な考え方について、今建設部長から答弁をした

内容を含めて除排雪の件、期間中の交通安全の件

ですとか、それから工事が終わった後の公園整備

のあり方などについて要望をいただきまして、病

院と建設部のほうで協議をさせていただいて、先

般回答がまとまって決裁がおりましたので、今週

１区町内会に持って、今お話ししたようなことの

内容を改めて文書で求められたものですから、文

書で回答して理解を得ていきたいと思いますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

暫定期間といえ、冬〇１３番（熊谷吉正議員）

期が二冬くぐるということもあったりして、大変

御苦労もきっと多いのではないかと思いますけれ

ども、おおむね地域の住民の皆さんも理解が得ら

れるのかなという感じがします。今答弁の中で１

１項目という話がありましたけれども、特に冬期

間におけるあの公園に一部駐車場をつくるという

ことですから、８丁目通の問題や周辺の町内会の

除雪問題、排雪問題については従前の建設部サイ

ドの延長線の考えではなくて、やっぱり配慮、苦

情等できるだけ少なく、ないということはないで

しょうけれども、皆さんの理解を得ながら、環境

改善についても特段の努力が必要だというふうに

考えておりますが、特に建設水道部長にもう一回

求めて、終わります。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども言いま〇建設水道部長（長内和明君）

したけれども、安全につきましては町内会または

保育所含めて使用している団体等からも要望来て

おります。それと、除排雪につきましても議員言

われたとおり、通常よりはやはり相当密な除排雪

が必要ではないかということで、ここは病院側と

協議しながら推進していきたいなと思っておりま

すので、御理解をお願いしたいと思います。

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１２ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（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８号 平成２４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ４億１７９万０００円を追加をし、

予算総額を１９９億６３２万０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして備荒資金組合超過納付負担金

１億円の追加は、今後見込まれる地方交付税の合

併算定がえの終了など、将来の安定的な財政運営

に備え、負担金の超過納付を行おうとするもので

あります。

６款農林業費におきまして青年就農給付金６７

５万円の追加は、新しく創出された国の支援制度

により、経営リスクを負っている新規就農者の農

業経営が軌道に乗るまでの間を支援しようとする
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ものであります。同額を歳入の道支出金で計上を

しております。

同じく６款農林業費におきまして有害鳥獣・ヒ

グマ等対策事業費２２０万円の追加は、市内各地

域で頻発をしているヒグマによる農業被害防止及

び地域の安全確保を図ることを目的に、ヒグマ用

の箱わなの借り上げ料及び購入費を追加をしよう

とするものであります。

７款商工費におきまして（仮称）複合交通セン

ター整備事業費５５７万０００円の追加は、

平成２５年４月にオープン予定の本施設における

必要な備品及びこれに類する消耗品の購入を主な

内容とするものであります。

同じく７款商工費におきまして緑の分権改革調

査事業費９６５万０００円の追加は、本市の

観光資源でもあるひまわりとモチ米を活用し、寒

冷地である名寄市における食クラスターの構築を

目指し、総務省の支援制度を活用し、実施をしよ

うとするものであります。同額を歳入の国庫支出

金で計上をしております。

１０款教育費におきまして小学校維持管理事業

費、名寄南小学校校舎・屋内運動場基本設計委託

料３００万円の追加は、名寄南小学校と豊西小

学校を廃止をし、新たな校舎、屋内体育館建設に

係る基本設計委託料を追加しようとするものであ

ります。

同じく１０款教育費におきまして大学一般行政

経費で備荒資金組合超過納付金負担金２億円の追

加は、今後予定されます大学図書館等の強化、充

実に係る財源の確保及びこれに係る起債償還に対

応するため、負担金の超過納付を行おうとするも

のであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を地方

交付税で調整をいたしました。

２０款繰越金で前年度繰越金１億２６１万

０００円の追加は、平成２３年度一般会計決算に

係る剰余金を全額計上しようとするものでありま

す。

次に、第２表、継続費補正では、国の補助金の

交付割合の変更に伴い、名寄演習場周辺障害防止

対策事業を継続費として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、水道統合整備

事業ほか２件を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。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明をさせていただきま

す。議案第８号の１２ページから１３ページをお

開きください。２款総務費、１項３目情報化推進

費で自治体クラウド・モデル団体支援事業実施委

託料０００万円の追加は、本市並びに士別市、

今金町がグループを形成し、システム機器を自庁

管理方式からクラウド形式に移行するに当たり、

同額の助成を受けて事業を実施しようとするもの

であります。

１４ページから１５ページをお開きください。

３款民生費、１項６目老人福祉費で介護基盤緊急

整備等特別対策事業交付金５００万円の追加は、

市内に建設される小規模多機能型居宅介護事業所

の開設に対し、事業者に補助しようとするもので

あり、財源として同額を道補助金で見込んでおり

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２目観光費で観光交流振興事業

費３０７万０００円の追加は、映画「星守る

犬」で使われましたロケセットの解体工事として

２００万円、またこのほど観光マスコットキャラ

クターとして誕生しましたなよろうの着ぐるみ作
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成や商標登録の事業等を実施した名寄市観光交流

振興協議会に対し１０７万０００円を補助金と

して支出しようとするものであります。

２４ページから２５ページをお開きください。

８款土木費、２項４目道路新設改良費で道路排水

整備工事５００万円の追加は、大雨時に排水が不

良で浸水等の危険性が高い風連日進地区の排水整

備を実施し、災害に強いまちづくりを進めようと

するものであります。

８款土木費、４項２目街路事業費でバリアフリ

ーに優れたまちづくり事業費３００万円の追加は、

路盤材として市内事業所で産出される廃棄予定の

材料を用い、使用に耐え得るかなど実証事業を実

施しようとするものであります。

３２ページから３３ページをお開きください。

１１款災害復旧費、１項１目公共土木施設災害復

旧費で丸三川河岸復旧工事で１００万円及び御園

支線道路復旧工事１００万円、合わせて２００万

円の追加は、本年７月５日に発生をしました大雨

により被災し、河岸のり面が崩れた箇所について

復旧をしようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７ページをお開きください。１１款

地方交付税で普通交付税２億７５５万０００

円の追加は、収支不足を調整するものであります。

８ページから９ページをお開きください。１８

款寄附金９万０００円の追加は、市民の皆様か

らいただきました寄附金として一般寄附金で８万

０００円、社会福祉費寄附金で１万０００円

を追加補正し、それぞれ活用させていただくもの

であります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

７款商工費、２２ペー〇２番（奥村英俊議員）

ジ、２３ページにかかわる部分で（仮称）複合交

通センター整備事業費で需用費、備品購入費、来

春の開設に向けてということで５００万円ほど

の補正をするということでありますけれども、当

初この施設をつくるに当たって、今回提案の額と

想定された額と開きがあったのかどうか、想定さ

れていればどういった差があったのかということ

と、今回の備品購入費に当たって、貸し館ですか

ら、ほかの議論でも出ていた例えば音楽団体とか、

そういうところも利用してもらうということで、

アンプやスピーカー、いろいろ高額なものをそろ

えていくことになると思うのですけれども、そう

いったもの、重立ったものについて、高額なもの

についてお知らせをいただきたいというふうに思

います。高額なものを一回買って、何年かすると

やっぱり更新をしていかなければならなくなると

いうことがあるのだと思うのです。そういう意味

では、備品として購入という方法もありますけれ

ども、常に最新のものを入れるという意味ではリ

ースという考え方もあるのではないかというふう

に思うのですけれども、その辺のもし今回備品の

中で全てをそろえるということであれば、そうい

うふうにしていった考えについてお知らせいただ

きたいというふうに思います。

もう一点、先ほどの条例制定の中でもちょっと

ありましたけれども、公用ということで事務所と

して使う部分があるということでの話だったと思

うのですけれども、その部分にかかわる備品につ

いてこの中に含まれているのかどうか、その３件

についてお聞きをしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと済みま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

せん。今４点の御質問あって、済みません。１点

目ちょっとわからなかったので、後でもう一度お

願いしたいと思います。

まず最初に、備品購入の主なものということで、

大がかりなものということなのですけれども、今

回は市民の皆さんから、利用を想定される皆さん
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からいろいろ御意見を伺いながら、にぎわいづく

り、あるいはいかに利用していただくかというこ

とを目的に聞き取りを行いまして、エントランス

ホールだとか、それから会議室等の備品等も協議

させていただきました。その中で出ました、今お

っしゃられましたとおり音響の関係、音響につい

てはもともとの本体というのですか、本体は工事

の中で見ていただけるのですけれども、スピーカ

ー等については備品という形になっていまして、

それも今回導入させていただこうと思っています。

それは、移動式ということで、エントランスホー

ルの中、あるいは場合によっては屋上だとか屋外

も使えるようにというような考え方を持ってのス

ピーカーなのです。そういったことも今回入って

います。それから、あとは貸し出し用というので

すか、貸し出し用では今回は貸し出す、中で使っ

ていただくものについては大概各部屋にあるので

すけれども、この中ではそんなに。あとは、エン

トランスホールで使う観光案内板だとか、そうい

ったものが少し高額になっております。大体の主

なものであります。

それから、リースでどうなのだという考え方が

あったのですけれども、今回はリースという考え

方はしておりませんで、先ほど言いましたスピー

カーですとか、あるいは観光案内板ですとか、こ

ういったものについては一応購入ということで考

えております。

それから、公用施設の入居される中で想定して

いる団体の備品はどうかということなのですけれ

ども、観光協会については今回一部購入を考えて

います。観光協会につきましては、もともと収入

がある団体ではありませんので、名寄市からの補

助金と負担金等で運営している団体ですので、一

部の購入に対して市としては今回導入しています。

それから、あとは公共的団体についてはそこだけ

です。

それと、１点目の済みません。御質問何だとい

う……済みません。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

１点目の当初予定し〇経済部長（高橋光男君）

ていた額と今回提示をさせていただいた額との開

きということだったのでしょうか。それでよろし

いですよね、質問内容。当初は、０００万円程

度と予定をしておりました。実は、今回消耗品も

含めて５００万円ほど計上させていただいてお

ります。この部分については、バスの利用客に対

する案内板の表示等も今回の分に含まされており

ますので、当初はその部分予定しておりませんで

したけれども、そういった部分も含めて若干費用

が当初見込んだ額よりもかさんでいるということ

で御理解をいただきたいというふうに思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の購入に当たって、〇２番（奥村英俊議員）

リースの考えはなくて備品として購入ということ

で、上手に使えば長年使えるものではあるかと思

いますけれども、５年、１０年もつかはちょっと

わかりませんけれども、一定の時期にやっぱり更

新をしていく。そうすると、また新たな負担がか

かるということを考えると、既に計上されていま

すから、今から検討すれということにはならない

のかもしれませんけれども、こういった施設整備

今後もありますから、そういった中では全て当初

にそろえなければならないということではないと

いうふうには思いますので、その辺適時にその中

で協議をしっかりしていただいて、今後の負担も

考えながら対応していただくようにしていただけ

ればというふうに思います。

もう一つ確認で、先ほど言っていた事務所の分

については今回は入っていないということでいい

のですよね。わかりました。

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
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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８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２４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９号 平成２４年〇市長（加藤剛士君）

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前年

度繰越金を中心に補正をしようとするものであり

まして、歳入歳出それぞれ６３３万０００円

を追加をし、予算総額を３３億０７５万００

０円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

総務費では制度改正に伴うシステム改修委託料等

で４０万０００円を、８款保健事業費では国庫

補助事業に対する事業費として１０９万０００

円を、１１款諸支出金では主に平成２３年度保険

給付費等の確定に伴う精算還付金として４８３

万０００円をそれぞれ追加しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では財政調整交付金のうち保健事業等に係る

事業費分として内定した特別調整交付金等で１７

４万０００円を、９款繰越金では前年度繰越金

のうち４５８万０００円をそれぞれ追加しよ

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。

川村幸栄議員。

７ページの特定健診の〇１番（川村幸栄議員）

事業費の追加がされている件なのですけれども、

なかなか特定健診の受診率が上がっていかないと

いうような結果が出ていますし、９月の広報では

受診を勧める詳しい中身が出されていたところで

はありますけれども、やはり健診をたくさんの人

に受けていただくと。今国保税の値上げも提案さ

れている中で、やっぱり医療費を下げるというた

めには健診を受けていただくことが必要だという

ふうに思うのですが、その部分についてさらに受

診を向上させる対策としてどのようにお考えなの

かをお聞かせいただきたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員言われ〇市民部長（土屋幸三君）

たとおり、医療費が増嵩する中で、やはり病気の

早期発見、早期治療が結果的に増嵩を抑えるもの

だというふうに認識をしているところであります。

今まで前年度に受診をされた方、あるいはレセプ

ト点検等々でいわゆるはしご診療というのですか、

そういったことをしている方、あるいは重複して

調剤というのですか、薬を服用している方々につ

きましては、個人的にこちらのほうで指導してい

るところであります。今言いましたように増嵩を

抑えるといったような意味で、今言いましたよう

なことを当面は一生懸命やっていかなければなら

ないというふうに思っているところであります。

その啓発活動につきましては、広報あるいは個人

宛てへの通知等をもって今後とも続けていきたい

というふうに思っています。

それから、今後予定をしているわけですけれど

も、実は名寄市の薬剤師会のほうで無料で薬に対

する講習というのですか、そういった事業もやっ

ておられるといったようなことで、そういったも
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のも利用していければというふうに考えていると

ころであります。

以上です。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

本当に積極的な声かけ〇１番（川村幸栄議員）

をしていただきたいというふうに思うのですが、

名寄の受診率が２６％、４人に１人しか受けてい

ないというような状況ですので、さらに受診率を

上げてもらう努力をしてほしいなというふうに思

っています。先日ちょっと情報をいただいたら、

名寄は血糖値が高い方が非常に多いと。全道的に

も多いというふうな情報もいただいていまして、

やはりそういった部分での血糖値が高いというの

はいろんなところに影響を及ぼしていきますので、

医療費のかさむことを抑えるという意味でも事前

の健診、徹底した健診を訴えていただくことを強

く求めて、終わります。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

実は、私も血糖値の〇市民部長（土屋幸三君）

関係で二月に１遍市立病院のほうに通っているわ

けであります。今おっしゃられた血糖値の部分に

つきましては、それはいろんな病気を引き起こす

原因にもなり得るというようなことが言われてい

ます。ぜひそういった健診等も含めて多くの市民

が受診をされて、事前に大きくならないような方

策をこちらとしても取り組んでいきたいと思って

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。

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１４ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

０号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正

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１０号 平成２４〇市長（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１億０７２万０００円を追加を

し、予算総額を２２億６３０万０００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。平成

２３年度の介護給付費負担金の精算等に伴い、４

款基金積立金では４８５万０００円を、６款諸

支出金では返還金として１億５８６万０００円

をそれぞれ追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。歳出と同様

平成２３年度の介護給付費負担金の精算等に伴い、

５款支払基金交付金では４６８万０００円を、

８款繰入金では返還金分として１億５８１万円を

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）
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これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２４年度名寄市下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１１号 平成２４〇市長（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、７月２３日から９月１４日まで

を期間とした計画停電に対する準備と下水道施設

で発生をした事故の賠償金が主な内容であり、歳

入歳出それぞれ５６万０００円を追加をし、予

算総額を１２億７３２万０００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、下水道施設事故賠償金として

１１万０００円を、計画停電に伴う発電機借り

上げとして２４万０００円をそれぞれ追加しよ

うとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。５款諸収入

では下水道賠償責任保険給付金として１０万０

００円を、６款市債では下水道事業債の特別措置

分として８０万円をそれぞれ追加をし、４款繰入

金で３４万０００円を減額し、収支の調整を図

ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、特

別措置分を追加するため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１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第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１２号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、浄化槽設置工事の事業量増加に

よるものであり、歳入歳出それぞれ３４０万円を

追加をし、予算総額を７１０万０００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、本年第２回定例会において１０基

の浄化槽工事の追加を認定していただきましたが、

既に予定件数分の申請を受理しており、今後の申

請に対応するために２基分の３４０万円を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では受益者分担金３４万円を、５款市

債では３１０万円をそれぞれ追加をし、３款一般
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会計繰入金で４万円を減額をし、収支の調整を図

ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第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（黒井 徹議員）

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１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２４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１３号 平成２４〇市長（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、７月２３日から９月１４日まで

を期間とした計画停電に対する準備と工事請負費

の事業費の確定によるものが主な内容であり、歳

入歳出それぞれ１１万０００円を追加をし、予

算総額を５２９万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款簡易水

道事業費では、自家発電設備のない浄水場への発

電機借り上げに係る費用と智恵文八幡水源井新設

工事費等の確定により１１万０００円を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款市債で

は起債対象事業の確定に伴い７０万円を減額をし、

２款繰入金では一般会計繰入金で８１万０００

円を追加を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１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算

（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１４号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、市立病院における精神科病棟改

築事業に伴う駐車場整備費用、工事事務費及びそ

れに伴う資産除却費等を補正しようとするもので

あります。

補正の内容について収益的支出から申し上げま

す。２款病院事業費用では、精神科病棟改築工事
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中の駐車場対策として実施をする医師寮の解体費

及びそれに伴う資産除却費６２２万０００円

を追加をし、総額を８３億０６４万０００円

にしようとするものであります。

なお、医師寮解体費用に充てるため、企業債

６００万円を借り入れをいたします。

次に、資本的支出では、４款資本的支出におき

まして精神科病棟改築事業に要する給与、賃金、

事務費、駐車場整備費等に３６３万０００円

を追加をし、総額を１１億３４０万０００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いては、過年度

損益勘定留保資金で補填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）

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１９ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 平成２４〇市長（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、主に緑丘浄水場の施設及び機器

修繕費と老朽管更新工事の追加に伴い補正をしよ

うとするものであります。

まず、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、緑丘浄水場の施設及び機器の

修繕費用として５６３万０００円を、臨時職員

の退職報償金として２４万０００円をそれぞれ

追加をし、総額を６億６４２万０００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款資本的収入では企業債など１５

９万０００円を追加をし、総額を３億９９６万

０００円に、また４款資本的支出では老朽管更

新工事費や量水器取りかえ工事費の増により１

１２万円を追加をし、総額を５億６２２万円に

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）

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２０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２３年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１７号 平成２３年度名寄市国民
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健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

８号 平成２３年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第１９号 平成２３年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２０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決算の認定について、議案第

２１号 平成２３年度名寄市簡易水道事業特別会

計決算の認定について、議案第２２号 平成２３

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計決算の認定

について、議案第２３号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定について、議

案第２４号 平成２３年度名寄市後期高齢者医療

特別会計決算の認定について、議案第２５号 平

成２３年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て、議案第２６号 平成２３年度名寄市水道事業

会計資本剰余金の処分及び決算の認定について、

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１６号から議案第〇市長（加藤剛士君）

２５号までの平成２３年度一般会計決算、各特別

会計決算、病院事業会計決算の認定について及び

議案第２６号の平成２３年度水道事業会計資本剰

余金の処分及び決算の認定について、一括して提

案の理由を申し上げます。

まず、決算の認定につきましては、議案第１６

号から議案第２４号までは平成２４年５月３１日、

議案第２５号及び議案第２６号第２項は平成２４

年３月３１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決

算を行いましたので、地方自治法第２３３条第３

項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り決算の認定をお願いするものであります。

次に、議案第２６号第１項の水道事業会計資本

剰余金の処分についてでありますが、水道事業会

計におきまして資本剰余金を処分をし、累積欠損

金を補填しようとするもので、地方公営企業法第

３２条第３項の規定により議会の議決を求めるも

のであります。

なお、いずれも細部につきましては別途御説明

をさせていただきますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議案第１６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決算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと

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、議案第１６号外１０件については、全

議員をもって構成する決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、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２１ 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。

事故の内容は、本年７月２日午前１０時４０分

ごろ、名寄市西１５条南６丁目の市道においてマ

ンホール上を相手方所有の車両が通過する際にマ

ンホールのふたが起き上がり、相手方車両に損害

を与えてしまったものであります。過失割合は本

市が１００％であり、車両の修理代として市が１

１万３０８円を負担することで示談が成立し、

和解したところであります。

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

報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）
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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。

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９月６日から９月１８

日までの１３日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日９月６日から９月１８日までの１

３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全〇議長（黒井 徹議員）

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 ２時３１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春
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