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高　橋　伸　典 １　「食育推進計画」制定について

6月14日(水) 　(1)	 小・中・高等学校の朝食の欠食の状況について

午　後 　(2)	 学校給食における地場産品の使用割合について

　(3)	 本年の教育ファームの取り組み状況について

　(4)	 栄養教諭の配置の考えについて

　(5)	 本市の「食育基本法」への取り組みについて

２　職員アイデアで経費削減を

　(1)	 公用自転車の利用について

　(2)	 封筒の複数回数利用について

　(3)	 郵便物の持参について

３　働く場の確保について

　(1)	 名寄地方の景気に対する見解と支援について

　(2)	 建設労働者の現状と今後の見通しについて

　(3)	 建設事業の早期発注の考えは

４　学童保育施設の利用状況と充実について

(1)	 三学童保育施設の利用状況について

　(2)	 他校・遠距離から通う児童への配慮は

　(3)	 各学校に学童保育的待機施設の「子どもプラン」配置の考えは

斉　藤　　　晃 １　新市長の所信表明について

6月14日(水) 　(1)	 暮らし、住民自治、平和について

午　後 ２　合併効果と施策について

　(1)	 切り下げた施策の復活を

３　大学運営と医療、福祉、教育のまちづくりの連携について

４　農業の安定経営の基本について

(1)	 品目横断的経営安定対策について

　(2)	 各整備事業による農家負担と経営向上について

５　教育行政について

　(1)	 多くの教育課題が教育基本法改正で解決されるのか

　(2)	 高校再編と市内４高校の展望について
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渡　辺　正　尚 １　名寄市の保健福祉施策について

6月15日(木) 　(1)	 障害者自立支援法の施行における弊害について

午　前 　(2)	 東病院の今後について

２　公共施設管理について

　(1)	 名寄公園の維持管理について

　(2)	 市有林（カラマツ）の維持管理について

３　新しい公共交通を計画しては

東　　　千　春 １　名寄市立総合病院の将来展望と名寄市の医療体制について

6月15日(木) (1)    地域の人口減少と老齢化に対応した医療体制について

午　前 　(2)	 救命救急医療の将来展望について

　(3)	 精神科病棟の老朽化と将来展望について

(4)	 セカンドオピニオンに対する考え方は

　(5)	 ジェネリック医薬品の院内、院外処方に対する考えは

(6)	 患者の死亡疾病原因にみる課題は

(7)	 研修医確保の将来展望と指導医について

(8)	 在宅医療のあり方と、在宅看護との連携について

(9)	 看護職員の資格と状況について

(10)職員の接遇対応について

(11)職員研修のあり方について

(12)地方公営企業法の全部適用について

(13)職員の人事考課のあり方について

(14)事務管理部局のあり方について

村　端　利　克 １　道の駅の店舗建設と規模について

6月15日(木) 　(1)	 駐車場と並行して開発局からの移管時期は

午　後 　(2)	 新市の南玄関口としての店舗建設と完成予定は

　(3)	 商品販売と直売店の考え方は

２　風連地区における市街地再開発事業の促進について

　(1)	 駅前地区再開発事業の取り組み状況は

　(2)	 商工業者及び地権者との話し合いは

　(3)	 診療所の改築及び保健センター建設の予定は

　(4)	 福祉住宅建設及び公営住宅の移設の考えは(中心市街地区)

　(5)	 ＪＡ道北なよろとの話し合いの現状は
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村　端　利　克 ３ 風連中学校と風連中央小学校の建設計画実施の時期につい
て

6月15日(木) (1)	 風連町学校校舎建設検討委員会の答申の経過は

午　後 　(2)	 風連中学校の建設時期と見通しは

　(3)	 老朽化が進んでいる中央小学校の建設計画は

　(4)	 北部地区で模範となるような一貫校の建設計画は

４　風連高等学校の存続について

　(1)	 名寄市内の４校の高等学校としての存続の基本は

　(2)	 風連高等学校としての今後の存続見通しは

　(3)	 新市の南玄関口の高等学校として考えは

５　風連地区のパークゴルフ場の管理・運営について

(1)	 風連地区のパークゴルフ場の管理・運営のあり方につい　　て

　(2)	 愛好会及び老人クラブ等による管理のあり方について

　(3)	 今後増設されるパークゴルフ場の管理・運営に対する考え方は

６　名寄警察署の移転計画について

　(1)	 老朽化が進んでいる警察署の移転についての話し合いは

　(2)	 北部地方での防犯・交通事故防止の拠点対策は

　(3)	 名寄警察署の早期移転先の考え方は

佐　藤　　　靖 １　先の市長選挙の投票率について

6月15日(木) 　(1)	 初の合併市長選挙の投票率の評価について

午　後 (2)	 投票時間の繰上げにかかわる協議と結果について

　(3)	 投票率を高める取り組みについて

２　人材育成について

　(1)	 技能者の確保取り組みについて

　(2)	 名寄市中小企業振興条例の改正の必要性について

　(3)	 人材開発センターの将来像について

３　市立総合病院の将来像について

　(1)	 １７年度決算見込みと今後の状況について

　(2)	 医師確保、特に精神科病棟の将来について

　(3)	 市民、近隣市町村と一体となった運動を
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発言 発言議員氏名

順序 発言月日(予定)

佐　藤　　　靖 ４　教育行政にかかわって

6月15日(木) 　(1)	 教育委員会機構の将来像について

午　後 　(2)	 小学校区再編について

　(3)	 子ども達の安全確保について

　(4)	 ブック・スタートの取り組みについて

　(5)	 名寄岩生誕１００年に向けて

田　中　好　望 １　農業振興センターの運営について

6月15日(木) 　(1)	 新たな運営委員会、委員の詳細について

午　後 　(2)	 人件費市50％ＪＡ50％、経費市70％ＪＡ30％について

(3) 旧風連町で行っていた主たる事業のほか、新市として新たに取り
組む事業は

　(4)	 ３年前に購入した土地の利用について

　(5)	 センター職員1名増で新たな事業を行えるのか

　(6)	 担い手、後継者対策は

２　食の安全・安心、クリーン農業・有機農業の取り組みについて

(1) クリーン農業は、名寄市農業の振興になくてはならないものであ
るが、加入組織の現況と、今後の推進について

(2) 収量の不安定性や、労働時間・資材の増加により生産コストが割
高のため、取り組む農家や生産量が少ないが、これをどのように解消
し、生産者に理解を求めるか

(3) クリーン農業・有機農業の農産物を地産・地消を含め消費者にど
のように販路拡大をするのか

岩　木　正　文 １　学校教育について

6月16日(金) 　(1)	 特別支援教育への取り組み

午　前 　(2)	 小学校の英語必修化について

２　次世代育成支援について

　(1)	 子育て支援センター「ちゅうりっぷ」への対応

　(2)	 幼保一元化について

　(3)	 麻しん・風疹の接種制度変更への対応

３　もったいないの実践について

　(1)	 地球温暖化への名寄市の取り組み

　(2)	 もったいない運動の促進を
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順序 発言月日(予定)

谷　内　　　司 １　風連学校給食センターの統合について

6月16日(金) 　(1)	 何年に統合する計画なのか

午　前 (2) 合併協定書にある、問題点は今後協議となっているが、協議した
のか

　(3)	 統合後、センターの職員はどうなるのか

　(4)	 風連地区のＰＴＡ、教職員との協議は

　(5)	 統合後の風連学校給食センターの利用は

　(6)	 福祉給食はどうなるのか

竹　中　憲　之 １　市民憲章と都市宣言の制定について

6月16日(金) 　(1)	 市民憲章の制定の考え方は

午　後 　(2)	 都市宣言の制定の考え方は

２　ポジティブリスト制度について

(1)    営農者への指導と対応は

　(2)	 残留農薬検査の対応は

３　介護療養型病床の現状と今後の推移について

　(1)	 介護療養型病床の利用度について

　(2)	 介護療養型病床の今後の推移について

　(3)	 現時点での利用者負担額の違いについて

日根野　正　敏 １　明日の農業、国政の対応と新市の政策について

6月16日(金) 　(1)	 ポジティブリスト制の対応について

午　後 (2)	 非認定農業者に対する対応について

(3)	 農業法人化に対する方策について

(4)	 新規就農等に関する条例の要件について

２　市営住宅の展望と定住促進について

(1)	 入居基準の統一について

(2)    風連特例区の定住促進規則の周知について

宮　田　　　久 １　名寄市給食センターの統合について

6月16日(金) (1) 平成１７年２月２８日締結、名寄市・風連町の合併協定の遵守に
ついて

午　後 ２　地方公務員災害補償法の対応及び経過について

(1)	 地方公務員の災害補償等の対応について
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宮　田　　　久 (2)	 関連する法令及び規則等

6月16日(金) ・　労働安全衛生法

午　後 　　・　地方公務員災害補償法

　　・　名寄市職員衛生管理規則
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