
発言

順序

木戸口　　　真 １　平成１９年度島市政執行に当たっての諸課題について

３月６日（火） 　(1)	 新名寄市総合計画での事業費はどのくらい

　(2)	 合併による特例債・有利債の運用は

　(3)	 今後の行財政改革の考えは

２　基幹産業である農業の振興について

　(1)	 「新名寄市農業・農村振興計画」推進について

　(2)	 農業青年チャレンジ事業について

　(3)	 農地・水・環境保全向上対策事業の展開について

３　生活福祉・医療について

　(1)	 各種福祉サービスと住民負担の今後は

　(2)	 市立総合病院施設整備事業について

　(3)	 精神科の医師確保対策について

　(4)	 廃棄物処理対策について

４　商工業の振興について

　(1)	 道の駅整備事業の運営方法と今後について

　(2)	 ポスフール出店対策の今後について

５　建設事業について

(1)	 風連地区市街地再開発事業の今後について

６　教育行政執行について

　(1)	 子ども達の教育の充実について

　(2)	 風連中学校改築について

　(3)	 学校給食センターの現状は

小野寺　一　知 １　平成１９年度市政執行方針について

３月６日（火） 	 	 (1)	 新名寄市として、１９年度の行政運営のポイントは

(2)	 １９年度の財政運営の考え方について

(3)	 新総合計画の初年度計画推進に向けての対応は

２　平成１９年度予算について

(1)	 １９年度予算案の編成に当たっての考え方について

(2)	 地域経済に配慮した予算編成となったか

(3)	 今後の基金の考え方と財政の見込みについて

(4)	 均衡ある発展とは何をもって言うのか
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３　行財政改革について

(1)	 合併後の行財政改革は、どのような方針で進められているのか

(2)	 「新名寄市行財政改革推進計画」の期間と成果の見解は

(3)	 合併後の効率的な財政運営に対する見解と今後の予定について

４　市立総合病院について

(1)	 運営状況と平成１８年度決算の見込みは

(2)	 精神科医師の確保及び、他の診療科の状況について

(3)	 病棟増改築計画の必要性とその概要

(4)	 増改築にかかわる事業費とその後の運営状況の試算は

５　農業の振興政策について

(1)	 日本一のもち米生産地、ＰＲ作戦の具体的政策について

(2)	 野菜の導入による経営安定対策について

(3)	 施設園芸の振興について

(4)	 地産、地商について

６　商工業の振興について

(1)	 中心市街地の開発について

(2)	 「特別用途地区」の設定について

(3)	 冬期雇用研修制度について

７　継続懸案事項について

(1)	 高速道路の進捗状況について

(2)	 サンルダムの早期本体着工について

(3)	 新天文台の早期建設に向けて

・　現在の取り組み経過と予算について

・　進め方と完成時期について

・　新天文台はどのような施設としてイメージするのか

・　完成後の交流人口や、経済効果等への見解は

８　バイオエネルギーへの取り組み

(1)	 現状の考え方と将来予測について

(2)	 具体的な取り組みと目標を持つべきではないか

９　駅前再開発事業の取り組みについて

(1)	 駅前市有地の有効活用を図るべき

(2) 公営住宅マスタープランの見直しを早め、まちなか居住を推進する
べき

小野寺　一　知

氏　名 発　言　要　旨
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(3)	 駅前に仮称「総合ビル」を建設し、市民の交流の拠点と

　するべき

10　教育行政執行方針について

(1)	 教育基本法が改定されたが、名寄市の教育行政の考え方

　について

(2) 小中学校適正配置について答申があったが、今後の予定 と
具体的な実施年度についての見解は

(3)	 「子どもの読書活動推進計画」について

中　野　秀　敏 １　新総合計画について

３月６日（火） (1)	 市民憲章に親しんでもらう推進運動方策は

(2)	 前期計画５カ年に係る事務事業を年度別に定めるための

手法について

(3)	 緊急度合についての考え方

(4)	 特性ある地域づくりに対する考え方

(5)	 地域自治、住民参画のまちづくりの具体的手法は

(6)	 投資的事業における、人口に見合った施設づくりと、維

持管理費の捻出についての考え方は

(7)	 自治基本条例のスケジュールは

(8)	 窓口ワンストップサービスの取り組み方について

(9)	 ボランティア制度をどう市民に浸透させ、推進を図るの

	 か

２　行財政改革について

(1)	 公債費管理による財政の健全化をどのように図るのか

(2)	 収支不足に対する調整財源を最小限にする方策の見通し

　は

(3)	 歳出、歳入一体改革に対する考え方は

(4)	 新行財政改革推進計画に職場議論がどのように反映されたのか

(5)	 歳入確保のための新たな方策の検討は

(6)	 市民の視点による評価の仕組みづくりをどう行うのか

３　大型店出店について

(1)	 行政としての対応の遅れはなかったのか

(2)	 市民合意形成に向けての取り組みは
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(3)	 既存商工関係者の経営努力と、行政としての商工業振興

　策の見直しをどう図るか

(4)	 中心市街地活性化の施策をさらに進めるべきと思うが考え方は

４　農業関係について

(1)	 新産地づくり交付金配分の基本的な考え方は

５　教育行政執行方針について

(1)	 風連高等学校の今後のあり方について

(2)	 社会教育施設の使用料見直しと、指定管理者制度導入の

　	 	 基本的考え方について

熊　谷　吉　正 １　平成１９年度執行方針と予算編成について

３月７日（水） (1)	 憲法を暮らしに生かす市政について

(2)	 市政運営の基本的姿勢とまちづくりのあり方

(3)	 予算編成について

(4)	 今後の福祉行政等のあり方について

(5)	 行財政計画の推進について

２　中期財政計画と新総合計画について

(1)	 今後の地方財政の展望について

(2)	 中期財政計画と新総合計画等との整合性について

(3)	 名寄市の財政現状について

３　広域行政の現状と具体的方針について

　(1)	 合併後の広域行政の現状について

　(2)	 今後の広域行政等の展開と名寄市の役割について

４　域内分権と住民自治について

　(1)	 地域自治区の具体化と職員の役割について

５　主要課題について

　(1)	 大型店問題の対応と都市計画について

　(2)	 入札、契約制度の改善に向けて

　(3)	 サンピラー温泉のリニューアルについて

　(4)	 国民保護計画について

　(5)	 今後の雇用対策について

６　教育行政執行方針について

　(1)	 教育基本法の改悪と今後の動きについて

　(2)	 特別支援教育本格実施への現状について

氏　名 発　言　要　旨
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(3)	 いじめ、不登校、悩み等の現状と対応について

(4)	 学校適正配置の基本的考えについて

猿　谷　繁　明 １　平成１９年度市政執行方針について

３月７日（水） (1) 市政推進の基本的な考えを三点掲げているが、「活力をもたらす
産業の振興」にある農産物等のブランド化とは

(2) １９年度予算編成にある、既成概念にとらわれず「挑戦者の志」
を持って大胆な発想の転換とは

　(3)	 地域自治区の創設について。どのような組織か。

(4) 情報化の推進では戸籍事務の電算化が進められるが、まちなかで
市民が利用できるのか

(5) 医療の充実は大切だが、市立総合病院の他の部署の改善も必要と
考えるが

　(6)	 料金を改定しようとする水道使用料と下水道使用料について

　(7)	 大型店出店の対応について

２　平成１９年度教育行政執行方針について

(1) 学校教育について。特に読解力が大切と考えるが、朝読書を進め
る場合は、学校を朝早くに開放するのか

(2) 命を大切にする心、思いやりの心を育成するためには、具体的に
何をされるのか

(3) 特別支援教育について。専門家チームや巡回相談員を単独で選任
とあるが、その考えについて

　(4)	 食育の大切さについて

　(5)	 教育相談活動について

　(6)	 いじめ撲滅に向けての取り組みについて

　(7)	 風連高校について

(8)	 天文台建設の展望について

氏　名 発　言　要　旨

熊　谷　吉　正
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斉　藤　　　晃 １　市民のくらし支援の取り組みについて

３月７日（水） 　(1)	 新年度の施策について

　(2)	 福祉の推進について

　(3)	 子どもの医療費無料化の上乗せについて

　(4)	 保育所の入所について

２　市立総合病院の医師確保について

３　発達障害支援の取り組みについて

４　特別支援教育について

５　品目横断的経営対策について

６　ポスフール出店対策について

渡　辺　正　尚 １　市民と協働のまちづくりの考え方について

３月７日（水） (1) 基本的に両者が情報の共有化をしなければならないと思うが。現
状はどのような状態か

　(2)	 情報公開条例ができてから、情報公開請求の件数は

２　適正時期に工事発注ができているか

　(1)	 昨年の発注時期と件数については

　(2)	 指名の基準について

３　高齢者福祉について

　(1)	 試験的にデマンド交通システムを取り入れては

　(2)	 高齢者の生活や意識調査を行っては

４　職員の評価システムについて

　(1)	 内部評価では、私情が入って甘いのでは

　(2)	 職員の士気に影響が出ていないか

高　橋　伸　典 １　名寄の子どもが悲惨な事態を招かないために

３月８日（木） (1)    ハートダイヤルと心の教室相談員への相談状況

　(2)	 適応指導教室、教育相談センターの状況について

　(3)	 児童センターの来館状況（団体数と人数）

　(4)	 名寄市青少年問題協議会サポートチームの推進状況

(5)	 メール相談の推進と相談体制の強化は

(6) 教育委員会としての名寄市立大学とボランティアグループとの連携
の考え方は

平成１９年第１回（３月）定例会一般質問文書表
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２　安心して健やかに暮らせるまちづくり

　(1)	 子育て支援の施策の基本的な考え方

　(2)	 子育て支援センターの活用状況と考え方

　(3)	 子育て支援の一時預かり所と夜間保育の取り組み状況について

　(4)	 ボランティアでの一時預かりの考え方について

３　心臓突然死をＡＥＤで防げ

　(1)	 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の本市の取り組み

　(2)	 中学校への配置の推進を

　(3)	 道立高校への設置への普及を

村　端　利　克 １　名寄市過疎地域自立促進市町村計画の経過と推進について

３月８日（木） (1) １７年度からの５カ年計画の３年目を迎えた現在までの経過と今後
の推進状況について

　　・　土木関係

　　・　生活環境関係

・        福祉関係

２　総合計画の前期事業について

　(1)	 コンパクトなまちづくりの計画は

　(2)	 旧名寄市の中心市街地活性化事業の取り組みは

　(3)	 風連地区市街地再開発事業の一部見直しについて

　　・　保健センターの概要について

　　・　福祉住宅の建設予定は

　　・　公衆浴場の新設について

　(4)	 風連中央小学校、風連中学校の校舎新設時期予定は

　(5)	 風連地区東地区運動広場の整備について

　　・　パークゴルフ場の９ホール新設について

　　・　グラウンドゴルフ場の整備について

佐　藤　　　靖 １　協働のまちづくりについて

３月８日（木） 　(1)	 情報の公開と共有とは

　(2)	 市民憲章との整合性

　(3)	 協働で共生のまちづくりを

２　用途地域指定と建築制限条例について

　(1)	 基本的な考え方

　(2)	 住民合意とは

　(3)	 道が示すガイドラインとの整合性
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３　医療の充実について

　(1)	 市立総合病院の将来展望

　(2)	 東病院の将来展望

田　中　好　望 １　農業振興センターの１９年度の取り組み方について

３月８日（木） 　(1)	 アスパラ大苗の供給事業について

　(2)	 後継者担い手対策について

２　農地・水・環境保全向上対策事業について

　(1)	 対象地域のまとめについて

　(2)	 事業計画について

武　田　利　昭 １　魅力ある商店街と商業集積づくり

３月８日（木） 　(1)	 商店街の現状

　(2)	 大型店との共存

２　観光産業の振興と対策

３　地方分権のゆくえ

駒　津　喜　一 １　情報化（ＩＣＴ）推進電子自治体について

３月８日（木） 　(1)	 北海道電子自治体プラットフォーム構想

　　・　「電子自治体共同運営協議会」の参加数について

　　・　ハープ構想の開発進捗状況について

・        市の運用開始時期について

２　市内商工業の振興施策について

　(1)	 企業立地促進条例並びに中小企業振興条例について

　(2)	 北海道「産消協働」について

　(3)	 商業活性化について

３　市立総合病院について

　(1)	 駐車場の現状と管理について

　(2)	 病院敷地内の禁煙問題について

谷　内　　　司 １　今後の行財政改革の考えは

３月９日（金） 　(1)	 平成１８年度の市税等の収入見込み額は

　(2)	 未収金への対応は

２　いじめと転校について

　(1)	 内閣府の発表と対応について
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竹　中　憲　之 １　特別支援教育の支援体制について

３月９日（金） 　(1)	 各学校における支援体制は

　(2)	 ＬＤ、ＡＤＨＤの児童・生徒数は

　(3)	 学校、幼稚園等との情報提供等の連携は

　(4)	 コーディネーターの配置数は

２　市立総合病院の現状と将来展望について

　(1)	 スタッフの配置数は

　(2)	 各科、病棟におけるスタッフの勤務実態について

　(3)	 外来における患者の待ち時間は

　(4)	 一部業務の委託によるメリット・デメリットは

　(5)	 地域医療センターとしての将来展望は

山　口　祐　司 １　市民保養施設のあり方について

３月９日（金） (1)    望湖台センターハウスの今後について

　(2)	 平成１８年度の収支見込みの状況は

　(3)	 集客力を高めるための方策について

　(4)	 施設の老朽化に伴う改修計画について

２　市民への情報開示について

　(1)	 市民向けの行政情報のあり方について

　(2)	 今後の広報活動について

　(3)	 市民の理解度を深めるには

３　新型インフルエンザについて

　(1)	 流行を想定した行政の対応は

　(2)	 市立総合病院と市内医療機関との連携は

　(3)	 市民への広報呼びかけについて

宗　片　浩　子 １　食育の推進について

３月９日（金） 　(1)	 食育推進計画の策定について

　(2)	 家庭における食育について

　(3)	 体験型の食育について

　(4)	 地場産物を活用した学校給食について

　(5)	 食育に関する情報提供について

岩　木　正　文 １　市民の安心・安全について

３月９日（金） 　(1)	 ＡＥＤの啓発、活用

　(2)	 自転車事故から市民を守るために
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２　教育行政について

　(1)	 いじめ問題への対応

　(2)	 教育再生会議、第１次報告に関して

３　冬のスポーツ施設の活用について

　(1)	 カーリング場

　(2)	 ジャンプ台

　(3)	 クロスカントリーコース

黒　井　　　徹 １　市政執行方針について

３月９日（金） 　(1)	 市長の歴史観について

　(2)	 「市民の融和と一体感」の概念について

　(3)	 合併による行財政面でのメリットとは

　(4)	 「活力をもたらす産業の振興」について

２　農業政策について

　(1)	 食育の基本理念について

　(2)	 担い手の育成について

　(3)	 農業振興センターの今後

　(4)	 新産地づくり対策の議論経過と考え方

　(5)	 遊休農地の現状と対策

　(6)	 農村地区の特徴を生かした均衡ある開発

　(7)	 品目横断的経営安定政策の課題は
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