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平成２６年第４回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２６年１１月２８日（金曜日）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２６年第３回定例会付託議案第１

号 名寄市文化芸術振興条例の制定に

ついて

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

日程第６ 議案第２号 次代の社会を担う子ども

の健全な育成を図るための次世代育成

支援対策推進法等の一部を改正する法

律の公布に伴う母子及び寡婦福祉法の

一部改正による関係条例の整理に関す

る条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市地域包括支援セン

ターが包括的支援事業を実施するため

に必要なものに関する基準を定める条

例の制定について

議案第４号 名寄市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の制定について

日程第８ 議案第５号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市新規就農者等に関

する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市民文化センター条

例の一部改正について

議案第９号 名寄市多目的研修センタ

ー条例の一部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市公民館条例の一

部改正について

日程第13 議案第１１号 名寄市簡易水道事業条

例の一部改正について

日程第14 議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営球場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営サブ球場）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市テニスコート）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園テニスコート）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（智恵文水泳プール）

議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（南水泳プール）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市スポーツセンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第２１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２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ピヤシリシャンツェ）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（体育センターピヤシリ・フォレ

スト）

平成２６年１１月２８日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号
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日程第15 議案第２５号 市道路線の廃止につい

て

議案第２６号 市道路線の認定につい

て

日程第16 議案第２７号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第17 議案第２８号 平成２６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18 議案第２９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第３０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第３１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第21 議案第３２号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第22 議案第３３号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第３４号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第３５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

議案第３６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３７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

議案第３８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25 議案第３９号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第26 議案第４０号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第４１号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

報告第２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２６年第３回定例会付託議案第１

号 名寄市文化芸術振興条例の制定に

ついて

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

日程第６ 議案第２号 次代の社会を担う子ども

の健全な育成を図るための次世代育成

支援対策推進法等の一部を改正する法

律の公布に伴う母子及び寡婦福祉法の

一部改正による関係条例の整理に関す

る条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市地域包括支援セン

ターが包括的支援事業を実施するため

に必要なものに関する基準を定める条

例の制定について

議案第４号 名寄市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の制定について

日程第８ 議案第５号 名寄市こども発達支援セ

ンター条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市新規就農者等に関

する条例の一部改正について
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日程第11 議案第８号 名寄市民文化センター条

例の一部改正について

議案第９号 名寄市多目的研修センタ

ー条例の一部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市公民館条例の一

部改正について

日程第13 議案第１１号 名寄市簡易水道事業条

例の一部改正について

日程第14 議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営球場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営サブ球場）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市テニスコート）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園テニスコート）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（智恵文水泳プール）

議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（南水泳プール）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市スポーツセンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第２１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２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ピヤシリシャンツェ）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（体育センターピヤシリ・フォレ

スト）

日程第15 議案第２５号 市道路線の廃止につい

て

議案第２６号 市道路線の認定につい

て

日程第16 議案第２７号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第17 議案第２８号 平成２６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18 議案第２９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第３０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第３１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第21 議案第３２号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第22 議案第３３号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第３４号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第３５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

議案第３６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３７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

議案第３８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25 議案第３９号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第26 議案第４０号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第４１号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告
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について

報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（１９名）

議 長 １９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 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 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

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

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 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 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 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２６

年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１６番、植松正一議員から欠席の

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 上 松 直 美 議員

２０番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

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１９日ま

での２２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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１９日までの２２日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２６年

第３回定例会付託議案第１号 名寄市文化芸術振

興条例の制定についてを議題といたします。

本条例については、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２４条の２第２項の規定に基づ

き教育委員会の意見を聴取した結果、条例制定に

同意するとの回答を受けていることを報告いたし

ます。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員） おはよ

うございます。議長から御指名がございましたの

で、平成２６年第３回定例会付託議案第１号 名

寄市文化芸術振興条例の制定について、当総務文

教常任委員会にて審査した経過と結果を御報告い

たします。

当委員会は、平成２６年１０月２日、１１月７

日、１１月２０日と３日間にわたり、小川教育部

長を初め担当職員の出席を求め、開催いたしまし

た。

最初に、担当部局から本条例の逐条解説がされ、

その趣旨として、前文では文化芸術が果たす役割

と意義を想定し、活力ある地域社会の形成に資す

ることから、劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律を挙げて、人々の創造力を育み、人々がともに

生きるきずなを形成するため、また潤いと誇りを

感じることのできる心豊かな生活を実現する活力

ある社会を目指すこととするとしてあります。

次に、第１条、目的として、市の責務並びに市

民、文化芸術団体及び事業者等の役割を明らかに

して、相互の立場を尊重しながら協働して文化芸

術振興施策を総合的、計画的に推進することとし

ています。

第２条、基本理念の考えとして、市民の自主性

及び創造性を尊重し、市民の文化芸術を育てる視

点に立つこととし、文化芸術を鑑賞したり、みず

からが体験、実践し、接することと文化芸術の成

果を発表する機会や会場並びに施設の環境を整え

る環境の整備の構築とする。先人たちが担ってき

た文化芸術や伝統に学び、それを継承、発展させ

る保存継承の視点とすることとする。文化芸術の

振興を図るために協働の視点に立ち、広く市民の

意見を反映させるためのものとする。以上の４つ

の視点から、文化芸術の振興はもとより新たなま

ちづくりを創造し、常に活力ある社会を構築する

ことを示すと定めています。

次に、第３条、市の責務として、文化芸術振興

の施策は基本理念の視点に立ち、基本方針を定め

ることを想定して、市民等の芸術活動が自主的、
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創造的に行われることを保障し、基本方針には市

民の意見を反映することを想定して基本方針の策

定については第２次名寄市社会教育中期計画にお

ける文化芸術の振興に関する部分として、本条例

の理念に基づき検討し、位置づける予定となって

います。

次に、第４条の市民等の役割として、文化芸術

活動の主役は市民や文化芸術団体及び事業者やま

ちづくりの一員であるさまざまな団体であり、そ

の自主性及び創造性を発揮して文化芸術活動の自

主性や支援を通じ、文化芸術の継承、発展に果た

す役割を定めています。

次に、第５条、財政上の措置として、市が行う

文化芸術振興施策を推進するため、財政上の必要

性を定め、文化芸術振興にかかわる予算措置を定

めるとしています。

次に、第６条、名寄市文化芸術審議会での定義

として、審議会は文化芸術に関する基本方針を審

議して、市長の諮問に応じて文化芸術施策につい

て審議し、答申や具申できるものと定めています。

最後に、第７条、委任については、本条例の施

行について必要な事項の委任について規定したも

のとしています。

以上、全文にわたり詳細に説明をいただきまし

た。

委員からの主な質問として、名寄市総合計画と

の整合性と基本理念の環境整備について質問があ

りました。基本計画は、今の段階では基本方針で

進めていくことになっている。これについては、

総合計画の中に大項目として位置づけてあるが、

平成２９年の第２次計画の予定まで計画がないこ

とにはならないので、市全体の文化芸術振興の基

本方針となりますので、今から原案を提出し、検

討していきたい。また、市民ホールのあり方と基

本方針は一体ではないが、市民ホールの運営等に

関しては施設の管理運営計画を当初の段階で策定

してあり、それをもとに進めていくことが、基本

方針は大きな計画を終えているので、補完する形

で策定し、それ以降の完成型は計画に合わせた形

で進めていきたい。環境整備の一つには、市民ホ

ールを完全に整備して運用することが挙げられる

が、市民ホール以外の部分についても本条例が包

括するので、人材、団体を育てるためにも財政的

な支援を含めた環境整備をしていく必要があると

考えられると答弁がございました。

次に、市民等の意見を反映させるための具体的

な手法についてと財政上の措置として支援を行う

ことができるではなく支援を行うと明記できない

理由について、さらに全体的に教育の視点が見え

ないが、検討経過についての質問では、意見反映

の手法については広く市の文化にかかわることな

ので、市が実施するさまざまな機会から意見を聴

取していく。また、市民ホール等を活用して地域

での芸術活動を実践していく際に検討していくこ

とにもなるので、来年度の組織機構の中に組み入

れていく必要がある。支援すると明記することに

より、全ての活動に財政上の支援をすることにな

る側面があるので、この表現となったが、審議会

でも同じ論議がされ、この表現となった。教育の

視点については、広く市全体の文化芸術の振興に

かかわるということで、今後展開していくべき具

体的施策の中には教育現場も含まれるが、教育現

場を取り込んだ手法は今後の具体的な取り組みで

進められていくと捉えている。行政分野の一つで

ある教育だけを条文に入れることについては検討

されてはいないが、大きなくくりの中で捉えてい

ると答弁がございました。

次に、名寄市として、文化のまちとして位置づ

ける意味で、文化のレベルを上げる条例をつくり、

市民にどう伝えていくかということが重要である

が、その考えについての質問では、市民に広く活

用してもらうことがレベル向上の一つだと考えて

いる。現在文化センター条例で料金設定をしてい

るが、さまざまなものに対応できるように減免基

準を段階的に決めて、多くの市民に広く活用して

いただくようにして、文化芸術に対する市の思い
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を伝えていきたいとの答弁がありました。

ここで、各委員から文化芸術振興条例を設置し

ている他の地域での条例文とあわせて国で示され

ている上位法の文化芸術振興基本法の条文の追加

資料の請求があり、委員会として採択し、担当部

署に請求をいたしました。これに基づき委員から

の質問として、条例は市民が見て一読で理解でき

ることが基本だと思うが、考え方について、また

他市の条文と今回の条文を比較して、他市の条文

では方針について具体的な文言が列記されている

が、本条例では記載されていない理由についての

質問では、これまでに名寄市では文化振興方針、

計画を策定していないので、具体的に明記できな

い状況で、他市の例ではこの条例がなくても計画

を策定している例もあり、条例があっても計画が

ない状況です。今後計画を策定していくに当たり、

大きな項目としては基本的な目標、計画期間、施

策展開の方法、どう実施していくか、市民、関係

団体とどうかかわるか、政策、評価の基準等が多

くの振興計画の中で定められていく状況で、基本

理念に近い形で条例案に示す内容ではないことで

明記していない。また、今回の条例は市民ホール

の建設を機に名寄市の文化芸術の振興を高めてい

こうという議会論議を含めて今回の策定となり、

これまでそれぞれの部署が関係する文化芸術につ

いてそれぞれが所轄して行ってきたが、これを機

にどのように名寄市の文化芸術を位置づけていこ

うか議論を進めていきたいと考えている。そのた

めには、市民の意見を聞きながら行う部分だと考

えているので、今の段階で条例の中に具体的に入

れるとその時々の状況に合わせて変えていくのが

難しくなるので、今回の審議会を含めて具体的な

部分には触れずに基本的な考えで今回整理させて

いただいた。具体的な部分は、市民と行政が一緒

になってつくり上げていくのが大切だと考えてい

るとの答弁がありました。

最後に、先ほど議長のほうからも御報告がござ

いました。今回の条例は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２４条の２第２項に地方公

共団体の議会は、前項スポーツに関すること、文

化に関することの条例の制定または改正、廃止の

議決をする前に当該地方公共団体の教育委員会に

意見を聞かなければいけないという法律に従い、

１０月２８日付で教育委員会に意見を求め、１０

月３０日付で名寄市教育委員会から本条例、名寄

市文化芸術振興条例の制定について同意するとい

う回答の報告書が届いたことを当委員会でも御報

告をさせていただきました。

以上のことを含め、各委員から本条例に対する

意見を集約したところ、各委員からの質問にもあ

りましたように、基本方針、規則の部分で反映ま

たは検討されることに理解を得られたことで、統

一した意見を得ることができましたので、討議、

討論を省略し、採決いたしましたところ、全会一

致で原案どおり可決すべきものと決定をいたしま

した。

以上をもちまして平成２６年第３回定例会にて

当総務文教常任委員会に付託されました議案第１

号 名寄市文化芸術振興条例の制定についての審

議の経過と結果の御報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２６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。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１５分

再開 午前１０時１６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。
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日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本日、平成２６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。

はじめに、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日文化の日に、名寄市文化賞条例に基

づき、木賀一彦さんに文化賞を授与いたしました。

「産業部門」、「商工業振興」で受賞された木

賀さんは、昭和５８年に名寄商工会議所の議員に

就任して以来、平成７年には副会頭、平成１０年

からは会頭として３０年間の長きにわたり、本市

の商工業の振興やまちづくりに多大な貢献をされ

ました。

特に、会頭に就任されてからは、名寄商工会議

所の財政基盤が脆弱として財政再建を図るほか、

タウンマネジメント構想策定委員会の会長として

構想を策定し、活性化事業の企画・立案・調整を

行われるとともに、駅横整備計画が持ち上がった

際には、商工会館の駅横への移転を検討し、駅前

交流プラザ「よろーな」へ事務所移転を果すなど、

中心市街地の活性化に尽力されました。

また、平成１５年の「なよろサンピラー国体」

の開催にあたっては、支援組織である国体協賛会

会長として万全の歓迎体制を構築し、国体を成功

に導かれました。

さらには、名寄地方自衛隊協力会副会長、名寄

市自衛隊後援会会長、名寄自衛隊退職者雇用協議

会会長として長年にわたり名寄駐屯地の体制維持、

拡充に力を注いでこられるととともに、名寄警察

官友の会会長、名寄地区暴力追放推進協議会会長

として警察署に対する支援や市民への暴力追放運

動啓発を行うなどまちづくりに尽力されました。

郊外への大型店進出の問題やデフレの進行など

揺れ動く経済情勢の中で、このような功績が高く

評価され、今回の受賞に至ったものであります。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、教育

文化の各分野で市勢の発展に寄与された３０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９個人、２６団体に善行表彰をお贈

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

健勝を祈念いたします。

次に、自治基本条例について申し上げます。

本条例においては、施行から５年以内ごとに検

討及び見直しを行い、必要な措置を講ずることと

されています。本年度、条例施行５年目を迎えた

ことから、条例に基づく点検を行うため、今月、

庁内検討会議を設置するとともに、無作為に抽出

した市民１千人を対象とするアンケート調査や外

部有識者会議の委員公募を実施しているほか、広

報１１月号から連載をはじめ、あらためて本条例

の内容周知に努めているところです。

今後、市民による有識者会議を設置し、幅広く

御意見をいただきながら、点検を進めるとともに、

本条例に対する市民の理解を深めてまいります。

次に、北海道日本ハムファイターズが地域を応

援する企画、「北海道１７９市町村応援大使」に

ついて申し上げます。

本年１月から、名寄市応援大使として稲葉篤紀

選手、村田和哉選手に本市のＰＲと活性化の御協

力をいただいているところです。

関連事業として、９月１５日に市内小中学校の

特別支援学級に通う子どもたちや野球少年団の子

どもたちを応援ツアーに招待するとともに、２３

日に野球少年団や球団による記念植樹を行ったほ

か、２７日には名寄ピヤシリ銃剣道スポーツ少年

団が全国優勝をした快挙を讃えて、球団から表彰

していただき、稲葉選手から楯が授与されました。

また、昨日多くの市民の方々が待望していた、

稲葉選手の来名が実現し、名寄東小学校を訪問さ

れるとともに、１千人を超える市民と交流してい

ただきました。
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現役最後の年に、本市の応援大使となっていた

だいた稲葉選手に、あらためて心から感謝の意を

表したいと思います。

次に、情報化の推進について申し上げます。

情報提供システムなどの安定した運用を確保す

るため、イントラネットシステム機器を更新した

ほか、稼働から５年経過した戸籍総合システム機

器の更新及び戸籍副本システムの導入を行いまし

た。

今後も、計画的に機器の更新を実施するなど、

安定した情報システムの整備に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

東京都杉並区との交流事業については、１１月

８日から９日に、杉並区立桃井原っぱ公園で開催

された「すぎなみフェスタ２０１４」において、

杉並区職員の協力もいただきながら、なよろ煮込

みジンギスカン ２００食と馬鈴しょ、玉ねぎの

販売を行い、全量を完売しました。

ふるさと会交流事業については、東京なよろ会

が１０月３日から５日に開催された「北海道フェ

アｉｎ代々木」に出展し、ふるさとの特産品のＰ

Ｒ販売を行ったほか、１１月９日に開催された東

京なよろ会の総会では、会員をはじめ約９０人の

出席により、ふるさとを盛り上げるためのスキー

ツアーや東京なよろ会設立３０周年記念事業など

の事業計画が承認されました。

国際交流における、友好都市ロシア連邦ドーリ

ンスク市との交流では、名寄・ドーリンスク友好

委員会が中心となり、私や黒井議長に市民公募に

よる方なども加えた１１人が、９月３日から９日

の日程でドーリンスク市を訪問し、創立１３０周

年記念式典に参加したほか、剣道披露や施設の視

察、ドーリンスクの方々との交流などを通じ、市

民との友好を深めました。また、道北９市による

ユジノサハリンスク道北物産展が９月６日から７

日にユジノサハリンスク市で開催され、当市から

は、切りもちやトマトジュースなどの特産７品目

を本年度は輸出コストを価格転嫁して販売したと

ころ、一部完売できない品目もありましたが、概

して好評をいただきました。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流では、高校生３人を７月２６日から９月

２５日まで交換学生として派遣し、ホームステイ

を通じた交流を深めました。

台湾との交流では、交流自治体中学生親善野球

大会が杉並区で開催され、本市からも中学生１４

人が参加し、１０月１１日から１３日まで、台湾

の中学生などと交流を行いました。

また、台湾からの観光客誘致に向けた取組とし

て、１１月５日から１１日まで、アジア・太平洋

地域最大の旅行見本市である「台北国際旅行博」

に職員２人を派遣し、本市の知名度向上や観光Ｐ

Ｒなどを図りました。

交流居住の推進については、９月２３日に東京

都港区で開催された「北海道暮らしフェア２０１

４」に参加し、本市への移住をＰＲするとともに、

「お試し移住住宅」や移住環境などについて説明

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。

天塩川周辺市町村で構成する「テッシ・オ・ペ

ッ賑わい創出協議会」については、「北海道暮ら

しフェア２０１４」に参加したほか、「天塩川ク

クサ」のブランド化などについて検討するため、

地域住民や移住者、地域おこし協力隊などと製作

工程を確認・体験するワークショップを行いまし

た。

次に、行政評価について申し上げます。

本年度は、３０施策及び３０事務事業について、

名寄市総合計画推進市民委員会による外部評価を

含め、評価を実施しました。施策評価については、

Ａ評価が２１施策、Ｂ評価が９施策となり、事務

事業評価については、３０事務事業全てがＡ評価

となっています。

評価結果については、総合計画の進行管理や予

算編成に反映させるとともに、情報公開コーナー

や市ポータルサイトにおいて広く公表していると
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ころです。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

今年で第２７回を迎えた「なよろ健康まつり」

は９月２７日、「みんなで広げよう健康の輪」を

テーマに、名寄市立大学や各団体との協働のもと

総合福祉センターにおいて開催しました。

会場には４００人の市民が集まり、骨密度、ス

トレスの測定などを通じて、生活習慣の見直しや

健康への意識を高めていました。

また、感染症予防では、１０月から「水痘」及

び「高齢者の肺炎球菌」の予防接種が定期接種化

され、「水痘」については全額公費助成となり、

「高齢者の肺炎球菌」については、従来から実施

している市の単独事業に加え、国が示す対象者も

含め６５歳以上を対象に一部助成を行い、肺炎な

どの感染症予防と重症化予防を図っています。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の上半期における患者取扱状況は、入院

患者数が延べ４万 ９８３人で前年比 ０９４人

の減少となり、外来患者数は、延べ１１万１６７

人で前年比 ６５０人の増加となっています。

収支状況については、医業収益は３６億６６２

万円で、前年比９ ６パーセント、金額で ０８

７万円の減となりました。主な内訳としては、入

院収益が ３７４万円の減、外来収益が ４９０

万円の増となっています。

また、医業費用は３９億 １１５万円で、前年

比１０ １パーセント、金額で ０２９万円の増

となりました。主な内訳としては、給与費がほぼ

前年並みで４７万円の増、薬品費・診療材料費な

どの材料費が前年比９ ６パーセント、金額で

２３１万円の減、減価償却費が昨年度建設した新

館の影響もあり、前年比１４ ６パーセント、金

額で ６２８万円の増となっています。

この結果、上半期の医業収支では３億 ４５３

万円の損失となり、これに医業外収支と特別収支

を加えた全体の収支では、２０億 ６４９万円の

純損失となりましたが、これは、退職手当引当金

の計上など会計制度の変更が大きな要因となって

おり、この会計制度の変更を除いた収支では、

２４９万円の損失となっています。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努力してまいります。

次に、旧精神科病棟解体工事及び外構・駐車場

工事について申し上げます。

６月に着工した旧精神科病棟と既存地下連絡通

路の解体工事及び本館と新館を結ぶ地下連絡通路

の接続工事を完了し、現在、外構・駐車場の工事

を進めており、１２月１８日の完了を予定してい

ます。

次に、外来再編改修工事について申し上げます。

８月に着工した内視鏡室、化学療法室及び内科

の一部は工事がすでに完了し、供用を開始してい

ます。現在は内科の一部、泌尿器科などの工事を

進めており、全体の工事完了は来年２月を予定し

ています。

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。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 ８６

３人で前年比９２人の減少となり、外来患者数は

延べ ７５０人で前年比１３５人の増加となって

います。

また、収支状況では、事業収益は３億 ４７３

万円で前年比１ ７パーセント、金額で ０８９

万円の増、事業費用は３億 ７０７万円で、前年

比 ９パーセント、金額で １８１万円の増とな

り、事業収支では ７６６万円の純利益が計上さ

れました。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２６年度「長寿を祝う会」については、市

内の関係団体と実行委員会を組織し、９月１３日

に市民文化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１

０５歳の最高齢者をはじめ、白寿、米寿を迎えら

れた１９０人と金婚を迎えられた９８組の御夫婦
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をお招きし、お祝いを申し上げ、記念品を贈呈し

ました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１３日

から１５日まで開催し、９７人から１４７点の出

品をいただき、市民の皆様に力作を御覧いただき

ました。

また、町内会など７９団体が開催した「敬老

会」では、７５歳以上の方々 ０５３人が祝福さ

れました。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

ＮＨＫ旭川放送局と本市が連携した、「おとの

さざ波コンサート」が１０月２６日に名寄市立大

学を会場に開催され、音楽家で即興音楽に取り組

んでいる神戸の団体「音遊びの会」と名寄市内の

障がい児・障がい者が、会場に集まった３００人

の観客を前に手作り楽器による即興演奏を披露し

ました。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

一般廃棄物収集にかかる「ごみ分別ガイドブッ

ク」を５年ぶりに更新し、広報１０月号発行時に

「分別ポスター」と併せて、全世帯に配布しまし

た。従前と基本的事項に変更はありませんが、市

民からの問い合わせなどを参考に、分別辞典の品

目を大幅に増やすなど、より具体的な説明を加え

ました。

今後も、廃棄物の分別・減量化について周知・

徹底を図ってまいります。

次に、消防行政について申し上げます。

１０月末現在までの災害出動状況については、

火災件数が５件で前年比８件の減となり、火災に

よる死傷者の発生はありません。

救急出動件数については、９００件で前年比１

５４件の減となっています。

消防事業については、風連地区の消火栓１０基

の更新を完了したほか、現在、消防・救急無線の

デジタル化工事を実施しており、来年１月からの

試験運用を予定しています。

住宅防火対策については、「秋の全道火災予防

運動」期間中に一般家庭と独居老人宅の防火訪問、

防火対象物や危険物施設の立入検査の実施、消防

車試乗会や防火ポスターの配布など、火災予防の

ＰＲや防火対策の啓発などを実施しました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

９月２０日夜に、市道において自転車と歩行者

の衝突事故が発生し、高齢者の女性が犠牲となり

ました。

夜間においては、歩行者が夜光反射材を装備す

ることが一つの事故対策になることから、市窓口

での夜光反射材の無料配布について市民へ周知し

ているところであり、これまで１００人を超える

方々が窓口に訪れました。また、１０月１７日に

西條デパート前において、「秋の輸送繁忙期の交

通安全運動」として、関係機関・団体の協力のも

と、２００人の市民に夜光反射材を配布し、交通

事故防止に向けた街頭啓発を行いました。

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、昨年度

着手した北斗団地の鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１２戸が１０月末に完成、本年度建設分の鉄

筋コンクリート造２階建て１棟１２戸については

９月に着手し、１１月末現在の進捗率は１０パー

セントとなっています。

また、新北斗団地の全面的改善工事については、

コンクリートブロック造及びプレキャストコンク

リート造平屋建て２棟８戸を７月に着手し、１０

月末に完成しています。

さらに、北斗・新北斗団地の平成２７年度建設

分の実施設計は８月に着手し、平成２７年１月の

完了を予定しています。

長寿命化型改善工事については、風舞団地の２

棟１６戸を７月に着手し、１１月に完成している

ほか、ノースタウンなよろ団地の実施設計につい

ては、８月に着手し、１２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。
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都市公園の長寿命化計画による公園施設整備工

事については、本年度計画していた、名寄公園の

人道橋の更新工事及び風連西町公園の遊具とベン

チの更新工事を１０月に完了しています。

また、夜間における安全安心の向上と天体観測

や自然に優しい環境づくりを目的として、通学路

などの防犯灯や大通街路灯のＬＥＤ化を行う「ひ

と・ほし・環境にやさしい灯り事業」については、

本年度分は１１月に発注を終了しており、来年２

月の完了に向け、随時更新を進めているところで

す。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、西１条通老朽管更新工事のほか７路

線、延長 ７５２メートルを９月に完了し、現在

は、南１１丁目右仲通のほか１路線、延長３６９

メートルを１２月下旬の完成に向けて整備を進め

ています。

配水管網整備については、風連北栄１条線配水

管網整備工事のほか５路線、延長８９０メートル

を１１月に完成しています。

サンルダム建設事業に伴う簡易水道統合整備送

水管新設工事については、延長 ９５２メートル

を１１月に完成しています。

また、簡易水道事業については、智恵文中央地

区浄水場のろ過器を含む機械、電気設備の改良工

事が８月に着工となり、来年２月下旬の完成に向

けて準備を進めています。

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、施工中

の名寄下水終末処理場における沈砂池機械設備外

更新工事及び下水道管路施設長寿命化基本計画の

策定業務を来年３月上旬に完了予定としており、

また、雨水管渠新設工事では、豊栄川３号幹線、

延長１１０メートルについて、２月下旬の完成に

向けて順調に進捗しているところです。

さらに、個別排水処理施設整備事業については、

新たに６基の合併浄化槽が供用開始され、現在、

４基の整備を進めています。

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り整備を進めてい

た西４条仲通、徳田１８線緑丘連絡線及び風連東

風連線と、地域の元気臨時交付金を財源とした風

連２１線については、１１月に工事を完了してい

ます。

また、昭和通、北西９条右通、南１丁目通、新

規路線の南西８条仲通の１、北１丁目通の２路線

については、それぞれ発注を終え、現在工事を進

めているところです。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１９６路線、約３ ２キロメートルを完了し

ています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

実証運行中の「なよろコミュニティバス」につ

いては、冬季にバス運行に遅れが生じるといった

課題があったことから、冬季の気象状況をより考

慮した新ダイヤを１２月１日から導入し、運行時

刻の定時性を確保することにより、冬季における

利便性の一層の向上を図ってまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪総延長４

５０キロメートル、排雪総延長１４５キロメート

ルを計画しています。

昨年度に引き続き、幹線道路においては排雪回

数の増と、積上げ除雪を行うことにより、安全に

車両がすれ違いできる車道幅員の確保に努めます。

また、交差点の見通しを確保するため、交差点排

雪も実施してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

主要農作物の生育状況については、水稲は、収

穫作業終了が１０月１０日となり、例年に比べて

もち米で７日、うるち米で９日遅くなりました。

１０月１５日現在で公表された農林水産省の作況

指数は、全国で１０１、北海道で１０７、上川で

は１０８となりました。本市の１１月１７日現在

の出荷状況については、もち米２５万 ６７０俵、



－13－

平成２６年１１月２８日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号

うるち米２万 ０３９俵、合計２８万７０９俵と

なり概ね９８パーセントの出荷率で、一等米比率

は９ ６パーセントとなり、品質・収量ともに例

年を上回る状況です。

畑作については、７月までの好天により順調に

生育をしていましたが、８月の大雨災害による冠

水被害と９月からの降雨により収穫作業が遅れ、

作況としては、大豆、てんさい、春小麦、スイー

トコーン、玉ねぎ、馬鈴しょは「平年並」、秋小

麦は「やや不良」、小豆、かぼちゃは「不良」と

なっています。

次に、米政策について申し上げます。

本年度の米の生産数量目標は、もち米が対前年

比 ８パーセント減の１万 ６３０トン、うるち

米は ２パーセント減の ４５８トン、合計で

９パーセント減の１万 ０８８トンの配分となっ

ています。

また、加工用米・備蓄米を含めた水稲作付面積

は前年比 ３パーセント増の ４５３ヘクタール、

水稲作付耕作者は２戸増の３８２戸となりました。

経営所得安定制度における米の直接支払交付金

では、対象農家３７１戸、対象水田 ５４９ヘク

タールで、交付額は１億 １９０万円となってい

ます。同じく転作部分では、対象農家６５２戸、

対象面積 ９６４ヘクタールで、交付額は、麦・

大豆・飼料作物など国の戦略作物を対象とする水

田活用の直接支払交付金が５億 ８０１万円、野

菜類など地域特性を生かした作物に交付される産

地資金が３億 １７３万円となっています。これ

に加算措置として、耕畜連携加算が２件５ヘクタ

ールで７２万円をそれぞれ見込み、合計１４億

３２５万円の年内交付を予定しています。

北海道が設定する畑地産地資金については、て

ん菜、でん粉原料用馬鈴しょに対し、年明けの交

付を予定しています。

また、畑作物戸別所得補償交付金については、

既に営農継続払い２億 ４２０万円が交付されて

おり、そば、小麦１億 ２８０万円、大豆、てん

菜、でん粉原料用馬鈴しょの数量払いについては

３月の交付を見込んでいます。環境保全型農業直

接支援対策については３件１３ヘクタール、１０

５万円の３月交付を予定しています。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「多

面的機能支払交付金」について申し上げます。

農村部においては、農業者や関係者の協定によ

り、集落における耕作放棄の発生防止と農道・水

路を保全する活動が行われており、支払われる交

付金は総額で３億 ８０２万円となっています。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

本年度のエゾシカ駆除については、当初の駆除

期間から２４日間の延長となる１０月２４日まで

実施し、駆除した３３０頭の残滓については焼却

処分を実施したところです。

次に、ヒグマの出没などについて申し上げます。

本年度のヒグマ報告数は、１１月４日現在で２

５件となっています。

例年であれば収穫期を終えると出没が無くなる

ところですが、智南地区での出没の形跡もあった

ことから、箱罠による捕獲許可期間を年末まで延

長するなど、関係機関と連携して対応していると

ころです。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧野については、市内酪農家２０戸から、

名寄市営牧野では、６月２日から１０月２１日ま

での１４２日間に延べ２万 ９１１頭を、母子里

地区共同牧場では、６月６日から１０月２７日ま

での１４４日間に延べ１万 ３７１頭の受精対象

牛を主体に受け入れ、適正な飼養管理により高い

受胎率と個体の資質向上を図ってきました。

次に、地産地消フェアについて申し上げます。

地場産品と加工食品のＰＲを図るため、１１月

１５日に市民文化センターを会場に「２０１４地

産地消フェアｉｎなよろ」を開催しました。加工

品の販売や試食品の提供、そば打ちの実演販売な

どに、多くの市民が訪れ、賑わいました。

次に、商工業について申し上げます。
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北海道が公表している四半期毎の地域別経済動

向調査によると、上川北部地域における７月から

９月の地域景況感・生産動向・消費動向は、とも

に前期比で「横ばい」となっています。

市の融資関係については、９月末現在、経営資

金、設備資金ともに増加傾向で推移しており、経

営資金については、融資件数で９６件、融資残高

は５億 ９０７万円となっており、前年比３件の

増、金額では ８パーセントの増となっています。

また、設備資金については、融資件数で１４件、

融資額は１億 ９３９万円となっており、前年比

５件の増、金額では２ ７パーセントの増となっ

ています。

中小企業振興条例に基づく各種支援制度につい

ては、店舗または事務所の新築及び増改築を支援

する店舗支援事業と中心市街地近代化事業の補助

申請件数が既に６件となっており、前年度の３件

を上回っています。

今後さらに、これらの支援制度が呼び水となっ

て、新たに起業を行える環境を構築するため、商

工会議所や商工会、商店街振興組合及び中小企業

振興審議会とも相談しながら、随時制度を見直し

てまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

９月３日から５日まで、杉並区役所前において、

道北なよろ農業協同組合が事業主体となり、本市

も連携して、旬のスイートコーンのほか、かぼち

ゃ、玉ねぎの販売、ＰＲ活動を行うとともに、杉

並区における名寄産スイートコーンの取扱店を紹

介するなど、産地ＰＲと販売促進を図ったほか、

１０月２４日と２５日に行われた「阿佐谷ジャズ

ストリート２０１４」において「北海道名寄市物

産展」を開催し、生産者が主体となって、本市の

もち米や旬の野菜、トマトジュースなどの販売、

ＰＲを行いました。

また、１０月２５日に札幌市サンピアザにおい

て「名寄市特産品フェア」を開催し、もちつきの

実演会や地場特産品の販売とＰＲを行いました。

今後も、民間と協働した地場特産品の売り込み、

販路拡大への支援に力を注いでまいります。

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

効求人倍率は ０１倍で、前年同月比で １３ポ

イントの上昇となり、３６カ月連続して前年を上

回っています。

新規求人数は３７３人で前年比 ５パーセント

の増に対し、新規求職者は２１５人で前年比１

６パーセントの減となっており、各職種で人材不

足の傾向となっています。

来春の新規高等学校卒業予定者の就職の状況に

ついては、就職希望者１７１人で前年比３０人、

２ ３パーセントの増、うち管内就職希望者は１

０２人で前年比１４人、１ ９パーセントの増と

なっています。９月末での就職内定者数は５６人

で前年比１５人、３ ６パーセントの増、就職内

定率は３ ７パーセントで前年比 ６ポイントの

増となっています。

介護・福祉分野の人材確保に対する取組では、

昨年に引き続き、１０月２８日に、名寄公共職業

安定所、上川北部地域人材開発センターなどとの

共催により「介護就職デイ」を開催し、今後の人

材確保に向けて、市内の関係事業者との情報交換

などを行いました。

今後も、関係機関・団体と連携して求人要請、

求人開拓などに取り組んでまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄市観光交流振興協議会の取組については、

９月６日に名寄市グリーンツーリズム推進協議会

との共催による「グリーンツーリズム市民向け農

業体験・地域資源モニターツアー『なよろで農業

体験！！』」を実施しました。市内の親子１６人

が参加し、農作物の収穫体験を行った後、収穫し

た野菜を使って、本市のご当地グルメ「なよろ煮

込みジンギスカン」を楽しみました。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、上

半期における入込客数が３２万 ０２０人で、過
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去最高であった昨年度と比べ６９１人の減となっ

たものの、ほぼ同程度の入り込みとなりました。

今後とも、地場特産品などの販売により、多く

のお客様に立ち寄っていただけるよう努力してま

いります。

ふうれん望湖台自然公園については、４月下旬

から１０月下旬までの開園期間中、施設利用人数

は６３９人で、前年度比１ ６パーセントの増と

なっており、コテージ及び風扇館の利用人数は減

少したものの、オートキャンプ場及びキャンプ場

の利用人数が増加しました。

本年度は、地元町内会をはじめ関係団体に、公

園の管理範囲を縮小し、地域の憩いの場として公

園を活用したいとの市の考え方を説明してまいり

ましたが、これまでどおり自然環境の保全を中心

とした公園の維持、整備活動に努めるとともに、

地元町内会などとも協議を行いながら安全安心を

確保することを優先し、段階的に公園の整備を進

めていきたいと考えています。

名寄ピヤシリスキー場については、本格的なス

キーシーズンを迎えるにあたり、１２月１３日の

オープンに向けリフト整備など準備を進めており、

１２月４日には安全祈願祭が行われ、シーズン中

における安全と無事故を祈願する予定です。

名寄日進地区再整備基本構想については、７月

から９月にかけて市民の皆様や市内各関係団体か

ら御意見を伺い、今月、市民意見を反映したより

実効性のある構想として取りまとめたところです。

次に、ご当地グルメＰＲ事業について申し上げ

ます。

１０月１８日から１９日に福島県郡山市で開催

された「ご当地グルメでまちおこしの祭典！Ｂ―

１グランプリｉｎ郡山大会」に「第７４６なよろ

煮込みジンギス艦隊」が初出展しました。

当日は全国から５９団体が参加する中、本市か

らは、あすぱＬＯＶＥや市民ボランティアなど３

９人が参加し、ジンギスカンの提供をはじめ、１

万部のパンフレットの配布、テレビをはじめとす

るマスメディアでの紹介など、本市の知名度向上

に大きく寄与していただきました。

また、上川北部９市町村や観光協会、商工会及

び商工会議所からなる道北観光連盟については、

９月２２日と２３日に道庁赤れんが庁舎前庭で

「道北物産展」を、１０月２０日と２１日には北

星信用金庫の後援で、札幌駅前通地下歩行空間に

おいて「たくさん！特産！きた北海道フェア」を

開催し、それぞれ多くの札幌市民や全国から訪れ

た観光客に、上川北部地域の観光・物産品をＰＲ

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取組を踏まえ、

１１月１２日に名寄東小学校と風連中学校を会場

として名寄市教育研究大会を開催しました。名寄

東小学校では情報通信技術であるＩＣＴを活用し

た授業、風連中学校では話し合い活動を工夫した

授業が公開されました。

また、ＩＣＴを活用した授業の推進を図るため、

１１月１８日にＩＣＴの活用に関する教育研究の

先進校である横浜国立大学附属中学校へ教員と指

導主事を派遣し研修を深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、名寄

市教育改善プロジェクト委員会の学習指導の工夫

改善に関する研究グループが、本市出身の力士

「名寄岩」の努力などについて考える道徳の読み

物資料を作成し、１１月２７日には、名寄南小学

校において、資料を使った道徳の研究授業を行い、

効果的な資料の活用方法や学習指導のあり方など

について検証し改善を図りました。

また、来年オープンする（仮称）市民ホールを

活用した情操教育の取組についても調査研究を進

めています。

いじめの根絶に向けては、名寄市いじめ防止基

本方針に基づく取組の一つとして、１１月１８日

に名寄東中学校で「名寄市小中学校いじめ防止サ

ミット」を開催しました。このサミットでは、名
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寄東中学校の生徒会を中心に、市内の全小中学校

の児童会、生徒会の代表者が各学校の取組を報告

するとともに、いじめ防止宣言を採択して、児童

生徒による自主的ないじめ防止の取組の一層の推

進を図りました。

特別支援教育の推進については、９月２日に第

２回目の名寄市特別支援教育研修会を開催しまし

た。この研修会では、市内の小中学校や幼稚園、

保育所や名寄保健所などから、管理職や特別支援

教育推進の中核的な役割を担う教職員が参加し、

組織全体で取り組む子ども一人ひとりへの適切な

支援のあり方などについて理解を深めました。ま

た、９月８日には特別支援教育コーディネーター

研修会を開催し、市内の小中学校の特別支援教育

コーディネーターをはじめ、幼稚園、保育所、高

校の教員などが、早期からの教育相談と支援のあ

り方などについて学びました。

信頼される学校づくりの推進については、教職

員の資質向上を図るため、１０月７日に名寄小学

校を会場として、第２回目の学校力向上に関する

総合実践事業アドバイザーによる教育講演会を開

催しました。アドバイザーからは「生涯学習とし

て子どもの保護者の役割を考える」と題して講演

をいただき、参加した７０人の教員などは、生涯

学習の理念と子どもたちを健やかに育てるための

家庭や地域との連携のあり方などを学びました。

また、文部科学省指定の「自律的・組織的な学

校運営体制の構築に向けた調査研究」の事業の一

つとして、９月３０日と１０月６日に他管内の学

校力向上に関する総合実践事業実践指定校への視

察研修を実施しました。視察研修終了後は、１０

月２９日に報告会を開催し、９人の教員が、自校

や他校の教員３０人に対して、視察先の学校の取

組から学んだことを自校の教育活動の改善に生か

すための具体策を提案しました。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

名寄南小学校の校舎などの改築については、本

年度の第１期工事の１２月中旬の完了に向け、計

画どおり順調に進んでいます。

また、平成２７年度末をもって閉校予定の豊西

小学校と東風連小学校の地域及び保護者代表者か

ら、閉校後の学校活用について要望が出されてお

り、今後、検討を進めてまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

道北地域研究所では、子どもの権利条約国連採

択２５周年・日本批准２０周年にあたり、９月３

０日に「子どもにやさしいまちづくり」をテーマ

に市民公開講座を開催し、参加した７４人の市民

が、まち全体で子どもの育ちを支えるまちづくり

に関して、国際社会の視点や全国の取組などにつ

いて理解を深められました。

高校生が大学の講義を体験し進路選択に活用す

ることを目的とする名寄高等学校との高大連携事

業「大学授業体験」については、１０月１０日に

実施し、１年生１４９人の参加をいただきました。

また、１１月１日と２日に、短期大学部児童学

科による「２０１４年度こどもセミナー」を、

「子どもが育つためにできること」をテーマに開

催し、基調講演やシンポジウム、ワークショップ

などに保育士、幼稚園教員をはじめ約２００人が

参加し、多様な子どもへの理解と社会全体で子ど

もの育ちを支える保育のあり方について理解を深

めました。

今後も、地域に根ざした教育活動の展開と名寄

市立大学の特色と専門性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。

栄養教諭による食育の推進については、年間指

導計画に基づき、学校給食を生きた教材として活

用して、食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身につけることができるよう指導しています。

また、献立表や給食だより「いただきたいむ」

を通じ、地場産の食材や給食の献立レシピを紹介

するとともに、食に関する指導への重要性につい

てお知らせするなど、児童生徒をはじめ保護者な

どを対象として食育の推進に努めています。
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次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度で７回目を迎えた「生涯学習フェスティ

バル」については、昨年度に引き続き「市民文化

祭」と連動させ、１０月２６日に市民文化センタ

ーで開催しました。その中では、トールペイント、

墨絵詩書、お茶席、ニュースポーツなどの展示体

験コーナーや１３団体のワークショップブースが

設置されました。「出会いの広場」では、地元サ

ークルによるフラダンス、金管五重奏などのほか、

旭川市でクラシック音楽を広める活動をされてい

る「デュオプラタナス」によるピアノとバイオリ

ンのコンサートも開始し、来場した多くの市民に

鑑賞の機会を提供することができました。

また、１０月２７日には、ふうれん地域交流セ

ンターにおいて、風連地区まちづくり協議会、風

連商工会との共催により、杉並区交流協定２５周

年記念事業を兼ねた風連地区まちづくりを考える

講演会として、「ふうれん寄席」を開催しました。

講演会では、多くの市民に日本の伝統芸能である

本場の落語を堪能していただくことができました。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

本年度の古典文学講座では、「井原西鶴の世

界」をテーマとして、９月から１０月にかけて６

回開催し、延べ１６７人が受講されました。

風連分館では、１０月９日に地域子育て支援セ

ンター「こぐま」を会場に「秋のおはなし会」を

開催し、多くの親子に楽しんでいただきました。

文化の日には、「特別開館」に併せて、「雑誌

のリサイクル」や「愛読書のフィルム貼り」を行

いました。また、本館では「図書館まつり」とし

て、乳幼児から小学校低学年を対象に「おたのし

み会」を開催し、子どもから大人まで多くの方々

の参加をいただきました。

１１月１６日には、絵本の読み聞かせボランテ

ィアの方々を対象に、東京・北海道を中心に活動

している紙芝居師三橋とら氏を招き「読み聞かせ

講演会」を開催しました。紙芝居の実演や楽しさ

について講演をいただき読み聞かせに対する理解

を深めました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

９月６日から８日まで、中秋の名月に合わせて

「お月見観望会」を実施し、７日には、名寄市立

大学天文サークルの協力により、来館者１００人

にお汁粉を無料提供しました。

１０月８日には、本年最大の天文現象である

「皆既月食」の観望会を実施し、約４時間にわた

る幻想的な現象を１７０人の来館者が体験しまし

た。また、インターネット中継には、全国から

７７６件のアクセスがありました。

本年で４年目を迎えた「小学生による小惑星発

見プロジェクト」では、初めて北海道大学のピリ

カ望遠鏡を小学生が操作し、１０月からの２カ月

間で未知の小惑星発見を目指し取り組んでいます。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

第５７回市民文化祭については、展示発表を１

１月１日から３日まで、市民文化センターを会場

に行い、３０以上の団体や個人から短歌、俳句や

絵画、書道、写真のほか児童生徒作品など ３０

０点を展示し、延べ ０２０人に観覧いただきま

した。芸能発表は、３日に、本年度で最後となる

市民会館を会場に行い、名寄太鼓保存会によるオ

ープニングで始まり、ピアノ、バレエ、舞踊、箏、

詩吟など２３団体、２２１人が出演され８００人

余りの市民が訪れました。

風連文化祭については、１１月２日、３日にふ

うれん地域交流センターを会場に行い、１５団体、

８個人から７００点を超える作品の展示や踊りや

演奏、歌など１７団体、１３０人が出演をされ、

芸能発表を会場いっぱいに集まった市民が満喫を

されました。

（仮称）市民ホールについては、本体工事の１

０月末の進捗率は５ ７パーセントとなっており、

１２月には外部及び既存棟との接続工事が完了予

定です。また、外構工事では、教員住宅跡地に普

通車２０８台、大型車１０台の駐車場を増設し、



－18－

平成２６年１１月２８日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号

９月に完成し引き渡しを受けました。ホール周辺

部の工事については、本体工事と調整しながら進

めているところです。

また、スタインウェイ社のピアノ購入に当たっ

ては、市内のピアノ講師の方々が中心となって

「ピアノで心を育む会」を組織され、来年３月末

までの期間で熱心な募金活動に取り組んでいただ

いています。そのほかにも事業所や個人から多額

の寄付が寄せられており、市民の皆様による応援

活動として、大変心強く、心から感謝申し上げる

次第です。

次に、北国博物館について申し上げます。

名寄岩関の生誕日である９月２７日を中心に、

９月１２日から１０月１２日までの１カ月間、企

画展「名寄岩生誕１００年記念展」を開催し、ゆ

かりの品や写真など１７５点を展示しました。期

間中には、市内外から ８９０人の入館者があり、

博物館での企画展終了後は、駅前交流プラザ「よ

ろーな」でパネル展を開催し、引き続きより多く

の方に名寄岩関を知っていただくとともに、博物

館で発行した資料「名寄岩物語」は、道内外から

多くの方々に購入いただきました。

また、市民有志により名寄岩関生誕１００年記

念実行委員会が結成され、名寄岩関の誕生日であ

る９月２７日に記念事業が開催されました。記念

事業では、杉山邦博氏の講演会、涙の敢闘賞の上

映会、御遺族を招いた偲ぶ会などで、多くの方々

が名寄岩関を偲び、あらためてその偉業をたたえ

る機会となりました。

１０月１７日から１１月８日までの間、企画展

「名寄の史跡・文化財紹介展」を開催し、地域の

歴史にまつわる史跡や国・市指定の文化財を写真

やパネルで紹介するとともに、名寄鈴石、獅子頭

の実物資料や名寄産業高校建築システム科の生徒

が作製した歴史的建造物の模型なども併せて展示

しました。１０月２５日には、関連事業として、

ゆかりの地を訪れ地域の歴史を学ぶ史跡めぐりバ

スツアーと、その地域で長年受け継がれている風

連獅子舞、こきりこ、名寄太鼓、風連御料太鼓が

一堂に会する郷土芸能フェスティバルを開催し、

本市の歴史と伝統ある郷土芸能に多くの市民が関

心を寄せていました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

市内３カ所の幼稚園における家庭教育学級を支

援する取組として、９月２１日に国立大雪青少年

交流の家と共催で、家庭教育学級合同研修会を開

催しました。交流の家の所長による保護者向け講

演会のほか、紙芝居などの子ども向けプログラム

に、多くの参加がありました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

本年度も１０月１３日の体育の日に「スポーツ

フェスティバル」を開催し、市内体育施設を無料

開放したほか、風連Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、体

力測定を実施するなど、名寄・風連両地区の屋内

外で様々な大会や催しが行われ、 ７００人の市

民がスポーツを楽しみました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月３日にスポーツセンターにおいて、子ど

も会育成連合会との共催で、第８回名寄市子ども

会スポーツ大会「フットサル」競技を開催し、４

チーム４５人がスポーツを通じた交流を深めまし

た。

児童センターについては、体育室の内壁及び外

壁の改修工事が１０月に完了したところであり、

これにより危険な箇所が改善され、子どもたちに

とってより安全安心な居場所となりました。

青少年センターについては、青少年の健全育成

の取組として、名寄市青少年表彰式を９月２９日

に開催し、活動に顕著な功績のある３個人を表彰

しました。

また、１０月から、小中学校及び高等学校を対

象に、名寄市青少年健全育成標語を募集しており、

本日、最優秀作品を表彰します。

教育相談センターについては、１０月に市内の

全小中学校を訪問し、不登校などの現状について

情報をいただくとともに、児童生徒及び保護者に
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対し、ハートダイヤルを周知するため「安心カー

ド」の配布を依頼しました。

放課後子ども教室については、１０月２１日に

運営委員会を開催し、前期の活動状況として、名

寄地区の小学生教室と中学生教室、風連地区の小

学生教室ともに年間計画にしたがって順調に授業

が行われていることが確認されました。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時１１分

再開 午前１１時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第５ 議案第１号 名寄市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定め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、子ども・子育て支援法及び就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、児

童福祉法が一部改正をされ、市町村が放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を条例

で定めるということになったため、本条例を制定

をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第１号は、総務文教常任委員会に付託をい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るた

めの次世代育成支援対策推進法等の一部を改正す

る法律の公布に伴う母子及び寡婦福祉法の一部改

正による関係条例の整理に関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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 次代の社会

を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育

成支援対策推進法等の一部を改正する法律の公布

に伴う母子及び寡婦福祉法の一部改正による関係

条例の整理に関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、次代の社会を担う子どもの健全な育成

を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部

を改正する法律が公布をされたことに伴い、母子

及び寡婦福祉法が改正をされることにより、当該

法律を引用している名寄市福祉事務所設置条例及

び名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の文語の訂正を行うため、

これらの条例を整理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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市地域包括支援センターが包括的支援事業

を実施するために必要なものに関する基準を定め

る条例の制定について、議案第４号 名寄市指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の制定に

ついて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市地域

包括支援センターが包括的支援事業を実施するた

めに必要なものに関する基準を定める条例及び議

案第４号 名寄市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定め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、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第３次地方分権一括法の制定に

より、これまで介護保険法及び厚生労働省令で定

められていた地域包括支援センター及び介護予防

支援事業所に関する指定基準等が地方自治体の条

例に委任をされたことに伴い、本条例を制定しよ

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号、議案第４号は、市民福祉常任委員

会に付託をいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市こども発達支援センター条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市こど

も発達支援センター条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、児童福祉法の一部を改正する法律の公

布に伴い、改正後の児童福祉法においては第６条

の２として小児慢性特定疾病及び小児慢性特定疾

病医療支援についての定義規定が新設をされ、現

行の第６条の２は第６条の２の２に繰り下げられ

たことから、当該条項を引用している本条例の一

部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。



－21－

平成２６年１１月２８日（金曜日）第４回１２月定例会・第１号

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市国民健康保険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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市国民

健康保険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、産科医療補償制度における掛金の額が

見直され、これに基づき健康保険法施行令の一部

が改正をされることに伴い、名寄市国民健康保険

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、出産育児一時金の

支給額を３９万円から４０万 ０００円に改正を

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 名寄市新規就農者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。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市新規

就農者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。

農業経営基盤強化促進法が改正をされたことに

より、これまで都道府県が認定をしていた青年等

就農計画が市町村に権限移譲されることになった

ため、本条例において北海道知事が認定をしてい

たものを市長が認定をすることに改正をしようと

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 名寄市民文化センター条例の一部改正につい

て、議案第９号 名寄市多目的研修センター条例

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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市多目

的研修センター条例の一部改正について及び議案

第９号 名寄市民文化センター条例の一部改正に
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ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

本案は、平成２７年５月の開館に向けて進めて

おります（仮称）市民ホール整備事業の完了後に

おきまして市民の皆様を初め御利用いただく多く

の皆様によりわかりやすく利用をしやすい施設と

するために、既存の名寄市民文化センター及び名

寄多目的研修センターと新施設を一体で管理する

ことを目的として、関連する条例の改正を行おう

とするものであります。

概要といたしましては、名寄多目的研修センタ

ーを廃止し、当該施設を名寄市民文化センターに

組み入れ、新施設の諸室及び使用料等を定めるも

のであります。

なお、各条例の施行は、平成２７年４月１日か

らを予定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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第８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）

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 済みません。失礼しまし

た。今議案第８号 名寄市多目的研修センター条

例の一部改正及び議案第９号 名寄市民文化セン

ター条例の一部改正とお読みしたのですけれども、

これ逆でありまして、議案第９号 名寄市多目的

研修センター条例の一部改正及び議案第８号 名

寄市民文化センター条例の一部改正ということに

文言訂正をさせていただきます。

申しわけございませんでした。よろしくお願い

いたします。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） では、正確には、済みま

せん。議案第８号 名寄市民文化センター条例の

一部改正について及び議案第９号 名寄市多目的

研修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ということで、最初の

４行を訂正をさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 改めましてこれより、

議案第８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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第８号、議案第９号は、総務文教常任委員

会に付託をいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第１

０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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市公

民館条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本案は、平成２７年５月の開館に向けて進めて

おります（仮称）市民ホール整備事業の完了後に

おきまして既存の名寄市民文化センター、名寄市

多目的研修センター及び新施設を一体で名寄市公

民館としても位置づけをすることを目的とし、条

例の改正を行おうとするものでございます。

概要といたしましては、新施設の敷地を加える

こととしております。

条例の施行は、平成２７年４月１日からを予定

を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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

１号 名寄市簡易水道事業条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市簡

易水道事業条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本条例第２条において経営の基本として浄水場

ごとの給水人口と１日最大給水量を定めておりま

すが、このたび智恵文中央地区の浄水場の基幹改

良事業を行うに当たり取水地点の変更が生じ、変

更認可申請の必要がありますので、同条で定めて

いる給水人口を改正を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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

２号 指定管理者の指定について（名寄市営球

場）、議案第１３号 指定管理者の指定について

（名寄市営サブ球場）、議案第１４号 指定管理

者の指定について（名寄市テニスコート）、議案

第１５号 指定管理者の指定について（名寄公園

テニスコート）、議案第１６号 指定管理者の指

定について（智恵文水泳プール）、議案第１７号

指定管理者の指定について（南水泳プール）、

議案第１８号 指定管理者の指定について（名寄

市スポーツセンター）、議案第１９号 指定管理

者の指定について（名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター）、

議案第２０号 指定管理者の指定について（駅前

交流プラザ「よろーな」）、議案第２１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２２号 指定管理者の指定につい

て（名寄市風連米乾燥調製施設）、議案第２３号

指定管理者の指定について（名寄市ピヤシリシ

ャンツェ）、議案第２４号 指定管理者の指定に

ついて（体育センターピヤシリ・フォレスト）、

以上１３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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号から議案第

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１２号から議案第２１号までの１０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２２号から議案第２４号

までの３施設につきましては同条例第５条第１項

第１号による公募によらない施設でございます。

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
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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ございます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第１２

号外１２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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１２号外１２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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第１６号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第１７号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第１８号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第１９号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２０号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２１号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。
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お諮りいたします。議案第２２号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２３号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第２４号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第２

５号 市道路線の廃止について、議案第２６号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 市道路線

の廃止について及び議案第２６号 市道路線の認

定について、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第２５号 市道路線の廃止について

申し上げます。整理番号１００９、路線名、西９

条通の１と整理番号２０４４、路線名、南３丁目

通の路線は、未改良区間があり、この区間で道路

改良が行われることから、２路線あった路線を１

路線に統合し、市道路線の終点及び延長が変更と

なることから、一旦廃止をするものでございます。

次に、議案第２６号 市道路線の認定について

申し上げます。整理番号１０３１、路線名、南３

丁目通の１は、整理番号２０４４、路線名、南３

町目通に接続をすることから、市道として認定を

し、総延長８ ９８メートルとして新規に認定を

するものでございます。

また、整理番号１００９、路線名、西９条通の

１と整理番号２０４４、路線名、南３丁目通の２

路線を道路改良工事に伴い統合し、１路線にする

ことから、総延長 ９３ ８７メートルとなり、

認定をし直そ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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２５

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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２５号外１件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２５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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号外１件は原案のとおり可

決されました。

ここで１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第１６ 議案第２７号 平成２６年度名寄

市一般会計補正予算（第６号）を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款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をしよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれに３

億 ０４７万 ０００円を追加をして、予算総額

を２３３億 ０９８万 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。３款

民生費におきまして社会福祉一般行政経費のうち

福祉灯油支援費１００万円の追加は、北海道の地

域づくり総合交付金の平成２６年度における拡充

措置を踏まえて今般の電気料再値上げに対応して

支援を拡充しようとするものでございます。

７款商工費におきまして公設地方卸売市場特別

会計繰出金 ８５７万 ０００円の追加は、公設

地方卸売市場会計において地方債の繰上償還の実

施を見込み、その財源としようとするものでござ

います。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費 ５４１万 ０００円の追加は、除排雪経費

に係る労務単価、燃料単価等の増が発生をしてい

ることから増額をしようとするものでございます。

同じく８款土木費におきまして北斗・新北斗公

営住宅建設事業費（建替事業） ２２５万円の追

加は、平成２７年度に予定をしていた事業を公的

賃貸住宅長寿命化モデル事業として前倒しで実施

をしようとするものでありまして、国庫補助金及

び地方債を財源として見込んでいるものでござい

ます。

１０款教育費におきまして大学一般行政経費１

億 ０００万円の追加は、今後想定をされる大学

図書館建設等による備品や設備の購入に備え、備

荒資金組合超過納付負担金を増額しようとするも

のでございます。

同じく１０款教育費におきまして（仮称）市民

ホール整備事業費 ３０４万円の追加は、来年度

の開館に備え準備業務に係る委託料の追加及び舞

台工事に密接な関連のある備品を工事請負費で設

置するための予算調整、地域の元気臨時交付金基

金を財源として今後想定される設計変更等に対応

するため予算を追加しようとするものでございま

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、普通交付税で収

支を調整をいたしました。

１５款国庫支出金におきまして総務費補助金

０００万円の追加は、地域の経済対策として創設

をされたがんばる地域交付金を充当し、財源の調

整を図ろうとするものでございます。

１９款基金繰入金におきまして財政調整基金繰

入金２億円の減は、将来の基金活用を見込み、財

政調整基金の繰入額を減少させようとするもので

ございます。

次に、第２表、継続費補正では、（仮称）市民

ホール整備事業を変更しようとするものでござい

ます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、名寄庁

舎環境衛生管理業務委託料ほか２１件を追加をし、

道公職選挙経費に係るポスター掲示場設置等委託

料ほか１件を変更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、高齢者・障害

者等福祉サービス事業ほか４件を変更しようとす

るものでございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

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。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げました

分との重複を避けまして補足説明をさせていただ

きます。

初めに、歳出から説明をさせていただきたいと
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思います。議案第２７号の１４ページ、１５ペー

ジをお開きください。３款民生費、１項１目社会

福祉総務費で社会福祉一般行政経費のうち備品購

入費１６６万 ０００円の追加につきましては、

名寄庁舎ほか５カ所に設置されておりますＡＥＤ

の更新をしようとするものでございます。

１８ページから１９ページをお開きいただきた

いと思います。同じく３款民生費、２項５目児童

母子給付費で子育て世帯臨時特例給付金給付事業

費６６５万円の追加につきましては、子育て世帯

を支援する給付金の事業費増に伴い、予算調整を

図り、増額しようとするものでございます。財源

としましては、同額を国庫支出金で見込んでござ

います。

２２ページ、２３ページをお開きください。７

款商工費、１項２目観光費で観光振興一般行政経

費５０万円の追加につきましては、平成２５年度

に再開をされました北の天文字焼実行委員会に対

する補助金を追加しようとするものでございます。

２６ページ、２７ページをお開きください。１

０款教育費、１項２目事務局費で教員住宅維持管

理事業費１４２万 ０００円の追加につきまして

は、名寄西小学校所属の教員住宅屋根修繕を実施

しようとするものでございます。

３０ページ、３１ページをお開きください。１

１款災害復旧費、１項１目公共土木施設災害復旧

費、単独 ２００万円の追加につきましては、本

年８月に発生をいたしました大雨災害におきまし

て単独事業費とみなすべき事例に対応するもので

ありまして、同額を２２款市債の公共土木災害復

旧事業債で見込んでおります。

次に、歳入について申し上げます。１０ページ、

１１ページをお開きください。１８款寄附金で総

務費寄附金から教育費寄附金まで合わせまして２

１０万 ０００円の追加につきましては、１１月

１３日までに寄附採納したものを予算計上するも

のでありまして、寄附者の意向に沿いまして地域

振興基金に３０万円、文化センター大ホール建設

基金に１００万 ０００円を積み立てるほか、ご

み減量化推進事業費の財源などとして充当しよう

とするものであります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それでは、１点だけ確

認をさせていただきたいと思います。

冒頭市長から御説明がありましたけれども、今

回の補正は臨時的経費と事業確定に伴うものとい

うことでいいますと、臨時的経費ということはあ

る意味では緊急性があるので、補正をして対応を

するということでありますけれども、３款１項４

目市民活動費、１６ページでありますけれども、

消費者行政等事業費、１８節で備品購入費１２万

０００円というふうにありますけれども、これ

は緊急性があって何を購入しようとしているのか、

概要を含めてまずお知らせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 市民活動費の備品購

入費について質問をいただきました。内容的には、

ノートパソコンの購入費という形になってござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 当初消費者行政の中で

は、ノートパソコンでなくてステッカーをつくる

という話ではなかったですか。ノートパソコンで

なくてステッカー、要するに訪問販売、今各家庭

の玄関に黄色いものをつけていただいております

けれども、さらにあれをつくるということの計上

ではなかったのですか。ノートパソコンに変わっ

たのですか。それちょっともう一回説明してくだ

さい。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 申しわけございませ
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ん。ステッカーのほうも今回の事業費の中に入っ

ておりまして、そちらのほうは１１節の需用費の

中で今回１２万 ０００円ということで計上され

ておりますが、これ今御指摘あったとおり訪問販

売お断りのステッカーの製作経費ということにな

っておりまして、今回の補正で計上することの必

要性あるいは緊急性はということだと思うのです

けれども、１つには在庫がもう既になくなってし

まったということがあります。あと、もう一つが

これ北海道消費者行政活性化補助事業ということ

で、１０割の補助をいただいて、広域での事業に

活用しているところなのですけれども、年度の当

初に名寄市用のステッカー、これ ０００枚分、

１４万円、これが補助対象経費ということで認め

られていたのですけれども、広域用のステッカー

がまた別にございまして、広域用というのは名寄

市ではなくて名寄地区と入っているのですけれど

も、それの製作経費 ５００枚、１２万 ０００

円が実は補助対象の経費になっていなかったと。

それがこの８月になりまして補助の対象になった

ということで、今回補正として計上させていただ

いたと、こういうことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） ちょっと備品購入費と

需用費の間違いというか、こちらのほうの勘違い

もありますけれども、要するにあのステッカーっ

て今例えば市内でどのぐらいの普及率があって、

特にあれは合併後に当時の市民部と市民団体と協

力して市からお金をもらってつくり上げて、多分

市内での各家庭についている、玄関に掲げてもら

っているのはほぼ８割以上はいっていると思うの

ですけれども、古くなっているわけでもないし、

５００枚つくってどういうふうに配布するのか。

もう一回市民の皆さんに、近隣を含めて回すとい

うだけなのか、今張っているものを剥がしてやっ

てくれというのか。それと、今のやはり訪問販売

あるいは悪徳商法あるいは振り込め詐欺もそうで

ありますが、そういうことからすると今のままの

あの形態がさらに変わることも近く想定はされる

のではないかと。そのぐらい高齢世帯を含めてい

ろいろな被害が、名寄市内でも既にもうことしも

多くの被害も出ましたけれども、出ている状況の

中でつくり上げるものということの認識で新たに

つくるというのはわかるのですけれども、今緊急

的にそれをつくる必要性というのは、私はもうち

ょっとやっぱりしっかり検討してやるべきではな

いかと。あるいは、さらにこれを近隣だけ、広域

ということになるのか、例えばあそこに書いてあ

るのは消費生活センターではなくて消費者センタ

ーというふうに書いてあるので、変わっているの

はそこだけと。ちょっと文言を変えるぐらいの形

だと思いますけれども、今何をタイムリーにやら

なければいけないのかというのは、それは１０割

で消費者行政活性化事業補助金がもらえるので、

つくるということではなくて、今の市内の実態に

合わせて何を変えて何をしなければいけないのか

というのをしっかりやっぱり私はもっとちゃんと

検討されるべきだと。聞いた話では、今のものよ

りちょっと一回りぐらい小さいもので、左側の文

字がえらくいっぱい書かれるようなものができる

ということで、それが何の意味があるのか全然わ

からないのです。だから、今何をすべきかという

のをしっかり検討されるか、近隣を含めて各地区

に消費者協会あるいは消費者協会担当職員の方が

いらっしゃるのですから、それと含めてやっぱり

どうしていくかということをしっかり検討して物

事を進めていかないとならない。補助金が１０割

だからつくるというなら、今のこれからの名寄市

の財政、あるいは近隣も含めて財政状況を考える

ときに、あるからつくるのではなくて必要だから

つくるという認識が定着をしていかないとならな

いというふうに思いますので、改めて御答弁をい

ただいて、終わりたい。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今御指摘をいただい

たのですけれども、一番強い理由が１０割の補助
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があるから今のうちにつくっておこうということ

は担当のほうで申しておりました。それは間違い

ないのですけれども、やはりそういう側面もござ

いますので、この秋に広域の担当者が集まって実

は会議を開催しております。その中であのステッ

カーについてはなかなか人気があるので、継続し

てつくっていただきたいと、こんな要望も実はい

ただいておりまして、ただあれがあのままでいい

のか。ステッカーですから、もう既に各家庭の玄

関についているということもありますので、その

辺は今後あのままでいいのかどうかということも

含めて研究をさせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思います。

３款民生費の福祉灯油についてであります。先

ほど市長の御説明の中で、電気料金も含めて等の

関係とあわせて支援の拡充をというふうにおっし

ゃったかと思います。この支援の拡充のところで

今現在灯油１００リットルに、この上に電気料金

の値上げ分をプラスされるのか、それともまた対

象者を広げていくのか、拡充の中身についてお知

らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

まず、制度設計御説明したほうがよろしいかと

思うのですけれども、福祉灯油事業につきまして

は低所得世帯と自立を目指す障害者世帯、障害者

の施設入所者を対象に灯油券を配付する事業とし

て平成２５年度から恒常的な事業として実施して

おりますが、本年も準備を進めておりましたが、

このたび電気料金の再値上げの緩和措置として北

海道の地域づくり総合交付金の交付基準額が平成

２６年度の措置として拡充されたことを踏まえま

して、本市においても福祉灯油支援事業の対象世

帯に対し灯油券とあわせて支援金の給付を行うと

いう事業といたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それでは、今まで歳末

支援の方々のところにこの福祉灯油券をお配りし

ているという状況だったと思うのですけれども、

そこの対象者は広げていかないということになる

のでしょうか。今のお話では、今までの方々のと

ころに電気料金の値上げ分もプラスしてというふ

うに受けとめてお聞きしたところなのですけれど

も、それでいいのかどうかというのと今全道的に、

道のほうも随分いろんな手だてをどうするかとい

うことで苦慮されていたというふうに聞いている

のですけれども、やはりこれだけ灯油の値上がり、

そして電気料金も上がるということで、本当にこ

れからの時期冬寒くなる中で道民の暮らしに大き

な影響を及ぼすということで、福祉灯油が道内で

も非常に広がっているという中ですので、また対

象者も私はもっと広げていくことが必要かなとい

うふうに何度もお話をさせていただいているので

すけれども、その分もあわせてお考えをお聞かせ

いただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 対象世帯につき

ましては、福祉灯油の支援世帯と同じということ

でございまして、歳末助け合い運動の義援金の配

分世帯と、それと施設入所の障害者の方、また御

本人の申請という形をとっております。今回道の

ほうの総合交付金の拡大を踏まえまして、当市に

おいても可及的速やかに電気料の支援を低所得の

方に差し上げたいということで、この議会に補正

予算を提案させていただいておりますが、限られ

た財源でもありますので、真にお困りの方に厚く

助成をさせていただきたいという考えでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 厚く支援をしたいとい

うのはもうよく伝わります。しかし、広くという

のも私は大事かなというふうに思っているところ

です。今回電気料金を上乗せされるということの

お知らせというのは、それぞれ福祉灯油がお届け
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できるところの方々にはどのようにしてお知らせ

していくのか、また例えばこの間窓口で相談して

もらうことも可能というようなお話も聞いていま

したけれども、そういった方々にも同じように支

援ができるのかどうか、そのことを最後お聞きし

て、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 周知方法といた

しましては、既に福祉灯油の支援事業につきまし

ては１２月の広報でお知らせをしておりますので、

この事業につきましては１月広報、それとホーム

ページ、また新聞紙上等で周知を図ってまいりた

いと考えておりますし、また民生児童委員の皆さ

んの１２月頭にあります会長会、また例会等で周

知徹底を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ３点ほどお尋ね申し

上げます。

１点目は、歳入歳出両方にかかわりますが、保

育緊急確保事業費補助金、あるいは歳出のほうに

も保育士さんの労働状況の改善絡みの関係でまず

１点。歳入では、民生費補助金で２２４万 ００

０円、処遇改善、歳出にもそれに見合うような、

同数字ではありませんけれども、さくら保育園あ

るいは認定こども園の大谷さんの関係が出ていま

すが、現在働いている人たちの労働条件の現状に

ついてお聞かせをいただきたいのと、また具体的

にこの歳入歳出の予算をもってどのように改善が

進むのかお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目には、２５ページ、歳出、北斗、新北斗

絡みで急遽前倒し的な ２２５万円が入っていま

すが、北斗はかねてから私も北斗、新北斗、１０

年と言わずできるだけ前倒しということでは理に

かなって、今回は新北斗が提案をされているので

すが、新北斗のほうに限ってで結構ですけれども、

最終的には姿形もだんだんかなり進んできている

なというふうに思っていますが、今回をもって終

わりをいつを想定されているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

それと、３点目は、これは市長、副市長にお聞

きをしたいのですが、教育費の関係で市民ホール

０００万円ほど追加で出ておりまして、この段

階で本当に最終段階の再々補正みたいな感じです

し、もう年度内にでき上がるという、急ピッチで

工事の現場もおくれてはいるようですけれども、

進んでいるのですが、改めて ０００万円の細か

いことは聞きませんけれども、入札、再入札ある

いは当初の基本設計やら実施設計段階における甘

さだとか、例えば人材確保だとかの当初予定して

いない冬期の人員も補充しなければならぬという

追い込まれ方も一定のこの期間あったのですが、

最終的に今この問題を振り返ってみてどういう印

象、業界全体のこともあるでしょうし、お答えを

いただきたいなと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ３点目の市民ホール

の関係につきましてお答えしたいと思っています。

市民ホールの関係につきましては、事業規模が

大きいことも含めて、それから昨年の３月２９日

から労務費の関係であるとか資材費の関係につい

ても大幅な上昇が見込まれるということで、国の

ほうでも労賃については３カ月ごとの見直しとい

うこともありましたので、そういう部分について

いろんな部分が新聞報道もされておりました。片

方では、大型の施設ということもありまして、設

計変更にかかわる分が路盤の関係につきましても

委員会のほうにも若干説明させていただいており

ますけれども、増加する部分が出てきましたこと

と、今押さえている情報では市民文化センターの

既存施設の分についても当初見込まれているより

も事業費のかかる状況になっておりますので、今

回備品から工事請負費のほうに振りかえ等も含め

て、想定される金額がまだ確定しておりませんの

で、若干執行できる範囲内で ０００万円という

金額で計上させていただいておりますので、この

分について御理解をお願いしたいと思います。
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なお、設計変更の正確な額等につきましては、

今議会中に議会のほうに設計変更の確定に伴いま

して提案をさせていただいてお願いをしたいなと

いうふうに考えておりますので、この辺について

はもうしばらくお時間をかしていただきたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 保育士さんの処

遇改善についてでございますけれども、事業所名

を言うのはあれかと思いますが、一つの施設につ

きましては対象となられる方は常勤の継続保育士

さん６名、それと臨時、パート保育士さん５名に

ついて、一時金を賞与という形で交付をさせてい

ただいております。もう一施設につきましては、

正職員の方２名、臨時職員の方６名に対して、こ

れも賞与、一時金という形で処遇の改善をさせて

いただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 新北斗団地にか

かわりまして、最終的に全体が何年に完成をする

のかということでございますが、全体計画として

は１８棟７２戸の整備を予定をしておりまして、

平成２２年から平成３２年までということで予定

をしてございます。完成については３２年という

ことの計画でございまして、平成２６年度におい

ては実績として５０％の完成ということでありま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市民ホール、３２ペ

ージの継続費の内訳で特定財源や一般財源の数字

が明らかになっていますが、最終的には今回の

０００万円も含めて新たに一般財源が大幅に出る

という状況ではないのかなというふうに思います

が、合計３１億 ０００万円、数字が全体的に大

きいだけに市民関心事に、またかという声もない

わけではありませんけれども、経済状況の取り巻

きだとか、あるいは人材確保の問題だとか、なか

なか当初想定ができない状況みたいなのはおおむ

ね理解はできますけれども、ある面では非常に大

きな投資だけにしっかり市民に対する説明責任も

問われてくるのかなという感じがしておりまして、

もう一度その辺については一般財源の影響あるい

は ０００万円、本当にこれで終わりだというこ

とに当然ならなければなりませんけれども、改め

て市長、副市長からこのことについてお聞かせを

いただきたいと思います。

保育所の処遇改善の関係については、一時的な

国の財源なども含む賞与で、１回限りということ

なのですが、今回はそれが十分か不十分かという

のは私どももさくらさんあるいは大谷さんの関係

の内容ですから言及はしかねますけれども、これ

に伴って官にかかわる部分、あるいは全くそれは

民間の、あるいはコロポックルやらどろんこさん

関係に対する、それに準じた配慮みたいなものも

同じ子供を保育をするという環境改善からすると、

行政がどこまで責任持つかという課題はあります

けれども、同時に並行してその対応みたいなのに

ついてはあってしかるべきなのかなというふうに

考えておりまして、そこら辺についてもう少し具

体的に今後の考え方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。

新北斗の関係は、これで多少年度が繰り上がる

という認識ではなくて、あくまでも最後は最後と

いうことなのですか。ちょっとよくぴんとこない

のですけれども、改めてもう一度お願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 今の市民ホールの工

事の関係につきまして、設計変更が出ている部分

について鋭意担当のほうで数字を積算しておりま

すので、それよりも想定しまして今回の追加補正

の ０００万円について十分対応できるのではな

いのかなという認識は持っております。改めての

追加補正につきましては、今議会で追加してもら

った ０００万円で、３月まで引っ張るというこ
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とについてはないと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま幼稚園

の先生たちの処遇改善について、今後の考え方と

いうことで御質問をいただきましたが、来年度か

ら始まります子ども・子育て支援新制度におきま

しては、新制度に移行していただきました幼稚園

につきましては国のほうで一定程度処遇改善とい

う予算も考えておりますので、そのあたりを利用

させていただきながら、処遇改善に努めさせてい

ただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 改めて新北斗団

地の関係の最終的な完成年度ということで御質問

いただきました。今回前倒しというようなことで

予算はつくのでございますけれども、実際には予

算はつきますけれども、工事等については実際に

やるのは２７年度ということになりますので、今

の計画として新北斗の最終、全体の完成について

は予定どおり３２年という考え方であります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 新北斗、ぜひそうい

うことではなくて可能な限りやっぱり縮めるよう

な方向で、一層の御努力をお願いしたいなと思っ

ております。

子ども・子育て絡みで、来年度以降に、それは

国の財源を裏打ちをした上での健康福祉部長の考

え方なのでしょうけれども、ここにきてまた後ろ

へ延びるような可能性も非常に出てきていますか

ら、改めてこの年末の動き、あるいは次年度の予

算編成に向けて、いずれにしても再議論をしなけ

ればならぬことにかかわるだろうと思いますが、

特に官民それぞれが地域の幼稚園、保育所をしっ

かり支えて、できるだけ同じ環境で、官だけでも

名寄の現状ではだめだし、民間だけでもそれは重

たい宿題で、特に定員目いっぱいそれぞれ学童問

題なんかも含めて抱えているわけですから、違う

機会に論議は譲りますけれども、もう少しやっぱ

り単独財源の頑張りを今から部長、強力に市長や

副市長にしっかりアプローチして、改善に向けて

努力していただきたいと思います。

市民ホールは、もうここにきての話ですから、

だんだんきょうの条例との関係もありましたけれ

ども、ソフト運営、つくるよりもこれからが本当

の勝負どころということになろうと思いますが、

副市長、もうこれ以上の補正はないという言明を

されていますから、できるだけどう継続的に活性

化をさせて、有効に利用するかという話にシフト

していくと思いますので、またそちらのほうに議

論を深めさせていただきたいと思いますので、一

応起債あるいは国庫支出金を中心にして最終的な

でき上がりになるのですが、最終的に見込みも含

めて、いわゆる市の単独財源でいくと数％単位、

起債の償還も含めてどのぐらい、単独財源の部分

だけ一定の数字がここに出ればお知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 今回の補正に伴う財

源措置としては、一般財源を適用しないで交付金

等を充てております。この財源構成につきまして

は、交付金と、それから合併特例債、こういう調

整をして、需用費の増嵩分に係ることにつきまし

てはできるだけ市民負担である一般財源を使わな

い施策ということで今現在やっておりますので、

総額決まった段階で改めて一般財源の負担がどの

ように変わったかについてはお知らせできると思

っておりますので、現時点につきましては一般財

源が極力ふえない方向で現在調整中ということで

御理解賜りたいと思います。

なお、先ほど子ども・子育ての幼稚園の関係に

つきましても、この間国のほうが施策として処遇

改善の関係に思い切って取り組むと。その前提と

なる消費増税が現政権において１年半ほどジャン

プせざるを得ないと。そうすると、 ０００億円

の規模で子ども・子育ての関係といった部分につ
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いては事実上難しくなるときに、どこに重点的に

配分されるかについてはまたこれから出てくるの

でありまして、私たちのほうとしては人口減少問

題の解消と将来につながるまちづくりということ

も考えると、そこは選択の範囲になるかと思うの

ですけれども、できるだけ子供、子育て世代のほ

うに優遇され、財源がシフトされるような形での

働きかけも必要なのかなと。その辺がほかの福祉

サービスに影響が出ないかどうか、この辺につい

てもしっかり注視をしていきたいなというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第２

８号 平成２６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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 平成２６

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歳入

歳出それぞれ ４７１万 ０００円を増額をし、

予算総額を３３億 ３９４万 ０００円に、直診

勘定におきまして診療収入などが増額になったこ

とから一般会計繰入金の減額など費目間の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１６万 ００

０円追加をし、総額を１億 ０５８万 ０００円

にしようとするものでございます。

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款総務費では制度改正に伴う国保シ

ステム改修のため３２万 ０００円を増額し、２

款保険給付費では高額療養費の伸びにより ４０

０万円を追加をしようとするものでございます。

また、３款後期高齢者医療支援金等では平成２

６年度の支援金の額の確定によりまして１３万

０００円を増額し、同じく４款前期高齢者納付金

等も納付金の額の確定により２万 ０００円を増

額しようとするものでございます。

次に、保険事業勘定の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特

別調整交付金として３２万 ０００円を増額し、

９款繰越金では前年度繰越金のうち ４３９万

０００円を追加するものでございます。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では委託料等で１０万円を減額をし、

２款医業費では医療用消耗機材費等で３３万 ０

００円を追加し、３款施設整備費では医療機器等

の備品購入費で７万 ０００円を減額しようとす

るものでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で９２万 ００

０円、５款諸収入では２０万 ０００円をそれぞ

れ追加をし、４款一般会計繰入金では８６万円を、

６款市債では１０万円をそれぞれ減額し、調整を

図ろ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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）
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〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第２

９号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 平成２６

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 ９６１万円を追加し、予算総額を

２２億 ３４３万円にしようとするものでありま

す。

補正の主なものにつきまして歳出では、４款基

金積立金におきまして平成２５年度決算の繰越額

を介護給付費準備基金に積み立てをするため ９

６１万円を追加をしようとするものでございます。

歳入では、９款繰越金におきまして平成２５年

度決算の繰越額 ９６１万円、これを追加をしよ

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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第３

０号 平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３０号 平成２６

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うもの

であり、平成２６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 ６８

９万円に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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３０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）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第３

１号 平成２６年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 平成２６

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、債務負担行為の追加を行うもの

であり、平成２６年度における個別排水処理施設

保守点検清掃業務委託料の限度額を ６１０万円

に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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第３

２号 平成２６年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 平成２６

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、公債費に係る繰上償還を実施を

するために補正をしようとするものでありまして、

歳入歳出それぞれに ８５７万 ０００円を追加

をして、予算総額を ９９１万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

歳出では、２款公債費におきまして長期債償還

元金で ５４１万円、長期債償還利子で３１６万

０００円をそれぞれ追加をし、平成２７年３月

の定時償還時にあわせて繰上償還を実施をしよう

とするものでございます。

歳入では、１款一般会計繰入金で ８５７万

０００円を追加をし、財源としようとするもので

ございます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第３

３号 平成２６年度名寄市後期高齢者医療特別会
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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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 平成２６

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２５５万 ０

００円を減額し、予算総額を３億 ９４８万 ０

００円にしようとするものでございます。

歳出では、２款後期高齢者医療広域連合納付金

において平成２５年度の後期高齢者医療広域連合

納付金の額の確定による精算のため２５５万 ０

００円を減額するものでございます。

歳入では、３款繰入金において歳出減に伴い２

５５万 ０００円を減額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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第３

４号 平成２６年度名寄市水道事業会計補正予算

（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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 平成２６

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、主に緑丘浄水場に係る施設及び

配給水管の修繕費の追加に伴い補正をしようとす

るものでございます。

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６４万 ０００円を、動力費とし

て３６万 ０００円、配水、給水管等の修繕費用

として２７９万 ０００円をそれぞれ追加をし、

総額を７億 ７８８万 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款資本的収入では他会計負担金の増

により１６万 ０００円を追加し、総額を３億

３９０万 ０００円とし、４款資本的支出では消

火栓修繕等の増、消火栓更新工事の減により１６

万 ０００円を追加をし、総額を６億２７８万

０００円に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を申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第３

５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、議案第３６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３７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、議案第３８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、

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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５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、議案第３６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３７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

正について及び議案第３８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、以上一括し

て提案の理由を申し上げます。

本件は、本年８月７日付人事院勧告に基づき国

家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与等及び議員、特別職の期末手当

の額について同様の措置を講ずるため、これら４

本の条例を改正しようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額を改定をす

る際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞

くこととされておりますが、本年５月１日に同審

議会から出された答申書により、期末手当の額の

取り扱いについては人事院勧告等により一般職員

に改定があった場合にはその改定に準じることが

適当であるとされており、今回の人事院勧告を受

け、同審議会の全ての委員に確認を行い、答申書

の人事院勧告どおりに改定を行うべきとの御意見

を受けまして、今回改正を行うものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第３５

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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第３５号外３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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第３

９号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第

７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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３９号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、本年８月７日付人事院勧告に基

づき国家公務員の給与改定が実施をされることに

伴い、名寄市職員等の人件費を調整をするととも

に、第４７回衆議院議員総選挙に係る執行経費を

追加をしようとするもので、歳入歳出それぞれに

３２２万 ０００円を追加をして、予算総額を

２３３億 ４２１万 ０００円にしようとするも

のでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

議会費におきまして議会人件費９４万 ０００円

の追加は、人事院勧告に伴い改定をされた人件費

の調整をするものでございます。

２款総務費におきまして衆議院議員選挙執行経
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費 ８００万円の追加は、来る平成２６年１２月

１４日に投開票が予定をされている第４７回衆議

院議員総選挙に係る執行経費を追加をしようとす

るものでございまして、同額を道支出金で見込ん

でございます。

３款民生費におきまして介護保険特別会計繰出

金３８７万 ０００円の追加及び４款下水道費に

おきまして下水道事業特別会計繰出金４１万円の

追加は、人事院勧告に伴う名寄市職員の人件費調

整をそれぞれの会計で行うため、財源として繰出

金を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税におきまして普通交付税５２２万 ０００

円の追加は、収支を調整をしようとするものでご

ざいます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３９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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 議案第４

０号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４０号 平成２６

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、本年８月７日付人事院勧告に基

づき国家公務員の給与改定が実施をされることに

伴い、名寄市職員の人件費を調整をしようとする

ものでございます。

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれに

３４１万円を追加し、予算総額を２２億 ６８４

万円に、サービス事業勘定・名寄におきまして歳

入歳出それぞれ４６万 ０００円を追加をし、予

算総額を２億２８４万 ０００円にしようとする

ものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

総務費におきまして介護保険運営事業費３４１万

円の追加は、人事院勧告に伴う名寄市職員の人件

費調整をしようとするものでございます。

歳入については、８款繰入金、職員給与費繰入

金で同額の３４１万円を追加をしようとするもの

でございます。

次に、サービス事業勘定・名寄について歳出か

ら申し上げます。１款総務費、一般管理事業費４

６万 ０００円の追加は、人事院勧告に伴う名寄

市職員の人件費の調整をしようとするものでござ

います。

歳入については、１款繰入金、一般会計繰入金

で同額の４６万 ０００円を追加をしようとする

ものでございます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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これより採決を行います。

議案第４０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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２７ 議案第４

１号 平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補

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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４１号 平成２６

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、本年８月７日付人事院勧告に基

づき国家公務員の給与改定が実施をされることに

伴い、名寄市職員の人件費を調整をしようとする

ものでありまして、歳入歳出それぞれに４１万円

を追加をし、予算総額１１億 ３６４万 ０００

円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費におきまして水洗化促進事業費４１

万円の追加は、人事院勧告に伴う名寄市職員の人

件費調整をしようとするものでございます。

歳入については、４款繰入金、一般会計繰入金

で同額の４１万円を追加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。

〇議長（黒井 徹議員） これより、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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４１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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２８ 報告第１

号 専決処分した事件の報告について、報告第２

号 専決処分した事件の報告について、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。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号及び報告第２

号 専決処分した事件の報告について、提案の理

由を申し上げます。

まず、報告第１号については、平成２６年８月

２６日午後３時３０分ごろ、相手方が所有自動車

にて市道西４条北１丁目仲通を西に向かって時速

２０キロメートルほどで走行中、交差点手前でバ

ウンドし、車両を損傷したものでございます。こ

れに伴う車両修繕料６万 ８００円のうち６割に

相当する３万 ８８０円を本市が負担をすること

で示談が成立をいたしました。

次に、報告第２号については、平成２６年９月

１２日午後３時４０分ごろ、相手方が所有自動車

にて市道２０線道路を東に向かって走行中、道路

陥没箇所に右前輪タイヤが入り込み、車両を損傷

したものでございます。これに伴う車両修繕料１

９万 ９４６円のうち９割に相当する１７万 ２

５１円を本市が負担をすることで示談が成立をい

たしました。

以上２件につきまして地方自治法第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
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第１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）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日１１月２９日から１２

月１６日までの１８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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１１月２９日から１２月１６日ま

での１８日間を休会とすることに決定をいたしま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

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０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 東 千 春


