
発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

野々村　　　勝 １　平成１９年度予算編成に対する考え方について

12月12日（火） 　(1)	 新年度予算を組むに当たっての考え方について

(2) 合併後、初の通常予算となるが、財政厳しい状況の中で予算規模はどの程度と
考えているか

(3) 基金の少ない中での本格予算となるが、取り崩しと今後の基金への考え方につ
いて

(4) 経常収支比率92.3％、実質公債費比率が19.0％と悪化に対する見解と今後の対
応について

２　自衛隊関係について

　(1)	 駐屯地を抱える自治体として、防衛問題「省」昇格に対しての見解

　(2)	 基地周辺整備費の過去３年間の実績と今後の推移

３　団塊世代に対しての対応について

　(1)	 名寄市の人口に占める割合とその対応

　(2)	 団塊の世代の市職員の退職予定者と行財政改革との関連について

野　本　征　清 １　風連地区市街地再開発事業について

12月12日（火） 　(1)	 事業全体の費用対効果をどう推計しているか

　(2)	 事業実施における不動産等財産権の取り扱いは

　(3)	 コンパクトシティーが地域にもたらすものと、テナント誘致の見通しは

　(4)	 共同住宅建設のねらいと瑞生団地住み替えに対する考え方は

２　環境にやさしいごみ対策について

　(1)	 分別収集体制の現況と今後の対応は

　(2)	 生ごみの堆肥化に対する新たな取り組みに対しての考えは

　(3)	 これからの啓蒙普及活動のあり方は

　(4)	 望ましい環境教育に向けて

３　風連地区天塩川パークゴルフ場運営管理について

　(1)	 維持管理に伴う管理人の配置は

　(2)	 良管理に向けての市・運営委員会の役割は

　(3)	 指定管理者制度に向けての考え方は
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

野　本　征　清 ４　市民ニーズと職員の士気について

12月12日（火） 　(1)	 職員の行革に対する意識をどう醸成していくのか

(2) 市民ニーズを踏まえて、職員の士気をどう高め、合併後の一体化を図っていく
のか

高　橋　伸　典 １　住民基本台帳カードの利活用の提案について

12月12日（火） 　(1)	 住民基本台帳カード、ＩＣカードの交付状況について

　(2)	 カード内の空き領域のサービスについて

　(3)	 ＩＣカード標準システムの活用について

２　安心・安全で災害に強いまちを

　(1)	 災害発生時の初動体制について

　(2)	 緊急通報システムの連絡体制の整備について

　(3)	 北海道災害支援ボランティアコーディネーター派遣事業の成果は

　(4)	 避難所の誘導看板の設置について

３　上・下水道料金について

　(1)	 水道使用量について

　(2)	 上・下水道料金の福祉的軽減について

東　　　千　春 １　保健・医療・福祉の連携と充実について

12月12日（火） 　(1)	 高齢者の将来の人口推計は

　(2)	 地域包括支援センターのビジョンについて

　(3)	 健康保険法改正によるリハビリ対策について

　(4)	 保健・医療・福祉の連携と、公民協働による地域福祉のまちづくりについて

　(5)	 生涯学習によるボランティアの育成を

　(6)	 療養病床の推移と入院患者の状況は

２　充実した市役所機構と人事管理について

　(1)	 業務の目標と適正な人事評価について

　(2)	 道庁との人事交流について

(3)	 職員数の適正化計画とアウトソーシングについて

(4)	 業務量の変動による柔軟な対応は

(5)	 住居手当について

３　街路樹に関する街路計画について

　(1)	 落ち葉対策と市民の美化協力について

　(2)	 剪定管理と植樹枡の破損について

　(3)	 街路樹の伐採への対応と将来への考え方について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

村　端　利　克 １　しらかばハイツ民営化の時期について

12月12日（火） 　(1)	 民営化に向けた対応と経過について

　(2)	 入所者及び家族会との話し合いは

　(3)	 民営化後の職員の処遇について

　(4)	 入所者及び家族等の経費負担について

　(5)	 民営化後の施設全体の対応について

２　市街地再開発事業の促進について

　(1)	 駐在所を含めた駅前開発の今後は

　(2)	 農協跡地の住宅建設規模について

	 	 (3)	 高齢者向け住宅建設について

	 	 (4)	 農協店舗及び事務所等の規模について

　(5)	 行政が直接関係する建設規模と全体像について

　(6)	 今後の民間企業の協力体制と規模について

宮　田　　　久 １　安全・安心な市民生活組織の構築について

12月13日（水） 　(1)	 地域防災計画について

　(2)	 一般廃棄物処理計画について

　(3)	 生活安全及び交通安全について

２　名寄市職員安全衛生管理規則について

　(1)	 第1回定例会後の対応等について

岩　木　正　文 １　名寄市におけるいじめ問題について

12月13日（水） 　(1)	 対応と対策

　(2)	 教育委員及び教育委員会のあり方

２　名寄市の防災計画

　(1)	 理解しやすい計画を

　(2)	 ピクトグラム（図記号）の導入を

３　新たな財源確保について

　(1)	 有料広告に対する考え方

４　冬の公園利用について

　(1)	 公園の駐車場利用の考え方について

　(2)	 条例とのかねあいは

木戸口　　　真 １　平成１９年度予算編成について

12月13日（水） 　(1)	 平成１８年度会計決算推計状況は

　(2)	 平成１９年度予算方針について

　　　・予算規模について

　　　・新名寄市総合計画（第1次）との整合性について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

木戸口　　　真 　　　・事業費の調整は

12月13日（水） 　　　・財政との整合性は

　　　・基金の活用は

２　名寄市の街路灯、防犯灯の今後について

(1) 名寄地区と風連地区（特例区事業）の街路灯・防犯灯の電気料・修繕費の現況
は、また、それぞれの事業費住民負担は

(2) 合併協定書では、電気料の負担、修繕料の取り扱いに相違があるため合併後に
調整し再編するとあるが、今後の取り組みは

竹　中　憲　之 １　市民憲章策定の状況について

12月13日（水） 　(1)	 行政としてどのような憲章を考えているのか

(2)	 市民の意見はどう反映されるのか

２　条例にかかわる内規について

　(1)	 内規はどのくらいあるのか

　(2)	 内規の根拠は

３　合併にかかわって給食センターの課題について

　(1)	 配食のあり方は

　(2)	 保護者アンケートからの課題と活用について

４　子ども達を健やかに育てるための環境整備について

　(1)	 適応指導教室の現状は

　(2)	 ハートダイヤルの現状は

　(3)	 特別支援教育実施に向けた課題は

武　田　利　昭 １　基幹産業の農業を育てるには

12月13日（水） 　(1)	 後継者対策は抜本的改革で

(2)	 地域農業の１０年後の農家戸数と、耕地面積のデータ整備を

２　大規模機械導入による農業生産体制を

(1)	 道の１０年後の農産物生産目標は

３　農業振興政策を進めるには

日根野　正　敏 １　新たな定住推進

12月14日（木） 　(1)	 定住推進に向けた考え方について

　(2)	 風連特例区の定住・持ち家推進事業の評価と今後について

　(3)	 空き家・空き店舗の有効利用について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

日根野　正　敏 ２　風連高校存続に向け最善の努力を

12月14日（木） 　(1)	 存続に向けた経過と市民の声について

　(2)	 存続を目指し選択肢は

　(3)	 市立高校での存続の可能性について

３　農地の流動促進について

(1)	 現状と課題について

　(2)	 旧市町の斡旋方法の違いと現状

　(3)	 新たな流動システムの構築について

佐　藤　　　靖 １　財政展望と１９年度予算編成にかかわって

12月14日（木） 　(1)	 市長訓令と事務連絡の意味

　(2)	 平成１９年度主要事業について

(3)	 合併特例債の活用について

　(4)	 嘱託・臨時職員の報酬算出基準について

２　教育行政にかかわって

　(1)	 いじめ対策は、生涯学習で取り組むべき

　(2)	 施設整備と障がい者活用策

　(3)	 学校改築と総合計画とのかかわりについて

３　市立総合病院の将来像

　(1)	 タイムリミットが近づく精神科病棟について

(2)	 望ましい将来像の検討内容について

黒　井　　　徹 １　農家経済の実態と担い手育成について

12月14日（木） 　(1)	 名寄農業の課題について

　(2)	 １９年度予算編成に当たって農業政策の重点事項

(3)	 担い手育成の考え方と政策について

２　道立公園の管理計画について

　(1)	 振興公社（指定管理者）の契約内容について

　(2)	 名寄市一般会計の影響について

　(3)	 カーリング競技の普及振興について

３　予算書・財政状況の公表について

　(1)	 市民向けの分かりやすい予算書等の作成について

田　中　好　望 １　農地流動化対策について

12月14日（木） 　(1)	 農地流動化の現状について

　(2)	 荒廃地防止対策について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定）

田　中　好　望 　２　産地づくり対策交付金について

12月14日（木） (1)	 １９年度の交付金額の推計について

(2)	 風連地域・名寄地域の一本化について

(3)	 どの対策に厚みを持たすのか

(4)	 営農計画を立てるために早期に生産者に知らせるべき

渡　辺　正　尚 １　近年の異常気象の対応について

12月14日（木） 　(1)	 今年（５月・１０月）の集中豪雨の被害について

(2)	 毎年の要望活動をすべきと思うが考えは

２ 名寄バイパス３工区が開通し、智恵文南インターから降りられなくなったが、そ
の影響と対応について

　(1)	 夏のひまわり畑観光への影響について

(2)	 農作物直売所の影響と対応について

３　名寄市立総合病院の将来展望について

(1)	 地方センター病院の使命について

(2)	 経営改善に向けた取り組みについて

(3)	 今のままの環境で十分と思うかどうか

(4)	 精神科の今後の対応について

斉　藤　　　晃 １　新年度予算編成について

12月15日（金） 　(1)	 １８年度決算見込みについて

(2)	 安心して暮らせるまちづくりの施策について

２　命を脅かす医療制度改正の対応について

　(1)	 市民への影響について

　(2)	 市立病院への影響と対応について

　　　・診療報酬減、リハビリ期上限、医師確保等について

３　仕事確保と地域活性化のため住宅リフォーム助成について

植　松　正　一 １　新しい農林業の施策について

12月15日（金） 　(1)	 農業担い手に対する経営安定の課題と施策について

　(2)	 １９年度から始まる品目横断導入による今後の具体的なスケジュールについて

(3)	 新年度予算で新たな施策について

(4)	 台風被害による支援策の考え方があるか

(5)	 名寄市の公共施設等の樹木台帳があるか

(6)	 地球温暖化の取り組みと進捗状況について
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