
発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

猿　谷　繁　明 １　食品加工流通団地について

９月１３日(水) 　(1)	 団地の現状は

　(2)	 集合住宅に対する対応

２　都市計画用途地域について

　(1)	 市内用途地域の見直し

(2)	 準工業地域を「特別用途地区」に

３　指定管理者制度について

　(1)	 指定管理者制度の本来の目的は

　(2)	 指定管理者制度の展望

(3)	 参入しやすい情報の提供について

岩　木　正　文 １　冬のスポーツで交流人口の増加を

９月１３日(水) 　(1)	 名寄を日本のジャンプの拠点に

(2)	 カーリング場の利用促進について

(3)	 スペシャルオリンピックスへの協力について

２　認定こども園について

(1)	 認定こども園制度についての考え方

(2)	 道の認定基準についての名寄市の考え方

(3)	 幼稚園型への取り組みに対しての協力について

　(4)	 保育所型の名寄市の考え方

３　学校給食について

　(1)	 給食費の定義

(2)	 学校給食会のあり方と次年度引当金について

(3)	 食育を踏まえた献立について

高　橋　伸　典 １　障がい者に住みよいまちづくり

９月１３日(水) 　(1)	 審査会の協議の状況は

　(2)	 基本指針に則して、サービスの数値目標は

　(3)	 障がい種別ごとのグループホームの状況は

　(4)	 福祉施設から一般就労に移行への年度別数値目標は

２　「新バリアフリー法」について

　(1)	 移動等円滑化への基準適合の対応は

　(2)	 基本構想策定協議会の設置は
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

高　橋　伸　典 ３　ごみ焼却施設の解体について

９月１３日(水) 　(1)	 名寄地区・風連地区の築年数と保存状況は

(2)	 ダイオキシン問題への対応について

(3)	 解体への検討は

東　　　千　春 １　道の駅建設について

９月１３日(水) 　(1)	 当初からの議論経過と目的やコンセプトについて

(2)	 計画の進め方とその進捗状況について

(3)	 施設の計画内容について

　(4)	 隣接する民間企業との関係について

(5)	 農産物の販売計画と農家との連携について

２　名寄市立大学の充実と振興について

　(1)	 ２箇所ある図書室の課題について

(2)	 図書室職員の配置について

(3)	 大学図書館の望ましい将来像は

(4)	 名寄市立図書館との合築も含めた将来展望は

(5)	 部活動に対応した整備について

村　端　利　克 １　風連高等学校の存続について

９月１３日(水) 　(1)	 ６月定例議会後の経過について

(2)	 存続に対し、今後の見通しについて

(3)	 今後の運動方針について

２　風連東地区の運動広場見直しについて

　(1)	 ゲートボール場付近の排水路の整備について

(2)	 ゲートボール場の廃止と整備について

(3)	 １８ホールのパークゴルフ場の新設について

(4)	 グランドゴルフ場の見直しについて

(5)	 子どもと老人の憩いの場としての整備について

３　風連市街と東地区の連絡道路について

　(1)	 旧風連町議会での質問に対するその後の経過について

(2)	 保線橋の整備問題について

(3)	 住民に優しい道路整備について

(4)	 駅ホームの活用について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

木戸口　　　真 １　名寄市農業振興策について

９月１３日(水) (1) 「名寄市農業・農村振興審議会」「名寄市農業振興対策協議
会」の取り組みとあり方について

(2) 防衛施設周辺整備事業（農業用施設設置助成事業）の経過と目
的、今後の考え方について

２　安心・安全のまちづくりについて

(1)	 住宅用火災警報器等の設置について

　　・名寄市営住宅等の対応について

　　　・高齢者、低所得者等の福祉的な対策は

　(2)	 名寄市災害弱者緊急通報装置の設置について

　　　・風連地区の端末機の更新は

谷　内　　　司 １　教育委員会のあり方について

９月１３日(水) 　(1)	 教育行政執行方針の内容協議は

(2)	 教育委員会において給食センターの統合について協議されたか

(3)	 給食費について

(4)	 合併後５ヵ月が過ぎたが、合併協定が守られているか

駒　津　喜　一 １　商工業の振興について

９月１４日(木) (1)	 改正まちづくり三法について

(2)	 住宅地域に小規模商業施設の誘致について

(3)	 建設業のソフトランディングについて

２　福祉事業について

(1)	 合併による福祉電話について

宗　片　浩　子 １　道の駅について

９月１４日(木) 　(1)	 道の駅に壁画による案内看板の設置を

　(2)	 交通安全を促す看板の設置を

２　男女共同参画社会について

(1)	 男女共同参画推進計画について

(2) 名寄市における男女共同参画社会の推進・行動計画の取り組みに
ついて
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

栗　栖　賢　一 １　まちづくり三法の改正による新しい課題について

９月１４日(木) 　(1)	 中心市街地活性化計画の見直しとその推進について

(2)	 住宅マスタープランとまち中居住について

(3)	 駅前市有地の利活用について

植　松　正　一 １　名寄市の農業施策の取り組みについて

９月１４日(木) 　(1)	 品目横断的経営安定対策の支援内容について

(2)	 農業振興に係る整備計画の変更、見直し等の進捗状況について

(3)	 地場産品の地産・地消の推進計画の策定について

２　道路計画の見直しについて

　(1)	 名寄地区の私道対策について

(2)	 市道の防塵対策について

(3) 風連地区は舗装工事完了、名寄地区における今後の対応・対策に
ついて

宮　田　　　久 １　市政執行と法令・条例等の遵守について

９月１４日(木) 　(1)	 平成１８年度市政執行方針について

(2)	 地方自治法第１３８条の２及び第９６条等について

(3)	 地方公務員法第３２条、第３３条、第３５条等について

(4)	 上記の項目に関連する法令及び条例規則等について

渡　辺　正　尚 １　交流人口拡大の考え方について

９月１４日(木) 　(1)	 今後の交流人口の拡大についての施策や考えは

(2)	 交流人口拡大によって考えられる地域の活性化は

(3)	 魅力ある公共施設の利用推進による期待は

２　今年度の教育行政の実施状況について

　(1)	 	 名寄市に適した教育環境の考えはどのようなものか

(2)	 教育委員会で抱えている現在の課題は

(3)	 高校再編についての考え方について

３　市立総合病院の今後について

(1)	 現在の経営状況についてはどのようなものか

(2)	 敷地内分煙の考えについて

(3)	 市立病院の将来展望について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

黒　井　　　徹 １　農業振興計画樹立にあたって

９月１４日(木) (1)	 農業支援センターについて

(2)	 農地流動化に対する支援について

　(3)	 担い手対策

(4)	 小規模経営への対策

２　中心市街地活性化について

　(1)	 中心市街地活性化基本計画の見直しについて

　　　・空き店舗の対策について

　　　・コンパクトシティーの取り組みは

　(2)	 風連市街地再開発事業について

　　　・現状と今後のスケジュール

　　　・事業費の概算と補助内容について

　　　・行政として取り組む事業内容について

中　野　秀　敏 １　行財政改革について

９月１５日(金) (1)	 数値目標の設定について

(2)	 職員給与７％削減案の根拠について

(3)	 風連特別養護老人ホームの民間委託の取り組み状況

(4)	 補助金負担金等の見直しについて

２　地域自治区について

(1)	 地域自治区設置の今後の取り組み日程について

佐　藤　　　靖 １　市の財政事情について

９月１５日(金) (1)	 平成１７年度決算見込みについて

(2)	 平成１９年度総務省所管予算概算要求に対する見解

(3)	 三位一体改革の評価について

(4)	 市立総合病院の経営安定対策について

２　消費者を守る取り組みについて

(1)	 悪徳商法の被害状況及び対策について

(2)	 行政、民間団体の連携強化を

(3)	 ごみ収集車を活用した啓発活動の実施を

３　夏のイベントの評価について

(1)	 なよろのおどりや産業まつりの評価は

(2)	 大学公園の有効活用の可能性について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

佐　藤　　　靖 ４　社会教育施設の将来像について

９月１５日(金) 　(1)	 教育委員会内部での文化大ホール、木原天文台建設の検討経過

(2)	 広域連携の必要性について

斉　藤　　　晃 １　大雨による旭ヶ丘地区の道路等の冠水対策について

９月１５日(金) ２　国民健康保険税の引き下げについて

３　まちづくりと福祉について

　(1)	 総合計画策定では、福祉を柱の１つに必要ではないか

(2)	 道北各市町の福祉施設の現状と名寄市の役割と連携について

(3)	 精神科の役割と医師確保について、研修医制度への対応について

山　口　祐　司 １　児童公園の善良管理について

９月１５日(金) 　(1)	 児童公園の現況と管理状況は

(2)	 使用地及び物件の風致の保持は

(3)	 遊具の保守点検と補修は

(4)	 利用者の声を把握するための職員による巡回は

２　農村の生活習慣病について

(1)	 全国規模で実施される農村の生活習慣病調査について

(2)	 国の調査状況も踏まえて、市内の予防活動のベースにする考えは

(3) 食材の偏りについて、市の保健推進の立場からどうとらえている
か

熊　谷　吉　正 １　障がい者福祉について

９月１５日(金) (1)	 名寄市障がい者福祉計画（改訂版）進捗について

(2)	 障がい者自立支援法の影響と今後の課題について

(3)	 名寄市障がい福祉計画（仮称）の取り組みについて

２　今後のまちづくりについて

(1)    コミュニティーと自治の結合について

(2)	 自治区の機能、位置づけについて

　(3)	 地域内分権の具体化に向けて

　(4)	 心の合併の醸成について
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

竹　中　憲　之 １　新市の花・木・鳥の選定に伴う保護等について

９月１５日(金) 　(1)	 市花の保護等は

(2)	 市木の植樹の計画は

２　専門職の配置について

(1)	 文化財専門職の増員配置の時期は

(2)	 その他の専門職の配置の考え方は

３　廃棄物の分別強化について

(1)	 本年６月公布となった法律と当市の減量計画は

(2)	 市民、事業者への指導は

４　過疎地域自立促進市町村計画の具体化について

(1)	 除排雪体制の強化について

(2)	 公園設備の再点検、再整備とトイレの設置について

佐　藤　　　勝 １　総合計画における地域振興、地域分権の施策を

９月１５日(金) (1)	 ポスト地域協議会について

(2)	 地域担当スタッフ制について

２　風連地区最終処分場管理のあり方について

　(1)	 指定物以外の混入に対する対応と、人員を含めた管理強化を

３　風連中学校改築に係る今後のスケジュールについて

　(1)	 耐震化率等「施設整備計画」

　　　・目標

　　　・必要な整備内容

　　　・計画期間

　(2)	 小中一貫教育について
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