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平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２６年９月１日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 特別委員会の設置について

日程第５ 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６ 議案第２号 名寄市コミュニティ放送

局送信所設置条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

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８ 議案第５号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 北海道市町村職員退職手

当組合を組織する団体の増加及び北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更

について

日程第10 議案第７号 音威子府村の旅券交付申

請及び交付に関する事務の受託につい

て

日程第11 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第15 議案第１２号 名寄市土地開発公社の

解散について

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第19 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１８号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第２１号 平成２５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２２号 平成２５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２３号 平成２５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２４号 平成２５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２５号 平成２５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２６号 平成２５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
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議案第２７号 平成２５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２８号 平成２５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２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第24 議案第３１号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

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 行政報告

日程第４ 特別委員会の設置について

日程第５ 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６ 議案第２号 名寄市コミュニティ放送

局送信所設置条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

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８ 議案第５号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 北海道市町村職員退職手

当組合を組織する団体の増加及び北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更

について

日程第10 議案第７号 音威子府村の旅券交付申

請及び交付に関する事務の受託につい

て

日程第11 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第15 議案第１２号 名寄市土地開発公社の

解散について

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第19 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１８号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第２１号 平成２５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２２号 平成２５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２３号 平成２５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２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算
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の認定について

議案第２５号 平成２５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２６号 平成２５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２７号 平成２５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２８号 平成２５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２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第24 議案第３１号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 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

１６番 植 松 正 一 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）

副議長 １４番 佐 藤 勝 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３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１４番、佐藤勝議員から欠席の届

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、

６番 佐 藤 靖 議員

１１番 川 口 京 二 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９月２６日まで

の２６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９月２

６日までの２６日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 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） おはようございます。本

日、平成２６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２５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４億 ８４５万２千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源３５

０万円を差し引いた実質収支は４億 ４９５万２

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１億８千万円、減債基金

へ６千万円を積み立て、残り１億 ４９５万２千

円を平成２６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１億 ８

８３万円、介護の保険事業勘定で ６６８万９千

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２５年度末の基金残高は

７０億 ７７２万７千円で、前年度末に比べて、

８億 ４８７万８千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、東病院の運営に係る財源として名寄東病院

振興基金から、名寄市土地開発公社の保有する土

地の購入に係る財源として土地開発基金から、老

朽化している公共施設の整備に係る財源として公

共施設整備基金から、また、起債償還の財源とし

て減債基金からなど、総額で４億 ３７５万９千

円を取り崩したものの、減債基金、公共施設整備

基金、市立総合病院整備基金、名寄東病院振興基

金、名寄市立大学振興基金などに、合計で１２億

８６３万７千円を積み立てしたことから、基金

全体では、前年度比１ ２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

金などに積み立てたことによります。主な基金の

残高は、財政調整基金１１億 ４８１万６千円、

減債基金１１億 ３８４万２千円、公共施設整備

基金９億 ６１２万７千円、名寄東病院振興基金

６億 ２４０万５千円、名寄市立大学振興基金５

億 ５８６万円、合併特例振興基金１２億 １６

０万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備
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金基金 ９０３万３千円、介護給付費準備基金１

億 ０４７万３千円となっています。

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、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

北海道日本ハムファイターズ「北海道１７９市

町村応援大使」関連事業として、７月１２日に、

市民５０組１００人がファイターズ応援観戦ツア

ーに招待され、本市の応援大使として協力いただ

いている稲葉篤紀選手、村田和哉選手と記念撮影

などを行ったほか、札幌ドーム内に設置されたブ

ースにおいて、本市のＰＲを行いました。

今後においても、９月１５日に、市内特別支援

学級に在籍する小学４年生から中学３年生の児童

・生徒や野球少年団を対象とした応援ツアーを実

施するほか、植樹会を開催するなど、北海道日本

ハムファイターズ名寄応援団をはじめとする関係

団体と連携しながら、両選手や球団との交流を通

じて、本市のＰＲと活性化に努めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

６月２５日に名寄市町内会連合会主催による、

町内会長と行政との懇談会が開催され、市の事業

について報告し、情報共有を図るとともに、地域

の課題などについて意見交換を行いました。

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については、６月１５日

に開催された第３５回ふうれん白樺まつりに、代

表団７人と高円寺阿波おどり親善訪問団３４人に

加え、杉並区商店会連合会からも来名いただき、

阿波おどりなどを通じて広く市民との親睦を深め

ました。また、８月２３日と２４日に開催された

第５８回東京高円寺阿波おどりには、本市から代

表団と市民合わせて３１人が参加して、本市のＰ

Ｒと友好自治体との交流を深めてきました。

山形県鶴岡市藤島との交流については、少年少

女交流事業として、８月１日から４日間、バレー

ボール少年団の児童など１９人が藤島を訪問し、

親善試合や交流会などを通じて、相互のまちに対

する理解と友情の絆を深めました。

また、８月３１日に開催された、なよろ産業ま

つりに合わせて、藤島名寄交流友の会をはじめと

した訪問団１５人が来名され、市民との親交を深

めました。

ふるさと会の交流については、６月２７日から

４日間、東京なよろ会から２７人が来名され、ゴ

ルフやなよろ市立天文台「きたすばる」見学のほ

か、市民交流会などを通じて、ふるさとでの楽し

いひとときを満喫していただきました。

自治体スクラム支援会議に係る南相馬市との交

流については、一昨年から３回目となる「なよろ

夏季林間学校２０１４」を実施し、南相馬市の小

学５・６年生１９人を受け入れました。８月６日

から５日間、自然体験などを通じてのびのびと活

動したほか、市民との交流も深めました。また、

本年度は引率の職員から本市職員や議員、市民を

対象として、南相馬市の現状について講演をいた

だいたところであり、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。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流については、７月２６日から本市の高校

生３人が交換学生としてリンゼイに派遣されてい

るとともに、８月２日から６日間は、姉妹都市提

携４５周年を記念して、リンゼイから７人の訪問

団の皆様にお越しいただき、相互の友好と理解を

深めました。

台湾との交流については、８月２５日に元台湾

教育部の職員で、現在は杉並区の非常勤職員であ

る林黙章氏に「名寄市政策アドバイザー」として

協力いただけることとなり、今後、台湾からの教

育旅行の受入などに対するアドバイスをいただく

ことにしています。

交流居住の推進については、昨年度、旧風連高

校教員住宅を改修整備した移住体験施設「お試し

移住住宅」が好評だったことから、本年度、新た
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に２棟目を整備し、２棟体制での利用を開始しま

した。１棟目では５月から８月の間に４組の方々

が、また、２棟目では８月に２組の方々が、本市

での生活を体験しました。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

地域おこし協力隊・農業支援員として、新たに

５月１日付けで長谷川雅美さんを委嘱しました。

現在は、東風連地区に移住し、農作業研修に励む

とともに、農閑期における地域貢献活動に向けて、

準備を進めています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

定住自立圏構想に基づく、北・北海道中央圏の

取組として、８月７日に、構成市町村長が一堂に

会する会議を開催し、総務省地域力創造グループ

地域自立応援課長の佐藤啓太郎氏を講師に迎え、

講演会を実施するとともに、各市町村の取組など

について、意見交換を行いました。

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」では、地域住民や移住者、

地域おこし協力隊などと一緒に地域づくりについ

て話し合う研修会や、「天塩川ククサ」のブラン

ド化、北海道への移住フェアへの出展などに取り

組んでいます。また、研修会で発案された企画と

して、現在、各地域で制作され好評を博している

ファレル・ウィリアム氏のヒット曲「ＨＡＰＰ

Ｙ」にのせた地域をＰＲする動画の天塩川版が制

作され、８月２１日にＹｏｕＴｕｂｅで公開され

ました。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

自治体職員の自主的な研修の場を設け、定住自

立圏構想推進の一環として人材育成に資すること

を目的とした「地方財政ゼミナール２０１４ｉｎ

なよろ」を８月１１日から２日間にわたり、市立

大学で開催しました。北海道総合政策部地域行政

局市町村課及び北海道上川総合振興局の全面的な

協力をいただき、また、ゼミナールの講師として、

関西学院大学教授小西砂千夫氏のほか、総務省自

治財政局調整課長境勉氏、総務省自治財政局財務

調査課長原邦彰氏、総務省の「今後の新地方公会

計の推進に関する実務研究会」の構成メンバーで

ある公認会計士の菅原正明氏を迎え、道内各地か

ら１２４人の参加のもと、大変有意義な機会とな

りました。今回の議論を契機とし、本市の行財政

運営において、今後の国の政策の動向を着実に反

映させてまいります。

次に、健康づくり特別講演会について申し上げ

ます。

６月２８日に、名寄ふるさと大使であり地元出

身の千葉一敏氏を講師に迎え、「健康食品、特定

保健用食品の正しい利用法」をテーマに講演をい

ただき、２００人を超える市民の参加がありまし

た。

講演では個々人が思っている健康食品・サプリ

メントの認識の違いや、生活習慣病の発症・重症

化予防には食生活の改善が重要であることなどが

ユーモアを交えながらわかりやすく話され、参加

者全員があらためて健康への意識を高めました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の第１四半期における一般科の患者取扱

状況については、入院患者数は延べ１万 ０２６

人で前年比 ６６１人の減、率にして１ １パー

セントの減少、また、外来患者数は、４万 ８１

７人で前年比８２８人の増、率にして ７パーセ

ントの増加となっています。

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１２億 ８１３万円で前年比 ６３

５万円の減、率にして ２パーセントの減少、ま

た、外来収益は５億 ８１９万円で前年比 ７４

７万円の増、率にして ４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

７億 ６３２万円となり、前年比 ８８８万円の

減、率にして ２パーセントの減少となっていま

す。

次に、地域包括ケア病棟について申し上げます。

本年４月から、病床機能の分化を図るための病
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棟再編準備期間として、一般科３００床のうち５

０床を一時休床していましたが、病棟再開に向け

た態勢が整ったため、８月１日から地域包括ケア

病棟の準備病棟として運用を開始しました。６カ

月間の運用実績を経て、来年２月１日から施設基

準を取得する予定となっています。

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９日から工事を開始していますが、現在は、

旧精神科病棟及び既存地下連絡通路の解体工事並

びに新たに本館と新館を結ぶ地下連絡通路の接続

工事を行っています。この工事は１０月の完了を

予定しており、その後、外構・駐車場工事を行い

ます。

工事期間中は、引き続き、市民をはじめ御利用

の皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協

力をいただきますようお願い申し上げます。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本市では、これまで北海道基準に準拠して乳幼

児等医療費助成を実施してきましたが、比較的年

齢が若い就学前児童の保護者に対し、サービス拡

大を図り、子どもが健康に過ごせる環境を提供す

るため、本年８月診療分から助成を拡大しました。

就学前児童については、入院、通院費用とも無料

とするとともに、小学生についても入院費用を無

料とし、市内全ての未就学児の保護者へ受給者証

を送付したところです。

今後もここで育って、育てて良かったと思える

まちづくりを進めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

本年も、７月１０日に御遺族をはじめ約２００

人の参列のもと、戦没者追悼式を厳粛に執り行い

ました。また、平和の推進や戦没者の御冥福を祈

り、本市の追悼式及び全国戦没者追悼式の黙とう

に合わせてサイレンを吹鳴しました。

次に、高齢者の福祉の充実について申し上げま

す。

認知症サポーターの養成については、本年度か

ら職員提案のゼロ予算事業として市職員向けの講

座を開催するとともに、出前講座として、市内の

民間事業所に職員が出向き、講座を開催している

ところであり、８月上旬の時点で約６０人の方に

認知症サポーターの証しであるオレンジリングを

お渡ししているところです。年度内には、２００

人の認知症サポーターを養成することを目標とし

ており、今後も関係機関や地域に呼びかけながら

目標達成に努めるとともに、講師となる「認知症

キャラバンメイト」の養成も進めてまいります。

また、７月３０日には、「地域ケア会議立ち上

げ支援事業」として、事例検討に関して全国各地

で活躍されている医師と社会福祉士を講師とした

「地域ケア会議体験講座」を、民生委員や保健福

祉医療機関、介護サービス事業所のスタッフなど、

多職種８７人の参加のもと開催しました。

今後は地域包括支援センターが中心となって、

正式に、地域ケア会議を開催しながら、年度内に

再度、会議の評価とフォローアップを受け、有効

な地域ケア会議の手法を学んでまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担を求め、

保険税負担の格差是正と税収増を図るため、後期

高齢者支援金及び介護納付金課税分に係る限度額

の改正を行いました。

さらに、国民健康保険税の軽減拡大として、５

割軽減対象者数に世帯主も含める措置と、２割軽

減対象世帯の軽減判定所得算定を３５万円から４

５万円に引き上げる措置をそれぞれ実施しました。

当初賦課の状況は、被保険者数が ０６７人で

前年度比２２９人の減、世帯数は ３６９世帯で

前年度比４７世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割軽減が ５４２世帯、５割

軽減が６６１世帯、２割軽減が５１１世帯となり、

全体では国保加入世帯の６ ０パーセントにあた

る ７１４世帯となりました。

今後とも、市民が安心・信頼できる医療保険制

度を確立するため、事業の円滑な運営に努めてま
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いります。

次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例

給付金について申し上げます。

平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴

い、所得の低い方々や子育て世帯の負担を緩和す

るため、これらの給付金を支給することとしてい

ます。６月２３日から申請受付を開始しており、

今後も、本年１２月２４日まで受付を継続し、給

付事務の万全を図ってまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

本年４月から「小型家電リサイクル法」に基づ

く使用済小型家電のリサイクルに取り組んでおり、

７月末現在で、携帯電話５３個、パソコン２７５

台、その他の小型家電 ３７０個を回収していま

す。

今後とも資源の有効活用と一般廃棄物最終処分

場の負荷低減を目指し、小型家電リサイクルの推

進に努めてまいります。

次に、消防行政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は、火災件数は２

件で、前年比６件の減、火災種別では、建物火災

１件、車両火災１件となっており、死者・負傷者

の発生はありません。

救急件数は５４３件で、前年比１０８件の減、

事故種別では、急病３６１件、一般負傷７５件、

転院搬送５４件、交通事故２０件、その他３３件

となっています。

救助件数は１６件で、前年比１件の減、交通事

故によるもの９件、その他７件となっています。

火災予防については、４月から７月末までに政

令対象物４１事業所、危険物施設５９事業所の立

入検査を実施し、法令違反の対象物に改善指導を

行っています。また、一般住宅 ４３３世帯と高

齢者独居住宅３５７世帯の防火訪問を実施し、住

宅防火対策の推進に努めています。

消防事業については、消防・救急無線のデジタ

ル化工事及び固定電話通報における位置情報通知

システムの導入を進めており、消防活動体制の充

実を図ってまいります。

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

民の御理解と御協力をいただきながら、「交通事

故死ゼロ」を目標に交通安全運動を進めています。

本年６月から１０月までの５カ月間は、興部町か

ら、本市を経由し苫前町に至る２３９号線の沿線

７市町村において、地域住民や通過車両に対し交

通安全を呼びかける「旗の波」運動を同一日に実

施しています。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

７月１９日に、ルポライターの多田文明氏を講

師に迎え、「悪質商法に騙されないために知って

おきたい手口と対策」をテーマに、「消費生活セ

ミナー」と「権利擁護講演会」を兼ねた講演会を

実施しました。

今後とも、消費者の安全・安心を確保するため、

消費者教育や啓発を推進するとともに、迅速で適

切な相談業務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。

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戸については、８月末の進捗

率は約８０パーセントとなっており、１０月の完

成を予定しています。

また、７月に着手した、新北斗団地のコンクリ

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戸については、８月末の進捗率は

約２０パーセントとなっており、１０月の完成を

予定しています。

さらに、北斗団地の本年度着手分の鉄筋コンク

リート造２階建て１棟１２戸については、９月に

着手し、来年１０月の完成を予定しています。

長寿命化型改善工事については、７月に着手し

た風舞団地２棟１６戸の８月末の進捗率は約１０

パーセントとなっており、１１月の完成を予定し

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修繕計画に基づく公園施設

整備は、名寄公園の人道橋の更新工事については

７月に、風連西町公園の遊具の更新工事について

は８月にそれぞれ発注を終え、現在、工事を進め

ています。

また、名寄公園がこのほど公益社団法人日本造

園学会北海道支部による２２番目の「北の造園遺

産」に認定されました。

今後も市民にとって貴重な財産として名寄公園

を後世に引き継ぐため、自然環境の保全に努めて

まいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、西４条仲通老朽管更新工事のほか４

路線、延長 ９１５メートルを７月中旬に完了し、

現在は、７月上旬に着手した西１条通ほか２路線、

延長８３６メートルの工事を進めているところで

あり、９月中旬の完成を予定しています。

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２路線、延長５０８メートル

を完了し、現在は、７月下旬に着手した南１丁目

通配水管網整備工事、延長１０８メートルの工事

を進めているところであり、９月上旬の完成を予

定しています。

サンルダム建設事業に伴う上水道２期拡張工事

については、８月中旬に名寄から風連地区への簡

易水道統合整備送水管新設工事のほか２路線、延

長 ９５２メートルに着手し、１１月下旬の完成

を予定しています。

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、６月上

旬に、名寄下水終末処理場における沈砂池機械設

備の更新工事に着手し、来年３月上旬の完成を予

定しているほか、下水道管路施設長寿命化基本計

画の策定についても、６月上旬に業務委託を行っ

たところであり、来年３月上旬の完成を目指して

います。また、雨水管渠新設工事では、７月上旬

に、豊栄川３号幹線、延長１１０メートルに着手

し、１２月中旬の完成を予定しています。

さらに、個別排水処理施設整備事業については、

名寄地区１基、風連地区２基の合併浄化槽の設置

が完了し、現在は、風連地区２基の整備を進めて

いるところであり、１０月下旬の完成を予定して

います。

今後、両地区合わせて７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り整備を進めてい

た東１条通及び地域の元気臨時交付金の採択がさ

れた風連西町５丁目線の２路線については、工事

を完了しています。

また、５月には西４条仲通及び風連東風連線、

６月には、徳田１８線緑丘連絡線、７月には、昭

和通の発注をそれぞれ終え、現在、工事を進めて

いるところです。

次に、総合交通体系について申し上げます。

北海道縦貫自動車道「士別市多寄町～名寄ＩＣ

間」１２キロメートルについては、これまで「当

面着工しない区間」とされ、整備が進んでいませ

んでした。

こうした中、本年５月に開催された「北海道開

発局事業審議委員会」において、「当面着工しな

い区間」を含めた「士別剣淵～名寄間」の事業継

続が妥当と判断されたところであり、この結果を

受け、８月８日に、国において整備計画が変更さ

れ、事業再開が決定したところであり、この間の

要望活動や市民の強い願いが結実しました。

今後も早期着工に向け、引き続き、国会議員を

はじめ、関係省庁に対して要望活動を進めてまい

ります。

次に、除排雪について申し上げます。

昨年度、積上げ除雪や幹線道路の排雪回数の増

などの試験的な試みを実施したほか、本年７月に
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は、市民の中から無作為抽出した ０００人の成

人を対象に、除排雪に関するアンケート調査を実

施し、約４００人の皆様から回答をいただいたと

ころです。

昨年度の試験的な試みや、今回のアンケート結

果を参考に、今後の冬道環境の品質向上を目指し

てまいります。

次に、農業農村行政について申し上げます。

８月１日現在の農作物の生育状況については、

基幹作物の水稲はもち米、うるち米とも平年並と

なっています。

小麦は、秋小麦・春小麦ともに収量・品質が昨

年を下回る見込みで、現在調整作業を行っていま

す。

畑作物を含めて、馬鈴しょ・玉ねぎ・てん菜な

どの生育は順調に推移しておりましたが、８月４

日から５日の大雨災害により冠水などの被害があ

り、今後の生育が懸念されるところであります。

アスパラガスについては順調に推移し、収量・品

質ともに昨年を上回りました。

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日現在の捕獲状況は、エゾ鹿は昨年度

より１１７頭少ない２５８頭、アライグマは２頭

を駆除し焼却処分を行ってきたところです。

次に、ヒグマの出没等について申し上げます。

本年度の報告数は、８月１０日現在で、昨年度

より１４件少ない１８件となっていますが、農作

物の収穫時期やキノコ採りのシーズンを前に出没

が報告されていることから、今後においても、広

報、ホームページによる注意喚起や農業者への周

知を行うとともに、警察をはじめ関係機関と連携

し、被害防止対策を実施してまいります。

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放牧

を行っており、市営牧野は５月２６日から２７５

頭を受け入れ、母子里地区共同牧場では、６月９

日から１０４頭をそれぞれ受け入れています。

食肉センターについては、平成２５年度で改修

工事が完了し、畜産処理加工施設とも順調に稼働

しており、現在は１日平均５５頭のと畜処理を行

っています。

次に、薬用作物の振興について申し上げます。

７月１１日と１２日に、独立行政法人医薬基盤

研究所との共催による「薬用植物フォーラム２０

１４」を開催しました。全国から来名した、研究

機関や関連企業などの専門家による、薬用植物の

生産や需要、今後の動向、本市でのカノコソウ栽

培などについての研究発表や、薬用植物資源研究

センターの現地観察会に加え、市民講座として、

漢方、健康、美容についての講演会を実施しまし

た。２日間で３９３人に御来場いただき、薬用作

物への市民の関心や知識を高めるとともに、本市

の取組などについて市外の方にも知っていただく

機会となりました。

また、薬用作物の生産体制をより充実したもの

とするため、医薬基盤研究所と薬用植物に関わる

共同研究契約を締結し、本市の農業振興センター

と共同で、本市に適した作物の研究などを進める

こととなりました。

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図るため、８

月３１日に「第３６回なよろ産業まつり」を開催

しました。会場のなよろ健康の森には、各種イベ

ントや地場産品を求めて多くの人々が訪れ、賑わ

いました。

次に、もっともち米プロジェクト事業について

申し上げます。

産業まつりで、もち米を使用した「飲むみり

ん」の発表を行うなど、もち食文化の浸透や市民

の誇りづくりに向けた取組を進めるとともに、札

幌ドームやサッポロビアガーデンなどのイベント

を通じて、広くＰＲを行ってまいりました。

８月２２日に、一般社団法人移住・交流推進機

構の助成事業を活用した、本市と株式会社ぐるな



－11－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

びとの連携事業として、料理教室「北海道名寄市

の日」を開催しました。東京都渋谷区表参道のフ

レンチレストランにおいて、各種メディアや閲覧

者の多いブログの運営者などに参加いただき、も

ち米などを使用したレシピのデモンストレーショ

ンを行うなどして、産地ブランド化の推進や首都

圏における認知度の向上、販路の拡大に向け、本

市の高品質な農作物の効果的なＰＲを行ってまい

りました。

また、８月３１日には、日本の食の第一人者で

あるマスターソムリエの髙野豊氏に「名寄市政策

アドバイザー」として協力いただけることとなり、

今後、名寄産農産物のブランド化に向けたアドバ

イスをいただくこととしています。

次に、商工業について申し上げます。

北海道が公表している、本年第２四半期の上川

北部地域の地域別経済動向調査において、運送業、

飲食業などは消費税増税分の転嫁ができず停滞傾

向にあること、小売業は一時的に消費税増税前の

駆け込み需要の反動減があったものの復調してい

ること、建設土木業・宿泊業については、大きな

変動がなかったことから、第１四半期と比較して

地域景況感・生産動向・消費動向ともに相対的に

「横ばい」と判断されています。

市の融資関係については、７月末現在で経営資

金は９３件、５億 ５３８万３千円の融資となっ

ており、前年同期比では件数で同数、金額では８

１パーセントとなっています。また、設備資金

は９件、 ０３０万円の融資となっており、前年

同期を大きく上回っています。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ０７倍で、前年同月比で ２６ポ

イント上回り、３３カ月連続して前年同月を上回

っていますが、来春の新規高卒予定者の求人につ

いては、就職希望者が増加している中、依然とし

て厳しい状況にあることを踏まえ、公共職業安定

所、上川総合振興局、上川教育局及び地元自治体

の連携による「高校生のための企業見学会」が、

管内４市において開催されました。本市で開催さ

れた７月２３日の見学会には、高校生１６人が参

加し、ニチロ畜産、清峰園での体験を通して、就

職への意欲を高めました。

また、８月５日には、２５の企業や団体が参加

した企業説明会が駅前交流プラザ「よろーな」で

開催され、市内をはじめ近隣の高等学校から４８

人が参加し、各企業の経営理念、求められる人材

などについて学ぶ貴重な機会となりました。

今後も関係機関と連携し、就職活動の支援に努

めてまいります。

次に、ご当地グルメＰＲ事業について申し上げ

ます。

「名寄」の知名度向上のため様々な活動を行っ

てきた「第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊」が、

本年度から、一般社団法人Ｂ級ご当地グルメでま

ちおこし連絡協議会の「本部加盟団体」に昇格し

ました。

昇格により、本年１０月１８日と１９日、福島

県郡山市で開催されるＢ―１グランプリ全国大会

に、北海道からの３団体を含む５９のまちづくり

団体の一員として参加することになりました。Ｂ

―１グランプリ参加による知名度向上効果に大い

に期待するところです。

次に、合宿に係るホスピタリティ事業について

申し上げます。

本年度も、地域の特産品素材を活用した新商品

開発に取り組んでいる、東京の香川調理製菓専門

学校の稲葉恭二先生のゼミと連携し、８月１１日

から５日間の日程で名寄合宿を行いました。

今回のテーマは、「もち米」を素材とした新商

品開発として、「もっともち米プロジェクト事

業」とタイアップを図り、９品の新たなメニュー

が開発されました。８月１４日の試食会には、市

内飲食店、農業関係者などが参加して、学生が取

り組んだ成果品に対し、その活用も含めて様々な

視点から意見交換を行い、相互に実り多い交流の
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場となりました。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

道立サンピラーパークひまわり事業については、

ひまわり畑の面積を一部縮小する一方で、雑草の

除去に力を注いだ結果、昨年を上回る開花状況と

なりました。さらに、併設したひまわり観光案内

所など、各地から訪れる観光客の受入体制の整備

を行うとともに、本年度はライトアップひまわり

の照明をＬＥＤ化して、８月１日から１７日まで

の実施を予定していましたが、台風１１号による

暴風雨により多くのひまわりが倒伏したため、残

念ながら１２日までの実施となりました。

しかしながら、大手旅行会社がライトアップに

合わせて企画した旅行商品が実施され、２１３人

が本市を訪れており、本市のひまわり畑の知名度

やイメージが一定程度定着しつつあると考えてい

ます。

なよろ２３９ひまわりロード事業については、

昨年に引き続き、ひまわりボランティアを募集し、

６月２８日に、約６０人の方に参加いただき、市

役所名寄庁舎北側から国道４０号に至る国道２３

９号で、ひまわり苗の移植作業を行うとともに、

７月には名寄高等学校陸上部の協力により草取り

作業を行うなど、市民参加型のまちづくりに取り

組みました。

ひまわりのまちプロジェクトについては、市内

全域で延べ３０２人の方に、ひまわりの種 ２７

０袋を無料配布し、目標である「どこに行っても

“ひまわり”があるまち」を目指し、各家庭、学

校、団体などの協力の輪がさらに広がり、市内各

地でひまわりが咲き誇りました。

また、８月１０日には名寄ひまわりまちづくり

大使の有森裕子氏を招いて、道立サンピラーパー

クなどをコースとした「第２回有森裕子なよろひ

まわりリレーラン」を開催しました。市内外から

前回を大幅に上回る７５チームの参加があり、地

域資源を活用した交流人口の拡大が図られました。

次に、イベント関係について申し上げます。

かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタ

～なよろアスパラまつりは、６月１日に「よろー

な」駐車場を会場として開催され、市内で活動す

る団体のステージイベントや、市内をはじめ上川

管内から２６店舗が出店したグルメ市、さらには

本市の観光キャラター「なよろう」をはじめ、近

隣自治体のキャラクターによる各自治体のＰＲの

ほか、モバイルマルチドームによるプラネタリウ

ムも上映されるなど、市内外から多くの方々が訪

れ、まつりを楽しみました。

「第３５回ふうれん白樺まつり」は、６月１４

日、１５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において開催され、杉並区代

表団をはじめ、高円寺阿波おどり親善訪問団のほ

か多くの来賓にも参加をいただき、大いに盛り上

げていただきました。

本市の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

８月３日に天塩川曙橋下流河川敷において開催さ

れ、野外ライブや各種団体のステージ、さらには

フィナーレを飾る花火など、多彩な催しに約１万

３千人の来場者で賑わいました。

第３６回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１４団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、シーニックバイウェイについて申し上げ

ます。

上川北部の９市町村の観光協会、商工会、商工

会議所及び市町村からなる道北観光連盟が中心と

なり、昨年度から取り組んでいる「天塩川流域ミ

ュージアムパークウェイ」について、６月２０日

に「ルート運営代表者会議」が開催され、運営体

制の強化が図られたほか、より慎重に進めるため、

当初の予定から１年遅れの平成２８年度に正式な

ルート指定を目指すこととされました。

次に、名寄日進地区再整備基本構想について申

し上げます。
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名寄日進地区については、今後の望ましい整備

方向を明らかにするため、昨年８月に設立した庁

内等検討委員会において協議を重ね、基本構想を

まとめたところですが、市民意見を反映した、よ

り実効性のある構想とするため、市民の皆様の御

意見を伺っているところです。

次に、学校教育について申し上げます。

４月７日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２２６人、中学校では２３７人の児童

生徒が入学し、本年度の教育活動が始まりました。

名寄市教育改善プロジェクト委員会については、

４月２８日に第１回会議を開催し、道教委のチャ

レンジテストの効果的な活用など、過去２年間の

学力向上の取組を継続することが確認されるとと

もに、学習指導の工夫改善に関する研究グループ

では、「名寄市学習規律」の徹底などの取組、校

内研修・研究の充実に関する研究グループでは、

指導資料を活用した教員の指導力向上を図る取組、

教育資源等の活用に関する研究グループでは、Ｉ

ＣＴを活用した日常授業の改善を図る取組などを

進めています。また、平成２４年度から道教委の

指定を受けて進めている「学校力向上に関する総

合実践事業」の基礎学力保障の取組や、本年度新

たに指定された道教委の「ほっかいどう学力向上

推進事業」の取組と連動させることにより、市内

の全小中学校が効果的な取組を共有し、一体とな

って学力向上に取り組む体制を整えています。

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において、本市出身の

力士「名寄岩関」の努力などについて考える道徳

の読み物資料の作成と公開授業の準備を進めてい

ます。また、教育資源等の活用に関する研究グル

ープにおいては、来年５月オープン予定の（仮

称）市民ホールを活用した情操教育の取組につい

て調査研究を進めています。

いじめの根絶については、本年度、教育委員会

において策定した「名寄市いじめ防止基本方針」

及び全小中学校において策定した「学校いじめ防

止基本方針」に基づく取組を進めています。また、

現在、名寄東中学校の生徒会が中心となり、市内

全小中学校の児童会・生徒会が一堂に会して行う

（仮称）「名寄市いじめ防止サミット」開催の準

備を進めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月末までに市内の小中学校において、全国体力・

運動能力、運動習慣等の調査を終えました。今後、

課題の克服に向けて、体育の指導を改善する取組

を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、新たに特別支

援学級の担任となった教員等を対象として、６月

４日に第１回目の名寄市特別支援教育研修会を開

催し、本市の特別支援教育の現状と課題について

理解を深めるとともに、発達障がいを含め障がい

のある幼児、児童生徒に対する適切な支援のあり

方について学びました。このほか、名寄市立大学

との共同研究のティーチング・アシスタント事業

を活用して放課後などの学習を支援する取組では、

小学校６校において、教科等の学習で「困り感」

のある子ども達に対し、大学生の支援を得て個に

応じたきめ細かい指導を行っています。

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、７月４日に学校力向上

に関する総合実践事業アドバイザーを招いて教育

講演会を開催し、市内外から約１００人の教職員

が研修を深めました。また、本年度新たに指定を

受けた文部科学省の「自律的・組織的な学校運営

体制の構築に向けた調査研究」の事業として、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の３つの研究グ

ループにおいて、グループの校長・教頭の指導に

より、各小中学校のミドルリーダーの学校運営等

に係るマネジメント力の向上を図る研修を進めて

います。

このほか、本年度から指導主事を１名増員し、

児童生徒の問題行動に対しては、当該学校などと

のより緊密な連携のもと早期解消に向けた取組を
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進めています。

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等の改築については、７月

中旬から本体工事に着手しています。

今後も児童や工事関係者の安全対策に配慮しな

がら、平成２８年２月の完成に向けて取り進めて

まいります。

また、風連や智恵文地区の地域及び保護者代表

者から、学校などの整備に関する要望が出されて

いることから、整備時期を含めた検討を進めてま

いります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

短期大学部児童学科の４年制化及び保健福祉学

部の再編強化に係る新学科の設置計画については、

平成２４年１０月に開かれた名寄市立大学及び短

期大学部の教授会において「児童学科の４年制化

＝学部再編強化による社会保育学科の設置」に関

する構想案が承認され、これを受けて庁内横断的

なワーキンググループによる検討を行うとともに、

平成２５年７月に国の政策状況の推移などを踏ま

え、課題解決及び大学の振興方策について設置者

と大学とで方向性を確立するために「短期大学部

児童学科の４年制化及び保健福祉学部再編強化に

関する検討準備会議並びにワーキンググループ」

を組織して、より具体的な検討を行ってまいりま

した。

検討準備会議並びにワーキンググループでは、

新学科の開設の目標年次を平成２８年４月として、

本年５月に新学科の設置計画案をまとめたところ

です。

設置者として、大学における検討内容及び決定

事項については尊重していく考えであり、短期大

学部児童学科の４年制化を推進し、保健福祉学部

再編強化を進めて行くべきものと判断して、６月

に開催された議員協議会において、保育士及び幼

稚園教諭の養成を主たる目的とする社会保育学科

設置計画案の御報告と御説明をさせていただきま

した。また、７月には所管の総務文教常任委員会

において、検討経過、新学科の設置計画案、教学

上の手続きと想定されるスケジュール、施設の整

備、学生の確保や卒業者の就職・就業見通しなど

について御説明をさせていただいてきたところで

す。

なお、社会保育学科開設に伴う大学収支の見通

しや施設の整備に関する、より具体的・詳細な計

画及び事業費などの積算が必要となりますが、今

後も継続して検討作業を進め、詳細がまとまり次

第、市議会をはじめ市民の皆様に御説明させてい

ただくとともに、大学がより質の高い教育と研究

を行うことを可能とし、更なる発展と地域貢献を

進めて行くために市議会をはじめ市民の皆様との

協議の中で御理解と御協力をいただき、進めてま

いりたいと考えています。

大学図書館棟の整備事業については、実施設計

の作業に着手したところであり、体育館屋根改修

工事及び車いす対応トイレ改修工事については、

７月末に着工し今月中の完成を予定しています。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

に結び付けていただくため、７月２６日と８月１

６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。２回合わせ

て高校生４３５人、保護者２９２人の参加をいた

だき、昨年度と比較して高校生で１８人の増とな

りました。なお、３回目のオープンキャンパスは

１０月１８日の実施を予定しています。

４年目となる特別支援学校教諭免許状の取得に

つながる免許法認定講習については、７月３０日

からの１２日間にわたり、関係機関の協力を得て

北海道教育委員会と名寄市立大学が共同で開催し

ました。道内では、北海道教育大学が指導大学と

なって実施した３会場と合わせて４会場で実施さ

れ、特に名寄市立大学での受講者は１種免許状の

取得が可能となる講習であり、免許取得率の向上

が図られました。市内小中学校から参加した９人

の現職教員をはじめ道内の教員、保育士など５６
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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。

昨年度から閉鎖していた学内売店については、

７月に事業者の公募及び選定を行い、今月末の開

設に向け準備を進めています。

今後も、学生確保対策の充実と名寄市立大学の

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。

学校給食センター建設時に導入以来、２２年間

使用してきた蒸煮冷却機を更新し、これにより、

野菜の下茹でや、麺・加工品等の加熱、和え物・

サラダ等の冷却など、より衛生管理の整った安全

で安心な給食の提供が可能となりました。

名寄市立大学生の給食経営管理論実習生の受入

については、本年も栄養教諭が中心となり、６月

３０日から５日間、学校給食センターと東風連小

学校で６人の学生を受け入れました。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

３５年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、新入生

１１人と１０人の大学院生を、また４３年目を迎

える風連瑞生大学は、新入生１２人と５人の大学

院生を迎え、それぞれ４月２２日、２５日に入学

式を行いました。新入生をはじめ在学生の皆様は、

生涯学習社会を見据えた今後の学習活動へ意欲を

燃やしているところです。

市民講座は、「なよろ入門」に延べ１０７人の

市民が受講され、また、名寄ピヤシリ大学におい

て、一般市民も対象とした公開講座を２回開講し、

延べ１１１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、

雨天のため８月１５日のみの開催となりましたが、

子ども盆踊りに約１５０人の参加があったほか、

仮装盆踊りには、個人、団体での参加をいただき、

延べ ７００人の人出で賑わいました。実行委員

をはじめ、御協力をいただきました皆様に感謝申

し上げます。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日からの「子どもの読書週間」におい

て、名寄本館では「こども図書館まつり」、風連

分館では「春のおはなし会」を開催し、多くの児

童や親子の方に、絵本の読み聞かせやパネルシア

ター、ストーリーテリングなどを楽しんでいただ

きました。

子どもの読書活動推進の取組として、家庭内の

読み聞かせ実践のために、「赤ちゃんに読んであ

げたいおすすめ絵本」のリストの改訂を行い、保

健センター、子育て支援センターなどに配布する

とともに、これに合わせて、赤ちゃん絵本６冊を

入れたペンギンバックの内容も一部更新しました。

また、風連分館においても４セット作成して貸出

を行っています。

６月には、「名寄市内読み聞かせ団体連絡会

議」を開催し、読み聞かせのテクニックの講習や

各団体の活動状況について情報交換を行いました。

学校への読書支援としては、北海道立図書館の

「学校図書館サポートブックス事業」を活用し、

智恵文小学校へ理科読図書の貸出を行うほか、テ

ーマに沿って何冊かの本を紹介するブックトーク

を開催し、本に対する関心を高めることができま

した。

７月下旬から８月にかけて、「夏のおはなし

会」「夏の工作」「１日司書体験」など、本館・

分館とも子ども向けの事業を開催し、多くの参加

をいただきました。

次に、市立天文台について申し上げます。

国立天文台石垣島天文台との交流協定に基づき、

展示コーナーに石垣島と名寄市の位置関係が分か

る地図を設置しました。

５月２５日には、「星ってなぁに？」をテーマ

に第１回市民天文講座を開催し、多くの市民に受

講いただきました。

６月２５日から７月７日にかけては、七夕の短

冊飾り付けイベントを行い、市内の保育所や幼稚

園児、小学生、大学生、来館者など７５７人の協

力をいただいて、８９９枚の短冊を天文台の駐車
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場に飾り付けました。

７月１８日には、「はやぶさ」の研究者で世界

的に有名な北海道大学の圦本教授が「さあ行くぞ

はやぶさ２」をテーマに市民向けの講座を行い、

４８人の参加がありました。

７月２６日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星祭り２０１４」が開催され、

雨天の中ではありましたが、 ４２９名の参加が

あり、多彩なイベントが行われました。また、石

垣島天文台とインターネットを双方向で繋ぎ交流

を深めることができました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターの内部改修については、当初

予定どおり工事を終了し、多目的ホール、生活研

修室、トイレの全面改修を実施するとともに、ワ

ークスペース、図書コーナーを新たに設置しまし

た。７月１日から貸館を再開したところであり、

多くの市民や団体の皆様に御利用いただいていま

す。

（仮称）市民ホールについては、メインとなる

大ホールの愛称を募集し、５月２０日までに１０

３人の方から応募をいただきました。６月１６日

開催の選考委員会において、向井和栄氏から応募

いただいた「市民ホール ＥＮ―ＲＡＹ」が選定

されたところであり、今後広く親しまれる愛称と

なるよう努めてまいります。

また、工事の進行状況は、７月末現在の進捗率

が３２パーセントとなっています。開館記念式典

は、来年５月９日を予定しており、その後に予定

する記念事業と併せて、準備作業を進めています。

文化芸術振興条例については、３月から６月ま

で検討委員会において御議論いただき、条例案を

まとめていただいたところです。また、７月１日

から３０日間、パブリックコメントを実施し、市

民の皆様から御意見をいただきました。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２５年度の入館者数は、１万 ６６０人で、

前年度比５６１人の減となりましたが、市内外の

方々に訪れていただきました。

ゴールデンウィーク企画「博物館で遊ぼう」で

は、１１日間で延 ６８８人の入館があり、多く

の家族連れで賑わいました。期間中は名寄高等学

校、名寄市立大学の学生ボランティアの応援をい

ただき木製遊具、リサイクル遊具などの体験や動

物とのふれあいを楽しんでいただきました。

７月１９日から８月２４日までは、特別展「昭

和の夏休み～玩具で見る遊びの移り変わり」を開

催し、昭和３０年代から５０年代にかけて使われ

ていた「おもちゃ」の移り変わりを中心に、昭和

時代の子ども達の遊びの世界を振り返る展示や古

いゲーム機等の体験コーナーを設置しました。ま

た、関連講座として、名寄市立大学短期大学部の

今野教授による「伝承遊び」に関する講演会を開

催するとともに、児童学科学生やＪＡ道北なよろ

青年部の協力を得て、紙芝居や昔遊びの体験、ド

ン菓子の実演などを行い、多くの子ども達や家族

連れで賑わいました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級は、父母が自主的・自発的に学習

する機会の場として、本年度も、引き続き、幼稚

園を主体に３学級を開設しました。併せて、市民

文化センターなどの施設利用減免や借上げバスの

利用などの面でサポートを行いながら活動の促進

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。

長い歴史を誇る憲法記念ロードレースは、本年

度で６２回を迎え、５月１１日に、なよろ健康の

森陸上競技場を発着として開催しました。本年度

は、新たな取組として著名なインターネットサイ

トに登録し、受付を行ったことの効果などで、道

内はもとより道外からの参加もあり、昨年を大幅

に上回る５８４人のエントリーをいただき、それ

ぞれの種別で健脚を競いました。

７月２７日には、サンピラー国体開催記念第１

２回サマージャンプ大会が開催され、１１９人が
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エントリーしました。ソチオリンピックで活躍さ

れた男子の葛西選手、女子の高梨選手らが出場し、

雨の中約２００人の観客が集まり、応援をいただ

きました。

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」については、２５

人の児童が登録し、第１回目は６月２１日に市民

文化センター屋外において、第２回目は７月６日

から１泊２日で道立トムテ文化の森キャンプ場に

おいて、キャンプなどの野外体験や集団生活を通

して、リーダーとしての心構えなどを学びました。

第２５回を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ」については、小学４年生から中学１年

生までの２５人の児童・生徒が参加し、７月２９

日から３泊４日でトムテ文化の森キャンプ場を中

心にテントによる生活や九度山登山、川釣り体験、

キャンプファイヤーなどを実施しました。野外な

らではの貴重な体験や集団生活を通して育んだ友

情など、たくさんの思い出を作ることができまし

た。今回は、新採用職員の研修としても位置付け、

多世代とのコミュニケーション能力を高める取組

を行いました。市民のボランティアや教職員のほ

か学習協力者の皆様のサポートをいただき、無事

終了できたことに感謝しています。

杉並区・名寄市小学生体験交流事業については、

本市と杉並区から、小学４年生から６年生までの

２５人がそれぞれ参加し、７月２８日からの３泊

４日を名寄会場、８月５日からの３泊４日を杉並

会場として行いました。班行動では、小学生の時

に本交流事業に参加経験のある方を含む、大学生

や専門学校生、高校生のボランティアリーダー１

２人の協力のもと、お互いに協力し行動すること

で、多くの友達をつくり、友情を深めることがで

きました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、各町内会から推薦された

指導員の御協力のもと、日常の巡視活動を行って

います。本年度は指導員の改選期であり、各町内

会から推薦された６４人を委嘱しました。夏休み

期間中は、名寄まつり、風連ふるさとまつりで街

頭指導を実施するとともに、名寄市児童生徒補導

協議会との連携で特別巡視を行いました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

適応指導教室では、本年４月に小学生１人が学

校へ復帰し、また、中学生１人が進学しました。

現在、小学生２人、中学生１人が継続して通室し

ており、このうち小学生１人は４月から、通室し

ながら学校にも登校しています。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

名寄市放課後子ども教室については、４月下旬

に名寄地区中学生教室、名寄地区小学生教室、風

連地区小学生教室を順次開講しました。現在、３

教室合わせて、過去、最も多い人数となる４２人

の子ども達が、自ら学び自ら考える力を身に付け

るため、各教室で自学自習やテーマ学習に取り組

んでいます。

最後に、８月４日から５日にかけての大雨及び

２４日の大雨について、現在までに調査確認がで

きている被害の概要について申し上げます。

８月４日から５日にかけての大雨については、

本市では、平成２２年の大雨に比べ、２４時間雨

量で ３倍から ５倍、１時間雨量では、 ５倍

から ８倍、総雨量では１５ ５ミリメートルと

過去を大幅に上回る降雨量となり、これによる豊

栄川、風連別川などの増水、内水氾濫などの影響

により、徳田地区を中心とする床上、床下浸水の

ほか、西風連地区では、初音橋の崩落、その他広

範囲において道路の路盤の侵食、河川の護岸の被

害をはじめとする施設災害などが数多く発生しま

した。また、農業被害では収穫目前のメロン、ス

イートコーンなど、水田、畑合わせて２２０ヘク

タール以上が被害を受け、現在、被害個所及び被

害額について精査しているところですが、全体の

被害額は、平成２２年の大雨災害を上回ることが

予想される状況となっており、早急に対応に向け
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た検討を進めています。

また、公共施設については、なよろ温泉サンピ

ラー、ピヤシリシャンツェ及び楽々館に、浸水に

よる被害が発生しました。

降雨、増水に関わっての人命に関わる情報発信

の対応については、５日に河川の増水、土砂災害

による災害が起こる恐れが高まったため、災害対

策本部を設置し、旭川地方気象台、関係機関の情

報を基に、徳田しらかば団地をはじめとする地区

に対し、避難準備情報、避難勧告を発令するとと

もに、避難所を開設しました。

このうち、平成２２年度に引き続き被害が発生

した徳田しらかば団地については、今後、速やか

に排水整備に取り組んでまいります。

次に、別紙としてお配りをしておりますが、８

月２４日の大雨について申し上げます。

本市では、アメダスでの１時間雨量で２７ミリ

メートルを超える降雨により国道、道々、市道の

内水冠水による通行止めなどがあり、智恵文川、

共和川、有利里川、内淵川付近でも冠水が確認さ

れました。

農業被害では、水田、畑合わせて１００ヘクタ

ール以上が被害を受け、現在、被害個所及び被害

額について精査しているところです。

また、市民の避難対応については、災害対策本

部を立ち上げ、土砂災害が懸念される智恵文八幡

地区に避難勧告を発令したほか、徳田しらかば団

地に避難準備情報を発令するとともに、徳田地区

及び豊栄地区についても、避難勧告が想定された

ため、避難所を開設するなどしました。

自然災害は、今後、いつ発生するとも限らず、

平成２２年７月２９日の災害を上回る今回の災害

を教訓に、各部署において課題を整理し、平時か

らの災害に対する備えを市民の方々との協働で取

り組む中で、災害に強いまちづくりを目指してま

いります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 特別委員会

の設置についてを議題といたします。

ただいま市長の行政報告にあった社会保育学科

設置計画案について調査研究するために、１０名

の委員をもって構成する名寄市立大学再編構想調

査特別委員会を設置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、特別委員会を設置することに決定をい

たしました。

委員の選任のために暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１３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。

お諮りいたします。名寄市立大学再編構想調査

特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第７条第１項の規定により、山田典幸議員、佐藤

靖議員、奥村英俊議員、大石健二議員、高橋伸典

議員、川口京二議員、熊谷吉正議員、日根野正敏

議員、駒津喜一議員、東千春議員を指名いたした

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、ただいま指名いたしました議員を選任

することに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 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。

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 名寄市文化
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芸術振興条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

文化芸術活動は、人々の創造性を高め、感性を

豊かにし、生きる力を育み、活力ある地域社会の

形成に重要な役割を果たしております。これまで

新名寄市総合計画では、施策の柱の一つとして心

豊かな人と文化を育むまちづくりを掲げ、あわせ

て第２次名寄市社会教育中期計画の主要施策の豊

かな地域文化の継承と創造の中には、文化芸術振

興のための条例制定を掲げてきたところであり、

このたび市民待望の（仮称）市民ホールが来年５

月に開館をいたしますことを機に条例を制定をし

ようとするものであります。

条例を制定するに当たり、文化芸術の推進に関

しての考え方を申し上げます。これまで文化芸術

に関する事業は、教育委員会で主に行われており、

市民文化祭、文化講演会、各種市民講座などが広

く市民に認識をされ、定着をしております。条例

制定後においては、従来の文化振興も含めて市全

体として文化芸術振興を推進をしようとするもの

であります。このことから、本条例案は地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２の

規定に基づき、市長が文化芸術振興管理をし及び

執行する場合の条例として位置づけをするもので

あります。また、文化芸術振興推進の事務を執行

する担当については、地方自治法第１８０条の２

により補助執行として教育委員会がその事務を担

うことを予定をしております。

次に、制定をしようとする本条例案の概要につ

いて申し上げます。条例の初めには、名寄市の文

化芸術がイメージをできる前文を規定をし、次に

文化芸術の振興の柱となる目的、基本理念を定め、

今後の名寄市の文化芸術が推進をされるように規

定をしております。また、市民全体の文化芸術の

活動を推進させ、活発な文化芸術活動が行われる

よう市の責務と市民等の役割を規定をしておりま

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

名寄市コミュニティ放送局送信所設置条例の制

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 名寄市コミ

ュニティ放送局送信所設置条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

コミュニティー放送は、全国の各地域において

地域のきめ細やかな情報を発信をし、地域活性化

や安全なまちづくりに公共性の高い情報発信手段

として貢献をしております。これまで新名寄市総

合計画では、施策の柱として市民と行政との協働

によるまちづくりと自然と環境に優しく快適で安

全なまちづくりを掲げ、行政情報の積極的な活用

による情報の共有化を図るほか、防災等のシステ

ムの整備を図ってまいりました。難聴取地域を解

消して、情報通信格差の是正を図り、地域文化を

向上させるとともに、防災等の情報伝達の一つの

手段としての機能を確保することで、安全なまち

づくりに寄与するため、本送信所を設置をするこ

ととし、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。

熊谷吉正議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） 比較的災害の少ない

名寄でしたけれども、短時間の豪雨等によって２

回の大雨を経験をしておりますので、今後も気象

変動の関係でいろんな災害情報の伝達媒体は多け

れば多いほどいいということで、基本的には理解

はできますけれども、新設条例なので、何点かお

尋ねだけしておきたいと思います。

新聞報道によりますと、６月にＨＢＣさんのい

わゆるアンテナ関係、土地も含めてなのでしょう

けれども、無償譲渡を受けられていますが、受け

た設備の状況、デジタル化になってからしばらく

間を置いておりますから、どのような形で設備の

状況について確認をされて、第４条に空中線関係

や送信装置やら局舎、屋外受電線系、その他いろ

いろ書いてありますけれども、現在の状況につい

て、当然それは１０月以降スムーズに使える状況

のものをいただいたのではないかと思いますので、

お聞かせをいただきたいと思います。

それと、災害をいろんな経験をしたり、テレビ

ニュース、全国の悲惨な状況も経験しております

が、通常は私どもテレビとかラジオだとか、ある

いは市の情報だとか、さまざまな形で伝わってき

ますけれども、特にＦＭの役割みたいのはそれら

を超える情報伝達として、よりメリットが高いと

いう状況などについてあればお聞かせをいただき

たいなというふうに思います。

それと、３つ目には、受けられた設備の関係に

ついて当然維持管理をしていかなければならない

ことになるのでしょうが、いわゆる今後電波を発

信した以降の維持管理の見通し等についてどのよ

うに押さえられているのか、あわせてお知らせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま名寄市コミ

ュニティ放送局送信所設置条例の関係について御

質問をいただきました。３点にわたって御質問い

ただきました。まず、１点目につきましては、Ｈ

ＢＣの旧のテレビのアナログの発信所、これを無

償で市が提供を受けたものでございます。ここの

条例第４条のところにそれぞれ施設を書いてござ

いますけれども、１号の送信空中線系につきまし

ては、これは鉄塔あるいはアンテナの部分という

ことで御理解いただければと思います。なお、鉄

塔につきましては４６メーターの高さがあるとい

うことであります。設置については４０年の設置

でありますけれども、平成１３年度に全面的に塗

装しているということで、まだ供用に耐え得ると

いうことで考えてございます。

次に、送信装置についてでありますけれども、

これにつきましては言葉のとおりでありますけれ

ども、ＦＭ波の送信をする設備あるいは電源設備

等の一式等でございます。

さらには、３の送信局舎でありますけれども、

これにつきましては鉄塔のそばに送信機等を格納

する局舎がございます。これにつきましては、鉄

筋コンクリートの半地下となっておりますけれど

も、２階建てとなってございまして、床面積、総

面積で５０平米、建築については昭和３９年とな

ってございます。

４号の屋外受電線系につきましては、これは送

電系の設備の関係をあらわしたものでございます。

さらに、５号でその他附帯設備となっておりま

すけれども、これは設備を囲うフェンス等がござ

いますので、それらをあらわすものということで

ございます。

状況につきましては、今申し上げましたように

まだまだ供用に耐え得るものだというふうに考え

ておりますし、ほかの民放からも聞いております

けれども、ＨＢＣさんから聞いておりますけれど

も、これはまだ使えるものだということで受けて

おります。

なお、ことし既に予算計上させていただいてご

ざいますけれども、送信系の部分でいきますと

６００万円ほど既に予算を議決いただいてござい

まして、これらについては必要なアンテナあるい

は送信機について改めて整備をさせていただきた
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いというふうに考えているところでございます。

次に、ＦＭの役割、メリットについてというこ

とでございますけれども、これにつきましては阪

神・淡路大震災、さらにはさきの東日本大震災の

ときにもこのことが言われておりますけれども、

１つには普通の同報系無線がありますけれども、

これはスピーカーで音を鳴らして避難等を呼びか

けるものでありますけれども、雨天等のときにつ

いては当然窓を閉め切っているというのがありま

す。最近の住宅、非常に気密性も高くて、さらに

は雨音等によって音がなかなか聞こえないという

状況にあります。そういった意味でいきますと、

ラジオについては室内に設置をしますので、音が

聞こえるということがあります。また、さきの震

災等で言われたのは、テレビ等については一度機

能を失うと復旧までに時間がかかるということ、

あるいはテレビ等についてもテレビそのものを運

ぶことはなかなかできませんけれども、ラジオに

ついてはコンパクトなものでありますので、これ

の移動等も可能ということで、災害時においては

そういった移動も含めて非常に機能的であるとい

うのと復旧にも時間がかからないということで、

災害等においてメリットがあるということで考え

ています。

最後に、維持管理の部分についてでございます。

これについては、第５条のところで規定をしてご

ざいますけれども、送信所をコミュニティー放送

事業を営む者に貸しつけるものとするとしており

ますけれども、基本的に送信所を管理するに当た

っては、技術者が必要になりますし、それなりの

ノウハウが必要となっています。残念ながら今の

市役所の中では、これを担うことができる技術者

等おりませんので、これについてはこの間実績が

あります株式会社エフエムなよろに管理について

はお願いをしたいという、そのように考えてござ

います。

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） 災害避難者、避難先

も含めてラジオのコンパクトさだとか優位性につ

いては理解できました。

そこで、いわゆる施設無償譲渡を受けて、見た

目は専門的な検証の中でまだ使えるという御判断

なのか、専門技術者に判断をいただいた、あるい

はＨＢＣさんのこの間何十年間の保守点検の実績

だとか、そういうのを総合的に勘案してまだ使え

るという漠然的な話なのか、いわゆる保守管理が

受託を受けるエフエムさんのほうで全てという認

識であれば特に問題はないと思いますけれども、

アンテナが砺波にあって、ＮＴＴの回線でつない

で、現行ある今のビルの屋上のアンテナと取りか

わるような感じのイメージかと思うのですが、そ

ういう財産としては市で、財産価値ちょっと後か

ら教えて、どういうふうに無償譲渡を受けた現状

の財産価値について判断をしているかということ

と、あと要するに受託契約みたいな貸し付けを行

った後の維持管理は受けた側で対応するという認

識なのかどうか、改めてお尋ねをしておきたいと

思います。

それで、いわゆる財産上の保守分界点というの

は、ＮＴＴに借りる分は光ケーブルを借りるので

しょうけれども、現行のエフエムさんとの分界点

みたいなのはどういうところを正式に、しっかり

今後の維持管理の関係と関連していますので、明

確な話をされているのかどうかお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

今公設市場の関係もいろいろ目的、利用なども

含めて時限的に無償でお貸しをしていますから、

特に公共的に役立つものについての公共施設の貸

与については経験はあるわけなのですが、いわゆ

る貸借の関係になりますので、もう少し設置条例

を決めるに当たってお聞かせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、現状の施設の

程度についてということにつきましては、これに
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つきましては当初よりコミュニティー放送局の送

信所の運営については先ほど申し上げましたよう

に私どもの現在ではなかなか維持管理が難しいと

いうことでありますので、市内にありますコミュ

ニティーＦＭ、これは１社しかございませんので、

そこに維持管理をお願いする方向で話を進めてき

てございますので、施設を譲渡を受けるに当たっ

ては先に施設等の確認をいただいているところで

あります。私どももこれは目視での確認でありま

すけれども、一番心配なのは鉄骨等のさび等であ

りましたけれども、専門家はどぶづけというふう

に言っていましたけれども、１つ塗装した上にさ

らに塗装をするということで、その上の塗装につ

いては平成１３年度にやり直しておりますので、

鉄骨そのものについては傷みがないということで

ありますので、施設そのものはまだまだ供用はで

きるというふうに私どもも思っていますし、エフ

エムなよろのほうでもそのように話してございま

した。また、ＨＢＣのほうからもまだ使えるとい

うことについては、これは口頭でありますけれど

も、承っておりますので、施設そのものについて

は大丈夫だろうなというふうに考えています。

次に、施設の維持管理の部分についてでありま

すけれども、ここにつきましては先ほど申し上げ

ましたように維持管理については株式会社エフエ

ムなよろのほうにお願いをしたいというふうに考

えています。これにつきましては、先ほどもあり

ましたけれども、まだ詳細については協議中とい

うことでありますので、断言はできませんけれど

も、基本的にはエフエムなよろのこの間果たして

きた役割、あるいは今後に期待される機能等を含

めて考えたときには、非常に公共性が高いという

ふうに考えておりますので、これにつきましては

そこに着目をしながら、無償での貸し付けの方向

で検討しているということで御理解をいただけれ

ばというふうに思います。

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） 公共性については十

分理解をしていますので、そしていろんな情報伝

達の媒体があったほうがいいだろうというふうに

理解をしていますが、初めてのことなので、鉄骨

にしてもアンテナにしても局舎にしても厳しい自

然条件の中でさらされるわけで、常に定期的な保

守点検が必要になってきまして、維持管理はエフ

エムさんということで言明されていますから結構

なのですけれども、いわゆる鉄骨や局舎だとか受

電だとか等についてはそういう専門的な経験は多

分ないのでないかというふうに思っていますので、

もちろん民間のいろんな保守管理会社、技術持っ

た会社に委託をするのでしょうけれども、定期的

に、手を抜くと故障なんていうことについても出

てくることが想定されますから、それについては

貸与条件などについてはしっかり明確にした上で、

社会貢献というか、公共的な役割の機能を果たし

ていくことを求めて終わります。関連の予算もご

ざいますから、また必要があればそこでお聞きを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村英俊議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今の関連で、施設の貸

し付けの関係、無償で貸し付けることを考えると

いうことでありますけれども、普通財産の貸し付

けになるのではないかというふうに思います。そ

ういう場合、基本的には条例なり規則に基づいて

普通財産の貸し付けをするべきではないかという

ふうに、結果として例えば減免であったり、そう

いったこともできるというふうに思いますから、

無償ということはいいと思うのですけれども、当

然今市内に１社しかありませんから、そこにこれ

までのいろんな取り組みを含めてお願いするとい

うことについては理解できますし、そこで十分に

やっていただければというふうに思いますけれど

も、事貸し付けのことでいうと当初から無償です

よという話ではなくて、例えば今１社だけれども、

可能性があるかどうかわかりませんけれども、２

社であったり、３社があったとすればそこで競争
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してもらうということもあり得るわけですから、

そういう場合も想定したときにあなたのところに

お願いするし、無償ですよではなくて、貸し付け

ですからやはり通常のいろんな計算をした中での

貸し付け、それをこういう形で減免をするという

ことのほうが正しいやり方ではないかというふう

に思いますけれども、それについて基本的には普

通財産の貸し付けに対する考え方と今回の無償に

したという考え方について、言っていることにつ

いて教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回の財産について

は、放送、電波を送るという特定の目的がありま

すので、私ども行政財産という考え方をさせてい

ただいております。この行政財産の貸し付け等に

ついては、地方自治法の２３８条の４第２項のと

ころで、次の場合を除いて行政財産を貸し付ける

ことができないとして例外規定が設けられている

わけでありますけれども、この４号の中でその施

設そのものの機能に影響が出ない範囲で貸し付け

をすることができるというところがございますの

で、ここに根拠を持って今回は貸し付けをさせて

いただきたいというふうに思っておりますし、さ

らには貸し付けに係る無償の部分という方向で今

協議していますけれども、あるいはその他の条件

については契約の中でその部分については協議を

させていただき、定めさせていただきたいという

ふうに思います。ただ、行政財産の無償での貸し

付けということで今協議をしてございますので、

協議が調った段階で、これについては適正な対価

なくしてこれを貸し付ける場合については議会の

議決事項となってございますので、議会のほうに

改めて提案をさせていただきまして、御審議をい

ただく、そのようなことで考えているところであ

ります。

それと、今回の無償でというところであります

けれども、これにつきましては先ほど申し上げま

したようにコミュニティーＦＭの果たす役割、こ

この公共性ということで無償で行いたいというふ

うに考えているところでございます。公共性につ

いては既に御理解をいただいている部分かと思い

ますけれども、１つにはラジオも含めて、これら

については電波法に基づいて設置がされるという

ことで、電波法そのものが公共の福祉に適合する

ようにそれぞれの条件を記述するというふうにな

っておりますので、そういった意味では法的な部

分からも公共性が記述というか、規定がされてい

るということが１つありますし、コミュニティー

放送そのものが地域にきめ細やかな情報と、ある

いは先ほども出ていたように防災情報等のまさに

地域に必要な情報を送る媒体だということで公共

性が高いだろうというふうに考えていますし、も

う一点は、これは名寄市独自の考え方もございま

すけれども、先ほど言ったように防災情報の伝達

として被災のあった地域でも効果があったという

ことでありますので、ここの有効な一つのアイテ

ムとして今後も活用していきたいという部分があ

りますし、広報、名寄市からのお知らせというこ

とで１日３回行政情報をこのラジオを通じて周知

させていただいているのですけれども、そういっ

た意味でも貴重な伝達手段であるということと、

さらには（仮称）市民ホールが来年オープンとな

りますけれども、ここを契機として、さらには先

ほど文化振興条例の関係もありましたけれども、

これらの推進に向けて文化の醸成をラジオを使い

ながら進めていきたいと、そういう考え方を持っ

てございますので、これらのことを総合的に考え

まして公共性が非常に高いということから、今回

無償での貸し付けという方向で進んでいるという

ことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 御説明にあるような考

え方についてはわからないわけではないのですけ

れども、これが２社になったり、３社になったり

ということがもしかあるとすれば、その場合今言

っていた無償ということが前提で、どういう形で
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整理できるのかなというのがちょっとわからない

ので、もしそういうことがあった場合についてど

ういう考えになるのかを教えていただきたいと思

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） 現時点でローカルＦ

Ｍを活用して防災事業、コミュニティー事業、文

化振興事業ということでさまざまな形で使おうと

思っています。この関係につきましては、私のほ

うで把握している感じでいうと広範囲なＦＭとい

わゆる放送事業でどちらかというと営利を目的と

した事業というよりは範囲が市町村範囲に限られ

ているローカルＦＭの関係につきましては、いず

れもこれ免許制なのですけれども、なかなか新し

い参入者が出ないという、そういう情報も聞いて

おりまして、道内において稚内であるとか富良野

であるとか留萌であるとか、さまざまなところに

ついては全市内全てを網羅するような状況にもな

っていなくて、まちの中心を市街地を中心にやっ

ていると。そういう状況でありますので、なかな

か営業的に大手が競い合って広範囲なＦＭとは若

干状況が違うのかなと思っておりまして、今奥村

議員のおっしゃったことにつきましては、競合で

きる部分につきましては競争性があって、そうい

う業者が出てくるとすればその時点で一定の考え

方を示さなければならないかなとは思っています。

ただ、士別市さんも同報系の無線を持っていまし

て、まちの中にそういう放送的なものを持ってい

ますけれども、これについてもたしか記憶では二、

三億円ぐらいかかったと思っておりますので、費

用対効果も考えて既存の既に放送を始めておりま

すローカルＦＭさんを活用しながら、防災情報、

それからさまざまな文化振興等の情報等について

も発信していきたいと考えておりますので、改め

てそういう時代、現実に今１社しか動いておりま

せんのと動きとしても複数の業者が手を挙げて参

入したいというような情報についても聞いており

ませんし、全道ほかのローカルＦＭの状況を聞い

ても１市町村１社で運営しているというような情

報も聞いておりますので、改めてその時点になっ

たときについては議会のほうとも協議させていた

だきたいなと思っています。

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。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８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７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について、議案第４号 名寄

市家庭的保育事業等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、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 名寄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について及び議案

第４号 名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営
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に関する基準を定める条例の制定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

初めに、議案第３号について申し上げます。平

成２４年８月に質の高い幼児期の学校教育、保育

の総合的な提供、保育の量的拡大、確保及び地域

の子ども・子育て支援の充実を目的とした子ども

・子育て関連３法が成立をし、それらに基づく子

ども・子育て支援新制度が平成２７年度から施行

される予定となっております。新制度では、従来

の認可保育所における保育事業に加え、新制度に

移行した幼稚園の特定教育事業及び特定地域型保

育事業として家庭的保育事業等の利用定員等の運

営に係る基準は、子ども・子育て支援法第３４条

第２項の規定により市町村が条例で定めることと

なり、その基準が内閣府令第３９号により示され

ましたので、同府令の定める基準に従い本条例を

制定しようとするものであります。

次に、議案第４号について申し上げます。新制

度では、従来の認可保育所における保育事業に加

え、市町村長の許可を受けた事業者が家庭的保育

事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業また

は事業所内保育事業を実施することが可能となり、

児童福祉法第３４条の１６の規定により市町村は

当該許可に係る基準を条例で定めることとなり、

その基準について厚生労働省令第６１号により示

されたところであります。示された基準は、現行

の都道府県認可施設と同等の基準が示されており、

子ども・子育て支援法の基本指針である子供の最

善の利益が実現をされる社会を目指すとの考え方

により、名寄市子ども・子育て会議において国に

全て準拠した基準とすべきとの判断をいただき、

本市としては国が示した基準に従い本条例を制定

をしようとするものであります。

なお、議案第３号の第３７条本文中に引用する

条例は、議案第４号で提案をしている条例のため、

条例番号が空白となっておりますが、本議案の議

決をいただいた後に対応をする予定でございます。

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。

ただいま市民福祉常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号、議案第４号については、９月２５

日までに審査を終了するように期限をつけること

に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。

議案第３号、議案第４号については、９月２５

日までに審査を終了するように期限をつけること

に決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市病院事業の設置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５号 名寄市病院

事業の設置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。

１点目は、平成２７年度の救命救急センター取

得に向けて、日中の救急車、ヘリ搬送、夜間の救

急外来を専門とする救急科を新たな診療科目に加

え、さらなる救急医療体制の充実強化を図ろうと

するものであります。

２点目は、議会の議決を要する損害賠償額の決

定に係る金額を現行の３０万円以上から他の道内

市立病院の状況などを考慮して市長の専決処分事

項に関する条例と同額である１２０万円以上に引

き上げ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
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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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体

の増加及び北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 北海道市町

村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本市も組織団体となっている北海道市

町村職員退職手当組合の組織団体に根室北部廃棄

物処理広域連合が新たに加入することに伴い、北

海道市町村職員退職手当組合規約別表の変更につ

いて協議をするため、地方自治法第２８６条第１

項及び第２９０条の規定に基づき議会の議決を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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 音威子府村の旅券交付申請及び交付に関する

事務の受託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 音威子府村

の旅券交付申請及び交付に関する事務の受託につ

いて、提案の理由を申し上げます。

音威子府村では、本年１０月１日から北海道が

進める市町村への事務の権限移譲のうち、旅券交

付申請及び交付に関する事務を受けることとして

おります。権限移譲に際し、同村内には旅券専門

写真店がなく、医療、学校や専門店など生活圏域

が本市であることから、同村民が本市の窓口で手

続ができるように、地方自治法第２５２条の１４

第１項の規定により当該事務の一部を本市に委託

する申し出があり、両市村で協議をしてまいりま

した。本市では、既に下川町の同事務を受託して

いることから、本市の活性化と上川北部圏域の中

心市として受託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。



－27－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

（「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 工事請負契約の締結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８号 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度北斗団地公営住宅建設工

事について８月１９日、３社による一般競争入札

を執行した結果、中舘・吉田経常建設共同企業体

が１億 １５０万円で落札をし、これに消費税及

び地方消費税 ４５２万円を加え１億 ６０２万

円で契約を締結しようとするものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき提

案をするものであります。

なお、詳細につきましては建設水道部長から説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第８号、平

成２６年度北斗団地公営住宅建設工事の提案理由

の追加説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき老朽化した北斗団地、新北斗団地の建てかえ

事業により建設するものであり、昨年の実施設計

に基づき平成２７年１０月中旬の完成に向け準備

が整い次第工事に着手いたします。

それでは、事業概要について御説明いたします。

本工事は、鉄筋コンクリート造２階建て、延べ面

積は住宅部分が ０３ ８８平方メートル、物置、

自転車置き場が５ ９８平方メートルの合計が

０８ ８６平方メートルであります。住宅戸数は

２ＤＫが８戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが２戸

で合計１２戸の建築工事であります。建築主体事

業費は２億 ０４０万円を計上しており、建築工

事、機械設備工事、電気設備工事、建具工事の４

工事に分けて発注を予定しております。このうち

本日議決をお願いいたしますのは、建築工事であ

ります。

ここで、入札の経過と結果について申し上げま

す。本件は、一般競争入札により７月２９日に告

示し、３社から応募がありましたので、入札等審

議委員会において入札参加資格者３社を認定し、

８月１９日に入札を執行いたしました。結果、第

２回入札により中館・吉田経常建設共同企業体が

消費税込み１億 ６０２万円、落札率９ ８％で

落札いたしました。

なお、工事期間は議決後の翌日から平成２７年

１０月１５日までを予定しております。

次に、お手元の資料に基づいて御説明をいたし

ます。図面番号は、右上に付してございます。図

面１番の配置図をお開きください。図面上部は、

来年発注をいたします駐車場でございますが、台

数は住宅戸数分を確保しております。図面中央は

公営住宅で、図面下部は入居者が自由に使える菜

園スペースとなってございます。

図面２番の１階平面図をお開きください。図面

上部が各戸の物置、自転車置き場等の共用スペー

スでございます。下部が住宅となっております。

住宅の配置は、２ＤＫが４戸、２ＬＤＫが１戸、
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３ＬＤＫが１戸となってございます。

図面３番目の２階平面図をお開きください。各

住戸の配置及び戸数は、１階と同様となってござ

います。

次に、図面４番の立面図をお開きください。入

居者の除排雪軽減に配慮いたしまして、無落雪屋

根や雁木通路を採用し、外壁は東西面をガルバリ

ウム鋼板仕上げ、南北面を塗装仕上げとしており

ます。

以上、追加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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 工事契約に当たって

二、三お聞きをしたいと思いますが、１つは落札

率９ ８％、非常に高い落札ですけれども、内容

的には昨今の労務費の引き上げや人材確保等、資

材の高騰なんかも絡んでいると思うのですが、高

目ではあるけれども、理解もできると思っており

ますが、北斗団地だけに限定をしたものではない

かもしれませんが、現状の人材確保等などについ

て今名寄市内がどのような状況にあるのか、差し

支えない範囲で教えていただきたいと思います。

２つ目には、建築工事、今回の発注ですが、そ

の関連で電気や設備の関係も追って入札が行われ

るものと思いますが、電力事情の関係で北斗団地

はオール電化というところで方針が変わっていな

いようなのですが、大幅な引き上げがいいか悪い

かの話はこれから今回の質問でも竹中議員からも

出る予定ですが、この情勢が変わらないとすれば

非常に現入居者あるいはこれから入居予定の方た

ちへの生活上の影響は大きなものがあるのではな

いかと思っておりまして、あるいは当初から地元

の灯油、ガス業者さんからいろんな要望、陳情も

出ているわけなのですが、状況変化に合わせたそ

の関連の考え方の見直しについて検討経過は全く

ないのか、お知らせをいただきたいと思います。

それから、北斗団地全体的にはもう始まって半

ば、計画が１０年計画ということで、ちょうど中

間年ぐらいに来ているのでしょうか。長内前部長

は１年でも２年でもできるだけ前倒しの完成を意

識をしていきたいという発言もありましたけれど

も、その辺の状況変化についてあればお聞かせを

いただきたいと思います。

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） ３点にわたって

御質問がございました。まず最初に、落札率の関

係でございますけれども、数字的には９ ８とい

うことで非常に高い数字になってございますが、

これはあくまでもそれぞれの企業の中での一定の

資材の高騰も含めて状況はございますけれども、

その中で一般競争入札ということでやった結果と

いうことでございまして、全体的には公営住宅だ

けではなくてほかの事業も含めて相当厳しい状況

にはなってございますけれども、この落札率につ

いては私どもがどうこうということではちょっと

考えてございません。

あと、電力の関係でございますが、北斗団地に

ついてはオール電化ということで、これは従前住

まれていた方からアンケート等もとりながら現在

の熱源にかえてございます。御承知のとおり、今

北海道電力では住民説明会も踏まえながら国のほ

うに電力の値上げについて申請をしているという

状況であるというふうに認識をしております。そ

れで、７月ぐらいですか、内部的には今オール電

化になった北斗団地の皆さん何人かにどういった

状況になったのか、従前よりもオール電化によっ

て、現在は昨年の１０月の値上げということでお

聞きをしたのですけれども、総体的には従前より

も同等か、あるいは少し経費的には少なくなった

という御意見があったかなというふうに思ってご

ざいます。ただ、今後については確かにさらに１

７％弱ですか、値上げというような予定もされて

いるようでございまして、これに対して今の北斗

団地の計画自体を熱源の変更ということでの見直
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しについては検討をしてございません。あくまで

も住宅事情に大変厳しい皆さんに安価な住宅を提

供すると。ある意味では家賃で提供するというこ

とでやってございますので、現在のところはまだ

検討をしておりません。

最後の質問がちょっと聞こえづらかったのです

が……

（何事か呼ぶ者あり）

〇建設水道部長（中村勝己君） 北斗団地全体の

計画の前倒しということですか。これ長寿命化の

計画に従いまして、できるだけ早期の改修をしな

がら住宅長もちさせようということの計画の中で

やってございますので、今のところは順次計画ど

おり進めさせていただきたいという考え方で、前

倒しというようなことについては考え方として持

ってございません。

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） 最後のは発音が悪か

ったそうで、大変済みません。今の最後の話、状

況変化があって、前倒しの予定はないということ

なのか、過去の歴史、経過からすると、長内前部

長がこの団地の工事が始まる前から１０年のスパ

ンについてできるだけ１年でも２年でも前倒しを、

計画全体を縮めて完成をさせたいという意向も示

されておりまして、状況変化があるのであれば今

の予定どおりですよということも理解はできます

けれども、その精神は引き継がれておられないの

かどうか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思

います。

いわゆる熱源の話です。これは、業界からの要

望もあったりはしましたけれども、新北斗はガス

という、北斗はオール電化ということでスタート

はしたのですが、これだけの電気料金の値上げの

想定がいつまで続くかわかりませんけれども、今

の入居者あるいはこれから入居予定の方はもうは

っきりしているわけですから、その辺についての

ニーズの現入居者からのいろんな声、あるいはこ

れから入居予定者の声を改めて精査をした上で、

この計画については電気関係、設備関係はこれか

ら入札の予定で、ことし着工するものについてま

でということまで言いませんけれども、それ以降

何とかさらに完成までに計画あるわけで、そうい

うニーズの把握の反映について少し一種の考え方

についてお知らせをいただきたいと思います。

入札、落札率の関係については、資材や人の確

保などについていろいろ苦慮されているというこ

とでおおむね理解はできるのですけれども、ただ

それだからといって高落札がよいということでは

議会、市民からするといいということではなくて、

当然市民ホールとの関係なども含めて労務費だと

かその他については積算上反映をされているとい

うことですから、落札率だけが高上がりになると

いうことについてはちょっと説明が足りないので

はないかというふうに思っていますので、それで

もまだ情勢変化を反映をしていない積算状況にな

っているのかどうか、改めておおむね今回の提案

については理解をしているつもりですけれども、

ただそのことだけで落札率、正規な競争だという

ことについては十分承知をしますが、もう少し説

明が必要ではないかと思いますので、よろしくお

願いします。

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） 計画の前倒しに

ついては、大変申しわけありません。私のほうで

そういった今までの経過の認識がちょっとござい

ませんでした。改めてその辺については内部的に

可能なのかどうなのかも含めて協議をさせていた

だきたいというふうに思っております。

また、電気料金の関係についてでございますけ

れども、今、計画を今年度分までについては理解

をするのだけれども、今後についてということで

ございますけれども、団地内で熱源が違うという

ことにもなりませんし、北斗団地はオール電化、

新北斗団地は従前の形というような団地ごとの考

え方でこれまでやってきておりまして、北斗団地
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を改築を計画をしたときにも皆さんにアンケート

をとりながらやってきたという経過がございます。

そこを踏まえて北斗団地については現行のオール

電化という考え方でいきたいというふうに思って

おります。

それと、落札率の関係については、もう少し詳

しくということなのですけれども、なかなか私ど

も行政のほうでこの率がどうなのだというような

ことで指導することもできませんし、あくまでも

私どもが一定の予定価格を考えている中での範疇

ということでございますので、言われるように落

札率が高いということについては市の財源当然使

うわけですから、ある意味では有効に使える部分

もあるやにも思いますけれども、現状としてはこ

の率について行政として業者のほうにどうこうと

いうことにはならないかなというふうに思ってい

ます。済みません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 熊谷議員のほうから

入札の関係について適正な水準なのかどうかとい

うことも含めて御質問がありました。昨年３月２

９日に国の国交大臣のほうから今後１０年間にわ

たる日本の建設業の労働者の確保をどうしていく

かと。低水準の賃金体系の中で労働者が集まらな

くて、公共工事が若干減りぎみになったのが災害

復興事業も含めて、その後の景気対策も含めて相

当多くの工事量出たときにたくさんの工事が発注

されたことによって、落札がなかなかできない状

況にもなっていました。名寄市の発注状況を見ま

すと、市立病院やら市民ホールも含めて大規模な

工事の関係につきましてはやはり労働者の確保と

いう面で相当苦労しておりまして、ここについて

は札幌であるとか旭川であるとか、そういうとこ

ろの業界の皆さん方のお力もかりながら人材確保

をしてきたという部分があります。過去公営住宅

の関係につきましては、毎年のように２、８、２、

８でやっているのですけれども、そのときにも一

定程度不落になることもありました。これは、人

材の確保、労賃が低いからという情報よりは、見

積価格で資材調達をするときに地元の業者では市

が道の単価を用いて見積もり合わせをしている金

額でいうと資材調達がなかなか困難だと、こうい

う形で状況がありまして、公営住宅に関しては人

材確保の観点ではないのかなと。ただ、それが全

国的に今資材不足も含めて相当厳しい状況になっ

ているかということも含めて、今回２回目、１落

ではなくて２落になったということでありますの

で、この辺につきましては予定価格の関係につき

ましても見積もり関係につきましてはより現実に

落札できるような金額はいかほどなのかというこ

とも含めて予定価格のところで数字の積算等につ

いて工夫を凝らしていきたいなというふうに考え

ております。

なお、ほかの一番落札が難しく、落札率が高く

なっているのは建築本体工事というふうに考えて

います。電気であるとか設備の関係につきまして

は、ちまた言われています９５％前後のところで

推移していますけれども、先ほど言いましたよう

に人材確保の関係、資材費の関係が著しく高騰し

て、従前はもう少しのみ込めたものが最近ではよ

り厳しくなってきて、結果として１落で落ちなく

て２落になったりとか、場合によっては不落にな

るような高い落札率にならざるを得ないと、こん

なような状況になっていますので、この辺につい

てはしっかり予定価格積算する段階で工夫を凝ら

していきたいなと考えておりますので、御理解賜

りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 中村部長、私別に落

札率が高いから業者さんに一言高過ぎるぞと言え

という話は一言もしていませんし、今副市長言っ

たように見積もりだとか、予定価格に数字であら

われる積算の状況が今の労務費だとか、人の確保

という関係なんかで３者協定だとか、いろいろ国

土交通省の動きもありますけれども、それが適切
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に反映をされていれば落札率だけはどんと上がる

ということはむしろないのかなと。競争性がその

中でも発揮をされていっての落札で落ちつくのだ

というふうに思っていますから、むしろ積算のあ

り方についてしっかりこれからも検証していただ

いて、より競争性が高まることを期待をしておき

たいと思います。

それで、オール電化の話については、今までも

途中、工事の従前予定の中で公平性も含めて、今

までのはオール電化、これからのは熱源がかわり

ますよというのは非常に団地全体の公平性を欠く

というのはいただいているところで、私も理解は

しているつもりですが、これだけオール電化の電

気料金の値上げがさらに継続的に、これはまた次

元の違う話としては竹中議員も質問しますので、

あれですけれども、今の入居者あるいはこれから

予定者のニーズも改めて少し町内会等も通しなが

ら情報把握をしっかりやられたほうがいいのかな

という、そういう声も聞こえてくるものですから、

町内会から出たのではなくて、入居予定者あるい

は入居者から一時声を拾うものですから、それは

もう生活反映上当然の声だというふうに思います

ので、少し検討を、決めたから最後まで一つのコ

ンクリートのように仕上げるのだということでは

なくて、幅広い検討の中で変更が可能であればま

た具体的な形にあらわしていただければというふ

うに思っていますので、その考え方についてお知

らせをいただきたいと思います。

前倒しの話は、やっぱり１０年間、団地全部直

すわけで、高齢化は非常に高いですから、北斗団

地の場合は。何ぼか余計足してでも新しい家に入

りたいというのが望むところで、もう既に入り切

らないまま他界された方もいますけれども、そこ

ら辺についての短縮については十分、これは国の

補助あるいはいろんな財政状況等の関係もござい

ますけれども、長内前部長の精神も理解をいただ

きながら、その可能性をぜひこれからも探ってい

くことを求めて終わりたいと思いますので、残り

の部分だけお答えください。

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） 電気料金の関係

の考え方について最後にお答えをしたいというふ

うに思いますが、御承知のとおり昨年北海道電力

も電気を上げましたけれども、灯油のほうも実は

相当上がってございます。いわゆる熱源について

は、電力はもとより灯油、新北斗あたりは灯油、

さらにはガスというようなことで幅広い熱源を利

用しながら居住をしているということでございま

す。先ほど基本的には、団地ごとに熱源かえると

いうことについては少しちゅうちょせざるを得な

いかなというふうには考えてございますが、改め

て今後予定をされます北電の値上げも加味しなが

ら、電力がどういうふうに上がって、総体的な居

住する場合の熱源等について従前とどういう変化

があるのか、改めて団地ごとについて一定の調査

などもしながら、あるいは御意見もいただきなが

ら研究をさせていただきたいというふうに考えて

います。

以上です。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８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１２ 議案第９

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市民文化センター西側において建

設をしております（仮称）市民ホールに設置をす

るコンサートピアノを釧路市暁町５番２３号、株

式会社井関楽器から ０７６万 ０００円で取得

しようとするものであり、名寄市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９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

０号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 損害賠償

の額を定めることについて、提案の理由を申し上

げます。

相手方の被相続人は、平成２４年２月２日に名

寄市立総合病院におきまして入院中に死亡いたし

ました。その後相手方から簡易裁判所に損害賠償

請求調停が申し立てられ、これまで６回にわたる

調停期日において協議を進めてきたところ、相手

方から調停を成立させることについての合意が得

られました。本件は、解決金として損害賠償の額

を５００万円に決定をするため、地方公営企業法

第４０条第２項及び名寄市病院事業の設置等に関

する条例第９条の規定により議会の議決を求める

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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１４ 議案第１

１号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 損害賠償

の額を定めることについて、提案の理由を申し上
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げます。

本件は、平成２６年７月３日午後５時ごろ、名

寄市西４条南１丁目付近の交差点において、市立

総合病院が所管をする公用車が前方不注意のため

信号で停止をしていた相手方車両に接触をし、破

損させたものであります。過失割合は本市が１０

０％であり、相手方の車両損害料等として本市が

３３万 ４０５円を賠償することで合意に至りま

した。本件は、損害賠償の額を３３万 ４０５円

に決定をするため、地方公営企業法第４０条第２

項及び名寄市病院事業の設置等に関する条例第９

条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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１５ 議案第１

２号 名寄市土地開発公社の解散についてを議題

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１２号 名寄市土

地開発公社の解散について、提案の理由を申し上

げます。

名寄市土地開発公社は、公共事業用地等の取得、

管理、造成や処分等を行うことにより、地域の秩

序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目

的として昭和４８年１月に設立をされました。以

来公社は、学校、福祉センター、公営住宅などの

公有地先行取得事業のほか、住宅用地や食品工業

団地の造成、販売をする独自事業を実施をして、

名寄市のまちづくりや産業振興に大きな役割を果

たしてまいりました。今後総合計画において大き

な事業計画等もなく、公社としての役割は終えた

ものと判断をしたもので、今年度をもって名寄市

土地開発公社を解散をしようとするものであり、

解散の時期は北海道知事の許可を受けた日を予定

をしております。

なお、議案の提出につきましては、７月２５日

に第２回臨時会を開催をし、公社の解散について

は定款第２５条に基づき同意を得ているほか、解

散後の清算に当たる代表清算人として理事長を選

任しているところであり、公有地の拡大の推進に

関する法律第２２条第１項に基づき名寄市土地開

発公社の解散について議会の議決を求めるもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。



－34－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

よって、議案第１２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１６ 議案第１

３号 専決処分した事件の承認についてを議題と

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１３号、専決処分

をした事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ６０

０万円を追加をし、予算総額を２２４億 ３６１

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。９款

消防費の災害対策事業費６００万円の追加は、８

月４日から５日にかけて発生をした大雨の被害に

係る災害対策経費としてそれぞれ追加をするもの

であります。

歳入につきましては、前年度繰越金で収支の調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

４号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（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１４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、各課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 ７８９万 ０００円を追加をし、

予算総額を２２９億 １５１万 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一般管理事業費でふるさと応

援寄附記念品発送業務委託料２７５万円の追加は、

今年度からふるさと応援寄附金をいただいた方へ

名寄市の特産物を記念品として送らせていただく

事業を開始をしたところ、当初の予想を上回る寄

附をいただいておりますので、今後見込まれる分

を含み、かかる発送業務委託料について補正をし

ようとするものであります。

同じく２款総務費におきまして社会保障・税番

号制度システム整備事業で８９７万 ０００円の

追加は、当該制度の円滑な執行を図るためシステ

ムの改修を実施しようとするもので、財源として

国庫補助金を見込んでおります。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費５１

０万 ０００円の追加は、予防接種法施行令の改

正により定期接種の対象疾病に水痘が追加をされ

たことから、当該予防接種委託料を増額しようと

するものであります。

７款商工費におきましてピヤシリスキー場整備



－35－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

事業費８０９万円の追加は、主に圧雪車の修繕料

及び第１、第２ペアリフトそれぞれの乗降場ステ

ージを改修をしようとするもので、施設設備の老

朽箇所の解消を図るものであります。同じく７款

商工費におきましてなよろ温泉整備事業費１９２

万 ０００円の追加は、経年劣化が著しい厨房用

冷蔵庫を更新をしようとするものであります。

１０款教育費におきまして文化センター大ホー

ル建設基金積立金４２３万円の追加は、市民の皆

様よりいただいた寄附金を原資とし、積み立てを

実施を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学童保育所運

営事業費１５６万円の追加は、国の子ども・子育

て支援新制度を活用し、市内民間学童保育所にお

ける従事者の処遇改善を実施をしようとするもの

であります。

同じく１０款教育費におきまして（仮称）市民

ホール整備事業費 ７２５万 ０００円の追加は、

大道具など舞台関連消耗品や備品、また関連諸室

の備品などを購入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名寄岩関生誕

１００年記念事業費１７９万 ０００円の追加は、

市民有志によります名寄岩関生誕１００年記念事

業実行委員会に対する補助金の追加と６月議会で

計上いたしました資料作成費等を統合し、新たに

事業費として組み直そうとするものであります。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧事業費で２億 １１４万円、農業施設災害

復旧事業費で３００万円、林業施設災害復旧事業

費で７００万円及び公共施設・公用施設災害復旧

事業費で ６００万円の追加は、去る８月４日か

ら５日にかけて発生をした大雨の被害に係る災害

復旧に要する経費について補正をしようとするも

のであります。財源として災害復旧に係る国庫負

担金、災害復旧事業債を見込んでおります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を財政調整基金繰入金で実施をいたしました。

１５款国庫支出金で公共土木施設災害復旧費負

担金１億 ７５２万円の追加は、先ほど申し上げ

ました８月４日から５日にかけて発生をした大雨

の被害に係る災害復旧事業に対する国庫負担金を

計上しようとするものであります。

２０款繰越金で前年度繰越金１億 ８９５万

０００円の追加は、平成２５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３表、債務負担行為補正では、圧雪車

借り上げ料ほか１件を追加を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、農業施設災害

復旧事業ほか３件を追加をし、出資債ほか１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。

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た分の

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、歳出から説明させていただきます。議

案第１４号の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１目社会福祉総務費

で社会福祉一般行政経費 ９５３万 ０００円の

追加は、平成２５年度の生活保護事業に係る精算

償還分を計上しようとするものであります。

同じく３款民生費、１項６目老人福祉費で介護

保険特別会計繰出金７２万円の追加は、大雨被害

を受けたデイサービスセンター楽々館の地下室内

浴槽用ポンプ施設を復旧し、通所者の入浴に支障

を来さないようにしようとするものでございます。

１６ページから１７ページをお開きください。

４款衛生費、１項４目病院費で病院事業会計繰出

金 ８３５万 ０００円の減額は、今年度の制度
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改正によりまして予定していた名寄市立総合病院

精神科建築に伴います既存借り入れ分の繰上償還

を実施する必要がなくなったため、これに係る一

般会計からの繰り出し分を減額しようとするもの

でございます。

２２ページから２３ページをお開きください。

１０款教育費、５項２目学校管理費で大学維持管

理事業費６４０万円の追加は、名寄市立大学看護

棟ボイラーの設備の老朽化に伴いお湯が出ないな

ど学内実習に影響が出ているため改修を行い、ま

た恵陵棟においてはラウンジを一部改修しまして

売店などを配置し、学生の福利厚生を向上しよう

とするものでございます。

２４ページから２５ページをお開きください。

同じく１０款教育費、７項３目給食センター費で

給食センター維持管理事業費２４０万円の追加は、

空調設備の老朽化に伴いまして室温の調整が円滑

に行われない状況にあるため、衛生管理の面から

早急に改修を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。６ページか

ら７ページをお開きください。１８款寄附金で民

生費寄附金から８ページから９ページにかけまし

て教育費寄附金まで合わせまして６３９万 ００

０円の追加は、８月１８日までに寄附採納したも

のを予算計上するものでございまして、寄附者の

意向に沿いまして公共施設整備基金に１３５万円、

文化センター大ホール建設基金に４２３万円を積

み立てるほか、交通安全推進事業費の財源などと

して充当しようとするものでございます。

８ページから９ページをお開きください。１９

款繰入金で公共施設整備基金繰入金で ４１８万

０００円の追加は、歳出で御説明いたしました

ように緊急性を伴う老朽化による施設設備の改修

につきまして補正予算を計上しており、この財源

として繰り入れようとするものでございます。

同じく１９款繰入金で地域の元気臨時交付金基

金繰入金で １７２万 ０００円の追加につきま

しては、当該基金繰入金で実施する道路工事と同

時に当該工事箇所に係る上下水道の工事を実施し

ようとするもので、この財源として繰り入れしよ

うとするものであります。歳出では、それぞれ下

水道事業特別会計繰出金及び出資分ではない水道

事業会計繰出金としております。

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。

（「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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

５号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５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 ９８４万 ０００円

を増額し、予算総額を３３億 ９２２万 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。１１款諸支

出金では、一般被保険者保険税の還付金として１
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００万円、同じく還付加算金として５万円を追加

をし、また平成２５年度保険給付費等負担金の確

定に伴う精算返還金として ００１万 ０００円、

退職療養給付費等の負担金の確定に伴う精算返還

金として８５４万円、特定健診事業費の返還分と

して２３万 ０００円を追加をしようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。９款繰越金

では、前年度繰越金のうち ９８４万 ０００円

を追加をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

６号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６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８０７万 ０００円を追加をし、予

算総額を２２億 ３８２万円に、サービス事業勘

定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ７２万円

を追加をし、予算総額を２億２３８万 ０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。地域ケア会議推進等事業を行うために

１款総務費に１００万円追加をし、平成２５年度

国庫負担金及び支払基金への介護給付費負担金の

精算に伴う返還金として６款諸支出金に７０７万

０００円を追加をするものであります。

歳入におきましては、地域ケア事業推進等事業

費の補助金として４款国庫支出金に１００万円を

追加をし、平成２５年度介護給付費負担金等の精

算分として９款繰越金に７０７万 ０００円を追

加をしようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄の歳出におきま

しては、大雨による浸水により破損した浴室用ろ

過機器などの修繕料として７２万円を追加をしよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１
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７号 平成２６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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７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、道路改良舗装工事に伴い、公共

桝取りかえ工事を追加をし、補正をしようとする

ものであり、歳入歳出にそれぞれ３５７万円を追

加をし、予算総額を１１億 ３２３万 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款下水道

事業費では、北西９条右通道路改良舗装工事等に

伴う公共桝取りかえ工事費として３５７万円を追

加を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款繰入金

では、歳入歳出予算調整のため一般会計繰入金で

３５７万円追加をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

８号 平成２６年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２６

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、市立病院において昭和４６年に

建築をされた精神科病棟の解体、外構工事費、精

神科病棟改修時に借り入れた企業債の償還方法変

更による経費、一般会計繰入金等のほか、医療事

故、交通事故に伴う損害賠償について補正をしよ

うとするものであります。

補正の内容について収益的収支から申し上げま

す。１款病院事業収益では、医療事故、交通事故

賠償に係る保険会社からの損害賠償保険金として

５３３万 ０００円を追加をし、総額を９６億

３１８万 ０００円にしようとするものでありま

す。

次に、２款病院事業費用では、医療事故、交通

事故賠償金として５３３万 ０００円を追加をし、

制度改正により有利な定期償還継続が可能となっ

た前精神科病棟改修時借り入れ企業債の償還方法

見直しによる保証金の減と前精神科病棟解体事業

費の減少で ６２８万 ０００円を減額し、総額

を１２２億 ４７２万 ０００円にしようとする

ものであります。

次に、資本的収支について申し上げます。３款

資本的収入では、企業債収入で施設整備事業・精

神科病棟改築事業により ２６０万円を追加をし、

前精神科病棟改修時借り入れ企業債の償還方法見

直しによる一般会計繰入金の減により ８３５万

０００円を減額をし、総額を９億 ４１９万

０００円にしようとするものであります。

次に、４款資本的支出では、非常用電源設備改

修工事で ５００万円を、精神科病棟改築に伴う

外構工事で ７５８万円を追加をし、前精神科病

棟改修時借り入れ企業債の償還方法見直しにより
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償還金で ６７１万 ０００円を減額をし、総額

を１２億 ２６６万 ０００円にしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第１

９号 平成２６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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９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、道路改良舗装工事に伴う支障水

道管移設工事等に係る工事負担金の増額及び当該

工事の追加、緑丘浄水場施設の必要となった修繕

と整備費、共和地区洗管業務に伴う費用の追加、

水源開発整備事業負担金の減額に伴い補正をしよ

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、真勲別頭首工取水口オイルフ

ェンスの修繕費用として８６万円、共和地区洗管

業務委託料として８７万 ０００円、配水管仕切

り弁、排泥弁修繕費用として２６６万 ０００円

をそれぞれ追加をし、総額を７億 ４０７万 ０

００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、工事負担

金の増、出資金、国庫補助金の減により ９９５

万 ０００円を増額し、総額を３億 ３７４万

０００円に、また４款資本的支出では北西９条右

通道路改良舗装に伴う支障水道管移設工事など配

水管整備費、施設整備費、資産購入費の増、水源

開発整備費の減により ６９０万 ０００円を増

額をし、総額を６億２６２万 ０００円にしよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第２

０号 平成２５年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第２１号 平成２５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２

２号 平成２５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２３号 平成２５年度名
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寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２４号 平成２５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

２５号 平成２５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２６号 平成２５

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２７号 平成２５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２８号 平成２５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２９号 平

成２５年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て、議案第３０号 平成２５年度名寄市水道事業

会計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。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号から議案第

３０号までの平成２５年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算の認定につい

て及び名寄市水道事業会計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。

各会計の決算につきましては、議案第２０号か

ら議案第２８号までは平成２６年５月３１日、議

案第２９号及び議案第３０号は平成２６年３月３

１日をもってそれぞれ出納閉鎖をし、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項の規定により議会の

認定に付すものであります。

なお、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。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２０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）

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をいた

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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第３

１号 名寄市固定資産評価員の選任についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 名寄市固

定資産評価員の選任について、提案の理由を申し

上げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管をする市民部長の職に当た

る者を選任をしております。本件は、本年４月１

日付の人事異動において市民部長に任命をした三

島裕二を名寄市固定資産評価員に選任をいたした

く、地方税法第４０４条第２項の規定により議会

の同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は同意することに決定を
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いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第３

２号 名寄市職員の給与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３２号 名寄市職

員の給与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。

名寄市立総合病院における看護職の人材確保と

長期的に安定した病院経営を行うためには、医療

職給与表の導入が必要であることから、昨年７月

に職員労働組合に対して申し入れを行い、これま

で協議を進めてまいりました。このたび８月２５

日に双方で合意に達しましたので、同条例の一部

を改正をし、新たに医療看護職給料表を追加をし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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２６ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

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） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２６年１２月３１日をもっ

て長内美智子委員が任期満了となります。

本件は、退任となる長内美智子委員の後任とし

て奥山省子氏を候補者として推薦をいたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

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９月２日から９月１５

日までの１４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９月２日から９月１５日までの１

４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。
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散会 午後 ２時２０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 佐 藤 靖

署名議員 川 口 京 二


