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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８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（東 千春議員） 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、

３番 山 崎 真由美 議員

７番 五十嵐 千 絵 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の変更

について、お諮りいたします。

新型コロナウイルス感染症に対する議会として

の対応として、今期定例会の会期を２月２５日か

ら３月２６日までの３１日間から２月２５日から

３月２５日までの３０日間に変更したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期を２月２５日から３

月２５日までの３０日間に変更することに決定い

たしました。

なお、当初は議会日程を９日に代表質問、１０

日、１１日に一般質問を予定していましたが、２

月２９日に出された国の方針として、ここ２週間

が重要との見解から、代表質問を１６日に、一般

質問を１７日、１８日に変更することを検討して

いましたが、名寄市は北海道が出した緊急事態宣

言と合わせた１９日まで感染拡大を防ぐため３７

施設を休館とすることやイベント、会議等も自粛

することを決めております。議会として専門知識

や独自の情報がない中での判断として、全市挙げ

て感染防止に努め、市民の安心した暮らしを守る

ことを最優先すべきと判断し、市と同様に感染拡

大を防ぐ意味から代表質問、一般質問を取りやめ

ることを議員全員で合意をいたしました。今回の

代表質問には２名、一般質問には１０名の通告が

されておりましたので、理事者答弁を書面で提出

してもらうこととしております。市民の皆様には

議会ホームページや議会だよりで周知することに

しておりますので、御理解を願います。

〇議長（東 千春議員） ここで、加藤市長より

発言を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま議長のお許しを

頂きましたので、発言の機会を頂きました。感謝

を申し上げます。

昨年１２月以降、中華人民共和国武漢市におき

まして新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者

が確認され、１月１６日には日本で、１月２８日

には北海道内で初の感染者が発生をし、２月中旬

からは連日道内各地での感染者が報告をされてい

ます。現在名寄保健所管内においての新型コロナ

ウイルスの感染は確認をされておりませんが、国

や北海道の動向を注視し、各種対策を講じている

ところであります。本市では、２月２５日に名寄

市感染症危機管理対策本部を設置をし、感染予防

対策のため市民へ感染予防の周知、イベントや会

議等の中止などの対応、北海道の緊急事態宣言を

受け、公共施設等の臨時休館などの対策を行って

おります。また、国や北海道の要請により市立総

合病院での感染対策、小中学校の休校、放課後児

童クラブや保育所での対応など様々な予防対策を

実施をしております。さらには、新型コロナウイ

ルスの感染拡大による経済や就労者などに大きな

影響も出ていることから、国や北海道と共に市と

してもでき得る限りの支援をしていく必要があり

ますので、その対策についても早急に検討し、議

会に相談をしながら対応してまいります。新型コ

ロナウイルスの感染につきましては、いつ終息す

るか分かりませんが、市民の皆様が健康で安心し

て暮らし続けられるために議員の皆様からも御意

見を頂きながら、感染予防対策に取り組んでまい
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ります。よろしくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

東川孝義議員、山崎真由美議員、川村幸栄議員

から緊急質問の申出がありました。これについて

は、さきの議会運営委員会にて日程に追加し、発

言を許すことに決定しております。

お手元に配付の追加日程第１号のとおり東川孝

義議員、山崎真由美議員、川村幸栄議員の緊急質

問に同意し、日程に追加の上、発言を許可するこ

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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

日程に追加し、発言を許可することにいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第１ これよ

り緊急質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新型コロナウイルスに関する対応について、東

川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） 議長の指名をいただ

きましたので、新型コロナウイルスに関する対応

についての緊急質問させていただきます。

本会議の貴重な時間に緊急質問の機会を頂き、

関係する皆様に感謝とお礼を申し上げます。今回

の緊急質問は、まさに未曽有の危機に対応する見

えない敵と闘わなければならない新型コロナウイ

ルス感染拡大防止に向けて名寄市として施策が進

められておりますが、市民の不安感を少しでも解

消するべく質問させていただきますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。今ほど加

藤市長より経過、対応について御発言がございま

した。新型コロナウイルスに関する対応について、

名寄市では２月２５日に名寄市感染症危機管理対

策本部を設置され、当面の取組について確認がさ

れております。また、２月２８日の夕方、北海道

の鈴木知事は北海道の感染拡大を受け、２月２８

日から３月１９日までの間集中的に対策を講じる

緊急事態宣言が発表されました。３月３日に加藤

市長は公共施設を含む３７の施設を、北海道が出

した緊急事態宣言と同じく感染拡大を防ぐため、

３月１９日まで休館との発表をされております。

それでは、通告順に質問いたします。なお、答

弁は大項目ごとにお願いをしたいというふうに思

っております。大項目の１番目、北海道知事の緊

急事態発言に対する名寄市の対応について、個々

の具体的施策について５点伺います。

１点目は、小中高校の臨時休校に対する対応で

あります。高校については、原則として北海道の

指示に従う対応になると思いますが、小中学校に

ついては名寄市の判断対応になると思います。市

内中学校の卒業式は昨日の３月８日から３月２３

日まで予定されておりますが、対応について伺い

ます。また、一斉休校の間、子供たちの時間の使

い方、また進級を控えての大事な時間の過ごし方

として、各自治体での取組の違いもありますが、

分散登校とかネットでの出前講座を実施している

自治体もあります。名寄市の対応について伺いま

す。さらに、学童保育の対応についてもお伺いを

いたします。

２点目は、幼稚園、保育所の対応ですが、共働

きや独り親世帯では子供を預ける場所がなく、仕

事に行けないとの報道もされております。名寄市

の公立保育所を含めて市内の保育所、幼稚園の対

応はどのようになっているのか伺います。

３点目は、名寄市立大学の対応ですが、３月１

２日は札幌会場で後期の入学試験、３月１９日に

は卒業式、４月３日は入学式が予定をされており

ますが、どのような対応を検討されているのかお

伺いをいたします。

４点目は、名寄市立総合病院の体制であります

が、現状の検査体制と、発生はあってほしくあり

ませんが、仮に陽性患者が発生した場合、感染者

病棟の対応を含めた対応について伺います。また、

現状の患者さんのお見舞いなどの対応についても
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お伺いをいたします。

５点目は、介護支援事業に対する対応について、

今回の新型コロナウイルスは若い人の重症化率は

少なく、基礎疾患を持っている人、また高齢者の

方は重篤な症状になると言われております。名寄

市の高齢者施設の運営、また介護支援事業であり

ます在宅、通所並びに訪問介護、さらには福祉サ

ービス事業への対応はどのようになっているのか

お伺いをいたします。

以上、大項目１番目、緊急事態宣言に伴う具体

策についてお伺いをいたします。

大項目２番目、市内経済の影響に対する対応に

ついて２点伺います。１点目、市内中小企業への

支援策でありますが、コロナウイルス対策につい

ては今のところワクチンも特効薬もなく、拡大防

止及び鎮静化に向けた対応は必要であると認識を

しております。しかし、感染者の拡大リスクを下

げるために名寄市では３月中旬に予定されており

ましたジュニアオリンピックの中止、各種イベン

トの自粛、中止に加えて、民間諸団体においても

同様の対応が進められており、市内経済には甚大

な影響を及ぼすと思われます。具体的には旅館業、

飲食業、サービス業、運送業をはじめとして、ま

た小学校の臨時休校に伴う給食センターへの納入

業者などあらゆる業種が大きな影響を受けており

ます。国において支援策が検討されておりますが、

名寄市として状況調査を含めて具体的な支援策の

対応についてお伺いをいたします。

２点目、厚労省の独自休暇制度に伴う休業補償

対応についてお伺いをいたします。この制度は、

小中高校で臨時休校が始まったことに伴い、子供

の世話をするため仕事を休む保護者の収入を補填

する支援策であります。この支援策は、働く全て

の保護者に安心して仕事を休んでもらい、感染拡

大を防止する対策であります。現状の対象期間は

２月２７日から３月３１日までの期間で、支援を

運用する企業独自の有給休暇制度も必要であり、

利用に向けて対象となる市内中小企業の皆様の周

知の対応についてお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、的確な情報発信につい

て伺います。コロナウイルス感染拡大防止に向け

て国、道の要請並びに通知を受け、名寄市も現状

できる対策を実施していると認識をしております。

その中にあって、マスクや消毒液の不足に加えて、

トイレットペーパーもなくなるとのデマ情報が出

ております。目に見えない感染症との闘いは、一

人一人の行動に左右され、納得のいく正しい情報

が適切な行動の基礎になると言われております。

幸いにも名寄市では今のところ感染者は出ており

ませんが、市民の安全と命を守る病院とか消防、

さらには市内のライフラインを支えている浄水場、

下水処理場、ごみ処理施設で発生した場合を想定

した危機対応に関するシミュレーションはどのよ

うな対応になっているのか伺います。また、情報

発信の一元化と的確な情報をタイムリーに発信し

ていく体制についてお伺いいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

私からは、大項目１の小項目１の小中学校の臨時

休校に対する対応についてお答えさせていただき

たいと思います。東川議員から今３点にわたって

御質問いただいたと思っておりますので、それぞ

れお答えをさせていただきたいと思います。

まず、卒業式についてでございますけれども、

道教委から卒業式の実施に当たっての留意点が示

されておりますので、その通知に対応した取組を

するよう各学校に要請をしてきているところです。

また、保護者の参加につきましては、ＰＴＡの意

見等伺うなどして、各学校で対応していただくと

いうようなことでお願いをしているところです。

昨日東中学校はトップバッターで卒業式を行って

おりますけれども、東中につきましては保護者が

参加しての卒業式となっております。

続いて、分散登校の考え方についてでございま

す。当初道につきましては１週間ということでし
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たけれども、最終的には春休みまでということで、

非常に長期の休業になるということでございます。

子供たちを支援するために分散登校という対応が

検討されておりますけれども、現在それの対応に

向けて、本市におきましても実施要綱等作成しな

がら各学校で準備を進めていただいているところ

でございます。今後道教委から取扱いについての

方向性などが出された場合、本市についても取り

組んでいきたいというふうに考えております。

３点目の学童保育についてです。今回の臨時休

業につきましては、急な取組だったということも

ありますので、保護者が仕事などの理由で預かる

必要がある事情については、放課後児童クラブを

休校当初から開設させていただいたところでござ

います。当初北海道におきましては１週間程度の

予定でしたけれども、春休みまでの長期な休業に

なるため、さらに預かりが必要になる児童が増え

ることもある程度視野に入れながら、受入れ態勢

の整備をしていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私から大項目１

の私の関連する部分について答弁をさせていただ

きます。

まず最初に、幼児教育、保育の対応についてと

いうことでありますけれども、この間名寄市幼児

教育保育振興会と公立保育所の担当者で合同の会

議を実施しながら、幼児教育、保育に関する対応

について状況を分析しながら統一した対応をして

いくということ、数回にわたり協議を進めてきて

おります。その中では、まず認定こども園、幼稚

園の３歳以上児の幼児教育を利用されている場合

につきましては、基本的には休園ということであ

ります。ただ、幼児教育を利用されている家庭に

おいて仕事等により預かり保育を必要としている

場合については、状況確認の上、各園において預

かり保育を実施している状況にあります。

次に、認定こども園、保育所の保育の対応であ

りますけれども、通常どおり開所を実施しており

ます。毎日朝晩お子さんの体温を測定し、万が一

発熱やせきなどの症状が見られる場合については

登所を控えていただくなどの健康観察をお願いし

ているほか、感染症予防のための、保護者の都合

がつく場合などは可能な限り登所を控えていただ

くような、そういった御配慮もいただいていると

ころであります。あと、卒園式の対応ですけれど

も、これにつきましては卒園児と保護者のみの参

加ということで、時間を短縮しながら実施する方

向で現在のところ進めております。参加者には当

然のことながら感染予防のためにマスクの着用や

消毒などの感染予防の対策についてお願いをして

いくこととなっています。今後につきましても名

寄市の幼児教育保育振興会と連携を図りながら対

応を進めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。

次に、小項目５でありました介護支援事業者に

対する対応ということであります。これにつきま

しては、基本的に国及び北海道から新型コロナウ

イルス感染症に関する対策についての通知がかな

り多く届いておりますので、また市に通知があっ

たものについては速やかに各事業所に通知をして

おります。各事業所におきましては、高齢者介護

支援における感染症対策マニュアルに基づきなが

ら、職員も含めて感染予防対策に万全を期すよう

市としても要請をしております。今後におきまし

ても各事業所の状況を確認しながら、それぞれが

しっかりした対応しているかどうかも確認もしな

がら、特に高齢者が重篤化されているという状況

がありますので、万全の対策取るように心がけて

いきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 私からは、

大項目１の３点目、名寄市立大学の対応について

ということで、３月１２日の後期入試、３月１９

日の卒業式、あと４月３日の入学式について大学
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の対応についてお答えさせていただきたいと思い

ます。

まず、３月１９日に予定しておりました卒業式

についてでありますが、今般の新型コロナウイル

スの感染拡大の状況を鑑みまして、本学教授会に

おいて中止を決定し、既に大学ホームページのほ

うで周知させていただいているところでございま

す。

次に、３月１２日に予定しております札幌会場

での後期入試につきましては、例年の状況から実

際に受験される学生につきましては志願者の約４

割程度、４学科合わせて大体１００人程度と想定

しております。試験会場の広さですとか環境を踏

まえまして、受験生の席の配置間隔を十分に空け

たり、換気を頻繁にするなど感染予防対策に十分

配慮しながら予定どおり実施する方向であります。

次に、４月３日に予定しております入学式につ

きましては、今後の状況を踏まえまして学内にお

いて実施の有無などについて決定することとして

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、小項目４点目、市立総合病院の体制について

ということで４点にわたって御質問頂きましたの

で、お答えをさせていただきます。

１点目、病院の検査体制ということでございま

すけれども、保健所のほうから要請を受けました

疑い患者の場合につきましては、院内でレントゲ

ンの撮影ですとかＣＴの撮影を行いまして、バイ

タルの状態なども見ながらＰＣＲ検査を必要とす

る状況かどうかを診断をいたしまして、必要な場

合に検体を採取して、保健所を経由して道立衛生

研究所のほうで行政検査を行っております。現在

まで、万一を考慮したというような場合が多かっ

たですけれども、５例を検査しまして、全て陰性

というお答えが返ってきております。

あと、検査が保険適用になりましたということ

でございますが、民間の検査機関に委託するとい

うことが可能になりましたけれども、道内でまだ

受入れというところができていません。現時点で

受けることの可能な事業者との協議を行っており

ますけれども、現時点におきましては当院で検体

を採取して民間に出す場合、東京のほうまで陸送

をするということが条件になりますので、相当の

時間と冷凍保存処理など大変な時間、日数がかか

るということでございまして、現状よりも悪化す

るということが判明をしております。そのため、

事実上機能しないということでございます。迅速

検査キットが供給される時期まで十分に検査を希

望される方にすぐ検査をするという体制は整って

こないのではないかというふうに現状判断をして

いるところでございます。

あと、検査の結果陽性が確認された場合には、

症状に応じて感染症病棟か、またほかの対応とす

るかを判断するということになります。感染症病

棟のほうは、もう２月の段階から準備をしており

ましたけれども、優先度が低いという状況でござ

いましたが、リスク回避のために２症例感染症病

棟のほうで検査結果が出るまで待ったという対応

がございました。共に陰性でございましたので、

すぐに他の病棟のほうへ転棟をしているところで

ございます。今後多数の陽性が確認された場合に

は、状況に応じて院内の体制を変化させていくと

いうことを検討しております。その場合には外来

診療や予定手術の制限といったものも想定される

ということになりますけれども、適宜対応してま

いりたいと考えております。

あと、院内の感染リスクを低減させるというこ

とで、２月１９日から３月末までをめどとしまし

て入院患者への原則面会禁止、それから各事業者

の不要不急な営業活動、これにつきましては院内

への出入りを制限をしているという状況にござい

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。
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〇産業振興室長（田畑次郎君） 私のほうから、

大項目２番目、市内経済への影響に対する対応と

いうことだったと思います。この中で２点、名寄

市としての状況調査と具体的な支援策ということ

と２点目が休業補償対応についての周知の対応と

いうことだったかと思います。

１点目ですが、経済対策に対しては、国では経

済対策は経済産業省、雇用対策は厚生労働省のほ

うでそれぞれ所管して対応を打ち出していただい

ておりまして、まさに矢継ぎ早に様々な対応を打

ち出していただいておりますけれども、市内の中

小企業、あるいは小規模事業者の皆様ができるだ

け負担の少ない形で事業を継続していただけるよ

うにするためには、市独自の対応が必要ではない

かと考えているところでございます。そうしまし

て、市のほうで対策本部がつくられて、速やかに

名寄商工会議所と風連商工会と私どもで３者で協

議をいたしました。その中で、通常の運転資金の

貸付けという制度持っているのですが、それとは

別枠で新たにより利率が低くて、保証料を２分の

１、それから据置き６か月の間の利子について、

これを市で負担すると、こういう内容の新しい制

度の創設、そして実施に向けて現在具体的な作業

を進めているところでございます。またさらに、

今後必要な対策についても検討しているところで

ございます。

それから、調査につきましては、先ほどの３者

協議におきましてまずは調査よりも対策の構築が

優先だろうという共通認識の下これまで作業進め

ておりましたが、実際に商工会議所さんですとか

商工会さん、あるいは金融機関さんに複数件相談

があると聞いておりますので、今回の新しい融資

制度の申請状況なども踏まえて、調査の手法も含

めて商工会議所さん、商工会と検討しているとこ

ろでございます。

それから、２点目の休業補償についてですが、

国からの通知によりますと、今度新しい休暇取得

支援といいますのが小学校等が臨時休業した場合

にその小学校に通う子の保護者である労働者の休

職に伴う所得の減少に対して正規、非正規を問わ

ず労働基準法上の年次有給休暇とは別途有休の休

暇を取得させた企業に対して新たな助成制度を設

けるということで、休暇中に支払った賃金の相当

額を ３３０円を日額の上限として１０分の１０

支援するというものでございまして、さらに詳細

な内容については現在国のほうで検討を進めてい

るというところでございます。この制度について

は、厚生労働省のほうで所管しておりまして、名

寄においてはハローワーク名寄で窓口として受け

付けるということで、私どものところに御相談が

あったときにもハローワーク名寄さんにおつなぎ

するということで所長さんとも確認をさせていた

だいているところでございます。したがいまして、

国のこの制度については、国のほうで公表された

上で私どもで確認をして、速やかに情報提供する

とともに、現在既に市のホームページで公表して

おりますが、そういったものの情報も含めて関係

機関、あるいは団体の皆様への周知、情報共有に

努めてまいりたいと思っているところでございま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 続いて、私から

大項目３の的確な情報発信ということでお答えさ

せていただきます。

まず、１つ目の市民生活に直接影響を及ぼす職

場で担当者が感染した場合の対応等についてとい

う御質問だと思います。現在当然のことながら職

員が感染しないようにそれぞれの職場に応じた感

染予防対策を実施しているところであります。そ

の対応法だったり、仮に職員が感染した場合につ

きましては、病院においては一般社団法人日本環

境感染学会から出されております医療機関におけ

る新型コロナウイルス感染症への対応ガイドを参

考にしながら、病院にありますマニュアルに基づ

いて対応していくこととなります。また、消防に
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つきましては、消防のほうに上川北部消防事務組

合新型インフルエンザ等対策業務継続計画があり

ますので、これに基づきまして対応することとな

っております。

それと、市民の日常生活に影響を及ぼすライフ

ラインを止めないために基本的な感染予防に加え

て、各職場では勤務体制などの変更をしながら現

在対応をしているところであります。浄水場と下

水処理場では、職員と臨時職員で２班体制をつく

りながら交代勤務制で業務を行い、また発熱やせ

きなど症状出た場合の対応策なども講じながら現

在業務を行っているところであります。炭化セン

ターでは、受入れは通常どおり行っておりまして、

ごみ処理は３班体制で４８時間の連続稼働を行い、

稼働停止日も設けながら対応を実施しているとこ

ろであります。いずれの職場におきましても勤務

中できる限り濃厚接触にならないような工夫をし

ながら業務を行い、市民生活に影響出ないように、

仮に職場で感染者が発生した場合においても最小

限に食い止めるような、そういった対策も講じな

がら今現在業務に当たっているところであります。

次、２点目の情報発信の一元化であります。連

日国や北海道から様々な情報が発信されて、感染

の状況によって日々要請内容も変化している状況

にあります。市といたしましては、そういった情

報をしっかり精査しながら、市民に必要な情報を

提供するように努めているところであります。市

のホームページでありますけれども、議員の皆さ

んも見られているかと思いますけれども、一番分

かりやすいところに緊急情報ということでコロナ

ウイルス感染症に関する情報を一括管理するよう

なふうにして、そこに全てのコロナウイルスに関

する情報を集めているところであります。その中

でもできるだけ分かりやすいように区分を分けな

がら市民の皆さんが必要な情報を見られるように

していきたいと思います。ただ、これから、情報

が膨大に来ていますので、市民の皆さんにはでき

るだけ精査しながらきちんとした情報を伝えるよ

うに今後も努めてまいりたいというふうに考えて

おります。また、ホームページを見られない方も

おられますので、そういった方に対しましては報

道機関などの御協力をいただきながら、市の対応

も含めて速やかな的確な情報を発信するように努

めてまいりたいというふうに思っています。議員

からありますとおり、今回も様々な誤った情報が

拡散されていますので、市民の皆さんには国や北

海道、市が発信する情報を確認していただきなが

ら、冷静な対応していただければというふうに考

えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ担当部署か

ら丁寧な御説明をいただきまして、ありがとうご

ざいます。確認も含めて２点ちょっとお願いをし

たいと思います。

特に高齢者の方ということで、道内のあるまち

では７５歳以上の方を対象に担当職員が電話で状

況確認をしているというふうなところもございま

す。名寄市の場合、７５歳以上の世帯、現在 ６

９２世帯、そのうち ８７４世帯が単身というふ

うに聞いております。該当職場で通常の業務と重

なってこれをやるというのは非常に名寄市の場合

難しいのかもしれないのですけれども、作業分担

を含めて、特に７５歳以上の単身の方の状況確認、

こちらのほうの対応というのはお願いできないも

のか検討をお願いをしたいというふうに思います。

それと、もう一点、市内経済の影響ということ

で先ほど御説明、御答弁を頂きました。名寄市の

危機対策本部、名寄商工会議所、風連商工会、そ

れぞれ今状況を把握をしながらというようなこと

で進められて、新しい融資制度も進めていくとい

うふうなお話も頂きました。たしか３月６日から

昨日締切りで、名寄商工会議所ではそれぞれの、

恐らく商工会議所に加入されている方だとは思う

のですけれども、昨年の２月、それから３月の見

込みというふうなことで影響がどれぐらいなのか
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というふうな調査をされていると思いますけれど

も、その辺の対応と今後の施策、非常にシビアと

いいますか、早い段階でのいろんな支援策という

のが必要なのかなという気がしますので、その辺

について改めてちょっとお伺いをさせていただき

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私のほうから、

まず高齢者の対策ということで御質問を頂きまし

た。以前の例えばブラックアウトのときは、停電

も含めて、食料も含めて、いろいろ短期間の中で

安否確認も含めて情報が必要だということで、一

斉にいろんな方に御協力いただきながら高齢者の

お宅に確認作業しましたけれども、今回の場合に

ついては、これから期間がどんなふうになってい

くかという状況もあって、どのタイミングでそう

いったことやったほうがいいのかというのもあり

ますので、現在のところは、通常高齢者の見守り

ということで町内会や民生委員児童委員の皆さん

からの情報提供ということで受けていますけれど

も、ただ今回の場合、濃厚接触をできるだけ避け

るということもありますので、民生委員児童委員

の方につきましては電話とか確認作業を実際対応

するようにと指示が来ていますので、そういった

情報提供を受けながら対応したいというふうに思

っていますし、あと介護サービスを利用している

方につきましては、当然介護居宅支援事業所の方

が定期的に訪問していますし、定期的なサービス

利用をしておりますので、その中でそれぞれの利

用者の健康管理も常にこれは行っていますので、

状況も含めて確認をしておりますので、そういっ

た情報も何か変化があれば市のほうに入るように

していますし、そういった点についてもさらに情

報提供するように求めていきたいというふうに思

っています。また、名寄市地域見守りネットワー

ク事業もやっておりますので、これにつきまして

公的機関であったり、各事業者、そして介護、障

がいのそれぞれの事業者に対して気づきのポイン

トという、そういったもの配付しながら、何か変

化があった場合には情報下さいというふうになっ

ていますので、こういったことを通じながら、高

齢者の皆さんに何か変化があった場合については

市のほうに情報を頂きながらも対応をしていくと

いうことで現在のところ進めていきたいというふ

うに思っております。ただ、今後感染の状況によ

ってやっぱり一斉にそういった確認作業も必要に

なってくるというふうに思っていますけれども、

ただ濃厚接触するわけにはいきませんので、その

方法についても電話とかメールとか、そういった

ことも含めていろいろ検討していますけれども、

いざというときに備えた体制づくりについても今

から準備を進めてまいりたいというふうに思って

いますので、御理解をよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ２点目にありました

経済の関係について私のほうから申し上げたいと

思います。

今回の新型コロナウイルスの対応については、

かつてこれだけ日本全国で、しかも長い期間にわ

たって市民の活動を制約を要請したことというの

はなかなかなかったのではないかなと思っていま

す。その結果として、消費活動についても当然抑

制をしなければいけないということで、市内の経

済に対する影響は極めて大きいだろうという認識

をしております。先ほど市長からお話ししたよう

に、３者での協議を進めさせていただいておりま

すし、中には金融機関にも相談をさせていただい

ている部分がありまして、まずこの期間中につい

て先行して進めるべきは事業者にとって必要な運

転資金をどうやって確保していくかということだ

というふうに考えましたので、まずはこれまでよ

りもより借手にとって有利な融資制度が必要だろ

うということで考えています。国のほうでも非常

に有利な融資制度はありますけれども、全てがそ

こで拾えるということは限られておりませんので、

市としては国から、言葉悪いですけれども、漏れ
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た分なんかも含めて小回りの利く融資制度として

まずは先行して走らせたいというのが一つの考え

であります。

もう一つは、消費活動が抑制したということで

ありますので、今後の消費喚起をどうするかとい

うことがもう一方で考えなければいけないのだと

いうふうに思っています。これについても長期間

にわたっておりますので、必ずしも結果を待って

ということではなくて、場合によっては先手を打

って、当然これは一定の抑制が解除されたという

のが前提になりますけれども、先手を打つことも

必要かというふうに思っています。これは、市だ

けということでなくて、当然各事業者の皆様にも、

あるいは経済団体にも協力をいただかなければ取

り組めないところでありますので、より一層連携、

情報共有を密にしながら取り組んでまいりたいと

考えていますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今改めてお伺いをし

た分、理解をさせていただきました。いずれにし

ても、市内経済の影響、非常に甚大なものが予想

されますので、今臼田部長のほうから御答弁をい

ただきました内容を含めて今後の対応をお願いを

したいというふうに思います。

最後に、要望ということで、的確な情報発信と

いうことで改めてお願いをしておきたいというふ

うに思います。インターネットだとかＳＮＳの情

報も見る側では選択することができません。仮に

間違った情報であっても拡散をされてしまうとい

うふうな危険性があります。今後目に見えない新

型コロナウイルス感染拡大に向けては新たな対応

も必要になってくるのかなというふうに思います。

的確な情報発信に向けてより適切な体制の構築を

お願い申し上げまして、私の緊急質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

緊急質問を終わります。

次に、新型コロナウイルス感染症への対応につ

いて、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいま議長より発

言のお許しを頂きました。正副議長をはじめ今回

の緊急質問の機会を与えていただきました皆様に

心から感謝申し上げます。また、コロナウイルス

の感染拡大予防に国を挙げての取組がなされてい

る時期であります。先ほどの東川議員からありま

した緊急質問との重なりを極力避け、簡潔に質問

をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

まず、大項目１点目です。名寄市における感染

拡大予防の対応状況については、先ほども２月２

５日に名寄市感染症危機管理対策本部が設置され、

その後北海道の緊急事態宣言を受けての状況等る

る説明がございました。その中で主に小中高等学

校、特別支援学校の臨時休校に対する対応につい

てお伺いいたします。先ほどの質疑のやり取りと

の重複を避けさせていただきますが、可能な限り

予防の対策を取りつつの分散登校の話が先ほども

出ておりました。今後子供たちの心の安定を考え

ると必要なことという判断もなされていくと思い

ますが、その際のスクールバスの対応と予防対策

として今現在考えられる手だてについてお伺いし

たいと思います。

それから、未習学習の内容について、致し方な

く長期間の学校休校となっております。解除され

た後の対応になるとは思いますが、今後未習部分

の学習についての対応はどのように計画されてい

るでしょうか。

次に、給食費、教材費等の返金についてお伺い

いたします。時期が１か月を残すところでの臨時

休校となりましたので、給食費、教材費等につい

ての返金もあるやに想像しております。この場合

の対応について、また給食費の食材についての取

扱いについてお伺いしたいと思います。

次に、幼稚園、保育所、認定こども園など幼児

への対応についてお伺いいたします。１点のみお
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伺いいたします。登園される、通所される子供た

ちが出たときの健康管理のチェックについては、

先ほど小川部長からの答弁もありましたが、それ

ぞれの事業所においての健康管理の状態を名寄市

として掌握されているその仕組みが出来上がって

いるのかどうかお伺いいたします。

次に、公共施設等の臨時休館についての対応に

ついてお伺いいたします。公共施設が閉鎖され、

市民生活に大きな影響が出ている中、公共施設の

中では一部閉鎖されていない施設もあります。感

染拡大予防の観点から一貫した対応が望ましいの

ではないかと思います。また、市役所の窓口に来

られる方は、急を要しないということに配慮され

ながらも市民生活の中で市役所を利用されている

と思います。不特定多数が利用される市役所の窓

口での対応についての感染拡大予防についての対

応策をお伺いいたします。

次に、大項目２点目、先ほどもありましたが、

支援を要する高齢者への対応についてお伺いいた

します。独り暮らしの高齢者の方への安否確認に

つきましては、先ほどのやり取りをぜひ実施して

いただきたいと思いますが、それらの皆様の買物

等について、買物は人混みの少ない時間帯が望ま

しいとされています。独り暮らしで外に出ること

もままならない、一日の中で誰とも言葉を交わす

ことがない、そういう皆様への対応策を講じる必

要があるのではないかと思います。お考えをお伺

いいたします。

大項目３点目、医療従事者に対する感染予防対

策についてお伺いいたします。この地域の大きな

役割を担う名寄市立総合病院、今回の感染症への

対応は先ほどお伺いいたしました。特に医療従事

者の感染予防策、マスク、手袋、消毒液、注射を

される場合の酒精綿等、必要な品物は十分確保さ

れているでしょうか。お伺いいたします。また、

医療関係者の感染も報道されている中、一人一人

が基礎体力を落とさないことが大切であると考え

ます。配慮されているとは思いますが、無理な勤

務体制となっていないかあえてお伺いいたします。

最後に、４点目、市内経済への対策についてお

伺いいたします。先ほども質疑がありましたので、

対応策について講じられていることを確認させて

いただきました。個人の事業所に属さない方への

経済的な支援について１点お伺いしたいと思いま

す。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） それではまず、私の

ほうから小中高等学校、特別支援学校の臨時休業

に対する対応ということですけれども、名寄市に

おきましては小中学校のみでございますので、小

中学校の部分についてお答えをさせていただけれ

ばと思います。

まず、分散登校の在り方です。これにつきまし

ては、道のほうから春休みまでの長期の休業にな

るということで、分散登校の可能性についても言

及をされておりますけれども、先週末から各学校

及び保護者の御意見を伺っていただきたいという

ようなことで道教委から参っています。それに併

せまして道教委から考え方は出ると思うのですけ

れども、名寄市としては、さきに東川議員にお答

えいたしましたけれども、分散登校をするという

方向で検討いただきたいということで、各学校に

準備をしていただいております。その準備の内容

というのは、分散登校時の予防対策の在り方、例

えば体育館で、大きなところで実施していただく

ですとか、スクールバスにつきましては、例えば

智恵文みたいに月、水、金に医療バスとして使っ

ていますから、分散登校するのであれば火曜と木

曜日にしていただきたいというようなことで、ス

クールバスについても当然配車するということで、

ここを基本に考えてございます。そのような内容

等含めて、臨時校長会について２回ほど今までも

やってきておりまして、内容の周知について行っ

てきているところでございます。分散登校につい

ては、そのような形で準備を進めていきたいとい
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うふうに考えてございます。

また、未習部分の学習の取扱いですけれども、

これにつきましては新年度に送り込むということ

も一つの方法なのですけれども、その次の学年で

履修する予定の中に組み込んでやるということも

方法としてあるということですので、その辺につ

いては指導主事のほうと検討しながら、なるべく

未習で残ることがないように例えば家庭学習、プ

リント等でその部分をやっていくというようなこ

とも一つあるのかなというような、方法も考えら

れますので、その辺も含めてちょっと検討してい

きたいなというふうに考えております。

給食費と教材費です。具体的に給食費につきま

しては、２月２７、２８につきましてはもう既に

予約と言ったら変ですけれども、各業者にお願い

しておりましたので、これはストップできません

でした。それに関連して、その２日分の給食費に

つきましては頂くことになっております。ただ、

３月２日から３月２５日分の１７日分の給食につ

いては、既にオーダーしていません。ストップし

ていますし、給食費について徴収はしないという

ことで進んでおります。ただ、２日分だけはどう

しても、準備等もありましたので、お支払いをい

ただくというようなことで進んでおります。教材

費につきましては、特に、例えば図工みたいなや

り残したような教材が残っているような場合、そ

れぞれの皆さんに持っていってもらって、持って

帰っていただくというような対応をしたいという

ふうに考えてございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私から、保育所

等における子供の健康管理ということの御質問だ

というふうに思っております。

先ほども答弁申し上げましたとおり、登所する

前には家庭において発熱がないか、せき等の風邪

の症状がないか等のきちんと健康管理をしていた

だいて、それをもって登所してもらうような、そ

ういったお願いをしているところであります。保

育所におきましても常に子供の健康について保育

士、幼稚園の先生含めてきちんと観察しながら対

応しておりますし、これまでは保育所においては

３８度の熱が出たら保護者の方に迎えに来てもら

うという状況ですけれども、現在においては３７

度５分になったら子供たちを迎えに来てもらうと

いう、そういった対応をしているところでありま

す。また、そういった状況につきましては、こど

も未来課のほうに報告毎日受けるようにしておい

て、どういった状況になっているかというのを日

々変化を確認しながら、その状況に基づいてまた

新たな対策も含めて検討していきたいというふう

に考えているところであります。そして、先ほど

の東川議員の答弁の中でも保育に関わっても、感

染症の予防の対策のために保護者の方が自宅で子

供の面倒見られる場合については登所をできるだ

け控えていただきたいという要望しているところ

であります。３月の上旬頃は公立保育所行くと３

０名前後だったのですけれども、先週は７０名か

８０名の方がそういった協力していただいている

ところであります。そういった面では、先生方も

子供を見る数が少なくなったことによってより感

染予防に対する対策が十分にできているという状

況にありますので、保護者の方にもそういった御

協力をいただきながら、それぞれの園内での感染

予防を、対策しっかりできるようにしたいという

ふうに思っていますし、消毒についても１日５回

から７回ほど状況に応じて適時やるような形で対

策をしているところであります。

あと、市役所の対応でございますけれども、先

週から職員や市民の皆さんが手を触れるカウンタ

ーや手すり、トイレ等の消毒作業を定期的に行っ

ているところであります。ただ、職員のマスク着

用につきましては、御存じのとおり、マスクが不

足している状況の中では個々の判断にちょっと委

ねざるを得ないという状況があります。また、も

し感染者が出た場合の業務継続についても総務部
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中心に最低限市民に必要な業務を停止しない、そ

ういった体制づくりも含めて今取り組んでいると

ころであります。それぞれ職員において自己の健

康管理、感染予防に対する対策をしっかり取るよ

うに、不急の外出もできるだけしないような、そ

ういった要請もしながら対応しておりますので、

御理解をお願いいたします。

もう一つ、買物関係です。独り暮らしで外出さ

れない方というふうに言われていましたけれども、

基本的に要支援とか要介護の方につきましては買

物支援も含めてヘルパーのサービスを利用して、

外出ができない方については買物支援も受けてい

る状況にあります。それと、自立ヘルパーという

のも、そういった要支援とか要介護に至らない方

についてもそういった何かの事情で買物に行けな

いという場合については自立支援ヘルパーの制度

ありますけれども、これについてはちょっと最近

使われていない状況があります。そういった面で

は、なかなか要支援とか要介護認定を受けていな

い方が一人で自宅にいるという、そして外出がで

きないという状況ではちょっと把握もし切れてい

ない状況がありますけれども、そういった面につ

いては先ほど申し上げました町内会、民生委員児

童委員の皆さんのこれまでの情報も参考にしなが

ら、そういった人がいるのかどうかも確認をしな

がら、今後必要があれば電話等の連絡であったり、

対策を講じていきたいというふうに思っておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３点目についてお答えをさせていただ

きたいというふうに思います。

まず、医業用の材料の不足ということでござい

ますけれども、全体的に不足する状況は改善をさ

れているという状況でないのは御存じのとおりか

というふうに思います。この間、マスク等につき

ましては市立大学ですとか特養のほうから少し余

裕のある在庫の分から調達をさせていただいて、

後々充足した段階でお返しをするというような対

応させていただいているところでございます。そ

れから、グローブ等についても非常に不足をして

いるというような状況がございます。これらにつ

きましては、市内の業者さんのほうで配慮いただ

きまして、一定数の確保をしていただいて、納品

をしていただいたというような協力もいただいて

いるという状況でございます。マスクにつきまし

ては、一部納品がございましたので、節約は続い

ている状況でありますけれども、職員が必要とす

る分につきましては当面確保しているという状況

でございます。ただし、御来院される皆様方につ

きましては御自身で御用意していただきたいとい

う状況は改善されておりませんので、御理解をい

ただきたいというふうに思います。

あと、政府のほうでも国内生産分の需給調整を

行っているということでございますので、これか

ら少し改善されるかというふうに思います。ただ、

これから我々も各方面を通じて指定医療機関への

優先的な配分をお願いをしてきたというところで

ございまして、国のほうもそうした対応をこれか

ら行うという情報は得ているところでございます。

ただ、マスク等につきましては、中国のほうに生

産拠点が多くございますので、中国が今国外の輸

出を制限しているということで、製造はされてい

て、中国国内に在庫はたまっていても日本に輸出

できないという状況が今続いているということで

ございますので、劇的に改善するというところま

ではまだいかないのかなというふうに思っていま

す。

あと、今大変厳しい状況になっているのは先ほ

ど申されました酒精綿の部分です。これにつきま

しては、ちょっと発注かけておりますけれども、

いつ納品になるか分からないということでござい

まして、不足するような状況がございましたら材

料を買いまして、昔もやっておりましたけれども、

薬剤部のほうで作るということも可能ですので、
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そうしたテクニックを駆使して対応していきたい

というふうに考えているところでございます。

しかしながら、今後感染が拡大をしていった場

合ということを想定した場合には一度に材料が使

われることが多くなるということもございますの

で、そうしたときには非常に厳しい状況が起こる

かもしれないということについては対応を検討し

ているところでございます。定期的に在庫状況は

調査も入っておりますので、確認をして、報告を

しているところでございます。今後も指定医療機

関への優先的な配分等について要請を続けていき

たいというふうに考えております。

それから、職員の勤務体制ということでござい

ますけれども、院内のほうでは緊急対策チームを

設置をしまして、対応の中心を担っていただいて

おります。疑似症例の患者さんが多くなってきま

すと、一部の診療科の医師に負担が集中するとい

うことが発生いたします。その緩和策について今

現在ちょっと院内で調整を行っているところでご

ざいます。それから、看護師などのスタッフにつ

きましては、入院の受入れに向けて各部署から一

定の経験と対応能力を有する職員を指名いたしま

して、当番制を構築して体制を整えたというとこ

ろでございます。先ほども申し上げましたが、２

症例感染症病棟への入院がありましたので、その

ときにそうした当番で対応しているということで

ございますが、現状は通常の勤務体制に戻してお

ります。ただ、お子様方の学校の休校の関係で対

応が必要な職員も一部いますので、そうした職員

等については半日の休暇が必要とか、そういうも

のにつきましては臨機応変に対応しているところ

でございます。

また、どうしても医療系の職員と医療従事者は

こうした有事の際に頑張り過ぎてしまうところが

ございますので、いつまでこの状況が続くのかと

いうのが分からない状況の中ではそうした疲労が

蓄積しないような配慮も行っていくということで

確認をしているところでございます。いずれにし

ましても、今後陽性患者の受入れがあったり、職

員が感染者というようなことになった場合には院

内の体制をこれは大きく変えていかざるを得ない

というのが実情でございますので、状況に合わせ

て体制を組み替えていくということを考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私のほうから、

市内経済の対応策ということで、市の支援策に関

して事業所に属さない個人への対応ということで

御質問頂きました。これは個人事業主様というこ

とであれば、私どものこの制度で対応可能という

ことでございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御丁寧に御答弁いた

だきまして、ありがとうございます。再質問させ

ていただきたいと思います。

まず、小中学校に関わっての分散登校について

でありますが、子供の安定を図るということで、

本当にこの時期にとっては大変重要な対応である

というふうに認識しています。その上でスクール

バスの対応も整えていただくということでありま

したので、感染拡大予防に十分配慮しつつ学校で

の子供たちの一年間の締めくくりに当たる心の安

定をしっかり取っていただける対応がこの後知ら

されてくるのではないかというふうに思い、期待

するところであります。その中で、先ほどお話が

ありました智恵文地区の医療バスとの関係につい

てでありますが、医療バスについて、週３で、空

いているところの曜日を分散登校というふうにし

ますと、子供たち、全体数が少ない状況でありま

すので、比較的対策も取りやすいのかなというふ

うには思いますけれども、スクールバスでの感染

予防についての対策について再度確認をさせてい

ただきたいと思います。御高齢の方も乗られる状

況が智恵文地区では取っていただいております。

それぞれ重要な役割を持って運行していただいて
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いると思いますので、消毒等の関係について再度

確認させていただきたいと思います。

それから、未習内容についての話でしたが、や

むを得ないことだなというふうに思います。しか

し、子供たちの中でなかなか受け入れ難いところ

もあるということを認識していただきますと、や

はり丁寧な対応が必要になってきます。特に小学

校６年生は、早めに授業が終わっているというと

ころもあろうかとは思いますけれども、新しく中

学校という学校自体が替わる環境の中に入ってい

きますので、丁寧な対応を求めたいと思います。

それから、給食費についてであります。先ほど

の御答弁、了解いたしました。しかし、給食費、

年間通して先にお支払いいただいている保護者も

あるのではないかと思いますので、そういう細か

い返金等について学校の事務負担が大きく膨らま

ないような対策については御配慮いただきたいと

いうふうに思っております。それと、給食費の食

材については、一部自治体によっては食材を無駄

にしないということで、業者も関わってですが、

ふるさと納税の返礼品に使うですとか、一般に販

売するとか、そのような対応を取られているとこ

ろもインターネットの中では確認させていただい

ているところであります。名寄市の食材について、

十分対応をしていただいているとは思いますけれ

ども、無駄をなくす、次につなぐための対応につ

いて再度お聞かせいただきたいと思います。

それから、幼児教育の部分につきましては、十

分対応していただいているということで了解いた

しました。それぞれの保育所等の対応について市

としてもこども未来課で掌握していただいている

ということでありますので、子供たちはおじいち

ゃん、おばあちゃん、高齢者の方たちとも密接に

関係を持つところが多くあると思いますので、そ

のことも踏まえての対応、今やられている対応に

ついて大事にしていただきたいと思います。

公共施設についてであります。市役所の窓口対

応については、丁寧な対応していただいているな

というふうに思っております。いつも清掃等も念

入りにしていただいていると思いますが、さらに

丁寧な対応していただいているのではないかと庁

舎に来るたびに思っております。その中で、実は

道立サンピラーパークの対応については、クロス

カントリーコース、カーリング場、一部開いてい

ます。子供たちが遊ぶ施設については閉鎖されて

いますが、クロスカントリーコースは屋外であり

ますので、ある意味感染予防をするということに

ついて、密閉された空間ではありませんので、逆

に精神的な安定ですとか気分転換ですとか、そう

いう意味では利用していただきたい施設かなとい

うふうには思いますが、フォレストを閉鎖してい

るのにカーリング場は開かれているということに

ついて一部市民の方からも声を頂いているところ

がありますので、市立、市が管理しているところ

と道が管理しているところという違いはあります

けれども、同じ名寄市にある施設でありますから、

この辺どのような考え方で受け止めればいいのか。

また、感染拡大予防についてはもちろん対応して

いただいていると思いますので、その対応策につ

いてお聞かせいただきたいというふうに思います。

それから、人材開発センターも閉鎖されていな

いのではないかと思っておりますが、公共施設の

閉鎖が一応１９日までということになってはおり

ますが、その後の見通しもちょっと見通せない中

でなかなか市民の方からも状況について厳しいと

いうような声も上がっております。もちろん感染

拡大予防が何よりも大事な時期であります。命に

関わることでありますので、ここは全く譲れない

ところでありますけれども、市の中にあるそれぞ

れの施設についての対応の考え方についてもう一

度確認させていただきたいと思います。

高齢者への支援については、先ほど対応につい

てお話ししていただきましたので、ぜひそのよう

に進めていただきたいと思いますし、本当に市役

所の職員の方たち、大変だと思います。よくやっ

ていただいていると思います。こういうときこそ
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民生委員児童委員の方ですとか地域を挙げての支

援ということが必要になってくると思いますので、

対面での確認はなかなか厳しいと思いますが、や

はり電話で確認をするですとか、玄関先でドアを

開けないでのやり取りということにもならないと

は思いますが、その辺につきましてはしっかり安

否確認、そして先ほど東川議員からの質問にもあ

りました情報発信していきますということであり

ましたけれども、具体的にどんな手だてを取って

いただけるのかについては確認させていただきた

いと思います。

経済対策について、個人の方であっても個人事

業主であればということでありました。そうでは

ないパートの方につきましては、先ほどの国の支

援策ということで受け止めるべきなのかなという

ふうに思っておりますが、名寄市独自での支援策

というのが考えられていないのかどうか、その点

だけお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小中学校の休校に関

する対応についてですけれども、まず分散登校、

智恵文については医療バスを使用しているという

ことですけれども、それが月、水、金ということ

ですから、逆に言うと火曜と木曜に登校というこ

とで考えていたのですけれども、その中で医療バ

スで使って、次また分散登校というような形にな

りますので、感染対策については十分配慮するよ

うに担当のほうにはお話をしておきたいというふ

うに思っています。

それと、未習の関係ですけれども、まずは教科

書についてはそのまま持っていってくれというこ

とで各学校、校長会の中で要請をさせていただき

ました。また、小学校から中学校へということで、

同じ学校内でしたら簡潔に終わるのですけれども、

小から中に引継ぎをしなければならないというこ

ともこの間の校長会の中でも確認させていただい

ていますので、その辺についてもきちっと引継ぎ

がなされるような形を考えていきたいなというふ

うに考えております。

また、給食費については、返還作業等が出てく

るとは思いますけれども、これについては給食セ

ンターと各学校で十分連携を図りながら淡々と事

務を進めていくように担当のほうにお話をしてお

きたいというふうに思っております。あわせて、

食材の関係ですけれども、納入を予定されている

ということもあるのですけれども、とりあえず給

食がストップしていますから、給食センターで購

入するというわけにはいきませんので、これにつ

きましては国のほうからも支援策というような形

で今検討されているということですから、どのよ

うな支援になるのかというのも含めて、国の動向

を見ていきたいなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私のほうから２点に

ついて申し上げたいと思います。

まず、最初について、公共施設のところの統一

した取組ということで、所管する施設が多いもの

ですから、私のほうからお話をさせていただきた

いと思います。先ほど山崎議員からあったように、

１つはクロスカントリーコースの関係です。これ

については市が設置しているということあります

ので、市の判断で継続をしているということです。

これ対策本部の中で各公共施設、具体的に挙げな

がら感染防止の観点からどこまで臨時休館、ある

いは閉鎖をするかということについて検討させて

いただいたということです。先ほど山崎議員が言

われたように、クロカンコースについては屋外の

施設ですし、個々人が非常に近くに接触するとい

うことも少ないだろうということから、ここにつ

いては引き続き継続すべきだろうという話になっ

たということです。もう一つ具体的に挙がってい

たサンピラー交流館のカーリングの施設について、

これ北海道の施設でありますので、基本的には北

海道の判断というふうになりますけれども、私た

ちが道からお伺いしているところでいきますと、
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カーリングのところについては大勢の幼児、児童

などが直接手で触れる屋内遊戯施設には当たらな

いということで、そこについては継続をしている

と。御存じのように、当然施設を予約して、そこ

に特定の人が入るということと競技の性質上それ

ぞれのそこに来た人が密接をするというものでは

ないので、そういう判断をされたのだろうという

ふうに思っています。

３つ目にありました人材開発センターの関係に

ついて、これは市とすると財産を貸し付けて、そ

の運営自身については人材開発センターが行うと

いうことですので、そこを継続するか、あるいは

休館するかについては基本的にはそこを運営して

いる人材開発センターのほうで判断するべきもの

だというふうに思いますが、当然私どもも指導す

べき立場にありますので、しっかりと感染対策等

については行ってほしいということの申入れはさ

せていただいておりまして、具体的には席を離れ

て受講者に座っていただくなど、あるいは消毒関

係についても対応しながら進めているということ

で御理解をいただければというふうに思います。

それと、もう一点については事業主ではなくて、

パートも含めた働く方の就労対策のところについ

ては、これは先ほどの東川議員のところでの説明

もありましたとおり、国の制度を活用しながらと

いうことです。国は新たな制度として学校の臨時

休業等に対する対策として新たな制度を設けてき

ている分もありますし、これまではなかなか短期

の労働者については国の制度も適用にならないと

いう分がありましたけれども、そこについても拡

充がされてきておりますので、ここ国の動向、制

度設計をしっかりと注視してまいりたいと考えて

いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 情報発信の関係

で御質問いただきましたので、答弁させていただ

きます。

民生委員児童委員の皆様の動きについては先ほ

ど答弁もいたしましたが、上部組織から対応につ

いてのマニュアルを含めて届いていますので、そ

れに沿ってできるだけ接触を避けながら、ただ必

要な方の見守り等確認が必要な場合については電

話等での対応するということで来ておりますので、

そういった対応をしながら再度お願いをしたいと

いうふうに思っているところであります。市から

の情報発信につきましては、現在行っている状況

を継続したいと思いますけれども、特に感染予防

につきましては国や北海道から出されたものは報

道等で大きく取り上げられて、皆様の目に触れて

いると思いますので、それによって感染に対する

意識も高まっているというふうに思っております。

市につきましては、これまで言ったとおり、市の

ホームページだったり、報道機関等の協力得なが

ら対応していきたいというふうに考えているとこ

ろでありますけれども、ただ万が一感染者が発生

した場合については、これについては状況は大き

く変わりますので、これにつきましても北海道か

ら情報提供いただきながら、また他自治体で感染

が発生している自治体の対応状況等も事前にでき

るだけ情報を得られるものは得ながら、市として

何ができるか、そういったものも考えながら準備

をしていきたいというふうに考えております。い

ずれにいたしましても、市民の皆さんに正確な情

報をしっかり広く提供する、そういった方法を考

えながら今後も対応していきたいというふうに思

いますので、御理解をお願いいたします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 貴重な時間を使わせ

ていただいて、多くの質疑をさせていただきまし

た。先ほどの岡村部長の御答弁にもありましたよ

うに、この名寄市だけではなく、地域の医療の拠

点であります名寄市立総合病院の医療従事者の方

におかれましては、本当に体調管理に御留意され

て、何とかこの危機を乗り切っていただきたいと

いうふうに思っておりますし、その中でも長期化
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するかもしれないという不安が市民の中に大きく

広がっているところであります。心の健康を思う

と、いろんなものを閉鎖すればいいということだ

けではなくなってくる時期が来るのかなというふ

うにも思っております。

最後に、加藤市長に今後、先ほどのカーリング

場やクロスカントリーコースの考え方についても

説明いただきましたが、一定程度確認をしっかり

する、予防対策を確認するというところで市民生

活を元に戻していくということについて加藤市長

はどのようなお考えをお持ちかどうか、その点だ

けお話を聞かせていただいて、終わりたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） なかなか先行きが見えな

い中で、今後元に戻していくのどうしていくかと

いうことを今答えられる状況にはないなというふ

うに思っています。改めて国や道で様々な要請、

あるいは指針等が示されている中で、当然そこを

しっかりと科学的に我々も受け止め、またそこし

っかりと認識をしながら、一方で我々やっぱりき

ちっと自治体として、住民の皆さんの一番身近に

いる存在としてその要請を受けながらもより細か

い対応が求められていくのかなというふうに思っ

ています。しっかりと予防対策をし、できるだけ

万全な対策で感染をさせない体制を整えていくと、

あるいは万が一なったときにもしっかりとした対

応をしていくと。そして、このことがずっと長引

いたときに対しての市民の皆さんへの健康への配

慮でありますとか、経済的な対策、こうしたこと

も自治体の状況をしっかりと刻一刻と状況が変わ

る中でも的確に把握をしながら、スピード感を持

って対応できる対策を打っていくと、このことに

尽きるのかなというふうに思っています。引き続

き様々なところからの情報収集しながら、適宜的

確な対応に努め、また情報発信もしっかりと行っ

ていきたいというふうに考えますので、今後とも

議会の皆様の御提言もしっかりといただきながら

この対策を前に進めていきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の緊急質問を終わります。

次に、新型コロナウイルス感染拡大への対応に

ついて、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今私たちは新型コロ

ナウイルスへの対応でかつて経験したことがない

対応が求められているところであります。市民み

んなで協力するべき重大な課題と受け止めていま

す。そして、一日も早い終息を願っているところ

であります。市中では、小中学校の休校における

児童生徒に対して心配の声が多く聞かれるところ

であります。また、市内経済への影響を危惧する

声も多く、併せて振興公社の経営状況まで心配す

る声も多く寄せられているところであります。そ

こで、緊急的に次の２点についてお伺いをしたい

と思います。

１つ目に、市内全小中学校の休校への対応につ

いて伺います。当初３月４日までの１週間を休校

としていた全小中学校を春休み、２５日まで臨時

休校と判断したことについてお伺いをしたいと思

います。３月３日の参議院予算委員会の質疑の中

で、我が党の小池議員が学校には保健室や給食が

あり、生徒の様子を見る教員がいるなど安全装置

としての大きな役割があるとして、１か月近い休

校は親にも子供たちにも大きな負担を強いること

になる、全国一律の方針を見直して、科学的根拠

に基づく感染予防の道に進むべきではと提起をし、

改めて各自治体の自主的な判断に委ねるべきと主

張したところであります。これに対して、萩生田

文科相は設置者が学校を開くという判断をされれ

ばそれは尊重するというふうに答えていらっしゃ

いまして、それは全国一律ではなくなったと理解

できるものと私は考えています。休校して２週間

が経過しています。この間の混乱や、また保護者

からの相談などはあったのかどうかについてもお

知らせをいただきたいと思います。
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次に、給食用食材納入業者への対応はどのよう

になっているのか伺いたいと思います。給食費の

対応については先ほど議論があったところですけ

れども、納入業者への対応について伺いたいと思

います。給食の問題では、従来の夏、冬の長期休

暇の場合、保護者の大きな負担になっているとこ

ろであります。給食が唯一栄養バランスの取れた

食事という児童生徒もいると聞いています。地場

産品使用が７割近い当市であります。納入業者へ

の対応はどのようになっているのか、また給食セ

ンターで働く方々、調理等に関わっている働く方

々の補償はどうなっているのかお伺いしたいと思

います。

さらに、保護者の休業補償ですが、先ほど来議

論があったところでありますが、国も対策を考え

ているということですが、名寄市の実態を早急に

把握をして、そして国に、また道に求めることが

必要だと思います。その点についてお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

今後の対応についてであります。お二人の議論

の中でもるる述べられていたところでありますけ

れども、保護者等への文書の中で、保護者の皆さ

んへというふうなことで教育長からの文書があり

ますけれども、保護者への文書では北海道教育委

員会の要請に基づいて延長すると、このように言

われています。北海道教育委員会教育長は、児童

生徒の安全安心と感染拡大の防止に向けて道内全

ての小中学校を臨時休業するよう市町村教育委員

会に要請し、実施することとなったということで

あります。私は、児童生徒の皆さんはもちろんの

こと、保護者や、また現場で頑張っている教員の

皆さんの声を、意見をしっかりと受け止め、向き

合っていただきたい、このように強く思います。

その上での判断が求められているのではないでし

ょうか。一律でない独自の判断も必要ではないで

しょうか。改めて今後の対応についてお伺いをし

たいと思います。

２つ目に、市内経済の影響への対応について伺

います。ピヤシリスキー場の休止について伺いた

いと思います。市民の方々からは振興公社の問題

もあり、少しでも営業成績を期待したいところだ

が、オープンも遅れた、そしてここで営業休止な

らトリプルパンチだと、こんなふうにおっしゃっ

て、立ち直ろうとしても立ち直れない、どうした

ものかと善意の心配の声が寄せられているところ

であります。先ほど公共施設を休止にした報告も

ありましたけれども、ピヤシリスキー場を休止に

した理由についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

もう一つは、緊急融資など市独自の支援策の検

討中ということでありました。これについては、

先ほど詳しい御報告もあったところであります。

私は、今定例会において一般質問で名寄市中小企

業振興条例の有効活用について取り上げる準備を

していたところであります。当市においては、株

式会社王子マテリアさんの撤退等で市内経済の大

きな影響が予想されていました。そして、今回の

コロナウイルス感染拡大、こうしたことで飲食業、

観光業、理美容、そして運輸などあらゆる業種に

影響が及んでいるところであります。手厚い支援

が必要だと考えています。中小企業や事業所には

緊急融資、そして働く方々へは休業補償や雇用助

成などが必要ではないでしょうか。ぜひこの部分

についてのお考えをお知らせいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、市内小中

学校の休校の対応についてお答えをしたいと思い

ます。

まず、春休みまで臨時休業と判断したことにつ

いてですけれども、今回の新型コロナウイルスの

感染症に対応した臨時休業につきましては、道教

委から出された臨時休業の要請に基づき２月２７

日から市内全小中学校で実施してきました。その

後、さらに国のほうから春休みまで臨時休業を行

っていただきたいというような要請があったこと
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を受けて、本市といたしましても何よりも子供た

ちの健康と安全を第一に考えて、さらに集団によ

る感染の拡大を防止するという観点から春休みま

での長期臨時休校を決定したところです。また、

この件に関して保護者からの御相談ということで

すけれども、実質、お子さんがいて、仕事との両

立でというお話は２件ほど頂いておりますけれど

も、これにつきましては、うちにつきましては臨

時休校の初日から放課後児童クラブを開設をして

いますし、それにつきましても本来４時から６時

半程度のものですけれども、朝の８時から６時半

までということで通して開設しておりますので、

その辺では対応はできるのかなというふうに判断

をしております。ただ、放課後児童クラブに登録

をしていないで、長期になるものですから、登録

はしていませんけれども、預かっていただきたい

というような要望につきましては、その要望があ

ればこちらのほうとしても受け入れる方向で検討

は今後も進めていきたいというか、そのような対

応を取っていきたいというふうには考えてござい

ます。

また、給食用食材納入業者への対応ですけれど

も、先ほど答弁させていただきましたけれども、

実質３月２日より供給を停止しておりますが、給

食が停止したことで直接食材の納入業者に対して

市としての具体的な支援策というのは今持ち合わ

せてございませんけれども、先ほどのとおり、国

等で何らかの経済支援策を打ち出すというか、そ

の方向性だということですので、その推移を見て、

見極めていきたいなというふうに思っております。

また、働いていただいている方々については、当

然休業補償ということで考えていきたいというふ

うに思っておりますので、その辺の対応はさせて

いただければというふうに考えてございます。不

利益にならないような形を作っていきたいという

ふうに考えております。

今後の対応についてですけれども、逐次保護者

等への周知につきましては教育委員会、さらに各

学校等から発出をさせていただいているところで

ございます。これからも卒業式等いろいろな行事

ございます。それについては、各学校の判断にも

なりますけれども、感染対策等十分した中で執り

行っていただくようなことで今後も各学校と連絡、

調整しながら進めていきたいと思います。これか

らまた分散登校等も実際進んでいくのかなという

ふうに考えていますので、その辺も十分見ながら、

子供たちの健康と安全をまずは第一に考えていき

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私のほうから市

内経済の影響ということで、まずはピヤシリスキ

ー場の休止についてですけれども、市の施設が臨

時休館となったときにピヤシリスキー場に関しま

してはスキーロッジがその対象となりましたこと

から、利用者に対して十分なサービスができない

というふうに判断をいたしまして、スキー場につ

いても同じ期間休止することといたしました。振

興公社といたしましては、北海道赤十字パトロー

ル競技大会ですとかジュニアオリンピックですと

か、そういった大きな集客を見込める大会などが

休止となりまして、大変厳しい状況で、私どもと

してもこの振興公社としましても一日でも長く営

業を続けたいところではございましたが、不測の

事態、あるいは健康被害を最小限にとどめるとい

った観点からやむを得ない処置だったと考えてい

るところでございます。また、なよろ温泉サンピ

ラーにつきましては通常営業しておりますので、

宿泊、レストラン、日帰り入浴、こういったお客

様に対して誠心誠意サービスに努めているところ

でございます。

それから、経済対策の支援策についてでござい

ますが、先ほど東川議員の質問に答弁させていた

だきましたけれども、私どもで市独自の融資制度

を検討し、実施に向けて作業を進めているところ

でございますが、市内の中小企業、小規模事業者
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の皆様にとって負担ができるだけ少なく、そして

簡素な手続で迅速に対応できるというものとして

この制度を創設しようとしているものでございま

す。一方で、雇用のことでの御質問ありましたけ

れども、これも先ほど東川議員の質問に御答弁さ

せていただきました保護者の休暇取得制度のほか

にも厚生労働省のほうで雇用調整助成金の特例措

置もございます。これは、経済上の理由により事

業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に

対して一時的に休業などをして労働者の雇用の維

持を図った場合に休業手当、賃金などの一部を助

成するというもので、北海道が自治体が緊急事態

宣言を出して活動の自粛を要請している地域に指

定されておりますので、この助成率が５分の４ま

で中小企業に対してはかさ上げされております。

こういったこともありますので、こういった利用

について私ども情報を入手し次第皆様に周知を図

っていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 小中学校の休校の問

題なのですが、全国探してみるといろんなところ

が出てまいります。校内を開放して児童を預かる

小学校だとか、また要請を受けて休校したけれど

も、それを撤回して、通常どおり授業を実施する

ことを決めた自治体も栃木県のほうでは出ている

というふうに言われています。栃木県のほうで出

されたところの教育委員会の担当の方は、子供の

安全を確保し、健康を維持、向上させることがま

ちの仕事だというふうに話されているところで、

近隣で感染者が出た場合はもちろんすぐに休校に

するというふうにはしていますけれども、現段階

では通常授業を行ったほうがよいとそこの自治体

で判断をしたというふうなことも出されていると

ころであります。ですから、先ほども申し上げた

ように、やはり一律で要請があって、一律に休校

ではなくて、自治体、自治体でその状況を把握し

ながら取り組んでいく。先ほども申し上げたよう

に、やはり児童生徒の声はもちろんのこと、保護

者や、また現場で頑張っている先生方の声にしっ

かり耳を傾けていただきたい、そのことを重ねて

お願いをするところであります。

心配の相談が２件ほどだったというお話があり

ました。私といろいろお話しする人は大体年配の

方で、お孫さんを見ている人が多いのですけれど

も、やっぱり自分がお孫さんを見ているうちはい

いのだけれども、そういうふうなおじいちゃん、

おばあちゃんがすぐそばにいない子供たち、どう

やっているのかな、心配で心配で人ごとでない、

そのことが本当に伝わってきます。学校からはい

ろいろ外に出てはいけない等々言われているわけ

ですから、おうちの中で何をしているのかな、人

ごとではない、そんな心配の声が聞かれていると

ころであります。先ほど児童クラブの対応も御報

告がありました。ある学童保育に関わっている方

からもお聞きをしたところ、やっぱり心配と不安

の声があります。できる限りのことやりたい、子

供たちのためにできる限りのことはしたいのだ。

消毒はもちろん、検温もきちっとやり、そして勉

強するときでも近くならないように机を離して、

おやつも袋、個々に入ったおやつ、それぞれ持っ

てきているものもあるのですけれども、用意して

いるものもある。それも離れ離れになるようにし

て、なるだけ感染しないように、こういった努力

をされている方々もいらっしゃいます。こうした

方々への支援も私は必要ではないかなというふう

に思っているのですが、その点についてのお考え

をお聞かせをいただきたいと思います。

あと、市内経済への影響の点についてでありま

す。ピヤシリスキー場の休止についてなのですが、

２月に入ってから大会がそれぞれたくさん中止に

なって、本当に、先ほども言いましたように、善

意の市民の方から心配の声が聞かれるところであ

ります。本当に心配なのです。そういった中で、

今温泉、またレストランは通常の営業となってい

るということであります。先ほど山崎議員とのや



－59－

令和２年３月９日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

り取りでクロスカントリーコースは開放されてい

るというと、ピヤシリスキー場、リフトだからか

なといったり、いろんな不安といいますか、不審

な声も出てくるところであります。どうして休止

にしてしまったのだろうか、これだけ大変なとき

に、経済的に。そういったところでやはりきちっ

と説明する必要があるのではないかなというふう

に思うのですが、再度お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

それから、先ほど事業所、また小さな飲食店等

々含めて、理美容店なんかも本当に大変な思いを

されているところです。御説明があったように、

負担が少なくて、そして簡潔、簡単な手続で済め

るような、そういう融資制度をしていくというふ

うにおっしゃっていました。また、国の雇用調整

助成金もありますけれども、これを多くの皆さん

にお知らせしていくことが必要だというふうに思

うのです。そのお知らせする、今早くお知らせし

ていきたいということでしたけれども、どういっ

た丁寧なお知らせをしていこうとされているのか、

その点についてもう一度お聞かせをいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 保護者の皆さんのや

っぱり一番心配なところは、例えば仕事をしなが

ら子供たちをどう学習させるのかと、家にそのま

ま置いていっていいのかというようなことだと思

うのですけれども、まず先ほど申しましたとおり、

放課後児童クラブにつきましては休校初日から開

校しているということで、５か所のうち今大体２

０％から３０％程度の預かり状況なのです。当初

児童クラブに登録していない方でもやはりなかな

か預けるところがないということで、臨時に預か

らなければならない児童も出てくるのではないか

ということを想定しまして、５つの施設でもしオ

ーバーフローした場合は第２段階として児童セン

ターを開所して、対応しようと。それでもまだオ

ーバーフローするようでしたら、各学校にお願い

をしながら受入れ態勢を確保していこうというこ

とで、対策本部の会議の中でも検討させていただ

いております。その中では、見ていただく方が必

要になりますので、例えば各学校に配置をさせて

いただいております特別支援学習支援員の方に、

強制ではないのですけれども、お願いをしたり、

それでもなお足りなかった場合につきましては学

校の先生にも協力をお願いしながらというような

ことで、第２、第３のステージを検討しながら進

めてきているという状況もございます。

それと、休業の期間設定についての各自治体の

判断ということでございますけれども、今回の新

型コロナウイルスについては子供を通して高齢者

に感染するというケースがあるということもあり

ましたので、やはり学校を閉校にするのが一番い

い戦術と言ったら変ですけれども、ことなのかな

というふうな判断をさせていただきました。ただ、

自治体判断ということですから、１点申し上げた

いと思うのですけれども、昨日の東中学校の卒業

式ですけれども、実は道からの要請では保護者の

参加は取りやめていただきたいというような要請

が来ましたけれども、名寄市としては独自に、卒

業式というのはやはり保護者にとってもすごく重

大なステージですから、名寄では参加をする、東

中では参加をさせるというような形で、これにつ

いても自治体判断ということで進めておりますの

で、いろいろケース・バイ・ケース、今後ともい

ろんな様々な、何せこんなに長期の臨時休業とい

うのが初めてですから、どんなようなことが起き

てくるかというのも正直未知なところもございま

すけれども、いろんな対応を模索しながら進めて

いきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今部長のほうから教育

委員会の主体性ということで一部東中学校の卒業

式の在り方についてお話を申し上げたところでご

ざいます。やはり卒業式の在り方については、保

護者の皆さんと、それから学校の教員の先生方の
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意向は十分に酌み取って、教育委員会として対応

していかなければならないという判断に基づきま

して、道教委の指示とはちょっと違いますけれど

も、それを取りやめて、対応させていただいたと

ころでございます。今後も、分散、会の在り方に

ついてと一回方針ちらっと出たのですけれども、

またちょっとへこみましたので、ただこれから分

散登校については道教委のほうから通知が来ると

思いますが、その通知は受けますけれども、あく

までも名寄の子供たちの状況を踏まえて、それと

学校と保護者の意見、これを十分伺いながら適切

に対応していきたいと思います。まだまだ子供た

ちの休業期間が大きく延びていくのでないかなと

思いますけれども、今後の新型コロナウイルス感

染に対する対応については今後も、世界的な状況

もありますので、いろんな状況の変化に応じてこ

れからも道からはもちろんですが、国からも通知

でありますとか事務連絡がかなり入ってくるので

ないかなと、そんな押さえをしているところでご

ざいます。先ほども申し上げましたけれども、道

教委の通知は国等の事務連絡等を含めて尊重はし

ていきたいと思いますけれども、あくまでも名寄

市が主体性でございますので、ここをしっかりと

踏まえながら、市の対策本部会議ともしっかりと

連携を深めながら対応してまいりたいと思います

ので、御理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ２点についてお話を

させていただきたいと思います。

１つはピヤシリスキー場の休止について、理由

については先ほど市長のほうから説明させていた

だきましたので、そういった理由についても善意

で心配される方等にしっかりと説明する必要があ

るのではないかということだというふうに思いま

す。まず、善意のお気持ちで心配いただけること

については大変ありがたいと思いますので、お礼

を申し上げたいというふうに思います。今回は感

染の拡大を防止するという観点からまずは施設の

開閉について、そこの判断を優先して進めたとい

うことです。ホームページ、あるいはマスコミの

皆さんの御協力をいただきながら周知をさせてい

ただいたということで、それを判断するのは、先

ほどの答弁で言いましたけれども、個別の施設を

挙げながら、これは本当に開けて大丈夫なのか、

これはどうなのだという議論を対策本部の中でし

っかりとしながら判断をしたということでありま

す。ただ、まずはそこを皆さんにお知らせすると

いうことで、なぜ個別の施設の開ける、開けない

の判断をしたかについての丁寧な説明は確かに不

足していた分はあったのかもしれませんので、こ

こについては一つずつ説明するということはでき

ませんけれども、皆さんからお尋ねがあったとき

については、それぞれの所管を通じながら丁寧な

対応をさせていただきたいと思いますので、ぜひ

御理解いただければと思います。

もう一点の経済対策の関係について、対策につ

いては先ほど市長のほうから説明させていただき

ましたので、内容については一定の御理解をいた

だけたかと思いますけれども、ここについてもし

っかりとしたアナウンスが必要だろうということ

で、特に事業所の方については一定のルートがあ

るのかもしれませんけれども、休業される、いわ

ゆる働く方たちについては個別の対応になります

ので、そこも含めてしっかりと情報提供してくだ

さいということですので、私どもそこはしっかり

と受け止めたいと思います。現状の中でも経済対

策については経済団体、いわゆる商工会議所であ

ったり、商工会のほうでそれぞれ、商工会議所は

ホームページの中で紹介もしていますし、窓口を

設けて相談等に応じるようになっています。ここ

については必ずしも事業者ということだけでなく

て、個別の従業員の方についても相談は受け付け

ると思いますし、私どものほうでも市のホームペ

ージを活用しながら、今国、あるいは道から出て

いる情報については周知をさせていただいている

ということであります。少しタイミングはどうか
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というのはありますけれども、４月号の広報にも、

詳しくは説明できませんけれども、こういう対策

はあるのだということについては周知をさせてい

ただきたいというふうに思っています。また、市

独自の融資の関係等については、これの制度設計

に当たって各金融機関、これは私どものほうで商

工会議所、商工会も一緒に回らさせていただいて、

協力求めたところであります。金融機関の皆さん

からは金利の配慮もいただきましたし、この制度

については他の制度と併せてしっかりとアナウン

スをしたいというところもいただきましたので、

それぞれの団体、役割の下に取り組んでいきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御丁寧な御

答弁を頂きました。教育委員会のほうも２段、３

段の構えで対策を練っている、また名寄市独自と

して、名寄市教育委員会として独自の判断をされ

て、東中学校の対応をされた、このことを聞いた

だけでも心配されている保護者の皆さん方、私は

市民の皆さん方、胸をなで下ろしているというふ

うに思います。コロナ、感染だけが心配なのでは

なくて、やはりそれにまつわる子供たちの対応、

また市民の皆さんへの対応が不安や心配を大きく

しているというふうに思います。その大きなとこ

ろを解決のために御尽力いただいているというこ

とに敬意を申し上げたいと思います。また、経済

問題でも、今臼田部長からもお話がありましたけ

れども、やっぱり一つ一つ対応に対して市民の皆

さんに伝わるようにしていただくというところが

本当に必要な、このときだからこそ、日常的にも

そうなのですけれども、こういうときだからこそ

特に皆さん方本当に大変な思いをされて取り組ん

でいらっしゃることは重々承知しながらも、皆さ

んの不安を解消するために求めなければならない

ということでありますので、ぜひとも引き続き丁

寧な対応に努めていただくことを心からお願いし

て、終わりたいと思います。ありがとうございま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

緊急質問を終わります。

以上で緊急質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１０日から３月１

９日までの１０日間を休会とし、３月２０日は祝

日でありますが、本会議を開催することにしたい

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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１０日から３月１９日までの

１０日間を休会とし、３月２０日は祝日でありま

すが、本会議を開催することに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） ここで一言申し上げま

す。

世界的な広がりを見せる新型コロナウイルスは、

目に見えないものとの闘いで、どのような取組が

明確な正解であるかは分からない中で感染拡大を

防ぐために今定例会の日程や手法について協議を

重ね、北海道の緊急事態宣言の日程に合わせた名

寄市に足並みをそろえ、議事日程の変更とそれに

伴い議場での代表質問と一般質問は行わず、通告

に対する答弁を書面でのやり取りとして、この概

要を議会報にて市民の皆さんにお知らせすること

とさせていただきました。また、名寄市では今年

度中の経済対策を検討しており、緊急事態宣言期

間明けの２０日に議会を開会し、補正予算を審議

し、議決を見ることができれば即時の対応から市

内経済の打撃を少しでも緩和できるよう進める考

えであります。これまで経験したことのない議会

対応といたしましたが、今は名寄市、名寄市議会、

そして市民が協力し合いながら、市内からは感染

者を出したくない、そしてこのことによる経済損
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失により倒産や廃業に至る事業所がないよう難局

を乗り越えたいと考えていますので、皆様には御

理解をいただきますようお願いを申し上げたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

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。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時５９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 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 五十嵐 千 絵

令和２年３月９日（月曜日）第１回３月定例会・第２号


