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平成２６年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２６年６月６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 議会報特別委員会委員の選任

日程第４ 平成２６年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第６ 議案第２号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市生きがいホビーセ

ンター条例の廃止について

日程第９ 議案第５号 財産の取得について

日程第10 議案第６号 財産の取得について

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第12 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算）

日程第13 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第14 議案第１０号 専決処分した事件の承

認について（平成２５年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第15 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成２５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）

日程第16 議案第１２号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第１３号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１４号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第19 議案第１５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20 報告第１号 平成２５年度名寄市一般

会計予算継続費繰越計算書の報告につ

いて

日程第21 報告第２号 平成２５年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第22 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第４号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第５号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第６号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第24 報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

報告第９号 専決処分した事件の報告

について

報告第１０号 専決処分した事件の報

告について

報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

報告第１２号 専決処分した事件の報
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告について

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 議会報特別委員会委員の選任

日程第４ 平成２６年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第６ 議案第２号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市生きがいホビーセ

ンター条例の廃止について

日程第９ 議案第５号 財産の取得について

日程第10 議案第６号 財産の取得について

日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市一般会

計補正予算）

日程第12 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市国民健

康保険特別会計補正予算）

日程第13 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（平成２５年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第14 議案第１０号 専決処分した事件の承

認について（平成２５年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算）

日程第15 議案第１１号 専決処分した事件の承

認について（平成２５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）

日程第16 議案第１２号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第１３号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１４号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第19 議案第１５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20 報告第１号 平成２５年度名寄市一般

会計予算継続費繰越計算書の報告につ

いて

日程第21 報告第２号 平成２５年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第22 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第４号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第５号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第６号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第24 報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

報告第９号 専決処分した事件の報告

について

報告第１０号 専決処分した事件の報

告について

報告第１１号 専決処分した事件の報

告について

報告第１２号 専決処分した事件の報

告について

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
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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 課 長 遠 藤 邦 彦 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 次 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２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、

１番 川 村 幸 栄 議員

５番 竹 中 憲 之 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６月２０日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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６月２

０日までの１５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議会報特別

委員会委員の選任を行います。

去る５月３０日、日根野正敏議員から議会報特

別委員会委員を辞任したい旨の願いがあり、これ

を同日許可いたしました。欠員となりました議会

報特別委員会委員の選任は、委員会条例第７条第

１項の規定により高野美枝子議員を指名いたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ これより平

成２６年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成２６年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成２６年第２回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

私は、このたびの選挙で無投票という結果で引

き続き市政を担わせていただくこととなりました。

１期目においては、民間出身としての視点や発

想、人脈、そして行動力を活かしたトップセール

スと市民との協働により、地域の財産を磨き、市

内外への情報発信に努めるとともに、市民の満足

度の向上に向けて、全力を傾けてまいりました。

今後においても、課題を先送りせず、市民が主

役のまちづくりを基本に、取組を進めてまいりた

いと考えています。

市政推進の基本的な考え方

さて、我が国においては、景気の緩やかな回復

が見られるものの、本市のような地方都市におい

ては、景気回復の実感がわかないのが実情です。

また、先月、「日本創生会議」が発表した試算に

よると、今後３０年間で、２０歳代、３０歳代の

女性が半減する自治体が、道内で１４７市区町村

にも達するとされており、本市においても、 １

２７人、３ ５％が減少すると試算されています。

このように、人口の減少や高齢化が進展する一方

で、社会保障関連経費は年々増大し、今年度末に

は国の長期債務残高が１千兆円の大台を超える見

込みとなっているなど、今後も、地方自治体の運

営は厳しい状況が続くものと想定されるところで

す。

こうした状況を踏まえ、私は、先の第２回臨時

会における所信表明において、三つの政治姿勢を

基本とし、市政の発展に全力を傾注してまいりた

いとお話させていただきました。

その一つ目は、「民間会社的発想での行財政運
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営」、二つ目として、「さらなる市民参加とより

わかりやすい行政運営・情報公開」、三つ目とし

て、「地域の宝・財産・特色に徹底的にこだわっ

たスケールの大きなまちづくり」です。

このような厳しい時代を乗り越えていくため、

私は、この三つの政治姿勢を根底に据え、１０年

先、２０年先を見据えて、健全な財政運営を基調

に、基礎自治体として調和のあるまちづくりを進

めるため、総合計画を政策の基本としながら、効

果的、効率的な市政運営に努めるとともに、民間

の発想力とスピード感を持って、地域の資源と特

性を活かしながら、明るく元気なまちづくりの着

実な推進に努めてまいりますので、一層の御理解

と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成２６年度の予算編成

次に、平成２６年度の予算について申し上げま

す。

平成２６年度当初の各会計予算については、４

月に市長選挙があったことから骨格予算を編成し

ましたが、地域経済や雇用の安定などを考慮し、

継続事業については、できるだけ多くの事業を盛

り込みました。

一般会計の予算総額は、平成２６年第２回名寄

市議会臨時会で議決いただいた第１号補正予算に、

本定例会に提案している肉付予算３億 １４１万

９千円を加え、２２４億 ７６１万７千円となり

ました。国の地域経済対策で打ち出された、がん

ばる地域交付金や、地域の元気臨時交付金基金を

活用した予算となっています。

主な事業では、ホームページの更新事業、乳幼

児等医療給付費の無償化事業、徳田地区流域排水

整備事業、ひと・ほし・環境にやさしい灯り事業

などを予定しています。

次に、主な基金の状況について申し上げます。

財政調整基金は、肉付予算の編成で、１億 ７

５４万８千円を取り崩ししましたが、平成２５年

度末で、繰入予定額の全額を積み戻しできたこと

から、４億４千万円となりました。また、公共施

設整備基金については８億３百万円、合併特例基

金については１２億 １６０万円となっています。

これらの基金については、今後も有効かつ適切

に活用するとともに、平成２６年度も将来の安定

的な財政運営を図るため、行財政改革などに取り

組むことで財源の確保に努めてまいります。

次に、平成２６年度における主要な施策につい

て、総合計画の柱に沿って申し述べさせていただ

きます。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

まず、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

本市では転入者に対し、暮らしのガイドブック

の配布や転入者向け市民見学会など従来の取組に

加えて、本年３月からは、公共施設などを無料で

お試しいただけるチケットを配布しているところ

です。

今後も、転入者に本市の魅力をより早く、より

多く知っていただけるよう、取り組んでまいりま

す。

次に、北海道日本ハムファイターズ「北海道１

７９市町村応援大使」について申し上げます。

北海道日本ハムファイターズが地域を応援する

企画として、本年、稲葉篤紀選手、村田和哉選手

が名寄の応援大使として御協力いただけることと

なり、既に、両選手の等身大パネルを、駅前交流

プラザ「よろーな」や道の駅に加え、小中学校に

も展示しているところです。

７月実施の応援ツアーや植樹会のほか、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。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

市民にとって最も身近な自治組織である町内会
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については、未加入者の増加や役員の担い手不足

など様々な課題が出てきていることから、町内会

の活動を活性化するため、財政的な支援を拡充し

たほか、町内会の必要性や加入促進に向けた啓発

などを行っているところです。

今後、地域コミュニティの再生に向け、町内会

連合会などとの連携のもと、関係部局が一丸とな

って町内会への一層の支援に努めるとともに、地

域連絡協議会の活動を助長し、町内会の枠を超え

た活動を促してまいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

固定的な性別役割分担意識の解消や社会制度・

慣行の見直しを進めるため、名寄市男女共同参画

推進計画に基づき、広報・啓発を中心とした事業

を着実に推進してまいります。

また、本年度から市や市民、事業者等の責務を

明らかにすることなどにより、さらに男女共同参

画を総合的に推進し、市民との協働により男女共

同参画社会を構築するため、男女共同参画の推進

に関する条例の制定に向けて取組を進めてまいり

ます。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２１年６月の稼働開始から５年が経過した

戸籍総合システムの安定稼働を目的としてサーバ

ー機器及びシステムを更新するとともに大規模災

害発生時における戸籍データを安全に保持するた

め、国設のデータセンターを活用した戸籍副本シ

ステムを導入します。

今後も、住民サービスに遅滞の生じないようセ

キュリティーやデータの保全に努めてまいります。

また、本市のホームページを、より見やすく情

報が探しやすいスタイルに刷新し、充実した情報

の提供に努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

まず、国際交流については、姉妹都市カナダ国

カワーサレイクス市リンゼイとの交流では、交換

学生を派遣するとともに、姉妹都市提携４５周年

を記念してリンゼイからの訪問団を迎えます。

また、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との

交流では、本市から訪問団を派遣するほか、今後、

同市との物産交流をさらに深めることを視野に、

本年度も本市を含め道北９市の連携により、「ユ

ジノサハリンスク道北物産展」を開催してまいり

ます。

さらに、昨年度から始めた台湾との交流では、

中学生による野球を通じた交流や、高校生の教育

旅行の受入を行うなど、国際感覚豊かな青少年の

育成に努めるほか、観光や物産など幅広い交流を

視野に入れ、関係機関をはじめ台湾に精通してい

る方々との連携も図りながら取組を進めてまいり

ます。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島との交流では、子どもを含めた人的交流

や特産品販売など、さらに充実した交流となるよ

う推進してまいります。

ふるさと会については、本市からの情報発信と

相互の情報交流に努めるほか、側面からの支援を

通じて人的・経済交流を図るとともに、会員の拡

大を支援するなど、活動の充実に向けて連携を強

化してまいります。

交流居住の推進については、本市の魅力や生活

環境の良さを知っていただくため、旧風連高校教

員住宅を改修整備し、活用した「お試し移住住

宅」の利用が好調で、うち１件が本市への移住に

繋がっています。このことから本年度は、さらに

１棟を改修整備し、道内外からより多くの方々に

本市での移住体験をしていただけるよう取組を進

めてまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

国の制度を活用し、昨年度は新規就農を目指し

ている方２人を農業支援員として委嘱し、現在、

風連日進地域において農業研修や地域貢献に従事

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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していただいているところです。本年度は、新た

に２人を委嘱し、地域を拡大してさらなる人材の

確保、育成と定住の促進に努めてまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

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、これまでの２

年間の成果を踏まえ、本年度からは１１市町村で、

負担金を拠出し、取組を継続することとなりまし

た。今後も、「住んでよし訪れてよしの天塩川王

国」を実現するために、地域づくり人材に資する

研修会を開催するとともに、首都圏での移住フェ

アに出展するなど、北海道遺産である天塩川を軸

とした広域連携と交流人口の拡大に努めてまいり

ます。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

本年３月に「新・名寄市行財政改革推進計画

（後期実施計画）」を改訂し、新たに推進項目を

追加するなどの見直しを行ったところです。今後

も、この計画に掲げた「簡素で効率的な行政運

営」、「健全な財政運営」、「市民と協働の行政

運営」の三つの基本方針とそれぞれの具体的推進

項目に基づき、行財政改革の推進に取り組んでま

いります。

なお、組織のスリム化に伴って職員の人材育成

が急務であることから、「新・名寄市人材育成基

本方針」に基づき、職員研修の充実と人事管理制

度の確立などに取り組んでいるところであり、特

に職員の意識改革や資質向上のため、道外先進地

における自主研修への新たな支援や（財）地域活

性化センターへの職員派遣を継続するとともに、

本年度は北海道と、新たに北海道経済産業局への

職員派遣を実施しています。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”

健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

市民の皆様が心豊かな人生を送るためには、で

きるだけ長く健康であり続けることが大切であり、

一人ひとりの健康づくりと社会的な支えが結びつ

いてはじめて活力ある社会が実現できます。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき、生活習慣病の発症そのものを防

ぎ、重症化予防の徹底により「健康寿命の延伸」、

「健康格差の縮小」を目指し、乳幼児期から高齢

期まで生涯を通じた健康づくりを推進してまいり

ます。

また、次期「名寄市高齢者保健医療福祉計画」

の策定に向けて健康づくりのニーズ調査を実施す

るとともに、「なよろ健康あるキング」の期間拡

大など、若い世代から健康への関心や、健康づく

りへの意欲をかき立てる施策の構築に取り組んで

まいります。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談をとおして、妊娠期から乳幼児期まで

一貫した支援体制の充実を図り、安心して子ども

を生み育てられる環境づくりに努めてまいります。

また、感染症予防に関する正しい知識の普及啓

発や予防接種の充実を図り、感染症予防の推進に

努めてまいります。

地域医療の充実

次に、地域医療の充実について申し上げます。

市立総合病院については、平成２６年度の診療

体制は、１６の診療科に４８人の常勤医と１０人

の初期研修医、合わせて５８人の医師によって診

療を行っています。入院病棟については病床機能

の分化による病棟再編準備期間として、本年４月

から一般科３００床のうち５０床を一部休床して

運用していますが、８月からは、急性期から回復

期に移行した患者のリハビリ治療の役割を担い、

在宅復帰を支援する「地域包括ケア病棟」として

再開できるよう、引き続き準備を進めてまいりま

す。

精神科病棟改築事業については、平成２５年度

末までに新館の建設を終え、５月から本格運用を

開始しており、本年度は事業最終年度として、６
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月から旧精神科病棟の解体工事及び外構、駐車場

整備工事を行います。

また、新館へ移転した外来診療科の空きスペー

スを有効に活用し、手狭となっている検査室や診

療室などの整備を行うとともに、外来患者の受診

環境を向上するため、６月から本館外来の改修工

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

皆様に御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協力

をお願い申し上げます。

医療サービスを安全に、かつ安定的に提供する

ためには、常に質の向上が求められます。平成１

１年１２月に、財団法人日本医療機能評価機構か

ら道内公立病院では初となる病院機能評価の認定

を受け、これまで２回の更新認定を受けてきたと

ころですが、今後も医療の質と安全性を確保する

ため、本年度に３回目の更新認定を受けるための

準備を進めてまいります。

今後も道北第３次保健医療福祉圏の地方センタ

ー病院として、医師・看護師をはじめとする医療

スタッフの人材確保に努めるとともに、圏域内の

限られた医療資源を最大限に活用して、引き続き

地域の病院や診療所と連携し、診療・看護体制の

充実を図ってまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、「子育て応援事業」や

「親子お出かけバスツアー」を継続するとともに、

昨年度から「遠距離通園（所）費補助金」の対象

を本市全域へ拡大し、子育て世帯の支援を行って

おり、今後は、乳幼児医療給付事業の独自拡大を

図り、子育て家庭を支援する環境づくりをさらに

進めてまいります。

平成２７年度からの子育て支援計画である「名

寄市子ども・子育て支援事業計画」については、

策定に向けて「名寄市子ども・子育て会議」にお

いて議論いただいており、地域の子育てニーズを

踏まえた計画策定に努めてまいります。

保育行政については、多様な保育ニーズに対応

し、きめ細かな保育事業を官民一体となって進め

てまいります。

障がい児福祉の充実については、「名寄市総合

療育センター」の施設名称を「名寄市こども発達

支援センター」に改め、平成２７年度からのサー

ビス利用に必要となる「サービス等利用計画」作

成のため、本年度「相談支援事業所」を設置し、

就学前児童について準備を進めるとともに、発達

の遅れや障がいのある児童とその家族が身近な地

域において、適切な計画相談・支援が受けられる

体制づくりを進めてまいります。

また、児童虐待などについては、個々のケース

に応じて関係機関と連携を図り、迅速かつ適切な

対応に努めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

誰もが健康で幸せに暮らせる地域社会の実現に

向け、市民や企業などと連携し、名寄市地域福祉

計画における基本事業の取組を進めてまいります。

また、消費税率の引き上げに際し、低所得者へ

の影響を緩和するための臨時福祉給付金事業につ

いては、速やかに対象者の皆様に給付できるよう

準備を進めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２６年度は、「名寄市第５期高齢者保健医

療福祉計画・介護保険事業計画」の最終年度にあ

たり、計画に基づく事業の推進を図るとともに、

次期の第６期計画策定の中で、団塊の世代が７５

歳を迎える１０年後の平成３７年を見据えながら、

高齢者の方々が住み慣れた地域において生活でき

るよう保健、医療、福祉及び介護が一体となった

施策の構築に取り組んでまいります。

また、名寄市地域見守りネットワーク事業につ

いては、協力いただける生活関連事業者の拡充と

ともに協力事業者との連携強化に取り組んでまい

ります。
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さらに、認知症の方やその家族の応援者である

認知症サポーターの養成に向け、市職員はもとよ

り市内の事業所や町内会に対しても積極的に養成

講座を実施してまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がいのある方が、安心で快適な生活を営める

よう、「第３期名寄市障がい福祉実施計画」に基

づき円滑な福祉サービスの提供に努めてまいりま

す。また、本年度は、計画最終年度となることか

ら、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援の提供体制に関する見直しを行い、第４期の

計画策定に向け、必要なサービスを計画的に見込

んでまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険事業については、本年度から国保

税の課税限度額が引き上げとなり、同時に所得の

低い被保険者の国保税の軽減が拡大されているこ

とから、改正内容について周知を図ってまいりま

す。

また、生活習慣病予防に重点を置いた特定健診

や特定保健指導を推進し、医療費の適正化に努め

るなど、国保事業の安定的な運営を図ってまいり

ます。さらに、高額療養費制度の見直しが予定さ

れていることから、必要なシステム改修を行いま

す。

後期高齢者医療制度については、本年度は、２

年ごとに行われる保険料改定年であり、被保険者

への十分な周知を図り、運営主体である広域連合

と連携を図ってまいります。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

循環型社会の形成には、ごみの発生抑制と減量

化を図り、その資源化に向けた取組など、廃棄物

の適正な処理が必要であることから、環境衛生推

進委員による分別指導や資源集団回収事業の推進

のほか、古着・廃食用油のリサイクルを引き続き

実施してまいります。

また、使用済小型電子・電気機器の再資源化を

図るため、小型家電の回収に取り組み、さらなる

循環型社会の構築を目指してまいります。

広域最終処分場の建設については、本年度、主

要施設及び関連施設の基本調査設計業務を実施し

てまいります。

消防

次に、消防事業について申し上げます。

住宅防火対策については、住宅火災による死者

の約７割が高齢者であることから、一般住宅や高

齢者世帯の防火訪問はもとより、町内会の会合な

どに積極的に出向き、防火講話や住宅用火災警報

器設置後の奏功事例を通じて、防火対策の重要性

を広め、火災による死者の発生抑止に努めてまい

ります。

消防・防災体制については、老朽化した消火栓

の更新を行い、地域の安全・安心の確保に努めて

まいります。

また、大規模災害における広域的活動に対応す

るため、消防・救急デジタル無線の整備を進めて

まいります。

防災対策の充実

次に、防災対策の充実について申し上げます。

市民の安全・安心を確保するため、防災訓練の

実施や自主防災組織の育成と拡充を図るとともに、

防災用応急資機材の充実・強化を進めるほか、近

年の自然災害の発生状況を踏まえ、地域防災計画

の見直しを必要に応じて検討するなどして、地域

の防災・減災能力の向上に努めてまいります。

本市周辺は、災害が少ない地域と言われていま

すが、治水対策は重要であることから、近年の集

中豪雨の例を参考に関係機関及び団体との協力連

携のもと、多様な自然災害に対処できるよう災害

に強いまちづくりを進めてまいります。
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次に、防災コミュニティ通信事業について申し

上げます。

昨年度実施したＦＭアンテナ発信点調査の結果

に基づき、災害・防災情報の確実な伝達を行うた

め、市役所庁舎や各町内会などに緊急防災ラジオ

を設置するとともに、地理的な要因による難視聴

を解消するための取組を進めてまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのために、

交通ルールの遵守や、思いやりのある交通マナー

の実践が主体的に行われるよう、交通安全意識の

高揚を図ってまいります。また関係機関・団体な

どと連携を深めながら、通年運動をはじめ、６期

６０日間の期別及び特別運動や、児童や高齢者を

対象とした交通安全教室など、交通事故の根絶に

向け幅広い運動を展開してまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

本市では、不審者による声かけや、つきまとい

など、子どもや女性を狙った事案が報告されてい

ます。また架空請求詐欺事件が発生し、市民が多

額の被害に遭うなど、地域社会に大きな衝撃を与

えています。市民がこうした事件や事故に巻き込

まれぬよう、関係機関や団体との連携のもと、犯

罪防止に向けた適切な情報提供を行い、市民の安

全・安心の確保に努めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者が正

しい知識を得られるよう適切な情報提供及び啓発

活動を引き続き進めてまいります。

また、広域消費生活センターとしての機能を十

分に果たし、多種多様な消費生活相談に対応でき

るよう、消費生活相談員の一層の資質向上を図り、

迅速な対応と適切な相談業務に努めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１２戸の建設、新北斗団地２棟８戸の住戸

全面改善、７棟２４戸の公営住宅の解体及び平成

２７年度着手分の実施設計を行ってまいります。

長寿命化型改善工事については、平成２５年度

の国の補正予算を活用して風舞団地２棟１６戸の

改修工事を実施するほか、平成２７年度着手予定

のノースタウンなよろ団地の実施設計を行ってま

いります。

また、地震から生命と財産を守るための耐震診

断、耐震改修に対する補助制度や相談窓口の活用

について、広く市民にＰＲしてまいります。

都市環境の整備

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、長寿命化計画に基づき名

寄公園、風連西町公園の老朽化遊具などの改修を

行い、安全・安心な遊び場や憩いの場を確保して

まいります。

また、新たに「ひと・ほし・環境にやさしい灯

り事業」として、市街地の街路灯の一部をナトリ

ウム灯に、通学路の防犯灯をＬＥＤに交換し、夜

空にもやさしい照明とすることにより、歩行者の

安全・安心の確保と管理コストの抑制を図るとと

もに、なよろ市立天文台をはじめ天体観測環境の

改善に努めてまいります。

上水道・簡易水道の整備

次に、上水道・簡易水道の整備について申し上

げます。

水道事業については、利用者に安全な水を安定

供給するために、老朽管更新事業として７路線の

老朽管を更新するほか、配水管網整備事業として

風連北栄１条線ほか１路線を整備してまいります。

併せて漏水調査を継続することにより、有収率の

向上を図ってまいります。

また、簡易水道事業は、智恵文中央地区簡易水

道施設の安定した水道水源を確保するため、改修

事業に着手し、新たな井戸の掘削を行ってまいり

ます。また、簡易水道統合整備事業については、
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風連、名寄間の送水管布設に着手してまいります。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、本年度、名寄下水終末

処理場における沈砂池機械設備の更新及び雨水管

渠豊栄川３号幹線の整備に着手してまいります。

また、管渠施設の長寿命化を図るため、基本計

画を策定し、安定した維持管理ができるよう努め

てまいります。

個別排水整備事業については、農村部における

生活環境向上のため、合併浄化槽１２基の設置を

予定しています。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線では、昭和通をはじめ西４条仲通ほか

３路線の整備を行い、このうち東１条通、風連西

町５丁目線については平成２６年度完了の予定で

す。

新規路線では、北１丁目通をはじめ、南１丁目

通ほか３路線の道路改良舗装工事に着手し、舗装

率向上に努めてまいります。

また、舗装路面の老朽化の進む幹線道路の２次

改築として風連東風連線、風連２１線について舗

装改築工事に着手し、安全で円滑な交通の確保に

努めてまいります。

総合交通体系

次に、総合交通体系について申し上げます。

「名寄市地域公共交通総合連携計画」に基づき、

本年度は、智恵文地区医療バスの運行を瑞穂地区

に延長するなど、バス路線維持対策を推進してま

いります。

また、コミュニティバスについては、昨年１２

月に東西乗継なしの「東西まわり」路線を導入す

るなどの見直しを行ったところですが、冬季にお

けるバス到着時間の遅れの改善や、交通空白地区

の解消といった課題もあることから、引き続き検

証、改善を図りながら、利用しやすい市街地バス

路線を目指し、実証運行を継続してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、雪を活かし雪に強いまちづくりの推進に

ついて申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境の確保や

生産活動を維持するために、車道４４３キロメー

トルの実施を予定しており、排雪については、道

路幅員確保と交通安全対策のための幹線道路及び

交差点を重点に排雪延長５６キロメートルの実施

を予定しています。また、スリップ事故防止対策

として、危険個所への砂の散布を行ってまいりま

す。さらに、効率的で効果的な除排雪体制とする

ために除排雪作業の近隣市町村との比較分析・研

究を進めるとともに、市道・私道除排雪助成事業、

排雪ダンプ助成の継続及び積上除雪や雪堆積場の

確保など除排雪水準の向上に努めてまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

農業・農村は、食料の安定供給はもとより、国

土や自然環境の保全など多面的機能を有し、国民

の暮らしにとって重要な役割を担っています。全

国的には担い手の農地利用は全農地の約５割を占

めていますが、農業従事者の高齢化、耕作放棄地

の拡大などの課題があり、国は構造改革をさらに

加速するため「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」を取りまとめ、農業を足腰の強い産業にして

いくために、農地中間管理機構新設、経営所得安

定対策並びに水田フル活用と米政策の見直し、日

本型直接支払制度の新設などの改革を打ち出しま

した。

本市においても農家戸数は減少傾向にあり、優

良農地の確保と耕作放棄地の解消が必要不可欠と

なっていることから、国の制度を注視し、関係機

関・団体との連携を強化のうえ、生産者との話し

合いを通じて、名寄らしい農業・農村の姿を見据

え、特性を活かした担い手育成支援策や産地づく

りを推進してまいります。
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また、商工業者と連携を図り、名寄産農産物・

加工品のブランド化、６次産業化の推進に取り組

むほか、有害鳥獣による農作物被害への対策など

を講じながら農業政策を展開してまいります。

「もっともち米プロジェクト」については、市

民との協働による「もち米の里なよろ」の形成を

目的とし、引き続き、市民の誇りづくり、もち食

文化づくり、もち米の新たなマーケットづくり、

プロモーション展開と名寄のファンづくり、これ

ら４項目を施策の柱として、関係機関をはじめ、

食や流通の分野などで活躍されている方のアドバ

イスもいただきながら、もち米の消費拡大と名寄

産もち米のブランド化に向けて取り組んでまいり

ます。

これら施策推進の基本となる「新名寄市農業・

農村振興計画」の実施計画の着実な実行に向け、

関係機関・団体との連携を強化してまいります。

現在関係国との交渉が進められている「ＴＰＰ

（環太平洋経済連携協定）」、一定の合意が図ら

れた「日本とオーストラリアのＥＰＡ（経済連携

協定）」については、農業を基幹産業とする本市

にとっては大きな影響が予想されることから、的

確な情報収集に努め、北海道をはじめ、関係機関

・団体との連携のもと対応してまいります。

食育の推進については、第２次「名寄市食育推

進計画」に基づき、市民、地域、行政及び関係機

関・団体の連携により、栄養や食に関する正しい

情報を提供するとともに、安全で安心な農作物の

地産地消を推進してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２６年産米の配分については、前年比９

７パーセント、１万 ８４７トンとなり、内訳で

は、もち米１万 ３８９トン、うるち米 ４５８

トンが示されており、良質米の生産に向けて取組

を進めます。

経営所得安定対策制度については、平成２６年

度で一部見直しが図られましたが、本年度も継続

した取組が行われることから、産地交付金等の有

効活用を図るなど、関係機関・団体と協力し、農

家経営の安定に努めてまいります。

次に、「人・農地プラン」について申し上げま

す。

「人と農地の問題」の解決は、国の農業政策の

基本となっていることから、平成２４年度に策定

した市の「人・農地プラン」のさらなる充実に向

けて、農業者の皆様との連携のもと取組を進めて

まいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水保全管理支払い交付金事業」について申し

上げます。

中山間地域直接支払事業は、名寄及び風連地域

においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不利地

における営農の継続と集落での共同活動が行われ

ており、第３期対策最終年となる本年度は、名寄

地域 ２０１万円、風連地域 ３１９万円を交付

する予定としています。

農地・水保全管理支払交付金は、本年６月に多

面的機能支払交付金への制度移行の予定であり、

９組織による共同活動支援として１億 ２２４万

円、８活動組織による向上活動支援として １６

６万円がそれぞれ交付される見込みとなっていま

す。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

関係機関・団体・農業者が連携し、高い技術に

根ざした体質の強い農業づくりを目指し、引き続

き営農技術指導体制の確立、地域適応試験及び実

証試験圃の設置、土壌診断など地域農業を支える

ための活動を行います。

また、薬用植物振興については、昨年度、名寄

市薬用作物研究会を立ち上げ、カノコソウの栽培

試験を実施しているところであり、本年度は農業

機械を導入して本格的な試験栽培を開始するとと

もに、生産者をはじめ官民一体となって事業を進

めてまいります。

さらに、７月１１日から１２日には、医薬基盤

研究所薬用植物資源研究センターとの共催で開催

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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する「薬用植物フォーラム２０１４」に併せて現

地観察会や市民公開講座を実施し、市内外に広く

情報発信してまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、駆除の実施時期を早

め、引き続き被害防止に努めるとともに、アライ

グマ対策についても駆除にむけて関係機関・団体

と連携し取り組んでまいります。

また、ヒグマ対策については、広報なよろなど

により、予防と安全対策の周知を図ってまいりま

す。併せて、出没箇所への看板設置など、住民へ

の注意喚起を図るとともに、警察などの関係機関

や団体と連携のもと、住民の安全・安心対策に努

めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

平成２６年度の平均乳代は税込みで１キロ当た

り５円４７銭の大幅な引き上げとなりました。

しかしながら、飼料穀物や配合飼料などの生産

資材価格の高止まりは続いており、酪農・畜産経

営は依然として厳しい状況にあります。このため、

飼料の自給率や生産性の向上を図るため、関係機

関や団体と連携し、経営安定に向けた取組を進め

てまいります。

また、本年度から３年間は優良後継牛対策事業

として、受精単価の一部を道北なよろ農業協同組

合との協調補助で支援してまいります。雌牛の生

産を増やし後継牛の増加による生乳出荷の拡大と

生産基盤の確立をめざします。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

昨年１月から新しい施設でのと畜業務が開始さ

れており、現在は、１日平均５５頭のと畜を行っ

ています。

今後とも、施設の衛生管理の向上と作業環境の

改善を図り、安全で安心な食肉の提供と併せ、畜

産振興による地域経済の活性化、雇用拡大に努め

てまいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

を図るため、農業生産基盤の整備、保全を推進し

てまいります。

国営事業では、「国営施設機能保全事業」風連

地区として、引き続き御料ダム、風連ダムの補修

及び機器更新と幹線用水路の施設補修が平成３３

年度まで実施されます。

道営事業では、「道営基幹水利施設ストックマ

ネジメント事業」忠烈布地区として、忠烈布ダム

の洪水吐きの長寿命化対策事業が平成２７年度ま

で実施されます。

「道営経営体育成基盤整備事業」では、新規事

業として風連東第１地区を５カ年事業として整備

を実施されます。また、名寄東地区では、引き続

き区画整理、暗渠排水、客土、用排水路などの基

盤整備を実施されます。

本市の事業では、「農道整備事業」智恵文北５

号西線の整備を進めており、平成２６年度の完了

を予定しています。さらに、新規事業として中名

寄７線沢道路を２カ年事業として整備してまいり

ます。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

カラマツをはじめトドマツなどの人工林は、伐

期を迎えており、豊富な森林資源は、木質バイオ

マス事業をはじめ、今後の需要拡大が期待できる

状況になってきています。

一方、森林は、地球温暖化防止など多面的機能

を持つ貴重な財産であり、森林資源の循環システ

ムを確立し、未来に引き継ぐ必要があることから、

今後も森林の健全な育成を図るため、市有林の維

持管理や造林を実施してまいります。

さらに、森林所有者の負担軽減と優良森林資源

の確保のため、「未来につなぐ森づくり推進事

業」、「民有林人工造林地除間伐事業」など、国

や道の助成制度を活用しながら民有林の整備を図

ってまいります。
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商工業の振興

次に、商工業関係について申し上げます。

本市においては、中小企業者などの自主的な努

力を基調として、高度化する地域経済社会に適合

する企業経営のために中小企業振興条例に基づき

必要な助成を行ってきており、この間、「利用者

にとって活用しやすい」、「現況の問題点を解決

するため」の制度改正を重ねてきました。しかし、

現状における本市商工業の実情や厳しい経済情勢

に対応するためには、将来のあるべき姿、行政、

経済団体、中小企業者の責務などを考慮した制度

として検討すべき時期に来ているとの認識を関係

機関と共有しているところです。

これらのことを考慮し、本市の既存支援内容に

はなかった「新たに事業を手掛ける起業」及び

「既存の中小企業等が別の分野に進出する新規事

業」など新たなビジネスの創造が本市で活発的に

展開できる環境づくりに向けた抜本的な条例の見

直しに向けて検討してまいります。

また、現行条例に係る支援内容については、移

り変わりの激しい景気情勢に的確に対応するため

に、条例見直しの検討と並行して関係機関とさら

なる連携を図り議論してまいります。

駅前交流プラザ「よろーな」については、昨年

のオープンから１年が経過し、立地条件の優位性

などもあり、多くの方々に御利用をいただいてい

ます。今後もサービスの向上を図るとともに、引

き続き改善に努めてまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

３月末日におけるハローワークなよろ管内の労

働市場の状況は、月間有効求人倍率が ０８倍で、

前年同月比で ２４ポイントの増、３０カ月連続

して前年同月を上回っています。

職業別有効求人倍率を見ると、特に建設業が

２９倍、専門技術職が ４１倍と突出して人材が

不足しており、一方で事務職が ３３倍、軽作業

が ３０倍と職が不足している状況となっていま

す。

市内建設業関係者から、特殊技能労務者の高齢

化や若年後継者不足が深刻な問題になっていると

の声が上がっており、福祉や介護職場についても

慢性的な人材不足による既存従事者の労働負担増

加など、各関係事業者から切実な要望をいただい

ているところです。

人材確保策の一つとして、大学・高校などの卒

業生確保に向けて、関係機関、学校関係者と連携

した取組について議論を進めてまいります。

また、企業の振興と安定、労働条件の改善、労

働力の確保と定着を目的に、市内企業従業員の雇

用実態を把握するため、隔年で実施する労働実態

調査を本年度実施します。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計

画では、３年目の本年度を「開花期」として定め

ており、道内外からの交流人口拡大に向けた名寄

版観光メニュー提供事業を展開することとしてい

ます。

具体的には、民間旅行会社によるツアー商品と

して定着しつつあるひまわり観光、ご当地グルメ

「なよろ煮込みジンギスカン」の市内提供店舗拡

大やＢ―１グランプリ全国大会出展によるさらな

る情報発信、東京都杉並区での物産販売などによ

る物産振興、近隣市町村との広域連携による教育

旅行受入の推進など、名寄市観光交流振興協議会

を中心に取組を進めてまいります。

また、合宿誘致に向けて、スポーツ施設や宿泊

施設の現状を調査、分析するとともに、本市にお

いて２０１７年３月に開催されるジュニアオリン

ピックや平昌冬季五輪、東京での開催が決まった

２０２０年夏季五輪などを視野に、アドバイザー

として有識者の招聘や監督、コーチのモニターツ

アーなどを実施し、関係部局連携のもと、取組を

進めてまいります。

なよろ温泉サンピラーについては、昨年度、休
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業を伴うボイラー施設改修を行い、市民の皆様を

はじめ多くの利用者に御迷惑をおかけしましたが、

より快適に利用いただける施設を目指し、引き続

き必要な整備を進めてまいります。なお、施設を

管理運営している名寄振興公社に対し、昨年度、

経営安定補助金を支出しているところであり、引

き続き経営の安定について指導してまいります。

また、スキー場及び温泉・宿泊施設の老朽化に

伴う改修・拡張などについては、日進地区再整備

基本構想を基に、中長期的視野に立って、市民の

皆様の御意見を伺いながら、具体的な改修計画を

立てて取り組んでまいります

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

大学教育の充実

次に、大学教育の充実として、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。

保健・医療・福祉の分野で地域社会を支える幅

広い職業人を養成し、地域や社会に貢献すること

を目指す大学として、教育環境の充実に努め、少

人数によるきめ細かな教育実践により、ケアの未

来をひらき、小さくてもきらりと光る魅力ある大

学づくりに努めてまいります。

社会福祉学科では本年度入学生から精神障害者

への専門的な援助を行う精神保健福祉士の養成課

程を開設し、福祉と医療の現場において複雑化す

るさまざまな課題に対応する専門職の育成を進め

てまいります。

施設の整備では、教育と学術研究の中心となる

大学図書館の整備に向けて、大学図書館棟基本設

計に基づき実施設計に着手してまいります。また、

本館体育館の屋根及びトイレ、学生会館出入口の

屋根など、老朽化による傷みが激しい箇所の補修

や改修について計画的に取り組んでまいります。

学生募集対策として、本年度は青森県と岩手県

において開催する進学相談会において名寄市立大

学の特色をアピールすることにより志願者の確保

を図るとともに、札幌市内を中心に書店を通じて

文庫本購入者に対しオリジナルブックカバーを提

供して知名度の向上を図ります。

学生の就職進路支援として、就職進路支援員を

増員し、相談業務の充実を図ってまいります。

また、北海道教育委員会が主催する小・中・高

等学校の教員を対象とした特別支援学校教員免許

の取得が可能となる認定講習を指導大学として実

施し、併せて免許法認定公開講座を開催すること

により、地域の小中学校教員や幼稚園教員の特別

支援学校教員免許取得率の向上やスキルアップの

機会を提供してまいります。

地域文化の継承と創造

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

（仮称）市民ホールについては、平成２７年５

月のオープンを目指し、建設工事を進めています。

「文化・芸術の拠点」「市民のコミュニティの醸

成の場」として利用しやすく、かつ効率的な管理

運営方法などについて検討・準備を進めてまいり

ます。

青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

放課後児童クラブ及び学童保育については、放

課後における児童の安全・安心な居場所づくりの

ために、民間を含め４施設が設置されています。

今後も、保護者の仕事と子育ての両立の支援も

含め、施設の適正配置や環境整備、運営面の改善

などに努めてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様並びに市民の皆様の御理解と

御協力をお願い申し上げ、平成２６年度の市政執

行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成２６年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） おはようございます。

Ⅰ はじめに
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平成２６年第２回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げます。

国においては、昨年度、改正教育基本法に示さ

れた教育の理念の実現に向けて、第２期教育振興

基本計画を策定しました。

その中で、社会を生き抜く力の養成や学びのセ

ーフティーネットの構築など、教育行政の基本的

方向性を示し、現在、教育委員会制度の見直しや

きめ細かで質の高い教育のための教員等の指導体

制の整備、社会教育推進体制の強化などの教育改

革を進めております。

また、北海道教育委員会では、「自立」と「共

生」を基本理念とした北海道教育推進計画につい

て、これまでの教育施策の成果や課題を検証し、

経済社会情勢の変化や教育改革の動向などを踏ま

えながら、今後、５年間を見通した施策項目の改

定や教育ビジョンの見直しを行ったところであり

ます。

名寄市教育委員会では、このような国や道の動

向を踏まえ、新名寄市総合計画後期基本計画のも

と、「心豊かな人と文化を育むまちづくり」を教

育・文化・スポーツ分野における基本目標として

関係部局や関係機関、団体等との連携を図り、市

民の期待と信頼に応える教育行政の推進に努めて

まいります。

以下、平成２６年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

本年度の学校教育については、平成２６年度名

寄市学校教育推進計画に基づき、学習指導要領の

理念である「生きる力」を育てるために、学校と

家庭、地域が一体となった教育活動の推進を目指

し、次の５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力の育成に努めてま

いります。

このため、教育改善プロジェクト委員会の取組

を一層充実してまいります。具体的には、児童生

徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、道教委の

チャレンジテストの効果的な活用、習熟の程度に

応じた指導の工夫改善、言語活動の充実、ＩＣＴ

の活用を含む日常授業の改善、学習規律の徹底や

家庭学習の充実を図ってまいります。

また、児童生徒の学習意欲や主体的に学習に取

り組む態度を育むため、天文台や学生ボランティ

ア等の地域の教育資源を積極的に活用してまいり

ます。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、実

践指定校の名寄小学校と近隣実践校である４つの

小学校及び４つの中学校が連携して、基礎学力保

障の取組などを一層進めてまいります。

このほか、今年度新たに、道教委の「ほっかい

どう学力向上推進事業」の拠点校に名寄中学校が

指定され、３か年計画で学力向上の取組を進めて

まいります。

今後も、教育改善プロジェクト委員会の取組と

道教委の指定事業である「学校力向上に関する総

合実践事業」や「ほっかいどう学力向上推進事

業」を連動させながら市内の小中学校が一体とな

った学力向上の取組を推進してまいります。

国際理解教育につきましては、外国人英語指導

助手や外国語指導講師を配置して効率的な派遣方

法を工夫したり、小学校外国語活動については、

各種研修会への参加や名寄市教育研究所の研究班

活動などを通して教員の指導力向上と事業改善に

努めてまいります。

キャリア教育につきましては、児童生徒に望ま

しい勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職
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場体験活動等を効果的に推進してまいります。ま

た、児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や

目標の実現に向かって学び続けることができるよ

う教育相談や進路指導等の充実に努めてまいりま

す。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成につきましては、規範意識や公

正な判断力、自他の生命を尊重する心などを育て

ることが大切なことから、道徳教育については、

道徳の時間を要として、豊かな体験を取り入れた

り、家庭や地域社会との連携を図りながら学校の

教育活動全体を通じて推進してまいります。

また、道徳教育推進教師を中心とした校内体制

を確立するとともに、地域の先人や文化等を題材

とした教材の作成・活用により道徳の時間の指導

の改善に努めてまいります。

生徒指導については、教師と児童生徒との信頼

関係を基盤として指導体制を充実させ、家庭や地

域社会及び関係機関等との連携を密にして進めて

まいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において策定した「いじめ防止

基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に基

づいて取組を強化してまいります。

なお、「いじめの問題の実態把握及びその対応

状況等調査」、不登校や非行等については「児童

生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」を実施し、早期発見、早期対応に努めるとと

もに、中学校３校に配置しております心の教室相

談員による教育相談の実施や、教育相談センター

の教育推進アドバイザー、教育専門相談員等との

連携により対応してまいります。

携帯電話などの利用による問題行動、薬物乱用

などについては、生徒指導連絡協議会や関係機関、

家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成につきましては、日常的に運

動に親しむ習慣や望ましい生活習慣を身につけさ

せることが大切なことから、縄跳びなど各学校の

特色を生かした「１校１実践」の取組や「早寝、

早起き、朝ごはん」運動等の充実に努めてまいり

ます。

また、スキーやカーリングなど地域の教育資源

を生かした活動や、チャレンジデーなど地域行事

への積極的な参加を促進してまいります。

本年度は、児童生徒の体力・運動能力、運動習

慣等の課題を克服するため、体育の授業の工夫改

善に一層努めてまいります。

フッ化物洗口につきましては、児童の口の健康

と虫歯予防のため、引き続き、全小学校で適切に

実施してまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校栄養教諭が授業や給食時に行う食育に関す

る指導では、児童生徒に食に関する正しい知識や

望ましい食習慣を身に付けさせるとともに、学校

給食を生きた教材として活用し、地産地消を含め

た指導の充実に努めてまいります。

また、学校給食では安全で安心な食材選びに心

がけ、地場産食材を積極的に使用することで地産

地消の推進を図るとともに、献立表や給食だより

「いただきたいむ」に、給食で使用する地場産食

材を掲載することで、地域で生産される農畜産物

を知ってもらうことや給食レシピを掲載し、家庭

の食卓でも利用してもらい、食育の推進が図られ

るよう取り組んでまいります。

毎年、名寄市立大学が実施する給食経営管理実

習学生の受け入れや、栄養学科学生への講義など、

引き続き大学との連携を図ってまいります。

学校給食センターは、改築後２２年を経過して

おり、施設や調理機器が老朽化していることから、

施設整備を年次的、且つ効果的に進め、安全で安

心した学校給食の提供に努めてまいります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま
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す。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るため、名寄市立大学との協定によるティー

チング・アシスタント事業を有効に活用したり、

特別支援教育学習支援員を増員するとともに、市

立大学や小中学校の専門的知識を有する教員で構

成する特別支援教育専門家チームによる巡回教育

相談の充実に努めてまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、名寄市の特別

支援教育について共通理解を図り、効果的な取組

を進めるため学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施いたします。また、個別の支援計画

「すくらむ」の普及促進を図るため、昨年度実施

した「すくらむ」の活用に関するアンケート調査

の結果などを踏まえ、様式や内容の改善に向けて

調査研究を進めてまいります。

（４）安全・安心な教育環境の整備

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

校区ごとに組織しています安心会議など地域住

民や関係機関と連携を図りながら、交通安全指導

や安全マップの活用による指導を行い、児童生徒

の通学路の安全確保に努めたり、「地域１１０番

の家」の協力や登下校時の見守りなどを通して不

審者への対応を行うなど、地域ぐるみで安全・安

心な教育環境づくりに努めてまいります。

名寄南小学校の校舎等の改築につきましては、

実施設計が終了し、本年度から本体工事に着工し、

平成２８年４月の供用開始に向け準備を進めてま

いります。

また、昭和５６年以前に着工された大規模な建

築物に対する耐震診断の実施と診断結果の報告が

義務化されたことに伴い、対象となる名寄中学校

と名寄東中学校の耐震診断を実施し、改修方法を

検討してまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育研究所の研究班活動、教育改善

プロジェクト委員会による全小中学校共同で行う

研修会はもとより、本年度新たな指定事業である

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」における教職員のマネジ

メント力を高める取組、指導主事の増員による生

徒指導等の充実、巡回指導教員による若手教員育

成の取組などを通して進めてまいります。

また、服務規律の保持については、教職員一人

一人が使命感や倫理観を持って職務を遂行できる

よう、道教委からの各種通知や服務規律ハンドブ

ック等を活用して校内研修を進めてまいります。

学校評価につきましては、各学校が重点目標の

達成状況等について評価する自己評価と、保護者

や地域住民等が学校の自己評価の結果について評

価する学校関係者評価を実施、公表して学校運営

の改善に生かしてまいります。また、学校評価の

重点目標と学校職員評価の自己目標を関連させる

などして、円滑な学校運営を推進してまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

本年度の社会教育については、平成２６年度名

寄市社会教育の重点に基づき、市民の皆様が生き

がいのある人生を送ることができる生涯学習社会

の実現を目指して、次の５つの重点的な取組を進

めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます。

本年度の市民講座では、生活課題や地域課題な

ど市民の学習ニーズの把握に努めながら、道民カ

レッジと連携した講座もあわせて実施してまいり

ます。

新たなグループやサークルの組織化及び活性化

のための支援事業「ジャックの豆事業」の奨励、



－19－

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

更には、既存団体への支援及び協力等を行いなが

ら、市民が自主的な学習に取り組めるよう努めて

まいります。

指定管理者制度へ移行し、２年目を迎える風連

地区の中心交流施設である「ふうれん地域交流セ

ンター（風っ子ホール）」の有効活用と地域振興

を目指し、指定管理者の民間活力を生かした賑わ

い創出事業等に協力するとともに、風連公民館を

活用した生涯学習事業の円滑な推進に努めてまい

ります。

市立名寄図書館では、生涯学習の情報の拠点と

して必要な図書資料等を収集し、市民の利活用を

図るとともに図書館機能の充実を図りサービス向

上に努めてまいります。

子どもの読書活動に関する取組としましては、

「赤ちゃんに読んであげたいおすすめ絵本」「３

歳～６歳向けおすすめの本」のリストを更新し、

保健センター、保育所、幼稚園などの関係機関に

配布して、本に親しめる情報提供や環境づくりに

一層努めてまいります。

また、一般市民や読み聞かせに関係する方々を

対象に研修会を開催したり、図書館と読み聞かせ

のボランティア団体との連携を図り、読み聞かせ

活動の推進に努めてまいります。

学校への読書活動支援としては、道立図書館の

市町村支援事業の活用を検討してまいります。ま

た、学校専用図書や団体貸出の利用促進、子ども

たちの読書意欲を高めることを目的とした、ブッ

クトーク事業を推進し図書館活動の幅を広げてま

いります。

次になよろ市立天文台について申し上げます。

なよろ市立天文台は、オープンから４年を経過

する中、名寄市民をはじめ全道、全国の多くの方

々に御利用いただくために、天文に関する情報発

信や利用者の利便性を高めるなど環境整備に努め

てまいりました。

本年度においては、北海道大学との連携により、

北海道大学の講師による天文教育講座の実施や天

文観測・研究に取り組んでまいります。

平成２３年度から実施しております「小学生に

よる小惑星発見プロジェクト」は、児童への宇宙

に対する夢を育てておりますが、他の新天体発見

体験も追加し幅広い年齢層を対象に実施してまい

ります。

本年２月、なよろ市立天文台と国立天文台石垣

島天文台との交流協定を締結しましたが、今後は

南端と北端の地の利を生かした星空交流や共同観

測等を実施し、相互の交流を深めてまいります。

また、「教育改善プロジェクト」の取組の一環

として、天文台の施設や移動式天文台車を理科教

育や総合的な学習の時間、体験学習などにおいて

積極的に活用いただけるよう学校との連携を図り

ます。

更に、夏休み時間の特別開館をはじめ、「きた

すばる星と音楽の集い実行委員会」との連携によ

り、インターネット放送等も活用した各種イベン

トを開催するなど、全国の方々に利用いただける

ような取組を継続してまいります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

本年度におきましても、優れた芸術文化を鑑賞

する機会の提供として、芸術文化鑑賞バスツアー

を実施するとともに、招聘事業につきましては、

引き続き実行委員会などを組織しながら取り組む

こととします。また、芸術文化を体験・発表する

場として、市民文化祭と連動しながら生涯学習フ

ェスティバルを開催いたします。

平成２４年度に策定しました第２次社会教育中

期計画において、文化振興条例の制定が推進方策

に示されたことに基づき、芸術・文化の継承、地

域文化の創造と振興を図るために本年度中に条例

を制定します。

（仮称）市民ホールの整備事業につきましては、

実施設計に基づき建設工事を進めており、平成２

７年５月のオープンを目指しております。今後は、
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「文化・芸術の拠点」として、また「市民のコミ

ュニティの醸成の場」として、市民や利用される

団体等の意見も伺いながら、利用しやすく、効率

的な管理運営方法の検討と運営体制や条例等の整

備に取り組んでまいります。また、名寄市全体の

芸術文化振興を図るため、引き続き見識者を文化

芸術アドバイザーとして委嘱いたします。

名寄市北国博物館については１９年目を迎え、

昨年１０月に開館以来入館者が延べ２５万人を達

成し、市内外の方々に多くの利用をいただいてお

ります。

本年度は、名寄市出身の力士 名寄岩関が生誕

１００年を迎えることから、波乱の相撲人生やエ

ピソードなど、若い世代に向けた記念展の開催、

また、昨年名寄出身の版画家 故木原康行氏の御

遺族から版画等の作品や原版、創作活動の道具な

どを寄贈いただきましたので、木原氏の画業を紹

介する回顧展を開催いたします。その他、これま

で集積された歴史的資料の活用や道内博物館と連

携を図り、郷土の歴史や自然を紹介してまいりま

す。学校教育の中では、総合学習、社会科、理科

の調べ学習や体験学習の教育資源としての活用な

どに対する支援、協力をしてまいります。

文化財については、市内に点在する史跡や文化

財を紹介する展示会や史跡めぐりを開催するとと

もに、長年受け継がれている地域の郷土芸能を広

く紹介し、理解を深める取組を行ってまいります。

これからも、地域に開かれた交流の拠点となる

施設を目指し、地域の情報を分かり易く発信する

展示会や各種講演会など魅力ある事業に取り組ん

でまいります。

（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着を支援するた

め、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を実

施するなど、親子のコミュニケーションや子ども

の発達課題に合わせた家庭教育支援事業を進めて

まいります。また、北海道教育委員会が行ってい

る「家庭教育サポート企業制度」につきましては、

今後も市内企業等への啓発を行ってまいります。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成２４年度に実施しました「市民のスポーツ

環境・意識調査」において、スポーツや運動の必

要性と継続性、機会や場の創出の大切さが指摘さ

れております。本年度も引き続き市民皆スポーツ

を目指して、スポーツ施設の整備や改修など環境

整備に努めてまいります。

第６２回を迎える憲法記念ロードレースは、市

内はもとより市外からも多くの方が参加いただけ

るよう、実施内容の改善を行ってきました。また、

一流選手による実技指導等のセミナーやアスリー

トとの交流事業、スポーツ推進委員等によるニュ

ースポーツの出前講座などを引き続き実施し、ス

ポーツ人口の拡大や技術の向上を図っていきます。

更に、体育協会、地域スポーツクラブなどと協力

して、スポーツ団体の充実や指導者の育成・確保、

各種スポーツ大会の支援などにも努めてまいりま

す。

風連地区では、平成２２年から芝整備を進めて

きた東地区運動広場パークゴルフ場が、本年度よ

り全面使用が可能となります。今後も各施設にお

いて、使いやすい施設を目指し、利用団体と協力

して整備や改修に努め、スポーツ振興を推進して

まいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

本年度も子どもたちが自然の中で学ぶ野外体験

学習事業「へっちゃランド」、友好交流都市であ

る東京都杉並区の子どもたちとの「都会っ子交

流」、更には、平成２４年度から始まりました杉

並区の小学生との冬季の自然体験交流事業を引き

続き実施いたします。また、子ども会育成連合会

などと協力して、様々な体験事業や育成者研修等

の事業に取り組み、青少年の健全育成や育成環境
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の整備に努めてまいります。

名寄市児童センター、風連児童会館については、

自由来館型の施設として、子どもたちが遊びやス

ポーツ、各種行事や体験活動を通して健康を増進

し、情操を豊かにするよう、また、安全安心な居

場所となるよう施設運営の充実に努めてまいりま

す。

放課後児童クラブについては、保護者の仕事と

子育ての両立を支援するとともに、放課後におけ

る児童の安全安心な居場所として施設運営の充実

を図り、児童の健全育成に努めてまいります。公

設の風連児童クラブでは、隣接する風連児童会館

を効果的に利用しながら、また、南児童クラブで

は利用希望者が増加傾向にあることから、低学年

と高学年の２教室での受け入れ体制をとりながら

安全性を確保し、きめ細かな運営を行ってまいり

ます。民間学童保育所に対しては、子どもたちの

安全安心な居場所となるよう環境整備、運営に対

しても必要な支援をしてまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が子どもたちの健全な育成に大き

な影響を及ぼすことから、各町内会からの推薦指

導員とともに巡視活動を行い、関係機関等からの

様々な情報を収集し、共有化を図るとともに、青

少年の問題行動の未然防止や適切な指導を行って

まいります。また、市内小・中・高等学校との協

力で青少年表彰、青少年健全育成標語の取組を実

施してまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話と面接で相談に応じてまいりますが、

ひきこもりの解消や日中相談ができない方のため

に夜間相談日を設け対応してまいります。相談内

容によっては学校との連携が必要となりますので、

各小中学校との情報交換にも努めてまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。不登校は本人だけの問題では

なく、学校や家庭を含む様々な要因が複雑に絡み

合って生じる傾向にあります。教育推進アドバイ

ザーを中心に学校や関係機関との連携に努め、相

談体制の充実を図ってまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

本事業は、平成２４年度から、小学４年生から

中学３年生までを対象に児童センター、市民文化

センター、風連地域交流センターを会場にして本

格実施してまいりました。

これまで、子どもたちの「自ら学び自ら考える

力」を育むなど所期の目的を達成し大きな成果を

上げてきたところです。本年度も、地域の教育経

験者などを生かし、自学自習の充実やテーマ学習

の工夫を図り、子どもたちにとって有意義な教室

となるよう努めてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２６年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

この自覚のもと、推進してまいりました地域に

根ざした教育の取組が実を結び、昨年度は、智恵

文小学校の自ら学ぶ力や地域を愛する心を育てる

教育活動が高い評価を得て、上川管内教育実践表

彰の栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に、

学校、家庭、地域社会との連携を深めながら、本

市の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいり

ます。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

なお、最後になりますが、５月８日付地元紙に

名寄市学校給食センターで過去に裏帳簿が存在し、

謝礼などを職員飲食に使用との報道がありました。

この間市民の皆様、市議会の皆様に大変な御心配
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と御迷惑をおかけしましたことに心よりおわびを

申し上げます。

記事が掲載された以降、事実確認のため内部で

調査を行ってまいりました。その結果、大学から

の実習生受け入れに対する謝礼など、本来公費と

して処理すべきところ、その使途の一部が職員の

飲食費などに充てられていた事実がありましたの

で、６月２日付で地方自治法第２４３条の２第３

項に基づき監査委員に対し賠償責任の有無などに

ついて監査を求めているところであります。今後

は、その決定に基づき速やかに対処してまいりた

いと思いますので、御理解をお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成２６年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

ここで１１時４０分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時２９分

再開 午前１１時３９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第５ 議案第１号 名寄市手数料徴収条例

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１号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

国は、農業の担い手への農地集積と集約化によ

り生産コストの削減を進め、農業の生産性向上と

競争力の強化を図るために、農地中間管理事業を

創設し、従来の農業経営基盤強化促進事業のうち、

農地保有合理化事業による農地の買い入れ、売り

渡しは農地中間管理事業として実施をすることと

なりました。このため、名寄市手数料徴収条例に

ついて所要の改正を行うものであります。

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１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１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６ 議案第２号

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市乳幼

児等医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、北海道医療給付事業を活用し、各市町

村が行っている乳幼児等医療費の助成について、

名寄市ではこれまで北海道医療給付事業の補助基

準と同じ基準で助成を行ってまいりました。本市

におきましては、市立総合病院で２４時間小児科

医を配置をし、近隣市町村にはない子育て世代が

安心して暮らせる環境を維持してまいりましたが、

北海道内では補助基準を上回る助成を行い、安心

して子供が医療機関を受診できる環境整備を推進

する自治体も増加をしてまいりました。現在国が

推進をしている子供、子育て支援の充実、この一

つとして名寄市乳幼児等医療費の助成の拡大を行

うため、本条例の一部を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２号については、質疑から採決までの議

事を６月２０日に延期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、議案第２号については質疑から採決ま

での議事を６月２０日に延期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７ 議案第３号

名寄市企業立地促進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３号 名寄市企業

立地促進条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本市は、これまで名寄市企業立地促進条例を制

定をし、市内経済の発展と雇用機会の拡大を図る

ために、市内に工場等を新設をする者等に対し助

成の措置を行ってまいりましたが、近年では助成

の措置を活用する企業は少なく、企業立地が進ん

でいない状況となっております。また、同条例は

全道各地と比較し、助成の対象となる工場等につ

いて優位性がない等の課題が生じております。本

件は、こういった状況を踏まえて、今後とも北海

道と連携をしながら地域の特性を生かした企業立

地を促進し、地域経済の活性化を図るため、同条

例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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三お尋ねを申し

上げます。

条例制定の趣旨の中で、全道各市と比較をされ

てその優位性がなくなってきているという課題を

認識をしながらの提案になっていますが、いわゆ

る企業立地条例の内容等について、名寄市が各市

との比較をしてどの程度の位置にあって、さらに

利用しやすい、あるいは企業立地の進出を活性化

させていくのかというところについて、まず１点

お尋ねをいたします。

２つ目には、いわゆる具体的な動きとも関連を

しての提案になっておられるのか、差し支えない

範囲でお聞かせをいただきたいと思います。

３点目、最後ですが、名寄市の市有地も含めて

進出予定地などは特定の用地を想定をされて確保

されてということなのか、全くそれは民間の動き

の中でのということなのか、３点について質問さ

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま御質問

いただきました企業立地促進条例の一部改正とい

うことで、どの程度の位置かということでありま

すけれども、これにつきましては道内いろいろそ

れぞれのまちで、状況としては名寄市のように一

定の業種に限定されたものですとか、幅広く業種

が広げられているもの等ございます。そういった

意味においては、道内においてはどの程度という

となかなか何番目とかということにはなりません

けれども、中程度以下にはなっているというふう

に思っております。そういう意味で今回の条例改

正におきましては、北海道との連携の中でそうい

った部分を解消しながら、条例改正をしたいとい

うふうに思っております。

また、本市では平成２３年１０月に企業立地促

進法に基づきまして地域における産業集積の形成

を目的とした名寄、下川、美深地域の基本計画が

国の同意を受けてスタートをしております。しか

し、この計画に基づく企業の立地の実績について

はございません。それと、この計画については平

成２９年３月までとなっておりますので、平成２
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９年４月以降の計画を更新をするということで、

今後この見直し作業が必要になってきます。こう

いったことから、本来であればこの計画の方針を

待って、この計画の内容を踏まえた中で本条例の

改正を行いながら、より積極的な企業誘致に取り

組むべきところではございますけれども、当面今

回の条例改正の内容をもって、それまでの間、こ

の間の企業立地の状況に鑑みながら条例改正を行

い、名寄地域の経済の活性化を図っていきたいと

いうものでございます。今後先ほどの基本計画の

方針に合わせまして、抜本的に改正を行いたいと

いう考え方でございます。

それと、進出予定地ということでありますけれ

ども、基本的には徳田地域にそういった地域が設

定をされておりますけれども、現状なかなか企業

進出が進んでいない状況にございます。そういっ

た意味でもこういった部分の整理をいたしながら、

今後企業が立地をしやすい環境を整えていきたい

という考え方でございますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ちょっとよくわから

ないのですけれども、聞いていると今回の提案は

条例の制定、改廃の狙いというのは北海道産業振

興条例の助成の動きだとか、あるいは管内の動き

のあるところも含めた事務的な、一時的な、暫定

的な対応の程度の感じがしまして、若干市長の執

行方針のもので、また代表質問でも触れますけれ

ども、中小企業振興条例の大きな見直しの動きだ

とか等はありますけれども、どうせやるのだった

ら、過去にも名寄市としては企業立地をして、来

ていただいて、経営がおぼつかなくて引き揚げて

いったという苦い経験もあるのですけれども、名

寄市の立地条件、交通、運輸、あるいは道内的な

位置の、地形的な位置もありますから、同じ線、

レベルで競争してあちこちで手を挙げて名寄にと

いうことも大変困難な問題を理解をしながら、や

っぱり企業立地促進条例の改正みたいのをしっか

り政策的な目的を持って提案をすることのもっと

知恵を働かせた提案はあってよろしいのではない

かと思いまして、どうも一時的な対応というより

も、これで何か期待、可能性として出るのかとい

うことで、あるいは名寄市の優位性をどうアピー

ルをしていくのかというあたりについてよく伝わ

ってこないのです。そこちょっと寂しいなという

感じがしておりまして、もう少しその辺について

動きをお聞かせをいただきたいなと思っています。

お答えになりませんでしたけれども、具体的に

名寄市の進出予定地みたいのを想定はされている

ということぐらいあってもよろしかったのではな

いかと思いますし、もうちょっとそこを積み込ん

だ、あるいは抜本的にというところあたりがどう

いうイメージで私ども受けとめればいいのか、せ

っかく東京なよろ会の皆さんの中でもいろいろ名

寄のことを御心配いただいたりということで、デ

ータセンターとか、ソフトウエア関係の企業の提

案なんかもあったりして、用地がなかなかこの寒

冷地だからゆえ、いい環境がありながらもまとま

った用地が提供できないというようなこと、いろ

んな経過もありますけれども、ちょっと促進条例

の一部改正の改廃の内容としては乏し過ぎるのか

なと思いますので、そこの辺についてもう少しお

聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今回の改正につ

きましては、名寄市の企業促進条例の適用を受け

なければ北海道の産業振興条例に基づく助成措置

といったものが受けられないといったようなこと

もございまして、その部分につきましては助成の

要件として名寄市の部分については投資額が ７

００万円を超えるというふうになってございまし

て、北海道のほうでは他市町村も含めてですけれ

ども、 ５００万円という部分がございます。そ

ういう意味では、名寄市のほうが若干、投資額と

しては ７００万円ということで、北海道とのそ
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ういう助成制度の中で連携がとれていないという

部分もございまして、そこは何とかそういう基準

を同じにして、名寄市の助成も受けながら、さら

には北海道の助成も受けられるといったようなこ

とで、企業が立地をしやすい条件を整えていきた

いというような中身がございます。また、助成の

対象となる施設につきましても改正案のとおり、

この間工場、ソフトウエアハウス、試験研究施設、

旅館等になっておりましたけれども、そういった

部分を広げた上で幅広い業種の方に立地をしてい

ただきたいという考え方で、今回の条例の改正の

提案となってございます。

また、先ほどございましたけれども、今回の条

例改正につきましては、暫定的な中身での改正で

はないかというような御指摘もございましたけれ

ども、先ほども御説明申し上げましたとおり、名

寄、下川、美深地域での基本計画というものがご

ざいまして、今後その計画の見直しが進められる

ということでございます。企業立地促進条例につ

きましては、その基本計画をもとに、この間それ

を踏まえた上での条例改正というものを考えてお

りまして、そこの中でその基本計画とあわせた中

での条例改正というものを、できれば基本計画が

２９年４月ということになっておりますので、そ

の後にそういった計画を立ててまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただけれ

ばというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 道の基準、名寄市が

道と同じ、北海道の施策と名寄市の施策が合体を

しながら、できるだけ企業に来ていただきたいと

いうことについては理解はするけれども、同じ一

時的な提案にしてももう少しやっぱり企業立地、

本当に本格的にということ、あるいは過去の失敗

だとか、名寄市の優位性をどう説明していくのか

という、アピールをしていくのかというところの

イメージぐらい議会に伝わる準備はしっかりやっ

てもらうことが重要かなというふうに思いますの

で、民間出身の市長としてもそれについて、この

条例提案をされたのは市長なのですけれども、ど

ういうイメージをいわゆる今後の抜本的な改正に

つなげていこうとされているのか、まずお聞きし

て終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の企業立地促進条例

については、お話のあったとおり今できる段階で

やれることをしっかりやっていこうというスタン

スです。その中で執行方針でもお話ししたとおり、

今後中小企業振興条例も含めて抜本的な見直しを

商工会議所等を含めてしっかりとやっていくとい

うことでありまして、これをさらに議員がおっし

ゃられるようにいろんな特色だとかをブラッシュ

アップをして、この企業立地促進条例をさらにま

た進化をさせていくということでのあくまでも一

過程だというふうに御理解をいただきたいと思い

ます。今の中でできることで、やっぱり名寄市で

も今の条例では非常に足りない、不足していると

いう中で、まずは北海道の歩調としっかりと合わ

せる中で、今薬用植物だとか１次産業を含めてい

ろんな動きをしている中で、その可能性をできる

だけ今できる範囲の中でしぼめないように条例改

正をさせていただいて、その中でこの１年しっか

りと中小企業振興条例も含めて、会議所やいろん

な関係諸団体と協議をする中で、新規企業や企業

立地をさらに名寄市の特色を生かして進めていく

ことを議論していきたいと、こういう二段構えの

スタンスということでありますので、ぜひ御理解

をいただきたいと思います。

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。
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（「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３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３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５７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第８ 議案第４号 名寄市生きがいホビー

センター条例の廃止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４号 名寄市生き

がいホビーセンター条例の廃止について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市生きがいホビーセンターは、建設から３

４年が経過をし、老朽化が著しく利用者に御不便

をおかけをしておりましたが、今般名寄市民文化

センター及び名寄市総合福祉センターに各講座を

移転することで利用者各位との話し合いが調い、

名寄市生きがいホビーセンター運営委員会におい

ても講座の移転と建物の廃止の了承が得られたこ

とから、名寄市生きがいホビーセンター条例を廃

止しようとするものであります。

なお、講座の運営につきましては、名寄市生き

がい講座事業実施要綱、仮称でありますけれども、

を制定をし、運営に意を配してまいります。

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４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４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５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５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、今年度中の解散を目指しております名

寄市土地開発公社保有地２筆 ２０ ４１平方メ

ートルを ２５３万 ９４１円で取得をしようと

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。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 提案については受け

とめますけれども、取得後の利用目的等について

考え方をお聞きをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今土地開発公社から

の市が土地を買い戻したときの目的ということで

ありますけれども、これについては今回今年度買

い戻しの中の一番大きな土地については旧営林署
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跡地がございますけれども、ここにつきましては

この間も説明をしてきていますように、北海道警

察に対して名寄警察署の移転候補地として要請を

してきてございます。一昨年から具体に要望書な

ども出して建築、改築の促進を要望しているとこ

ろでございますので、１点についてはそういった

ところで進めていきたいというふうに考えてござ

います。

また、残りの土地についてでございますけれど

も、これについては今現在手挙げ等はございませ

んけれども、ホームページ等での土地の紹介ある

いは広報紙等でも紹介してございますけれども、

個人からの照会等もございますので、今後ともＰ

Ｒを進めながら土地の処分に向けて努力をしてま

いりたいと考えてございますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） わかりました。

開発公社の解散の関係ですから、理解はしてい

るのですけれども、いわゆる営林署跡地の関係、

北海道の事情や何かもあって、議会にもどの年次

でというところまではなかなか聞こえてこないの

ですけれども、これは近隣の警察署等々の関係な

んかも当然あるでしょうけれども、その辺につい

ては一定の時期を目途に、相手が道ですから、か

ねてから名寄市の計画についてどの程度御理解を

いただいているのか、差し支えない範囲で教えて

いただきたいと思います。もう一筆のほうについ

ては、できるだけ処分するということで受けとめ

ますけれども、お答え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） 具体的な時期につい

ては、道警のほうでも今改築については財政難の

折から控えていると言ったら変ですけれども、な

かなか進まない状況にあるということであります

ので、具体的な年次については今ここで申し上げ

ることはできませんけれども、先ほど一昨年から

要請しているというふうにお話をしていますけれ

ども、これにつきましては道議の御協力をいただ

きながら、加藤市長もみずから道警のほうあるい

は道の関係部局に要請に回ってございますので、

そういった努力をして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） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 地元道議も十分関係

ある該当の部分でありますので、相当汗をかいて

いただいているのではないかと思いますが、地元

道議と名寄市の関係についての経過について最後

にお聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この件については、中野

道議ともよく相談をさせていただいて、今まで口

頭で説明してきたものは文書できっちりと要請を

していくということで、それぞれ御対応いただく

ことも含めて道議の力をおかりをして、この間も

要請活動を続けています。北海道の財政非常に厳

しく、特にこうした新しい施設の建築に関しては

なかなか進んでいかない状況もお聞きはしている

のですけれども、一方で道内で最も古い警察署の

一つである帯広市の警察署の調査費というのです

か、調査費予算がついたということも、昨年度だ

ったと思いますが、新しくついたということで、

今までも全く凍結状態だったものが少し事情が変

わりつつあるというふうにもお聞きをしています。

今後耐震の問題とかも含めて、さまざまなそうし

た懸案事項もありますので、引き続きここは地元

の声を要請をしていくということになるのかなと

いうふうに思っていまして、時期はなかなか明言

することが難しいですけれども、しっかりと要請

活動を続けていきたいということで、ぜひ皆さん

にも御理解と御協力をいただきたいと思います。

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。
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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１０ 議案第６

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６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、名寄市学校給食センターで使用してい

る蒸煮冷却機につきまして、平成３年の稼働から

２２年が経過をし、老朽化し、修理不能となった

ことから更新をしようとするものでありまして、

本年５月２７日に３社による指名競争入札を執行

した結果、北昭産業株式会社が ６７５万円で落

札をいたしました。本件は、これに消費税及び地

方消費税２１４万円を加えた ８８９万円で契約

を締結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。議案第６号は、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１１ 議案第７

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７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２５年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに４

億 １１４万 ０００円を追加をし、予算総額を

２０９億５７９万 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

総務費の減債基金積立金 ５００万円の追加は将

来における公債費の償還に備えるため、公共施設

整備基金積立金 ４００万円の追加は将来の老朽

化施設の改修に備えるため、また地域の元気臨時

交付金基金は国の経済対策として交付された地域

の元気臨時交付金、これをそれぞれ積み立てるも

のであります。

４款衛生費の市立総合病院整備基金積立金 ０

００万円の追加は、市立総合病院における人材確

保に要する経費への繰出金の財源として積み立て

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。１１款地方

交付税の２億 ４９５万 ０００円の追加は、普



－29－

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

通交付税で調整分が再計算をされたこと、また３

月に交付決定された特別交付税が増額となったこ

とによるものであります。

１５款国庫支出金、地域の元気臨時交付金５億

７１０万 ０００円の追加は、平成２５年度にお

いて最終的な交付額が決定したことによる調整と

して計上しようとするものであります。

１８款寄附金の一般寄附金１１０万 ０００円、

ふるさと納税寄附金２万円、教育費寄附金 ００

８万 ０００円、合計で １２０万 ０００円の

追加は、市民の皆様からいただいた７件の寄附金

でございます。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の３億８９

５万 ０００円の減額は、特別交付税の増加など

により財政調整基金への繰り入れを取りやめるも

のであります。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業４棟目の事業費及び

財源内訳を変更するものであります。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか１３事業を変更するもので

あります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、同条第３項の規定により報告を申

し上げ、承認をお願い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。

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７号は承認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１２ 議案第８

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８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２５年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ７４６万

０００円を減額をし、予算総額を３４億 ２２

０万 ０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

総務費では２８１万 ０００円を減額をし、２款

保険給付費では出産育児一時金について４６５万

円を減額しようとするものであります。

次に、歳入につきましては、１款国民健康保険

税では課税額の減少に伴い３９４万円を減額をし、

３款療養給付費交付金では交付金の確定により９

１５万 ０００円を減額をし、同じく４款前期高

齢者交付金で８８万 ０００円を減額、８款繰入

金では一般会計繰入金５９１万 ０００円と基金

繰入金 ３１７万円を合わせて ９０８万 ００

０円を減額しようとするものであります。

また、２款国庫支出金では各種補助金、交付金

の確定に伴い総額 ６３６万 ０００円を増額、

同じく５款道支出金で ８９３万 ０００円を増

額、１０款連合会支出金では超高額医療交付金の

交付決定により２９万 ０００円を増額するもの

であります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ
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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８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８号は承認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１３ 議案第９

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９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２５年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でございます。

保険事業勘定におきましては歳入歳出それぞれ

４９２万 ０００円を減額をし、予算総額を２２

億 ２５１万 ０００円に、サービス事業勘定・

名寄におきまして歳入歳出それぞれ３５４万 ０

００円を減額をし、予算総額を２億 ６０３万

０００円に、サービス事業勘定・風連におきまし

て歳入歳出それぞれ４３万 ０００円を減額し、

予算総額を ９４８万 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。６款諸支出金では、支払基金への返納

金の減により４９２万 ０００円を減額しようと

するものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金の調整交付金が増額になったことから、８款

繰入金の介護給付費準備基金繰入金を １６６万

０００円減額しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連におきましては、それぞれ事業費の

精算に伴う減額を行おうとするものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、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９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９号は承認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１４ 議案第１

０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１０号 専決処分
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した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成２５年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ７６万 ０００円を減額をし、予算総

額を１１億 ７８１万 ０００円にしようとする

ものであります。

まず、歳出から申し上げます。１款下水道事業

費では、公共下水道工事費及び終末処理場管理事

務費の確定に伴い７６万 ０００円を減額しよう

とするものであります。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債を９０万円減額をし、４款繰入金で

１３万 ０００円を増額をし、収支の調整を図ろ

うとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、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１０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１０号は承認することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

１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１１号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成２５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係る専決処分であり

まして、歳入歳出それぞれ１２５万 ０００円を

減額をし、予算総額を ９５１万円にしようとす

るものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では、浄化槽設置工事費の確定に

伴い１２５万 ０００円を減額しようとするもの

であります。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より５款市債を７０万円減額をし、３款繰入金で

５５万 ０００円を減額し、収支の調整を図ろう

とするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、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。
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これより採決を行います。

議案第１１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１１号は承認することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

２号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２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、市長選挙のために当初予算に計

上できなかった政策的な経費と公共施設の補修な

ど臨時的経費を補正しようとするものでありまし

て、歳入歳出それぞれに３億 １４１万 ０００

円を追加をして、予算総額を２２４億 ７６１万

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情報化推進事業費 １１９万

０００円の追加は、運用後約５年を経過をした

名寄市ホームページの更新を実施をしようとする

もので、スマートフォンでの閲覧を可能とするほ

か、使いやすさやデザインの見直し等を行い、使

用者の利便性向上を図る経費の計上などでありま

す。

３款民生費におきまして乳幼児等医療給付事業

費８２０万円の追加は、従前北海道基準に従った

乳幼児等医療助成を実施をしておりましたが、国

の子育て支援への拡充を踏まえ、就学前児童及び

小学生への医療給付事業を拡大しようとするもの

であります。

８款土木費におきましてひと・ほし・環境にや

さしい灯り事業費 ００３万円の追加は、老朽化

をし照度が低下をしている大通街路灯及び市内通

学路での防犯灯更新をしようとするもので、防犯

灯では長寿命のＬＥＤに切りかえることで拡散を

しない下向きの光の確保と電気代など維持管理経

費の削減を図るものでございます。

１０款教育費におきまして（仮称）市民ホール

整備事業費 ６２２万 ０００円の追加は、（仮

称）市民ホールに配備をされる音響設備、照明設

備及びフルコンサート仕様のピアノ購入等に係る

経費を計上しようとするもので、財源として地域

の元気臨時交付金基金繰入金のほか、平成２５年

度に寄附をいただき基金に積み立てを行った文化

センター大ホール建設基金繰入金を充当しようと

するものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整をいたしました。

１款市税におきまして固定資産税で家屋や償却

資産の増加などにより ２００万円を追加しよう

とするものであります。

１５款国庫支出金におきまして総務費補助金

６５０万円の追加は、過疎地域の魅力ある地域づ

くり事業に対する交付金である過疎地域等自立活

性化推進交付金で ０００万円を、地域経済への

支援として交付をされるがんばる地域交付金で

６５０万円をそれぞれ見込みました。

１９款繰入金で公共施設整備基金繰入金 ５７

０万円の追加は、老朽施設改修の財源として名寄

市立大学振興基金繰入金４７０万円の追加は大学

での備品購入に係る財源として、地域の元気臨時

交付金基金繰入金 ４００万円の追加は（仮称）

市民ホールでの備品購入のほか施設改良の財源と

して、財政調整基金繰入金１億 ７５４万 ００

０円の追加は財源調整としてそれぞれ取り崩しを

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、名寄市

下多寄線デマンド運行業務委託料ほか１件を追加

しようとするものであります。
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次に、第４表、地方債補正では、事業費の変更

などにより、解体整備事業ほか２事業を追加、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。よ

ろしく御審議を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１２号については、質疑から採決までの

議事を６月２０日に延期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１２号については質疑から採決

までの議事を６月２０日に延期することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

３号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３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制度

改正によるシステム改修のため補正をしようとす

るものでありまして、歳入歳出それぞれ２６万

０００円を増額をし、予算総額を３３億９３８万

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款総務費

では、制度改正に伴うシステム改修費用の追加及

び需用費の減額と合わせ総額２６万 ０００円を

追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。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

として制度改正によるシステム改修費用の２６万

０００円を増額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） お諮りいたします。

議案第１３号については、質疑から採決までの

議事を６月２０日に延期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１３号については質疑から採決

までの議事を６月２０日に延期することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

４号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４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 ４２２万 ０００円を追加をし、

予算総額２２億 ５７４万 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。消費

税率の上昇に伴い介護報酬が ６３％改定をされ

たことにより２款保険給付費を増額し、２１億

９７７万 ０００円に、地域支援事業の追加によ

り３款地域支援事業費に１０６万 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。保険給付費

及び地域支援事業費の増加に伴い４款国庫支出金

に６３２万 ０００円、５款支払基金交付金に３

８１万 ０００円、６款道支出金に２２３万 ０

００円を追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１４号については、質疑から採決までの
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議事を６月２０日に延期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１４号については質疑から採決

までの議事を６月２０日に延期することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

５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１５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。

職員の給与については、行財政改革推進計画に

基づいて、平成１９年１月１日から平成２６年６

月３０日まで独自削減と役職加算の凍結を行って

きております。しかし、地方交付税については、

平成２８年度から合併算定がえの減額が始まり、

平成３３年度からは合併算定がえが終了すること

により６億 ７００万円が減額となり、財政状況

が厳しくなると予想をされることから、昨年７月

に職員労働組合に対して給与制度の見直しについ

て申し入れを行い、行政職給料表の適用者に対し

て国の制度に準拠した職務職階給の明確化及び平

成１９年１月の地域給の導入による職員間の給与

に差が生じていることについて統一を図るために

この間協議を進めてまいりました。このたび５月

２７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。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市の職員の給与に関

する関係については、基本的に議会もこれまでは

労使の結論に基づいてそれを尊重してきたところ

でありますけれども、それぞれ精力的に交渉され

た結果として受けとめさせていただきますけれど

も、それにかかわって何点かお聞きをしたいと思

います。

これ可決をされて、今年度の実施は１月１日か

ら３カ月、あるいは来年度以降もずっと踏襲をさ

れるわけでありますから、参考までにお尋ねをい

たしますけれども、今年度における財政効果、そ

れから合併１０年、あと今年度、来年度で丸１０

年ということで、そこの節目の段階での財政効果、

それから合併の算定がえなども含めて、３３年こ

ろの財政効果などを含めて、職員の人数等々の変

化も多少はこれからも出るでしょうけれども、数

字的な押さえをお知らせをいただきたいと思いま

す。

２つ目には、それぞれ数百人単位で名寄市全体

としてはまさに自衛隊も含めて大企業、大集団で

ありますから、それは地域経済にも大きな影響、

支えてきたことの現実からして、これが公務員が

名寄市も全体的に国家公務員も含めて減ってはき

ているといえども所得階層でいくとかなりの高目

の中から上のほうに位置する人たちの関係もござ

いますから、地域経済への影響だとか、今年度ば

かりでなくて将来的にその影響あるいは市民税へ

の影響などについて数字的にお知らせをいただき

たいと思います。

３点目は、市長を先頭に名寄市の行政を職員と

一緒になってそれぞれ市民の生活の満足度を高め

るために努力をいただいているわけなのですが、

どの企業でも賃金が下がる、あるいは労働条件が

下がるということになると、当然官民問わずモチ

ベーションの低下だとか、あるいはそれぞれ人生

の生活設計等もあるわけでありまして、いわゆる

生涯賃金としてどれだけの影響が出るのかという

ことなどについて少しくお知らせをいただきたい

と思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今３点にわたって御

質問をいただきました。今回の給与の見直しに当

たっては、当然結果として財政効果が出るという

ものでありますけれども、当初より幾らの額を生

み出すためにこの給与改正をしたという分ではな

く、あくまでもこの間も国の制度の中での運用で

ありましたけれども、職務職階制度を明確化にす

ることによって、より国に準拠した形にしたとい

うのが１つと、もう一点につきましては、この間

平成１９年１月１日以降職員の給与に格差がござ

いましたので、ここについての是正を図るという

のが今回の大きな柱として改正をさせていただい

たものということでございます。その上で、今回

１月１日から施行でどの程度の削減効果、あるい

は１０年、合併のところということでありますけ

れども、これについては職員それぞれが採用区分

が違ったり、採用年次が違ったりというようない

ろんな条件がございまして、一人一人積み上げて

いかないとなかなか削減効果が出ないということ

でございますので、きょうの段階でそこについて

お示しすることについては少し難しいということ

で御理解を賜ればというふうに思います。

次に、地域経済の影響についてでございますけ

れども、ここについても今申し上げたように削減

率が出ていませんので、明確に申し上げることは

できませんけれども、これはあくまでも何例かサ

ンプルでシミュレーションしたところでいきます

と、９月１日以前、以後で新卒でストレートに入

ってきて、係長で一生終わった場合のシミュレー

ションでありますけれども、それでいきますと１

人当たり生涯賃金でおおむねですけれども、３０

０万円程度減少するということが見込まれるかと

思います。これについては、あくまでも概数とい

うことで捉えていただきたいと思いますけれども、

これでいきますと勤務年数が仮に４０年とします

と、生涯で３００万円ですから年間でいくと七、

八万円ぐらいになるかと思いますので、そういっ

た意味では地域経済への影響という部分でいきま

すとないということは言えませんけれども、年間

七、八万円の分でございますので、職員というこ

ともありますので、できるだけ地元消費に努めて

いただいて、経済効果については下がらないよう

な形で職員も努力をしなければいけないのではな

いかなというふうに考えてございます。

最後に、モチベーションの低下と生涯賃金とい

うことでありますけれども、生涯賃金については

今お話ししましたように一つの例をとると生涯で

３００万円ぐらいということであります。また、

モチベーションの低下ということでありますけれ

ども、ここについては確かに給料が下がることに

よってのモチベーションの低下というのがあると

思うのですけれども、これは職場の環境ですとか、

あるいは今職員研修を含めて行っていますけれど

も、そういった部分も含めて職員のモチベーショ

ンについては維持をしてまいりたいと考えてござ

いますので、御理解を賜ればと思います。

以上でございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 済みません。市民税

の影響のところが抜けておりましたけれども、今

のところ一例のサンプルを用いての試算だけでご

ざいますので、市民税の影響についてはまだ試算

してございませんので、ここにつきましても先ほ

どの個々人の削減額が出た段階でシミュレーショ

ンさせていただきたいと思いますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） しっかり数字を押さ

えて、それは年齢幅も相当ございますし、概算と

して平均的に、当然労使でやりとりするときには

そのぐらいの数字は出しながら削減への理解を求

めてきているのでないかというふうに思っていま

すので、今のことでは１回目のお答えにはちょっ

となっていないのです。議長ちょっと精査をいた



－36－

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

だきたいと思っています。

市民税についてもあえて何千万円、何百万円単

位ではなくて、合併算定がえで６億 ０００万円

ほどになるという数字がずっと出ているわけで、

市の職員がみずからの給与削減に本来的にはそれ

は理解できなくても財政全体的な行革絡みも含め

てやむなく妥協しながら労使の一つの結論に達し

ていることについては理解をしておりますけれど

も、十分市民にも見えるように、職員の汗と血を

どのぐらいまで出してもらって、さらに従前以上

の仕事をしていただくという、そういうところを

しっかり見せないと、いわゆるモチベーションや

不満も含めて当然人間として出るわけで、議会で

それを答えられないというのはちょっと私も納得

できないのです。労使の結論については基本的に

は尊重します、これはこれからも含めて。だけれ

ども、十分効果について、納税部分が下がったり、

地域経済の関係も含めて、モチベーションの関係

にはいろいろ環境整備だとか研修だとかというよ

うなばふらっとしたような答えでも多少理解でき

ないわけでないけれども、一定の数字については

しっかり押さえた上で、その努力の成果を見据え

ていただくように、これは議長、ちょっと精査し

てお願いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 昨年までやっていま

した独自削減の関係は、今回は７月以降やらない

という提案です。当然これは、職員給与の関係に

も一定の配慮はさせていただいています。昨年ま

ででいいますと、市長、私たちも含めて大学の先

生も全部含めて独自削減の影響を受けたところに

ついては１億 ６００万円という影響が出ていま

す。単純計算しますと、そのうち職員に係る分と

しては１億 ０００万円ぐらいかなと思っていま

す。それを６カ月間独自削減をやめて、来年の１

月から昇給調整による是正をするものでありまし

て、この辺につきましては先ほどからも総務部長

言いましたように細かいシミュレーションについ

てはピックアップ方式で生涯賃金にこのくらいの

差は出るということでお話しいたしましたけれど

も、一方では独自削減を６カ月間やめるというこ

との職員に対する一定の配慮もしておりますので、

ぜひ御理解を賜りたいと思っています。

それから、給与制度の関係につきましては職務

職階制も含めて国とぴったり合っているかどうか

ということについてはそれぞれ組合と交渉しなが

ら進めてきましたので、この辺については地域の

実情を見ながら、地域の民間等の状況も勘案しな

がらいろんな協議を行ってきましたので、単純に

何百人もいる職員に対しての独自削減をやった場

合については機械的に幾ら幾らということは時間

をかければ出ますけれども、市民税への影響等に

ついてもあくまでもピックアップ方式でしか、個

々の生活状況なり所得の状況とか控除の状況も変

わってきますので、これについてはこの場で求め

られても相当厳しいのかなと、こんなふうに考え

ておりますので、決して一方的に給与を削ったの

ではなくて、独自削減を廃止しながら、将来に向

かって来年の１月以降の昇給調整で国に準拠した

形の給与制度に見直しをしようということであり

ますので、ぜひ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） 今後の運用の幅はそ

れぞれやりとりもあるのでしょうけれども、私も

概算で電卓を置きますとやっぱり比較対照になる

数字が避けられない合併算定がえの６億 ３００

万円という数字と比較しても、それを超える数字

に蓄積していけば地域給の導入、統一によってそ

の効果があらわれるのではないかという認識を持

っておりますから、特に市の職員ばかりではなく

て自衛隊員あるいは国家公務員等との関係も含め、

名寄は公務員の比率が非常に他のまちから比べる

と大きいことは明らかなわけで、それは当然いわ

ゆる所得税や住民税への影響がその中で出てくる

わけでありますから、それらの数字を少し精査を

いただいて、改めて市民にも見えるように労使の
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努力についてちゃんと情報公開をしていくべきだ

というふうに考えております。

もう一つお答えをいただきますが、もう一点は

やっぱり本来地方公務員といえども、いわゆる国

が国家公務員に準拠させるようなことでの、財政

破綻に近い今の国家の状況ではあるのですけれど

も、その独自性を侵してまでという基本的な考え

についてお持ちではないと思いますが、十分それ

は民間だとか国全体や他市町村の動向なんかも総

合的に判断をするということについては当然ある

でしょうけれども、基本的な押さえとしてはそこ

は副市長、今どのようにお考えか、しっかり丁寧

に説明をいただくことが大切なことではないかと

いうふうに考えていますから、改めてお答えをい

ただいて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私は、職員に合併算

定がえに対応するためにほかの市よりもかなり行

革の推進も含めて厳しい職員の削減について合理

的な削減をしましょうということで、組合ともこ

の間協議をさせてもらいまして、相当の財政効果

を上げたのではないかと思っています。その一方

では、議員の皆さん方からも職員をあんなに削り

過ぎて将来大丈夫なのか、国の行政はかなりさま

ざまなものが機関委任事務からどんどん、どんど

ん下のほうに仕事が下がってきていますので、こ

ういう分については職員の組織のスリム化をしな

がら、いかにレベルアップを図って、そこに職員

のモチベーションは大切だということについては

熊谷議員と同じ考え方でありました。ただ、先ほ

ども言いましたようにほかの市の状況とも比べる

と、やはり１９年１月以前と１月以降については

職員間によって若干の差がありましたので、この

辺の是正もしながらやるということで、当局側と

組合側とも協議させてもらいまして、一定の合意

を見ましたので、今後は先ほど総務部長も言いま

したように、職員のスキルアップにつながるよう

なさまざまな自主研修も含めて、そういうものも

含めながら仕事を効率的にできる能力の向上も含

めてしっかり対応したいと思っています。国が下

げたから給料を下げるのではなくて、そこのとこ

ろについてはしっかりとした押さえを持っていま

して、ただ１つ残念なことは名寄市は地方交付税

に４３％も依存しなければならないまちで、その

基本、地方交付税のベースになっているのが国に

準拠した給料ということでありまして、この辺に

ついてはしっかり今議論させていただくことにつ

いて、職員といかにして一緒になってまちづくり

をやっていくかについては重たいテーマとして、

単に財政状況が悪いから、私は名前は挙げません

けれども、財政破綻したまちとか、近隣でも財政

が苦しくなったときは最後の責任とらされるのは

市長ではなくて職員なのです。２割も３割も給料

を削られてという状況になりますので、そこは私

は絶対そういうことのないような財政運営をする

ために職員組合とも協議させてもらいまして、組

織のスリム化という形でこの間頑張ってきました

ので、給与の関係につきましては国公準拠という

形の中で、機械的ではなくて、その中でも一定の

協議をさせてもらって今回の妥結に至りましたの

で、その辺についてはぜひ御理解を賜りたいと思

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

います。

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。
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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２０ 報告第１

号 平成２５年度名寄市一般会計予算継続費繰越

計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２５年

度名寄市一般会計予算継続費繰越計算書について

御報告を申し上げます。

報告第１号による継続費の逓次繰り越しは、平

成２４年度から平成２６年度までの継続費を設定

をいたしました（仮称）市民ホール整備事業につ

きまして、２年度目である平成２５年度の事業費

が確定したことに伴い残額を翌年度に繰り越すた

めのものであり、地方自治法施行令第１４５条第

１項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 報告第２

号 平成２５年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２５年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告を申し上げます。

議会運営事業費ほか２事業は、平成２５年第１

回定例会から平成２６年第１回定例会までに予算

計上し、平成２６年第１回定例会により繰越明許

費の設定をしていただいたものであります。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 報告第３

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 公害の現況

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき御報告を申し上げます。

平成２５年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭、この５項目を中心に、

関係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び

監視を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回る結果となっております。

また、粉じん発生源と言われているスパイクタイ

ヤにつきましては、低水準で推移をし、スタッド

レスタイヤが市民生活に定着しているものと思わ

れます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持しております。また、ゴルフ

場の農薬使用に関する問題につきまして、関係す

る環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２回
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実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれて

おりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になってきており、建設作業に

よる苦情は減少している状況となっております。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

二次名寄市地球温暖化防止実行計画を平成２４年

５月に策定をし、ＣＯ２削減５％を目標としてきま

したが、基準年の平成２２年度と比較をして ４

％増加という結果となりました。これは、積雪が

例年になく多い年であったことが燃料使用量に影

響したものと考えられます。名寄市公共施設の二

酸化炭素排出状況につきましては、引き続き調査

実施をしております。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、啓発等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧いた

だきたいと思います。

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。

佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それでは、３点ほど確

認をしておきたいと思いますけれども、今市長の

御報告にもあったように大気汚染、特に粉じん関

係についてはスパイクタイヤからスタッドレスの

装着率がこれの表でも９ ９％という高い表にな

っていますけれども、文面の中にスパイクタイヤ

の装着率の低下に伴って大気環境は大幅に改善さ

れましたが、滑りやすい凍結路面、いわゆるつる

つる路面が出現し、歩行者の転倒やスリップ事故

の増加などさまざまな課題が生じていることがと

いうことで、その後は道のことを書いてあります

けれども、市道を管理する名寄市として今の歩行

者の転倒というのは非常に市内でも多いという、

特に高齢者が転倒して骨折をするという事故があ

りますけれども、市道管理上こういうことにどう

いうふうに対応していくのか。あくまでも道の方

向をまつのかをお伺いをしておきたいのと、悪臭

の関係でもこの文面を読む限りは悪臭があるのか

ないのかがさっぱりわかりませんけれども、悪臭

については最近市内ではにおいがするという話が

この間の公害審議会の中でも出たようであります。

においがするということであります。においがあ

るのかないのか、悪臭があるのかないのか、この

Ａ、Ｂ地域どの程度で調査をされてこの結果を導

かれているのかお聞きしたいのと最後に名寄川の

特に水道取水率の関係ですけれども、この調査研

究報告書の中でも大腸菌類が７月から９月には３

カ月間連続して基準を超過し、年間平均値でも基

準値を超過したと。ふん便等汚染にかかわる大腸

菌についても調査を行っているが、全ての月で検

出され、さらに嫌気性芽胞菌というのですか、１

０月まで毎月検出されている。いまだ家畜廃棄物

などの影響は排除されていない。これが水道取水

率のところの状況で書いてあるのですけれども、

全く影響がないのかどうかを含めて、公害にかか

わることでありますので、詳しく御説明をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時００分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

天野上下水道室長。

〇上下水道室長（天野信二君） ただいま佐藤議

員からお尋ねございました水源の関係で、私のほ

うからちょっとお答えをさせていただきたいと思

います。公害全体につきましては市民部が所管で

ございまして、直接的ではございませんが、私ど

もの水道事業は御存じのように名寄川を水源とし

て水を確保し、提供するという流れがございます
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ので、私どもの承知する範囲でお聞き取りをいた

だければというふうに思ってございます。

御案内のとおり、今回の公害対策の小冊子、私

も拝見をさせていただいてございます。議員御指

摘は、恐らく３８ページのとりわけ名寄川水域の

分析結果について今詳細についてお話しいただき

ました。名寄川の、これまでも恐らくそうだった

のですけれども、自然界における河川でございま

すから、河川の水質の一番の心配種というのは沿

線におります、例えば自然の動物、家畜のだとか、

体の中にあります微生物だとか、菌が河川に流れ

込んで水の質を低下させるという心配がこれはも

う全国河川を水源といたします全てに課題として

あるという状況になっています。３８ページのこ

の内容を見ていきますと、一定程度の時期、気温

だとか天候にもよるかとは思うのですけれども、

微生物だとか、そういった菌の数値がちょっとや

っぱり心配なところがあるのではないかなという

御指摘で、この公害調査のそのとおりだというふ

うに思っております。この内容というのは、要す

るに川の水そのまま飲みますと菌や微生物が作用

いたしまして、俗におなかが痛くなると言われる

のが実はこのことでございまして、当然私ども水

道事業者としては名寄川から水源水をくみ取りを

させていただいております。当然私どもの緑丘浄

水場がこの名寄川から水をくみ取りをさせていた

だいております。ほかは地下水で対応させていた

だいている簡易水道等もございますけれども、市

民の皆さんに多くの水道水を提供させていただい

ている一番の水源はここにあるかと思っておりま

す。私どもの浄水場の役割といたしまして、くみ

上げた水をろ過したり、活性化炭を通したりだと

か、殺菌作用などを含めて一連の工程がございま

す。公害、この冊子の３８ページの下段の７行目

を御一読いただければというふうに思うのですが、

ちょっと読み上げますが、本市の浄水場に当たっ

ては既にクリプトスポリジウム対策上、これは微

生物のことを言っておりまして、水処理施設を完

備し、国が定める目標値よりも厳しい管理水準を

持って浄水処理を行い、一層の安全確保に努めて

いるということで、私どもの施設の機能の一部を

掲載をいただいているという状況にございます。

いわば私ども河川の水をしっかりとこういった一

連の浄水場の作業として、安全な水として市民の

皆様に提供させていただくという工程をとってご

ざいます。

水道水の水質の管理の関係でございますけれど

も、実は水道法で水道事業者はみずから水質検査

を行って、その責任を持つということに定められ

ていまして、法律においては５０項目を超える大

変細かい検査項目が定められています。都市にお

いては、水道水検査計画というのを毎年立てさせ

ていただきまして、毎日検査する項目、月に１回

検査するもの、３カ月に１回という大変詳細に決

めさせていただきまして、私どもの浄水場にござ

います水質検査室が常に対応しておりまして、水

質の管理をさせていただき、その結果につきまし

ては毎月市のホームページに掲載をして報告をさ

せていただき、検査項目の中では大腸菌だとか一

般細菌、重化学物質だとか化学物質、それこそｐ

Ｈ、色、においなども含めて最大五十数項目の検

査を行っておりまして、今日現在水道水の水質と

しては安全を保たれて提供させていただいてござ

います。文字どおり私ども水道事業者といたしま

しては、安全な水を提供させていただき、お使い

いただき、水道料金をいただくというのが私ども

の生命線でございまして、この運営については御

指摘のとおり水源水、名寄川の河川状況も十分注

視しながら、より一層安全な水の提供に努めてま

いりたい。その旨御理解をいただければというこ

とでございます。

以上、水の関係は私のほうからでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時０５分

再開 午後 ２時０７分
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〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 粉じん公害の関係に

つきましては、一定の改善が進んでいますけれど

も、片一方では高齢化社会に対して歩道の関係の

つるつる道路の指摘がありましたので、現行では

横断歩道のところにビリをまいて車両と人がぶつ

かって歩行者がけがしないように対応をとってい

ますけれども、なかなか歩道のところについては

通学路の関係も含めて相当排雪を毎日毎日やって

いるということも含めて、そこまで行き届いてい

なかったのかなと思っておりますので、改めてそ

の辺の対策について市民部のほうと建設水道部の

ほうとどういう対策がとれるのか、どこまで必要

なのか、これについてもしっかり検討してみたい

というふうに考えております。

また、悪臭の関係につきましては、従前工場か

ら出る排水等について相当においが強いという時

期もありまして、そこについてはしっかり設備に

よる改善がされておりまして、今風向きによって

家畜を飼っているところからまちの中ににおいが

来るであるとか、特定の食品加工も含めてかもし

れませんけれども、工場による生産等も含めて若

干局所的ににおいが出るというのも情報としてお

聞きしておりますので、この辺につきましては今

議員からおっしゃいましたように、Ａ地区、Ｂ地

区ということで色分けはしてありますけれども、

その辺についても具体的に局所、局所相当強いに

おいのするところはあるかもしれませんので、改

めて毎年毎年公害の実態調査ということでにおい

を測定する機械を持ち込んで作業しておりますの

で、具体的な場所がありましたら、その辺につい

ても御指導いだだきまして、次年度に向けてしっ

かり今年度対応したいと考えておりますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 大気汚染、つるつる道

路に関しては、ここは書いてあるのは書いてある

とおりスタッドレスタイヤになったので、歩道を

中心につるつる路面になってこういう歩行者の転

倒やスリップ事故があるのでという傾向でありま

す。これにはビリをまいたり、いろいろ対応して

くれていると思いますけれども、問題は今佐々木

副市長おっしゃるとおり高齢化社会でありますの

で、そこだけやるとその路線と同じように歩道を

歩くとけがをするということもありますので、こ

れは全部歩道をやるというと大変なことでありま

すけれども、ちょっと細心の注意を払っていただ

いて、スタッドレスがだめだということではない

です。スパイクに戻せということではないです。

スタッドレスはやっぱり粉じん公害防止を含めた

り、考えると、名寄もそうですが、スパイクの時

代は雪が真っ黒になるということがありまして、

それは最近もうなくなってきているということで

ありますので、それを推進されるのはいいと思い

ますけれども、大事なのは住んでいる方々に事故

がないようにするのが大事なので、ちょっとその

辺は細心の注意を払っていただければというふう

に思います。

悪臭の関係も、これもここに書いてあるとおり

人によってそれぞれ受ける感覚は違うと思います

けれども、やはり強く悪臭を感じている方がいら

っしゃるのも、これも事実であります。まちの中

で感じているのも事実でありますので、これには

ないならない、あるならある、調査はこういうふ

うにしっかりしているということをきちっと明記

をしていただきたい。公害の現状と課題といって

ここの２５ページ、２６ページを読んでも全く内

容があるのかないのか、基準がどこなのかという

のがさっぱりわかりませんので、その辺も含めて

ぜひ御検討をしていただきたいと思います。

水道の関係は、天野室長のおっしゃることは当

然だと思いますけれども、名寄は一方ではなよろ

の水というのを売っています。名寄は水がおいし

いのだと言って１００円で売っておりますけれど

も、結局はもとをとればうまくないと。水道事業
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所で一生懸命頑張って売れる水をつくっているの

だったらまずいのです。だから、それは富士山の

水、どこの水、京極の水も全部そうでありますけ

れども、やはりそこからとれるからうまいのだと

いうのが本来どこかに見えていないと、なよろの

水は、水道の水はうまいよと。それはなぜといっ

たら、水道事業者が頑張ってこういう汚いものを

全部取り除いているからだよというのは売り文句

にならないので、一生懸命やっているのは、それ

は水道事業所を見させていただいても評価をしま

すし、その結果、おいしい水が出ているというこ

とも理解しますけれども、なよろの水というふう

に売っているのなら、やはり入り口の部分から排

除するにはどうしたらいいのだという研究も水道

事業所、建設水道部の中では、何か部長は首をひ

ねっておりますけれども、ぜひそういう検討をし

ていただいて、どこからでもおいしい水だと言え

るような、数値が下がっていくことを期待してお

りますけれども、中村部長、何か答弁あればお願

いしたいと思います。

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） 全く佐藤議員お

っしゃられるとおりだというふうに思っています。

あくまでも私ども市民にはおいしい水道水、安心

な安定的な水を供給するということが本来の業務

であります。あわせて名寄、今回ボトルに関して

はＰＲも含めてやっているということであります

ので、その点についてはぜひ御理解をいただきた

いということでよろしくお願いします。

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。

報告第３号を終結します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 報告第４

号 名寄市土地開発公社の経営状況について、報

告第５号 株式会社名寄振興公社の経営状況につ

いて、報告第６号 名寄市社会福祉事業団の経営

状況について、以上３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４号から報告第６

号までの名寄市土地開発公社ほか２件の経営状況

について、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第４号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２５年度の収支状況は、貸借対照表及び損

益計算書のとおり１０４万 ０２７円の当期純利

益となっており、その内容は事業収益の部で公共

用地取得事業費収益と住宅用地１件の賃貸収益か

ら事業原価の部と販売費及び一般管理費の部を差

し引きして１７万７６０円の事業損失となってお

ります。一方、事業外収益の部では受取利息、公

社土地貸付料、事業外費用の短期借入金支払利息

を差し引いて１２１万 ７８７円の事業外利益と

なっております。

また、当期の純利益１０４万 ０２７円につき

ましては、翌年度の保有地簿価を減額をしてまい

ります。今後につきましては、名寄市第三セクタ

ー等改善計画に基づきまして、今年度中の解散を

目指すものでございます。

次に、報告第５号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２５年度第４２期の経営内容につきまして

は、５月２６日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、１２月１８日のオープンとなり、順調な降

雪により年内に全リフトを運行することができま

した。今シーズンは、スキー場イベントカレンダ

ーにリフト割引券とレンタル無料券をつけ、スキ

ー場に足を運んでいただくきっかけづくりを行っ

て、ホームページのリニューアルやフェイスブッ

クの開設による最新の情報提供にも努めました。
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また、スキーこどもの日をふやしてスキー人口数

の裾野の拡大に努めたほか、デモンストレーター

の資格を有するスタッフを活用したステップアッ

プレッスンやレディースデー、シニアデーといっ

た新たな企画などスキー場の活性化につながる取

り組みを進めた結果、比較的天候にも恵まれたこ

とも重なって、リフト輸送人員で４７万 ６７１

人、輸送収入で ２６３万 ５１０円となりまし

て、ともに前年比１１１％の実績となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、宿泊部

門は経営の根幹をなすことから経営の安定化に向

けて策定をした経営改善計画をもとに、ネット予

約システムの構築や合宿、ツアー誘致の強化に加

え、スキー場利用促進策による相乗効果などさま

ざまな施策に取り組んだ結果、温泉機械設備の改

修工事に伴う休館による売り上げの減少はあった

ものの、宿泊者数で１万 １８６人、これは休館

期間を除くと前年比１１３％です。宴会者数で

４３７人、これも休館期間を除いて前年比で１０

５％、日帰り入館者で６万４８４人、前年比で９

６％と日帰り入館者を除く利用は徐々に回復の兆

しが見えてきたところであります。

道立サンピラーパークにつきましては、隣接施

設、関係機関、団体、住民等と連携をし、四季折

々の企画事業を実施をするとともに、９月には日

本商工会議所青年部北海道ブロック大会で利用を

されるなど地域の活性化につながる取り組みも進

めてまいりました。カーリング場につきましては、

８シーズン目となり、愛好者はもとより学校授業

や各種大会等に多くの利用があり、今後も名寄カ

ーリング協会と連携をし、カーリングのさらなる

普及に努めてまいります。当期の実績としては、

利用者総数は１２万 １５１人、前年度比で９７

％となったところであります。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場及び道

立トムテ文化の森など利用者が安全、安心、快適

に御利用いただけるよう利用促進、維持管理に努

めてまいりました。

営業の詳細については、お手元の事業報告書に

記載のとおりであります。当期は、厳しい経営を

踏まえ策定をした経営改善計画をもとに経営の改

善に向けて努力をしてまいりました。一部に回復

傾向はあるものの、依然として経常経費の多くを

占める燃料費の高騰や電気料金の値上げなど厳し

い経営環境は変わらず、人件費の抑制や営業費用

の縮減に努めましたが、改修工事に伴う休館の影

響もありまして大きな経営の改善には至らず、第

１回定例会での御議論を経て平成２５年度補正予

算において経営安定補助金 ７４３万 ０００円

の支援をしたところでありまして、当期純利益

００９万 ８５１円となり、前期繰越欠損金を差

し引いて繰越利益剰余金１６５万 １１０円を計

上をいたしました。平成２６年度においては、経

営改善計画に基づき経営安定に向けた取り組みを

効率的かつ効果的に進めるとともに、常に費用対

効果を検証し、利用者の安全、安心とおもてなし

を基本にさらなる営業力の強化や一層の経費縮減

に努めて経営の安定化を図るように努力を促して

まいります。

次に、報告第６号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めてございます。平成

２５年度の名寄市社会福祉事業団の運営について、

まず特別養護老人ホームにつきましては、質の高

いサービス、安全、安心、利用者のニーズに即し

た自立支援を基本理念として、入所者一人一人の

ケアプランに基づいて提供してまいりました。

短期入所生活介護及び通所介護事業におきまし

ては、地域の老人福祉サービスの拠点として、施

設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるように努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合



－44－

平成２６年６月６日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよ

うに要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提

供事業者や行政との調整を行ってきたところであ

ります。さらに、高齢者世話つき住宅生活援助員

派遣事業におきましては、市営シルバーハウジン

グの入居者が地域の中で自立して安心かつ快適な

生活が送れるように生活指導、生活相談、緊急時

の対応などの支援をしてまいりました。

平成２５年度の収支の状況につきまして申し上

げますと、法人全体の資金収支につきましては前

期繰越金が１億 ６４８万 ７７５円、収入額が

１１億 ６１６万１３８円に対し、支出額は１１

億 ５８４万７５９円となり、前期繰越金及び収

入から支出を差し引いた１億６８０万 １５４円

を平成２６年度に繰り越しをしたところでござい

ます。今後とも利用者のさまざまなニーズに応え

て、施設の機能と特性を生かしながら地域におけ

る高齢者福祉の増進になお一層取り組んでまいり

ます。

以上、３件を一括して御報告をさせていただき

ます。よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第４号外２

件の報告を終わります。

報告第４号外２件については、本日会議終了後

に議員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 報告第７

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第７号 専決処分し

た事件の報告について御報告申し上げます。

事故の内容は、平成２６年２月２０日午前９時

２５分ごろ、名寄市西１１条南１０丁目の一時停

止標識のない交差点におきまして健康福祉部所管

の公用車両が市道を走行している際に、左方から

来た相手方車両と衝突をし、破損をしたものであ

ります。過失割合は本市が６０％であり、相手方

車両の修理代として本市が５１万 ５００円を負

担することで示談が成立をし、和解をしたところ

であります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしましたので、同条第２項の規定に

より御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

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。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 報告第８

号 専決処分した事件の報告についてから報告第

１２号 専決処分した事件の報告について、以上

５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８号から報告第１

２号までの専決処分した事件の報告について、５

件を一括して御報告を申し上げます。

報告第８号から報告第１１号までは市道風連東

８号北線の、報告第１２号は市道徳田しらかば６

号通の路面の劣化により生じたアスファルト欠損

による穴が原因で発生をした事故でございます。

まず、報告第８号については、平成２６年３月

１５日午後８時５分ごろ、相手方が所有自動車に

て本線を風連方面に走行中、穴に左前後輪が入り

込み、車両が損傷したものでありまして、これに

伴う車両修繕料６万 ９９０円のうち９割に相当

する６万２９１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９号については、平成２６年３月
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１６日午後５時４５分ごろ、相手方が所有自動車

にて本線を風連方面に走行中、穴に左前輪が入り

込み、車両が損傷したものでありまして、これに

伴う車両修繕費３万 ７１０円のうち９割５分に

相当する３万１２５円と代車料 ３００円を合わ

せて３万 ４２５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。

報告第１０号につきましては、平成２６年３月

１６日午後６時３０分ごろ、相手方が所有自動車

にて本線を風連方面に走行中、穴に左前後輪が入

り込み、車両が損傷したものでありまして、これ

に伴う車両修繕料５万 ３５１円のうち９割に相

当する５万 ６１６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１１号につきましては、平成２６

年３月１６日午後７時１０分ごろ、相手方が所有

自動車にて本線を風連方面に走行中、穴に左前後

輪が入り込み、車両が損傷したものでありまして、

これに伴う車両修繕料３３万８２５円のうち９割

に相当する２９万 ７４３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１２号につきましては、平成２６

年３月２６日午前１０時ごろ、相手方が所有自動

車にて本通を南へ向かって走行中に穴に右前輪が

入り込み、車両が損傷し、同日夜に同箇所におい

て再度車両が損傷したものでありまして、これに

伴う車両修繕料７万４１６円のうち５割に相当す

る３万 ２０８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５件について地方自治法第１８０条第１項

の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条

第２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第８号

外４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８号外４件を終結いたします。

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て、活動を

行っておりますが、平成２６年９月３０日をもっ

て長谷川良雄委員が任期満了となります。

本件は、再度長谷川良雄委員を候補者として推

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６月７日から６月１６

日までの１０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６月７日から６月１６日までの１

０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
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て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時３１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 竹 中 憲 之
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