
－33－

令 和 ２ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和２年６月１７日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 木 村 睦 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
丸 箸 啓 一 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号



－34－

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

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、

４番 佐久間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

交通安全対策について外２件を、山崎真由美議

員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い、

大項目で３点にわたり質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、交通安全対策について、小

項目１、安全を担保する環境整備、防雪柵の設置

についてお伺いいたします。昨年の名寄市内にお

ける交通事故のうち人身事故発生件数は前年度比

６件増の１８件であり、痛ましいことに死亡事故

も発生しています。改めてお悔やみを申し上げた

いと思います。また、ここ数年の間には冬期の多

重衝突事故も発生しており、その原因には地吹雪

による視界不良が考えられます。交通安全対策と

して特に国道４０号線における防雪柵の設置によ

る環境整備が望まれますが、対応についてお聞か

せください。

次に、大項目２、高齢者施策の推進についてお

伺いいたします。新型コロナウイルス感染症に対

する予防策として外出自粛が求められる中におい

ては、誰とも会わない、言葉を交わす機会がない、

そんな生活を余儀なくされた時期がありました。

今後も予防対策は続けていかなければならないこ

とを踏まえ、小項目１、自粛期間中におけるフレ

イル予防対策についてお伺いいたします。動かな

いことからくる体の衰え、一人でいることからく

る不安、思いどおりにならないことからくる不満

に配慮し進められているフレイル予防対策の取組

の現状をお聞かせください。

次に、小項目２、不安に寄り添う相談対応につ

いてお伺いいたします。平常時では種々用意され

ている相談対応が自粛期間中であっても適切に利

用されているのかどうかお聞かせください。

続いて、小項目３、介護サービスの提供につい

てお伺いいたします。３密を避けながらの介護サ

ービス提供については、サービス利用者の安心感

に配慮しつつ対応となることから、一層の気配り

が必要であると考えます。介護サービスの提供に

対して行われている指導、支援の内容についてお

伺いいたします。

最後に、大項目３、学習環境の整備についてお

伺いいたします。新型コロナウイルス感染症への

予防対策は、公教育の学習環境にも大きな影響を

及ぼしています。そこで、小項目１、新型コロナ

ウイルス感染症予防に配慮した学習環境について

お伺いいたします。感染拡大予防には、３密を避

けることが大変重要であるとされています。時に

は少人数学習の環境設定も必要になると考えます

が、現況についてお考えをお聞かせください。

次に、小項目２、夏期間における環境の整備に

ついてお伺いいたします。この地方においても、

近年熱中症予防対策が必要となってきています。

既に気温の高い日もありますが、今年は新型コロ

ナウイルス感染症予防のためのマスク着用が必要

とされます。また、例年は夏休み期間であった時

期を授業日とするなど、一層熱中症対策が必要と

なっています。室温調節に関わる環境整備として

冷房、扇風機、冷風機、網戸の設置などが求めら

れますが、対応をお聞かせください。

以上、壇上からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。
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〇市民部長（宮本和代君） おはようございます。

山崎議員からは、大項目３点にわたり御質問をい

ただきました。大項目１については私から、大項

目２はこども・高齢者支援室長から、大項目３は

教育部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、大項目１、交通安全対策について、小

項目１、安全を担保する環境整備、防雪柵の設置

についてお答えいたします。近年における本市で

の多重交通事故の発生状況としましては、いずれ

も国道４０号線において平成２９年１２月に風連

町豊里付近で７台、同日東風連付近で４台が絡む

事故が発生しており、昨年の１２月には風連町北

栄町において１３台が絡む事故が発生しておりま

す。また、平成３１年１月には内淵の国道４０号

線において２名が亡くなるという痛ましい死亡事

故が発生しているところです。暴風雪に関する交

通安全対策としまして、広報に啓発チラシを折り

込み、暴風雪時の外出抑制や外出先でホワイトア

ウトに遭遇した場合の対応策などについて呼びか

けておりますが、暴風雪による危険な状況は年に

数回発生しており、市としましても課題意識を持

っております。今後地先の御意見もいただきなが

ら、危険箇所への防雪柵の設置に関する関係機関

への要望について検討を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

ら大項目２、高齢者施策の推進について、小項目

１、自粛期間中におけるフレイル予防対策につい

てお答えいたします。

新型コロナウイルス感染予防対策による外出自

粛により運動機能の低下や食事の栄養バランスを

崩し、フレイルになる可能性が高いことから、感

染予防の対策にも考慮しながら取り組んでまいり

ました。初めに、運動機能の低下防止では、名寄

市立総合病院の理学療法士から助言をいただき、

自宅でもできる体操を広報なよろ４月号から毎月

掲載をしております。また、栄養面と食事面では、

昨年度の高齢者食生活改善事業、楽食健幸講座で

実施しました調理実習で考案された栄養のバラン

スが取れて、自宅で作ることができるメニューの

レシピについても広報なよろ４月号から掲載をし

ております。さらに、要支援認定者で在宅での介

護サービス利用者には、国が介護施設等に配付し

ておりますマスクと併せて地域包括支援センター

で作成しましたフレイル予防に関するチラシを配

付をいたしました。外出の自粛期間中の相談につ

きましては、通常どおり継続しておりまして、相

談者の意向により電話での相談対応や訪問の場合

はマスクの着用と手指消毒、短い時間で相談者と

の距離に注意をして面談を行い、その都度必要な

支援を行っております。新型コロナウイルスにつ

いては、現在も北海道内で新たな感染者が確認さ

れており、今後においても国や北海道から外出自

粛などの要請が想定されます。このことから、フ

レイル予防については各関係団体や生活支援コー

ディネーターなどの意見もいただき、感染予防に

考慮しながら、独り暮らしや夫婦世帯の高齢者の

皆様が明るく元気に生活が継続できるよう取り組

んでまいります。

次に、小項目２、不安に寄り添う相談対応につ

いて申し上げます。外出自粛期間中の相談につき

ましては、感染予防のため可能な限り電話での相

談対応としておりましたが、新規の相談者につい

ては相談者の状況確認も必要なため、面談方式で

対応してきております。訪問による面談の際には、

事前に訪問することについて相談者に確認をし、

訪問時にはマスクの着用、手指の消毒、面談者と

一定の距離を取ることとし、対応してまいりまし

た。新規の相談件数につきましては、毎月の平均

的な相談件数と変わりない件数で、新型コロナウ

イルスの影響による経済的な不安についての相談

内容はありませんでしたが、外出自粛によって活

動したり、集まれる場がないため外出することが
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少なくなったというお話が数件ございました。今

後の相談についても国や北海道の対応や感染状況

を注視するとともに、新型コロナウイルスの感染

予防対策を図りながら対応することにより高齢者

が健康で安心して生活ができるよう取り組んでま

いります。

次に、小項目３、介護サービスの提供について

申し上げます。介護サービス事業所における新型

コロナウイルスへの対応につきましては、日々状

況が変化している中において必要に応じて最新の

情報や新たな留意事項などを提供し、施設職員が

新型コロナウイルスについて正しい認識を持って

いただいております。また、従来より国から示さ

れております高齢者介護施設における感染対策マ

ニュアルを通して基本的な感染症対策を含めた共

通認識を深め、対応いただくようお願いしてまい

りました。具体的には、マスクの着用、手洗いや

アルコール消毒、職員や利用者に発熱等の症状が

ある場合の対応、面会の制限、３つの密の回避な

ど事業所内での周知徹底を図り、集団感染の防止

に努めていただいております。また、面会者や委

託業者などについても同様の感染予防対策を行っ

ております。施設内で新型コロナウイルスの感染

者が発生した場合については、保健所をはじめ関

係機関との連携を行いながら発生状況の連絡や利

用停止等の措置、職員や利用者の感染対策などの

対応について事業者に対して通知を行ってまいり

ました。今後におきましても、介護サービスは入

所者や利用者の方々やその家族の生活を継続する

上で欠かせないものであり、感染防止対策を徹底

し、必要なサービスを継続的に提供することがで

きるよう国や北海道からの通知や情報をいただき

ながら介護サービス事業所等に情報提供を行うと

ともに、各事業所内での感染防止対策に対する支

援、協力を行ってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

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。

私から大項目３、学習環境の整備についてお答え

します。

まず、小項目（１）、新型コロナウイルス感染

症予防に配慮した学習環境についてですが、国内

での新型コロナウイルス感染拡大の可能性が高ま

った２月２７日から北海道で、また、３月２日か

ら政府の要請により全国の学校で一斉臨時休業が

行われました。本市の小中学校においては、３月

に分散登校や規模を縮小した中で卒業式を実施し、

４月７日の始業式、入学式から学校を再開しまし

たが、４月１６日に全都道府県が緊急事態措置の

対象となったことを受け、４月２０日から再度臨

時休業としました。その後、５月２０日から２週

間にわたり学校再開に向けた分散登校を行いなが

ら６月１日から学校を再開したところでございま

す。このような中、国の新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議の提言にある地域区分を踏まえ、

５月２２日時点における地域の感染状況に応じて

児童生徒及び教職員等の感染リスクを可能な限り

低減しつつ教育活動を継続することなど、子供の

健やかな学びを保障するための学校の新しい生活

様式が示されました。現在名寄市としては、各学

校において学校の新しい生活様式を踏まえて教育

活動を進めているところでございます。具体的に

は、児童生徒の教育活動における感染症対策とし

て教室の入り口を開けておいたり、２方向の窓を

同時に開けたりするなどして小まめな換気を行う

ようにしています。児童生徒の間隔については、

１メートルを目安に学級内でできるだけ距離を離

した座席配置となるようにしてもいます。しかし、

教室等の制約から１メートルの距離を確保できな

い場合は、頻繁な換気を組み合わせることなどの

対応に努めるようにしております。また、飛沫を

飛ばさないよう児童生徒及び教職員は基本的には

常時マスクを着用するようにしていますが、熱中

症等の健康被害が発生する可能性が高いと判断さ

れた場合などはマスクを外して換気したり、児童

生徒等の間に十分な距離を保つなどの配慮をする
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ようにしております。さらに、登校後や屋外での

活動後などに小まめな手洗いをするようにもして

おります。一方、臨時休業に伴い不足した授業時

数については、学校行事等の内容や必要な時間を

見直したり、夏季休業期間に授業日を設定するな

どして授業の時間を確保し、児童生徒が各教科等

の内容を確実に身につけられるようにお願いして

おります。また、議員御指摘の学習支援を活用し

た学習等につきましては、大変効果的でございま

すけれども、現在欠員募集している学習支援につ

いても応募がなく、人的配置を充実させることが

難しい状況となっております。今後教育委員会と

しましては、各学校と連携しながら指導、助言を

行ったり、必要な物品を整備したり、学習支援の

欠員募集を継続したりするなど、物的、人的な視

点から児童生徒の学習環境の整備に努めてまいり

ます。

次に、小項目（２）、夏期間における環境の整

備についてですが、これまで学校施設の暑さ対策

の取組は普通教室や理科室、音楽室などの特別教

室に年次的に網戸の配置を進めています。また、

各学校では学校配当予算を活用するなどして、扇

風機の導入も行っているところです。今年度につ

きましては、新型コロナウイルス感染症の感染予

防対策と並行して教育活動を行っていかなければ

なりませんが、学校を再開するに当たり国から示

された衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様

式で示された主な取組として３つの密の徹底回避、

児童生徒への感染症対策に関する指導、そして感

染経路を断つ手段として、手洗い、せきエチケッ

ト、消毒などの対応が必要とされております。マ

スクの着用については、熱中症の心配があるとき

や体育の授業中は外す場合もありますが、それ以

外の活動時には息苦しさはあるものの、常時マス

クの着用が必要とされており、夏期間には暑さ対

策に取り組む必要があると考えております。具体

的な対策につきましては、１点目として既に普通

教室の網戸の設置は完了していますが、一部残っ

ている特別教室などへの網戸の設置を進めていき

ます。２点目として、文部科学省の学校再開に伴

う感染症対策、学習保障等に係る支援事業を活用

し、暑さ対策と新型コロナウイルス感染症対策の

強化を目的に教室内の換気と暑さを軽減するため

の大型扇風機の配備やマスクによる息苦しさを軽

減し、飛沫防止にもなるフェースシールドの配置、

また非接触型体温計などの保健衛生用品の準備な

どについて各学校と連携しながら対策を進めてま

いります。

以上、私からの答弁とします

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきました。簡潔になるように心がけながら再質

問させていただきたいと思います。

まず、大項目１の交通安全対策についてであり

ますが、先ほど宮本部長からいただきました御答

弁の中に市としても課題を意識している、それか

ら関係機関との連携もするということで御答弁い

ただきました。具体的に関係機関、どのような調

整ができているかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） まだ現在のところ関

係機関との連携というのは直接進んでおりません

が、防雪柵の設置に当たりましては、まず地先の

御理解を得ることが必要だと思っています。また、

先ほど答弁の中で申し上げました多重衝突などの

事故が発生している場所につきましては、今年に

なりましてからＪＲの線路敷地内の木が伐採され

たということで、風向きが今後変わってくる可能

性もあるのかなという部分もございますので、そ

ういった部分も併せて確認をしてまいりたいと考

えております。確認ができた段階で上川地方の総

合開発期成会での要望ですとか各種国での要望の

機会を捉えて要望を上げていくような形で検討を

進めたいと考えておりますので、御理解お願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。
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〇３番（山崎真由美議員） 具体的に動いていた

だける部分、お聞かせいただけたと思います。名

寄警察署との連携はいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 名寄警察署の交通課

のほうとは連携をしておりますけれども、この防

雪柵の部分については警察のほうでも必要である

という認識で、会議のときなどもそういったお話

も伺っておりますので、お互いに必要な認識とし

て今後検討を進めたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 名寄警察署の協議会

の議事概要、インターネットでも公表されている

のですが、昨年の１２月１３日の議事概要にもそ

のことが委員からも指摘されていまして、多重衝

突事故についての対応、そしてそれに対しての署

長の御答弁として、やはり様々な視点での検証し

た上での道路環境の改善について協議して、各機

関とも対応していただける、していくということ

も書かれておりますので、冬になる前にぜひとも

このところ強く進めていただきたいなというふう

に思っています。名寄庁舎、風連庁舎、分庁舎方

式になっておりますので、もちろん市役所の職員

の皆様も天候が悪くなることも想定されながらの

移動、どうしてもこの間国道を使われるというこ

とがあると思いますので、ぜひこの点も含めて進

めていただきたいと思います。いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今年の冬になる前に

ということだったのですが、先ほど申し上げた風

向きの関係は私どものほうでも確認してからの対

応にしたいという思いもございます。また、地先

の方の御理解を得られるかどうかという部分につ

きましても検討していかなくてはいけないと考え

ておりますが、なるべく早い時期に要望は上げた

いと思っておりますけれども、国のほうも要望イ

コール設置という形にはなかなかならないという

のが現状になっておりますので、そのことも踏ま

え、早い時期に対応はしてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 当然調べるところ、

関係の方々、関係の機関もそうですし、市民の方

との連携も必要になると思いますので、確実な動

きを進めていただきたいと思っています。先日士

別の道路事務所、それから名寄警察署の担当者の

方ともお話をさせていただきましたが、やはり地

域の動きがまずスタートの重要なところであると

お話をされていましたので、ぜひとも動き出しを

よろしくお願いします。

大項目２のほうに移らせていただきます。高齢

者施策の推進についてでありますが、フレイル予

防についてということでお話をいただきました。

このコロナウイルスの感染予防が特に必要になっ

てからフレイル予防策について大きく変わった点

がありましたら、再度お聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

のコロナウイルスの関係でいきますと、やっぱり

接触を避けるということでの状況の中で、従来行

っていましたフレイル予防については訪問したり

だとか、いろんなそういったイベントを実施した

りということでの開催をしておりましたけれども、

今回の期間中につきましては多数の方が集まる場

所ですとか、実際に御自宅にお伺いするというこ

とがなかなかできづらかったということもありま

して、国のほうでも実際には接触しないために例

えばテレワークではないのですけれども、そうい

ったものを活用したりだとかというのは事例とし

ては連絡をいただいているのですけれども、今後

も終息がしていない中でまた再びそういった状況

に、今自粛というようなことになりかねないとい

うこともございますので、そういうところも含め

てどういった形で、今広報、連載しておりますけ
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れども、またそれ以外でもどういう形で対応でき

るのか今包括のほう含めて協議をしているという

ところで、大きくは変わっておりませんけれども、

先ほど言いましたように、違う形の、電話ですと

かいろんな方法を使って行うということで考えて

おります。

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） 一定程度の自粛期間

中を経て、今少し日常が戻ってきているけれども、

秋から冬にかけて第２波、第３波の心配もあると

いう現状の中で、やはり今の間にさらに自粛期間

中ということになったときの対応が必要になると

思います。様々先ほど御答弁の中で具体例も示し

ていただきましたが、少し、私の感覚なのかもし

れませんが、一方通行の情報提供が大きいかなと

いうふうに思います。広報なよろで情報を知らせ

ていただく、それもやはり一方通行という形であ

ると思います。具体的な高齢者の皆さんの声とい

うのは、どのような状況で把握していただいてい

ますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

自粛期間中の中で関わりにつきましては、サービ

スを受けている方につきましては、介護サービス

とかサービスを受けている方についてはケアマネ

さんですとか市の担当のほうからとやり取りをし

ている中では、双方向のはあったのですけれども、

サービスを使われていない方、例えば独り暮らし

の方で元気な方ですとか、特にそういったサービ

ス受けていない方については、サービス受けてい

る方よりは情報的には市としてはなかなかつかみ

切れていないところもございまして、民生委員さ

んですとか町内会の役員の皆さんから情報提供い

ただきながら、もし心配な方がいらっしゃればそ

ういう方に対して対応していくということになっ

ておりますし、今後もそういった行政だけではな

くて、様々な関係機関、それから協力していただ

ける団体の皆さんと連携しながら、どう関わりを

していくかというところで早期には対応していか

なければならないかな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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ担当の方が

御苦労いただいているということについては、本

当にありがたいと思っております。介護サービス

にしっかりつながっていてくださる方は、そのよ

うに対応していかれると思うのですが、フレイル

になる前の一般的にお元気な高齢者の方もやはり

元気な状況を一日でも長く続けていただきたいと

思っております。その観点から話をさせていただ

きますときに、具体的な高齢者と言われる年代の

方それぞれがどのような状況にあるかということ

について、ある自治体では聞き取り調査もしたと

いうような情報も伝わってきていますが、名寄市

としてはその対応はいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員おっしゃったとおり、それぞれ個別に回って、

心配事含めて給付金の申請の関係だとか、いろい

ろな部分についてお聞き取りをしたりとかという

ことでされている自治体もお聞きしております。

今のところ実施についてはまだ考えておりません

けれども、そういったほかの自治体の実施の例も

含めて、今後どういった形でそういった声を聞い

ていけるのかということで早急に検討を進めてい

きたい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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 名寄市は本当に隣近

所も顔の見える地域であると思っておりますので、

お一人、取り残されるということは少ないのでは

ないかなというふうにも思いつつ、それでも予想

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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していなかった状況が起きている中でありますの

で、ぜひその点進めていただきたいなというふう

に思っています。ここに名寄市の第７期高齢者保

健医療福祉計画がございます。もちろんこれに沿

って事業を進めていただいているのですが、今年

度は最終年度になっています。この計画をつくる

ためのアンケート調査が平成２９年に行われて、

そのアンケート調査のときに生きがいについての

質問項目のところ、生きがいがあると答えられた

方、およそ６０％ありました。この数値がこのコ

ロナウイルス感染症の様々な状況を経て変わって

いかないかどうかとても心配に思っています。そ

の点の認識はいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） この

期間中で予定しておりました介護予防教室ですと

か、生きがい講座、それから健康づくり対策教室、

それから老人クラブについても一部休止をしてい

たということで、実際にはそういったいわゆる生

きがいという部分で活動ができなくなったという

ことで、ある程度この期間中についてはかなりふ

だん活動されている方も気持ち的な部分も含めて

少し落ち込んでいた部分あるのかなと思いますけ

れども、今年度８期計画の策定に向けて今進めて

おりますけれども、前回実施させていただいたア

ンケートもこれから実施することになっておりま

して、設問についても同様の設問になろうかと思

いますけれども、若干、今回このようなコロナの

関係についてはなかなか今までなかったことです

ので、３年に１回アンケートをさせていただいて

おりますけれども、どれぐらい数値が変わってく

るかというところについては今のところ読み切れ

ないのですけれども、議員おっしゃられたとおり、

生きがいの分については多少数字が下がるのかな

というふうに思っていますけれども、実際にアン

ケートの結果を見ながらコロナの部分との関連性

も含めて考えてみたいな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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 高齢者だけではない

と思いますが、高齢者を語るときに必要なものと

して、今日行くと今日用という言葉を耳にするこ

とがあります。今日行くというのは今日行くとこ

ろ、今日用というのは今日の用事というふうに解

釈されての講演の中でのお話を聞きますが、どう

しても今日行くところがなかなか設定しづらい状

況になっています。家庭の中で今日やること、今

日の用事というふうに思ったときに何か必然的な

ものを想定していただいて、例えばチャレンジデ

ーの名寄市の取組ときにおのおの１５分程度の運

動をしたときに市に報告する仕組みがあります。

電話での報告ということが、もし健康マイレージ

等と連携する中で何か想定されるのであれば、そ

れぞれ家庭の中でやっていただいた健康づくりに

関わる取組を電話で連絡いただく。そのときに話

をするというようなことも考えられるのではない

かと私なりにちょっと今までの名寄市の取組を思

い浮かべて考えているのですが、何かそういう想

定を考えていただくわけにはいかないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

チャレンジデーにつきましては、全国一斉に５月

２７日に開催ということで準備を進めておりまし

たけれども、全国一斉、中止ということで、名寄

市も中止をさせていただいたところです。先ほど

お話をさせていただきましたが、期間中やはりそ

ういった活動がストップしてしまいましたし、チ

ャレンジデーにつきましても電話等による報告だ

ったりとかもしていただいておりますので、この

チャレンジデーにつきましては高齢者の方もたく

さん参加していただいておりますので、今議員お

っしゃられたように、そういった御本人からのア

プローチも含めてそういう方法も方法としてはあ
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るのかなというふうに考えております。先ほども

お話ししましたが、電話も含めて安否確認だとか

相談なりが気軽にできやすいような、そういった

状況をつくっていかなければならないかなと思い

ますので、すみません、繰り返しになりますけれ

ども、町内会ですとか民生委員さん、それから各

関係機関の皆さんと協議しまして、どういった形

でそういった対応が取れるのかということも含め

て早急に検討していきたい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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 多くの関係者の方に

御協力をいただきながら双方向のつながりを持っ

ていただきますように求めたいというふうに思い

ます。

次、話を変えさせていただきますが、介護事業

所ではマスク、それから消毒液等の物品は十分に

足りているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

３月と、それから６月の頭に各事業所のほうに備

蓄状況の調査をさせていただきまして、３月時点

では設問といいますか、聞き方としては１か月以

上の備蓄があるか、１か月以内で不足するか、全

くないかということでの確認をさせていただきま

して、施設によっては１か月以上もちますよとか

実際にはもうないというところと不足していると

いうような回答いただきまして、６月時点の調査

では、５月末ぐらいからある程度一般的なマスク

ですとか流通し出したということもあって、３月

の調査に比べますと大分備蓄状況はよくなってき

ているところなのですけれども、やはりアルコー

ル関係については今も入手しづらい、消毒液、入

手しづらいということでの御回答をいただいてお

りまして、今回の国の二次補正において道のほう、

都道府県、事業主体になるのですけれども、マス

クですとか、そういった消耗品の配付といいます

か、取組もされるということ聞いておりますので、

そこの状況も含めて今後事業所の備品、備蓄の状

況を確認させていただきながら、道含めて要望す

るなどの対応、対策を取っていきたいというふう

に考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 小まめに状況を確認

していただけるというふうに受け止めたいと思い

ます。その上での対応になりますが、それぞれ介

護サービスの提供だったり、相談対応だったりと

いうことであります。市としての相談対応につい

てはそんなに大きくコロナウイルスの感染症予防

に対する状況下におけるものと変わりないという

ことでありましたが、金銭的な相談という、経済

的な相談というのは高齢者の方から寄せられてい

ないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 高齢

者個人の皆さんからですね。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 相談

等の中では、経済的に逼迫して困ってということ

では高齢者のほうの部門については御相談はいた

だいておりません。

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） 市のほうには届いて

いないということでありますが、中にはやはり今

までと違う品物を必要としている。マスクについ

ては、国から、それから市からもそれぞれ自宅に

届けていただいている部分もありますが、これか

らどこまでこの状況が続くか分からない。消毒薬

についてもなかなか手に入らない。そういうもの

を購入していかなければいけない。しかし、入っ

てくるものについて、高齢者の方たち、そうそう、
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減ることもないかもしれませんが、大きく増える

ことはないということでの不安は私の耳には届い

ています。その対応について何かお考えはありま

すでしょうか。

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） 今高齢者の生活、

経済状況についての御質問だったというふうに思

います。この間名寄市といたしましても国の臨時

交付金等も活用しながら、そういった生活状況が

急激に変動して生活が苦しくなっている、そうい

った状況のところの対策ということで進めてきて

おります。今回の定例会の中でもそういった提案

をしようというふうに考えていますけれども、今

後につきましても国の事業やそういった支援と併

せ臨時交付金の活用も含めて市内の状況を見据え

て、どの世代、どういった人たちが大変な状況に

なっているか、どういった人たちに支援が必要か

というのは十分見極めながら対応していきたいと

いうふうに考えております。高齢者につきまして

は、基本的には年金生活者が多いという状況であ

りますので、一定程度今回特別臨時給付金も交付

させていただいていますので、まだ受けていない

方もいらっしゃいますので、早急に申請していた

だいて、そういったものを活用しながらこの難局

を乗り切っていただきたいというふうに思ってい

るところであります。

それと、先ほどの質問にちょっと関わりますけ

れども、フレイル予防、介護予防の関係ですけれ

ども、この間私も答弁とかでもさせていただいて

いますけれども、自らがそういった自分の健康管

理含めて行っていくのがやっぱりこれ重要だとい

うふうに思っております。市としては、それをす

るためのきっかけだったり、アドバイス、助言、

そういったものをいかに皆さんにするかという、

そして意識を高めていくかということだと思いま

す。これは高齢者に限らず、成人の方のいろんな

健診も含めて健康管理という部分ではやっぱり自

己の管理というのは大事だと思います。そして、

今回国や北海道でも新しい生活様式が示されて、

これまでの生活からちょっと変えて、自分のいろ

んな、感染予防もそうですけれども、健康も含め

てしっかり行っていくということも示されていま

すので、この機会にさらにそれぞれの市民の皆さ

んがそれぞれがしっかりとした健康予防だったり、

感染予防も含めた対策を自らやっぱりしっかりや

っていくという、そういったことの意識をさらに

持っていただきたいというふうに思っています。

そのために広報等も通じながら、ちょっと一方的

にしか今ならざるを得ませんけれども、情報発信

して、今後も市民の皆さんに周知活動を進めてま

いりたいというふうに考えておりますので、御理

解を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） 小川部長おっしゃる

ように、本当に自らの健康、自らの命は自らでと

いうことについては、そこのところは本当に同感

であります。ぜひそのように動いていかなければ

いけないというふうに思っております。たくさん

の情報も出してはいただいているのですけれども、

やはりそうはいいながらもどうしてもその情報に

触れる機会が少ない、その情報を取りにくいとい

うことが高齢者の皆さんの中にはあると思います。

名寄市の高齢者に関わるサービス事業についてホ

ームページで確認させていただきましたら２２項

目だったかと思います。ずっと項目挙げていただ

いておりました。しかし、やはりなかなかパソコ

ンの画面からそのホームページを開いて、自分に

適したページから何が必要かを選び出すというこ

とも環境的にも難しいのが高齢者の方々だろうと

思いますので、それぞれの対応として、まず市民

の方たち、高齢者の方たちの現状把握にはぜひ努

めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

大項目３に移らせていただきます。小学校、中

学校の支援員等の関係についても少人数学習環境

の提供について厳しい状況にあるということでお
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話しいただきました。本当に大変な状況である中、

先生方、それから子供たちも約束事を守りながら

よく生活しているな、学習しているなというふう

に思って、見させていただいております。消毒に

関して委員会の中でも少し確認させていただいて

おりますが、なかなか先生方や子供たちだけで対

応し切れないところがあるのではないかと思いま

す。やはり時には専門の消毒をしていただける人

の配置が必要なのではないかと思いますが、この

点いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 消毒関係につきまし

ては、現在もすいている教職員の方々ですとか学

習支援員の方々、あと事務の方々にも協力をいた

だきながら進めております。今後いろんな地域の

方々との、学校と地域との関係が構築していけれ

ば、将来的にコミュニティ・スクールみたいな形

の中でその地域から応援団というような形づくり

ができていけば、そのような取組もお願い、ボラ

ンティアみたいな形になると思いますけれども、

お願いしていけるのかなと思っていますけれども、

今段階ではちょっとそこまではいけないというよ

うな状況にございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の応援団、コミ

ュニティ・スクールの関連の中でということにつ

いては、ぜひ進めていただきたいと思います。ト

イレですとか、それから水飲み場ですとかやはり

一定程度子供たちが過密になるであろう可能性が

あれば消毒をするということの有効な、重要な状

況が生まれてきますので、そこについてはぜひ早

急な対応をお願いしたいというふうに思っていま

す。先ほど夏期間のそれぞれ網戸の設置ですとか

大型扇風機の導入ですとか御答弁いただきました

が、インターネットなんかで確認をしますと、空

気清浄機のような装置で除菌もできるような装置

もあります。夏期間、どうしても風を入れてもマ

スクをつけることが難しいときに窓を開けてしま

いますので、その空間については除菌といったと

きに閉鎖空間になりませんが、子供たちが休み時

間等動くときに少し止めて、そういう除菌を行う

などのそういう方法もあろうかと思いますが、そ

のほかの器具の導入についてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、コロナウイル

ス対策と夏の暑さ対策、両方取り組んでいかなけ

ればならないというふうに考えております。先ほ

どの答弁したとおり、網戸については一部特別教

室等については設置がされていないということで、

今回国の第二次補正予算で予算措置がされますの

で、そこで整備をしていきたいなと思っています。

それと併せて扇風機についても導入をしていきた

いということで、一部報道で扇風機についてはウ

イルスを拡散するということで逆に悪い影響を与

えるというような報道もありますけれども、ただ

暑さ対策のためには例えば網戸で窓から風を入れ

て、廊下等に扇風機を設置して、空気を流す。そ

れで、ある程度暑さを和らげるというような対応

等も各学校にお願いしていきたいなというふうに

思っています。空気清浄機については一部、保健

室等については設置しているところもございます

ので、今後も各学校というか、校長会等の御意見

等も伺いながら検討し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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 小中学校というふう

に話しましても小学生と中学生、体の大きさも違

いますので、言わなくても当然理解していただい

ておりますが、中学生があの普通教室の中で３０

人を超えて学習をする、これは本当に過密状態で

あることは言うまでもありません。子供たちのい

ろんな意味での理解を示した行動が感染者を出さ

ない状況に今続いてきていると思いますので、で

きる学習環境を整えるということについては金銭

的な予算措置は当然していただきたいというふう

に思っておりますので、橋本副市長にも加藤市長
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にももちろんお願いしたいというふうに思います。

学校の学習環境ももちろんですが、児童クラブへ

は対応はいかが考えていらっしゃるでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 児童クラブについて

もある程度学校と同様の換気対策、当然施設の消

毒等についてはマニュアルに沿ってやっていただ

いています。今後も暑さ対策等につきましても例

えば交代でグラウンドで外遊びをしていただくで

すとか、そのような対策を今後考えながら、なる

べく密を避けるような形を取りながら運営をして

いければというふうに考えておりますので、担当

のほうとも協議をしながら、まず現場の方々の、

先生方の意見も聞きながら対策を検討していきた

いなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 学校もそうですが、

児童クラブも大変苦慮されながらの子供たちの安

全に配慮された運営をしていただいています。特

に南児童クラブは、利用されているお子さんの数

も多い中で本当によくやっていただいているなと

いうふうに思っておりますので、ぜひ時々見に行

っていただいて、具体的に現場を見ていただきた

いと思います。風連の児童クラブ、東児童クラブ

も併せて子供たちの状況を見ていただきたいとい

うふうに思います。このような状況の中で学校環

境、それから子供たちの状況、高校生もそうです。

いろいろなところでの学習環境について最大の配

慮をしていただいているというふうに思いますが、

やはり先生方のストレスもただごとではないとい

うふうに認識しています。なかなか人的配置、学

習支援員が増員できないということ、それから今

の段階では消毒に対しての人的配置も進んでいな

いという状況ではありますけれども、この後少し

ずつ具体的なところを進めていただけます教育長

にこのコロナウイルスの状況下において子供たち

の安全を担保した名寄市の教育推進、お考えをお

聞かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今後のコロナウイルス

対策についてという、そういう観点からどうして

いくかということについて私のほうから簡単にお

話をさせていただきたいと思うのですが、今現在

世界的な感染状況を踏まえますと、長期間にわた

ってコロナウイルスと共に歩んでいかなければな

らないという、我が国もそういう状況かなと思っ

ておりますけれども、基本的には北海道並びに名

寄市の周辺の感染状況を踏まえて、時には名寄独

自の対応で対策を進めていきたいなと思います。

ただ、私校長会等ともいろいろお話ししている

のですが、今後大きく２点にわたって基本的な視

点から進めていきたいなと思っております。その

１点目は、まず感染症対策ということについてで

ありますけれども、先ほど部長のほうからもお話

しいたしましたけれども、学校の新しい生活様式

を踏まえた取組、これを積極的に推進していきた

いと思っております。そのためには、何度もお話

し申し上げていますけれども、基本的な感染症対

策としてはまず一番には子供たちの健康状況の把

握、これをしっかりしていきたい。そして、手洗

い、マスク、それから今お話にありました消毒、

これの徹底はもちろんですが、３つの密について

もしっかりと対応していきたいと思います。また、

児童生徒への感染症対策に関する指導というのも

非常に大事な視点であると思いますので、自ら感

染するリスクを避ける、自分の命は自分で守ると

いう、そういう指導を徹底していきたいと思いま

すし、また差別や偏見のない適切な行動を取るこ

とができる指導などにも併せて努めていきたいと

思います。それと、最近学校の新しい生活様式を

踏まえた取組に関わって、家庭との連携が非常に

重視されております。それで、学校の臨時休業中

においても子供たちの感染事例は一定数生じてき

ておりますので、その多くは家庭の中から持ち込

まれているというような状況であります。学校内

での感染拡大を防ぐためには外からウイルスを入
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れないということが基本になりますので、今後と

も家庭との連携、これを重視していきたいなと、

そんなふうに思っております。

２点目は、これも常に議論になりますけれども、

学びの保障についてということであります。これ

については、最大限子供たちの学びの保障に配慮

した形でしっかりと教育活動を進めていきたいな

と、そんなふうに思っております。そのためには、

今後またやむを得ず臨時休業になったと仮定いた

しましても学校が課す家庭学習といわゆる教師に

よるきめ細かな指導と状況把握にしっかりと努め

てやっていきたいなと。先生方も非常に大変な状

況でありますけれども、一層の力をいただきなが

ら進めていきたいと。また、分散登校、今後もま

た積極的に取り入れながら進めていきたいなと思

います。また、感染防止に配慮しながら、今学校

では時間割編成の工夫でありますとか長期休業期

間の見直し、これも新聞等で報道されたかと思い

ますけれども、それと学校行事の重点化などあら

ゆる手段、これを用いて学習の遅れを取り戻すと

いう、そういう作業を進めておりますので、今後

継続していきたいなと思います。あと、教育課程

見直しに関する特例的な措置も出ておりますし、

御承知のようにＧＩＧＡスクールの構想によるＩ

ＣＴの環境整備なども国のほうから指示が今来て

いますけれども、その状況に応じて適切にしっか

りと着実に進めていきたいと考えておりますので、

御理解いただきたいなと思います。

教育委員会といたしましても今後第３波の感染

状況が来るという厳しい状況にあることをしっか

りと踏まえて、子供たちをしっかりコロナから守

る取組を進めていきたいと思いますので、どうぞ

御理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 常日頃から名寄市の

教育については、私自身も自負心を持っていると

ころもございました。今の教育長の御答弁、力強

い御答弁であると思いますので、この後も子供た

ちの学習環境がしっかり提供できるように努めて

いただけるというふうに思っています。先日です

ね、ある女の子が今日は体が痛いと言いました。

どうしてと聞きましたら、筋肉痛というふうに申

しました。友達と学校で鬼ごっこをやって筋肉痛

になった、でもすごく楽しかったと聞かせてくれ

ました。こんな普通なことが今子供たちに大きな

喜びとして捉えられている、この状況をひしひし

と感じました。やはりこの状況、何としても守っ

てやらなければいけないというふうに思っており

ますので、市民一丸となってのこの取組を進めて

いただきたいと思いますし、私自身も努めたいと

思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市の市政運営について外１件を、東川孝義

議員。

〇１５番（東川孝義議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいります。

大項目の１番目、名寄市の市政運営について伺

います。昨年は、名寄市にとってまさに歴史に残

る大きな問題がクローズアップされた一年であっ

たと思います。名寄振興公社の不正経営と経営問

題、居宅介護事業所の不正問題、王子マテリア株

式会社名寄工場の生産品集約に関する発表による

対応に続き、今年に入ってからは、新型コロナウ

イルス感染症に対する対応に関しては国及び北海

道の決定に基づく内容に沿って名寄市の感染症対

策本部会議を随時開催し、その都度市民に対して

情報提供を行っていただいております。

そこで、小項目の１番目、加藤市長の市政執行

について伺います。ここ当面は新型コロナウイル

ス感染症の影響をどう克服し、地域経済対策への

推進が重要な課題であると考えますが、先ほどお

話をさせていただきました各種課題への取組に対

する評価と、さらに昨年４月からは名寄市総合計
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画（第２次）中期基本計画がスタートしており、

２年目の具体的な推進に向けての考え方と課題に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、加藤市長３期目の折り

返しを迎えて、成果と課題についてお伺いをいた

します。加藤市長は、３期目の立起に当たり２期

８年の実績を基に北北海道の中核都市としての５

つの拠点化構想、そして名寄市総合計画（第２

次）に沿った３つの理念を掲げられております。

その３つの理念とは、人づくり、暮らしづくり、

元気づくりであります。それぞれに多くの項目が

掲げられており、どの施策も重要だとは思います

が、３期目の折り返しを迎えて、この２年間の成

果と当面推進していかれる優先施策についてお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、トップセールスとして

の取組について伺います。加藤市長は、民間企業

で培った経験を生かし、当時道内最年少の３９歳

の若さで当選された１期目より民間的発想を取り

入れ、行政運営に取り組んでいると認識をしてお

ります。また、平成３０年には全国青年市長会の

会長も務められ、その年の１１月には青年市長会

の役員の方々と総理官邸を表敬訪問されており、

名寄産のモチ米、ゆきわらべを持参され、名寄市

のＰＲをされたのを記憶をしております。このよ

うな経験を含め、行政のトップとして多くの方々

とのつながりの中で情報を共有しながら市政執行

に当たられてきたと思っております。具体的には、

行政組織には数少ない攻めの施策として営業戦略

室を創設し、平成２８年にはスポーツ合宿課を新

設し、昨年からは総合政策室が総合政策部として

独立し、その時々の課題に対して臨機応変に対応

した施策が展開をされております。一方では、組

織は人なりとか生き物とも言われますが、トップ

セールスとして市長がこれまで進めてこられた成

果と今後の課題について伺います。

次に、小項目の４番目、新型コロナウイルスの

影響による追加経済支援策について伺います。新

型コロナウイルス感染による対応は少しずつ緩和

されつつありますが、市内経済は大きな打撃を受

けております。経済への影響策として国、北海道

の支援策が実施されておりますが、名寄市独自の

支援策として消費拡大支援事業及び事業継続支援

給付金給付状況の利用状況と申請の終了時期につ

いて伺います。また、国では厳しい経営環境下に

ある中小企業者に対して令和３年度分の１年間に

限り売上げ減少に応じた固定資産税の軽減措置が

計画されております。しかし、中小企業者は令和

２年度をいかに乗り切っていくか苦慮している現

状にあり、市独自の追加支援策として、固定資産

税などの減免措置への考え方をお伺いをいたしま

す。

次に、大項目の２番目、王子マテリア株式会社

名寄工場生産品集約に関する対応について伺いま

す。小項目の１番目、生産品集約に伴う市内経済

の影響でありますが、昨年の１０月４日、王子マ

テリア株式会社名寄工場の生産品集約の発表を受

けてから約９か月が経過をいたしました。この間

名寄市では、再考を求める委員会での活動、また

周辺自治体を含めた撤回を求める署名活動を行う

も、生産品集約という方針は現状では受け止めざ

るを得ないというふうに思います。そこで、王子

マテリア名寄工場の生産品集約に伴う直接的な影

響と関連する企業を含めて、市内経済への影響に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、工場跡地利用に関する

考え方についてお伺いをいたします。王子マテリ

ア名寄工場の敷地は、西は国道４０号線から東は

大通までの２２万 ０００平米の広大な敷地の中

に原料の古紙ヤード、巻取り原紙の生産設備と出

来上がった製品を保管する倉庫に加えて、揚水設

備、排水設備などが備えられております。王子マ

テリア名寄工場は来年９月には２号マシンを停機

し、王子製紙苫小牧工場へ移設、そして１２月に

は３号マシンが停機の予定であります。現在名寄

工場の存続が難しい場合を想定し、定例会初日の
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市長の行政報告でも述べられておりましたが、新

たな産業の創出も視野に入れた再生可能エネルギ

ー、物流・防災拠点、ＩoＴの３つの柱で協議が進

められておりますが、工場の跡地利用については

限られた時間の中でスピード感を持った対応が必

要と考えますが、現在協議されております具体的

な内容についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、名寄工場及び関係する

従業員のサポートについてお伺いをいたします。

名寄工場では、生産品集約の発表があって以降従

業員へのアンケート調査に続いて、昨年の１２月

には本社人事部より１回目の面接が行われ、今年

の４月に２回目の面接予定でありましたが、新型

コロナウイルス感染症対応により今月実施される

とのことであります。この間王子マテリア株式会

社と労働組合では、生産品集約に対応する各種の

労働条件の協議が進められているとのことであり

ます。しかし、この対応は王子グループでの取組

とのことで、転勤、異動が難しい従業員にとって

は厳しい内容であり、既に何名かの方が退職され

たとの情報も聞いております。緊急対策本部を含

めて名寄工場並びに関係する従業員へのサポート

体制についてどのように考えているのかお伺いを

いたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員から大項目で２

点にわたっての御質問いただきました。大項目１、

小項目１から３までは私から、小項目４について

は産業振興室長、大項目２については総合政策部

長からの答弁となります。

大項目１の小項目１と２は関連がありますので、

一括して答えさせていただきます。市政執行につ

いて、この２年間いろいろ難しい問題も多く発生

をいたしました。市民の皆様に御心配と御迷惑を

おかけをいたしましたが、これまで真摯に対応し

てきたところであります。名寄振興公社の問題が

発覚をしてまさに１年が経過をいたしましたが、

この間公社が管理をする施設の運営を止めない、

そのことを最優先に、そのためには公社の経営を

立て直すことが必要と判断をし、対応してきたと

ころであります。これまで市議会、特別委員会で

御審議をいただいたほか、まちづくり懇談会での

御説明を通して市民の皆様への御理解に努めてま

いりました。また、公社の経営に関しましては、

弁護士や公認会計士の助言を受けながら民間の専

門的人材の受入れ、そして市職員の派遣など可能

な限りの手を尽くしまして、一定程度の方向性を

つけるために６月４日に補正予算案を提案をさせ

ていただいているところであります。

名寄社協指定居宅介護事業所につきましては、

監査結果に基づく業務の改善が図られ、現在自主

返還金の返還手続が進められているとの報告を受

けております。今回の問題は大きく取り上げられ、

市民の皆様には御不安や御心配をおかけしており

ますが、今回の事案を教訓として、今後において

も介護サービスの適切な提案を継続していくため

に各事業所への指導、助言を行ってまいります。

王子マテリアに関する対応につきましては、昨

年集約の話が公表されてから時間をかけずに取り

組んだ署名活動では２万 ０００を超える署名を

いただき、地域の思いを本社へ届けることができ

ました。今年度に入りまして、影響を最小限にと

どめるための３本の柱の考え方を公表し、現在具

現化に向けて取り組んでいるところであります。

私も３期目の折り返しを迎え、中間点としての評

価ということでありましたが、名寄市総合計画

（第２次）中期基本計画の推進、２年目を迎えて

おりまして、総合計画の将来像の実現に向けて、

中期計画から個別の実施計画についても成果指標

を設定をすることでより客観的な行政評価が可能

となり、ＰＤＣＡサイクルが実質的に機能した事

業の改善や必要な見直しを行い、基本理念に基づ

く事業の着実な推進を図っているところでありま

す。平成３０年度、令和元年度の２か年で総合計

画前期実施計画に登載する事業の行政評価を実施
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をし、おおむね８割は計画どおり事業が推進をさ

れ、Ａ評価となりました。残る２割は進め方の改

善や規模、内容の見直しを行いまして、事業の着

実な推進を図っているところであります。

また、北北海道の中核都市として５つの拠点化

構想に向けて、国の地方創生関係交付金を活用し

た冬季スポーツ拠点化事業や開発局や商工会議所

などと連携をした生産空間、ヤマト運輸株式会社

から研修という形で職員派遣をいただき、共同で

研究を進めている体制が整った物流拠点など着実

に取組を進めているところでございます。さらに、

宗谷本線活性化推進協議会の会長として北海道や

協議会構成団体とも連携を図りながらＪＲ宗谷線

の維持、活性化に向けて取り組むとともに、（仮

称）名寄高校設置に向けてＪＲ北海道と協定を締

結するなど公約に掲げた理念に基づき可能なもの

から取り組んでいるところでございます。今後と

も総合計画重点プロジェクトに位置づけをする事

業や総合戦略に基づく地方創生の取組を着実に推

進をするため行政評価や毎年実施をしているロー

リングによる進捗管理を行うとともに、情勢の変

化に柔軟かつスピード感を持って対応しながら協

働のまちづくりを進めてまいりたいと考えており

ます。

小項目３、トップセールスとしての取組という

ことでお答えをいたします。私が市長を拝命して

１０年となりましたが、この間議会の皆様方に御

指導、御理解をいただきながらここまで来ること

ができたと思っております。本市での財政運営は

大きな割合で交付税に依存する形となっておりま

して、国や北海道といった関係機関との連携の中

でいかに効率的な事業構築を進めることができる

かということが重要でありまして、特定財源であ

る交付金等の活用を推進をするためには有効な情

報を入手するための努力を怠ってはいけないと考

えております。議員からも御紹介ありましたけれ

ども、この間全国青年市長会の会長も拝命をいた

しまして、１年間務めてまいりましたが、全国に

多くの仲間ができ、先進的な事例を目の当たりに

する機会や情報共有をする機会も増えました。ま

た、財務省から派遣職員として松岡参事監を受け

入れるなど、職員レベルで中央との連携を深める

こともできたと思います。６月１日からは、民間

職員を研修生として受け入れ、官民連携した事業

推進の新たな形にもチャレンジをしているところ

であります。組織ということでございましたけれ

ども、少しでも市民の皆様に喜んでいただけるこ

とが増えていくように私自身も努力を続けてまい

りますし、先頭に立って情報収集に努め、職員と

も共有をし、効果的な施策の研究を進めてまいり

たいと考えております。

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） 私から小項目４、

新型コロナウイルスの影響による追加経済支援策

についてお答えいたします。

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響に

対する経済対策として、まず市内中小企業等の資

金繰りを支援する融資制度の創設に続き、外出の

自粛や歓送迎会のキャンセルなど特に影響が大き

い飲食業を支援するため商工団体などによる実行

委員会が実施するプレミアム付き商品券に対して

支援することとし、さきの第１回定例会において

議決をいただいたところです。プレミアム付き商

品券は、その後の国の緊急事態宣言や北海道の緊

急事態措置を受け実施が見送られる中、市内経済

への影響の長期化とそれに伴う拡大が見込まれた

ことに加えて、複数の団体からの支援の要望があ

ったことを重く受け止め、第３弾となる追加の対

策として、影響の大きい市内の中小企業及び個人

事業主の事業継続を支援するため名寄市事業継続

支援給付金を創設いたしました。この給付金は、

市内に事務所、または事業所を有する中小企業及

び個人事業主を対象とし、本年２月から５月まで

のいずれか１か月の売上げが３０％以上減少して

いる場合に一律２０万円を給付するもので、国の

持続給付金や北海道の休業要請への協力に対する
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支援金を受給しても申請可能であり、これらの対

象とならなかった中小企業などにも申請いただく

ことで市内中小企業等を幅広くかつ迅速に支援す

る制度と考えております。５月８日から原則郵送

による申請の受付を開始し、５月１５日に１回目

となる１８件、３６０万円を支給し、その後も順

調に毎週支給しており、６月１９日支給予定分ま

での総支給件数は３２９件、総支給額は ５８０

万円となっております。

続きまして、プレミアム付き商品券事業、飲食

店限定名寄地域商品券につきましては、実行委員

会において新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため国の緊急事態宣言及び北海道の緊急事態措

置の期間が終了するまで実施を見合わせておりま

したが、５月２４日から同商品券の販売を開始し、

多くの市民に御購入いただき、６月１２日に１万

０００セットが完売したとのことです。なお、

実行委員会から参加店への支払いは週に１回で、

６月１０日現在４６店、４０９万円の経済効果と

なっております。

固定資産税の減免につきましては、地方税法に

おいて天災など特別な事情がある場合に減免が必

要と認めるもの、貧困により公私の扶助を受ける

もの、あるいは強い公共性、公益性が認められ、

税の公平性が保たれる場合などに減免が認められ

ております。このことから、政策手段として税の

減免制度を活用するのは非常に難しく、令和３年

度課税の軽減も地方税法の一部改正による特例と

なっております。今後も国の動向に注視しながら

迅速に対応していきたいと思いますが、事業者の

皆様におかれましては納税猶予の特例や経済対策

として講じております各種給付金を活用し、対応

していただきたいと考えているところであります。

本市においては、直接的な固定資産税減免策では

ございませんが、追加の経済対策を検討中でござ

います。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約

に関する対応について、小項目１、生産品集約に

伴う市内経済への影響について申し上げます。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

しては、昨年１０月４日の正式発表を受け、１０

月１５日に設置した王子マテリア株式会社名寄工

場生産品集約に関する名寄市緊急対策本部の構成

団体である市、名寄商工会議所、風連商工会、そ

して、オブザーバーである北海道の上川総合振興

局と連携をして、１０月１８日に王子マテリア名

寄工場との取引等の現状に関する緊急調査を実施

いたしました。この調査は、市内事業者を中心に

上川総合振興局管内の各商工会議所、商工会の会

員などを含め ９２８社を対象に実施し、３ ２

％の６９７社から回答がございました。その結果、

王子マテリア名寄工場との直接取引、関連会社等

との取引や定期設備保守点検工事の際の取引など

を含め名寄市内で約２６億円、上川管内で約２７

億円と取りまとめました。ただ、この数値には名

寄商工会議所が一括して調査した王子マテリア名

寄会としての士別市内の事業者が３社含まれてお

りまして、これらを考慮すると名寄市内で約１８

億円となります。いずれにしましても、未回答の

事業者が多数あることから、実際の取引等の額は

上振れすることが見込まれるものと認識しており

ます。また、この調査と並行して本市への納付状

況を調査し、その結果としまして約１億 ０００

万円と推計しております。この調査は、王子マテ

リア名寄工場から法人市民税、固定資産税、都市

計画税のほか従業員の個人市民税を含む市税のほ

か、従業員の家族の人数の推計値からの交付税相

当額、さらには上下水道料金などを含む市への納

付額として試算したものです。なお、各項目の金

額については個別企業の情報であり、控えさせて

いただきたいと思います。

続きまして、小項目２、工場跡地利用に関する

考え方について申し上げます。名寄工場の停機を
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想定した場合の基本的な考え方を緊急対策本部で

まとめ、再生可能エネルギー、物流・防災拠点、

ＩoＴデータセンターの３本柱の基本的な考え方を

公表させていただきました。３本のテーマそれぞ

れがスケールの大きな構想でありますので、各関

係機関、団体と情報交換を行い、連携し、慎重に

進めていかなければならないと考えております。

再生可能エネルギーにつきましては、王子グルー

プにはエネルギー関係の会社も有しておりまして、

専門的な知見で名寄地域のエネルギーの自給自足

を可能とする事業創設の可能性について相談をし

ているところです。物流、防災拠点につきまして

は、６月１日からヤマト運輸株式会社より派遣い

ただいている職員が研修として総合政策部に配属

されており、物流拠点化推進担当として業務に励

んでおります。今後王子マテリア名寄工場が有す

る設備の活用も視野に入れ、具現化に向けてグラ

ンドデザインを作成していくこととなりますが、

商工会議所や市内事業者などとも議論を深め、関

係機関や団体と連携し、スピード感を持って取り

組んでまいりたいと考えております。ＩoＴデータ

センターにつきましては、本年２月、本市で講演

いただいた株式会社ブロードバンドタワーの藤原

様、株式会社インターネット総合研究所の渡辺様

と本市の冷涼な気候や冷却エネルギーとしての雪、

先ほど述べた再生可能エネルギーの活用などによ

る優位性によって本市におけるデータセンターの

設置の可能性について相談をしているところです。

この考え方を進めていくため、今後も丁寧に王子

マテリア側との議論を深めてまいりたいというふ

うに考えております。

続きまして、小項目３、名寄工場及び関係する

従業員へのサポートについて申し上げます。従業

員の方々の中には既に退職され、新たな仕事に就

かれている方もおられることは承知しております。

王子マテリアが発表した停機までのスケジュール

を全うしていただくことも重要ですけれども、当

然従業員の方々には先の見えない不安が付きまと

っているものと思います。緊急対策本部といたし

ましては、不安に思っている方々の相談窓口の設

置について、商工会議所と連携し、検討している

ところですが、転職希望の方の対応といたしまし

てはハローワークとの連携も重要となります。ハ

ローワークにつきまして昨年より配慮いただいて

おりますが、引き続き関係機関の役割の中で連携

し、相談窓口の効果的な設置場所、在り方なども

検討してまいります。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ御丁寧な答

弁をいただきまして、ありがとうございます。改

めてそれぞれ答弁いただいた内容を含めてお聞き

をしたいというふうに思います。

加藤市長の市政執行、それから３期目の折り返

しということで、まとめてそれぞれ御答弁をいた

だきました。昨年のいろんな課題については、そ

れぞれ整理をされているというふうな形のお話を

伺いました。３期目の特に折り返しという中では、

３０年度、それぞれ年度ごとの行政評価を行いな

がら着実に進めているというふうなお話も伺って

おります。特に３０年度の行政評価、それぞれ項

目、指標の中ではＡ評価が８割というふうな御答

弁もいただきました。

それで、改めてちょっとお伺いをしたいのです

けれども、その中でもお話がございました冬季ス

ポーツ、北海道の中核都市としての５つの拠点化

の中でお話があったかというふうに思います。冬

季スポーツ広域観光拠点、それから生産空間、物

流、交通拠点、この辺を今具体的に進めておられ

るというふうなお話がございました。当然それも

今この中核拠点都市としての進め方というふうな

ことで現在の進捗を御答弁をいただいたのですけ

れども、市長も時々お話をされておりますけれど

も、私もやっぱり名寄の財産を生かした取組とい

うのも非常に重要なのかなと、施策展開の中で。

財産といえば名寄市立総合病院であるとか名寄大
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学であるとか、あるいは道立公園を含めたなよろ

健康の森、あるいは名寄自衛隊というふうなもの

があると思うのですけれども、やはり諸先輩が築

き上げてくれたこの名寄の財産、これをどのよう

に使って施策の中に生かしていかれるのかという

部分について改めてお伺いをしたいというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど５つの拠点化の構

想についてかいつまんでお話をさせていただきま

したけれども、それぞれどの事業についても決し

て新しいものを打ち出してやろうということでは

なくて、これまで培ってきた財産を有機的に結合

させて、それぞれの拠点化をさらに推進していく、

そのポテンシャルが名寄市にあるし、北北海道と

して名寄市がそうした責任も果たしていかなけれ

ばならないと、そうしたことでございます。医療、

福祉の拠点ということもこの中で打ち出しをさせ

ていただいておりますが、当然うちには、名寄市

にはそうした基幹となる病院がありますし、そこ

を拠点に広域的にさらに安心、安全を高めていき

たいということも、これはもちろん大学とも連携

しながらということでありますし、道立公園等も

生かしながら冬季スポーツの拠点化をさらに推し

進めていくといったことも、これまでの財産をさ

らに生かしていきながら、さらにそして拠点化を

通じて名寄市、あるいは周辺を巻き込んだ地域の

振興、そしてできるだけ人口の減らない、そして

広域行政を進めていくことが重要であると思いま

す。議員おっしゃるとおり、今後とも諸先輩方が

培っていただいたそうしたことを礎に、それに慢

心することなく、そこをさらに有機的に活用しな

がら施策を展開していきたいという考えでおりま

す。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 改めて今の具体的な

内容についても御説明をいただきました。特に広

域的な部分というふうなお話もいただきました。

その中で今市長が触れられておりました人口とい

う問題、これ施策運営の中では非常に重要なワー

ドになってくるのかなと。人口変動の要因、これ

今さら私申し上げるまでもなく、自然増減と社会

増減、これは２つの側面からあるというふうには

思います。名寄市、２００６年、平成１８年度の

合併時の人口、これが３万 ３２８人、２０１５

年、平成２７年です。国勢調査で２万 ０４８人、

９年間で ２８０人減少しております。今年は、

５年ごとの国勢調査が実施をされる予定でありま

す。５月末の名寄市の人口、２万 ０８４人、名

寄市が平成２７年に計画をされておりますまち・

ひと・しごと創生総合戦略の創生人口ビジョン、

この中で、これに基づいた総合計画が実施をされ

ておりますけれども、当時計画をされた名寄市の

人口将来展望のケース１、２０２５年で２万 １

５３人という数字であります。今年５月時点でも

う既に２万 ０８４人ということで下回っており

ます。今後人口問題、この減少に歯止めをかける、

以前にもどこかでお話を伺ったことがあるのです

けれども、市長、関係人口という考えの中で今後

取組、どういうふうにお考えになられているのか

お伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当初の総合戦略、あるい

は人口ビジョンを策定したときから比べると人口

が想定以上に減っているという御指摘でありまし

たが、これは日本においても同様の現象が起きて

おりまして、なかなか出生率が伸びていかないと

いうことと都市から地方への人口の移動を加速さ

せるのだという当時の取組が、それが逆行するよ

うなやはりデータの中身になっておりまして、中

央に、首都圏に人口がさらに、社会増が止まらな

い、あるいは加速している状況になっているとい

うことでありまして、これは日本全体としても考

えていかなければならない問題だというふうにも

考えております。一方で、今般の新型コロナウイ

ルスの関係によって大きな生活ですとか、あるい
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は社会の変革が起こっていく可能性もありまして、

改めて地方にいろんな形での重要性、あるいはス

ポットが当たる可能性もあるというふうに考えて

おりまして、ここをしっかりと、一つ、いろんな

大変な状況はありますけれども、しかし一方でこ

の社会の変革をチャンスとして捉えて、地方の力、

あるいは先ほどお話しした拠点化をさらに進めて

いく必要があるのでないかというふうに思います。

関係人口という話でございまして、まさにこの４

月からも企業版のふるさと納税を、我々のほうで

も計画を変更させていただいて、総合戦略に登載

されている事業であれば、全てのメニューを企業

版ふるさと納税と連携をして使うことができるス

キームを整えたところであります。昔企業誘致と

いう話もありましたけれども、これから、もちろ

ん企業誘致も大事かもしれませんけれども、あら

ゆる企業やあらゆる人とつながって、名寄市を応

援していただく仕組みをつくって、名寄市にいろ

んな人的、あるいは物的な交流、あるいはつなが

りをたくさんつくっていくことが地域の振興につ

ながってくる。このことがまさに関係人口という

ことだと思います。この機会にあらゆる機会を捉

まえて、名寄市をしっかりと応援をしていただく

関係性を企業、あるいは様々な団体、人とつなげ

ていく、そうしたことも積極的に行っていきたい

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） このような厳しい状

況の中を新たな視点で捉えて、いろんな対策を進

めていかれるというふうなことで、今市長がお話

あった企業版のふるさと納税、この辺もうちょっ

といろんな形でＰＲをしていただくともっとより

効果的につながっていくのかなと思いますので、

この辺改めてちょっとお願いをしておきたいなと

いうふうに思います。

３点目、トップセールスとしての取組というこ

とで先ほど御答弁をいただきました。全国市長会

の会長なり、あるいは官民連携という中では松岡

参事監に来ていただいたりというふうなことで御

説明もいただきました。先ほど壇上でもお話をさ

せていただいたとおり、非常にやっぱりそういう

中では民間的な、あるいはその時々に応じたいろ

んな施策を展開をしているというふうに理解をし

ております。組織というのは個別ではなくて、や

っぱりそれぞれの部門をいかに有機的に機能させ

ていくのかというのが当然重要でありますし、そ

の時々に合った組織をつくり上げていくというの

も一方では重要なのかなというふうに思います。

それで、先ほど来もお話が出ていましたけれども、

やはり昨年からスタートした総合政策部、これ非

常に今いろんな形の中で取組、名寄市独自のもの、

あるいは広域的なものも含めて非常に大きな取組

を進められているというふうに思いますけれども、

改めて総合政策部の役割、あるいは関連する部署

との連携についてどのようにお考えなのかお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私の認識として

は、重要施策に関することということでの受皿と

してしっかり動くというところで一つ部をつくっ

ていただいたのだろうという受け止めでやらせて

いただいております。そういった観点で、当然経

済とか市民生活とかにも影響を及ぼすであろう王

子の対応につきましても事務局として関わらせて

いただいておりますし、今回のそのことに関する

物流の拠点についても民間職員を我々の部署のほ

うで受け入れさせていただきながら、しっかりと

推進していくというところで進めさせていただい

ております。そういった意味で、本当に課題であ

るものをしっかり前に進めていくためにいろいろ

な当然部署の連携必要になってきますけれども、

そこは部を預からせていただいている私が先頭に

立って、しっかりと横串を刺しながら、情報共有

しながら全庁的に進めていかなければならないと

いう部署という認識でやらせていただいておりま

すので、何かうまく答えられているかどうか分か
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らないですけれども、よろしくお願いしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 非常にそういう意味

では、今部長話ありましたように、やっぱり重要

施策の受皿、あるいはそれを全庁的に課題を前に

進めていく、それのいろんなコントロールをして

いるというふうなお話だったかというふうに思い

ます。いずれにしても、今いろんな課題が大きい

だけにこの辺の今お話しの部分というのは非常に

重要な対応になってくるのかなというふうに思い

ますので、改めてその辺の慎重な取組をお願いを

したいというふうに思います。

加藤市長の関係でもう一点、これは一応私のほ

うからお願いということでお話をさせていただき

たいなというふうに思います。加藤市長、今年の

年頭の挨拶、広報の中で名寄市の新しい都市計画

マスタープラン、あるいは立地適正化計画のスタ

ートの年だというふうなことで、事業の選択と集

中、官民連携、創意工夫が求められ、まちづくり、

名寄市の将来を考えて、具体的に行動するのは我

々、市民というふうに述べられております。そこ

で、これからいろんなものを、これまでもそうで

ありますけれども、推進をしていくのに一番大切

なのはやっぱり情報の共有、それが一番重要なの

かなというふうに思っております。当然市長は定

期的な記者発表、あるいはまちづくり懇談会、そ

の都度タイムリーにいろんな情報発信していただ

いておりますけれども、やっぱりどうしても限ら

れた方への情報というふうになってしまうのかな

と。たまたま広報をずっと市長が当選をされてか

らちょっと見たときに、以前に市長が広報紙の中

でエフエムなよろとの企画で広報にいろいろ記事

を掲載をされた時期があります。いいか悪いかは

別問題として、広報というのはある面では全世帯

に配布をされるものですから、今後何かそのよう

なことを手法について検討ができればお願いをし

て、これは私のほうからのお願いということで受

け止めていただきたいというふうに思います。

新型コロナウイルスの追加経済支援策というこ

とで先ほど御説明をいただきました。プレミアム

商品券、５月２４日に販売して、６月１２日、販

売完了というふうなこと、それから名寄市事業支

援、コロナの関係についてはほかの方もいらっし

ゃるので、ただ私ここで１点だけちょっとお願い

をしておきたいのは、今のコロナの影響に関する

いろんな支援策、国、道、あるいは名寄市独自で、

どうもこっちのものを頂いたら、名寄市のものを

頂いたら道のがもらえないとか、道のものもらっ

たらこっちがもらえないだとかというふうなお話

をよく聞きます。ですから、この辺の整理だけを

きちっとしていただいて、新たな情報伝達をこれ

はお願いを申し上げておきたいというふうに思い

ます。

次に、王子マテリアの関係についてお聞きをし

たいというふうに思います。先ほど市内経済の影

響ということで、トータルの２７億円は変わらな

いけれども、名寄市内の部分が上川管内と重複を

していたということで２６億円から１８億円とい

うふうなことでお話、それから名寄市財政の影響、

推計ということで法人税、固定資産税、いろんな

もの含めて１億 ０００万円ということで、これ

は当初の内容と変わりがないというふうなことで

答弁をいただきました。今回改めて製紙業界の状

況、暦年度の２０１９年度、ちょっと調べてみた

ところ、新聞紙の関係、非常にこれはやっぱり年

間２０万トン以上落ち込んでいると。２００７年

が３８０万トン、これは２０１９年で２４０万ト

ン、ここ３年は毎年２０万トン減というようなこ

とで、新聞の生産量というのは非常に大きく落ち

込んでいる状況でした。名寄工場で生産されてい

る段ボール原紙なのですけれども、ここはほとん

ど変わっておりません、生産量そのものは。ただ、

いかんせん名寄工場の生産量も正直言ってここ何

年か大体２０万トンベースで変わっていないので

すけれども、いかんせん使われる北海道内の段ボ
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ールの使われ方が減ってきているというふうなの

が顕著に出ているというのが改めて今回、道内の

生産量が減っているわけではなくて、前にもお話

しさせていただいたように、出荷形態の変更だと

か、あるいは加工食品、これが道内の分が減少し

ているというのは大きな要素だというふうに見ら

れております。その中で、工場跡地利用にする考

え方ということで先ほどお話もいただきました。

スケールの大きいテーマなので、３つの方針とい

うふうなことでお話をいただきました。今年、今

月の１日からですよね。ヤマト運輸さんが社員派

遣というふうなことで、道北物流のグランドデザ

イン、施策にアドバイスをいただくというふうな

ことで、既にいろんな活動を進められるというふ

うに思いますけれども、先ほどお話ありました物

流・防災拠点、この中で今ヤマト運輸さんが来て、

いろんな形のもの、恐らく３つそれぞれ関連性は

あるのかもしれないのですけれども、物流・防災

拠点化構想という内容についてもう少し具体的に

お話しいただける部分があればお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 物流・防災拠点

についてですけれども、物流の拠点という意味で

はスタートは、我々専門的な知見がない中でイメ

ージしていたのは、ここに集めて、効率化を図っ

て、例えばなかなか難しい地域にも物を届けられ

るような、そんなサービスにつながればいいかな

という思いで研究を始めたところだったのですけ

れども、やはりここに来ていろいろな民間の方々

の意見を聞くと、逆なのだと。物を集めることが、

生産物を集めることが一番の効率化につながるの

だという逆の発想ということで今教えていただき

ながら取り組もうとしているところでございます。

民間の方々からすると、実は北北海道に物を動か

すときに、物は当然旭川にあるのですけれども、

旭川をベースに動かすと必ず難しい地域が出てく

ると。そういう意味では、民間の目線から見ても

名寄を集約ポイントで物を動かすというのは必然

の流れなのだといったような力強い考え方という

か、そんなアドバイスもいただいて、今日に至っ

ているということで、今現在民間の方を迎えなが

ら研究を進めているということです。結局物を集

めてベースをつくるとなると、そこから出荷をす

る形をイメージしていますので、備蓄されるとい

うことでいえば防災拠点としての機能としてはさ

らに強い肝になると。有事の際にはしっかり名寄

が中心となっていろんな支援物資を配送できるよ

うな、しかも地元には日本最北の名寄駐屯地もご

ざいますし、センター病院もあります。そういっ

た意味では、道北圏域のそういった生活を維持す

るための機能として役割を果たしていける可能性

があるのではないかということで今現在取り組ん

でいるところでありまして、これは議会の皆様方

にも御理解いただいた中で、実は定住自立圏構想

の協定変更で物流の関係を協定に盛り込ませてい

ただきながら議決をいただいた経過もございます

ので、定住自立圏の中の自治体でも物流の課題に

ついては同じ認識持っていただけているというよ

うな下地ができた中での今の取組ということにつ

ながっていますので、よろしくお願いしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 物流の課題といいま

すか、当然運送業の課題という中では、十数年前

からといいますか、ドライバーの運転できる時間

帯、非常にこれがシビアになってきて、今最大４

時間までしか連続運転することできないし、４時

間運転すれば最低３０分という中では、先ほど物

流の拠点という中で生産物を集めるというふうな

こと、当然備蓄をすればここから今度出荷のとこ

ろというふうになってくると、苫小牧、あるいは

石狩だとかというふうになるのだと思いますけれ

ども、そういう面では距離的なことを考えると、

出荷だとか、集荷、出荷という、そういう面では

非常に有利な場所なのかなと。また、一方では今、
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今後どうなる、交渉の中になっていくと思うので

すけれども、王子マテリアの中には備蓄できる巨

大な製品倉庫、それも有効に一方では活用できる

のかなというふうに思います。そのほかに防災拠

点というふうなお話、センター病院あるいは名寄

自衛隊駐屯地というふうなお話もありました。ぜ

ひこの物流拠点、防災拠点という中では、やっぱ

り名寄の立地、あるいは今のいろんな条件を生か

した中で進めていっていただければなというふう

に思います。

それで、その中に、３つの中に再生可能エネル

ギーという目標もあったかというふうに思います。

先ほど名寄工場の面積、２２万 ０００平米とい

うことでお話をさせていただきました。なかなか

大きさ測るものがないものですから、ちょっと名

寄市内でいろいろ調べてみると、南広場、あそこ

が１万 ６８５平米ですから、南広場の約１６倍

の敷地面積です。当然そこから倉庫の分だとかあ

るのですけれども、全体の敷地だけを比べると南

広場の１６倍というふうな大きさですけれども、

再生可能エネルギーを活用した現状のプラン、ど

ういうふうに、この物流拠点とも絡んでくるのか

もしれないのですけれども、どのようなイメージ

を考えておられるのか、現状の範囲でお伺いでき

ればというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ここについては

そんなお話しできるまでの具体的なものはまだ出

来上がってはいないのですけれども、再生可能エ

ネルギーというのはやっぱりこれからの時代必ず

注目される施策でありますし、名寄を考えた場合

に再生可能エネルギーの賦存量を考えますと、や

はり太陽光というのが一番可能性があるのだろう

というところの下、その面積を活用しながらどう

にか再生可能エネルギーを使った事業を展開でき

ないかということで今進めているところでありま

して、答弁したとおり、知見がないものですから、

王子のグループ会社にもそういったようなエネル

ギー会社がありますので、そういったところとつ

なげていただきながら、アドバイスをいただきな

がら、ちょっと今後具体的な案を書けたらなとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 再生可能エネルギー、

太陽光というふうなことで非常に広大な敷地を活

用する上では有効な手段なのかなと。王子グルー

プを含めた対応というふうなことでお話をいただ

きました。

もう一点の柱の中でＩoＴのデータセンターとい

うのも出されているというふうに思います。今年

１月からのこの新型コロナウイルスの影響によっ

て働き方が非常に大きく変わってきて、テレワー

クだとかオンライン会議だとか、いろんな形の中

でやっぱりデータの処理量というのも今後こうい

う内容が変わっていくことによって非常にまた増

えてくるのかなというふうに思います。先ほど部

長のほうから、今年の２月に講演会がありました。

その方ともいろいろ今基本的な部分の打合せもし

ながら進めているというふうなお話がございまし

た。これそれぞれ関係があるのかなというふうに

思うのですけれども、全体を３つのカテゴリー、

それぞれ今進めていっている中でどれも重要だと

いうふうには思うのですけれども、やっぱり具体

的に限られた時間の中で一定程度道筋をつけなが

ら次のステップに進んでいくというのも一つ大切

な部分なのかなというふうに思うのですけれども、

今この３つの中で具体的に先に進めていこうとい

うふうに思われている項目があれば、ちょっとお

伺いをしたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この３つの柱に

ついては、どれを優先順位をつけてというイメー

ジは実は私は持っていなくて、やはりみんな同じ

角度で進めていきたいというふうに強い思いを持

ちながらやらせていただいております。なぜかと
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いうと、データセンターについてもやはりセット

になるのは、例えば再生可能エネルギーだったり

とか、お互いが３つあって成り立つような関係性

も実は御指摘のとおりイメージはしています。そ

の中で、可能性を探りながらこの３つについては

進めさせていただいて、ただ現状を見ますと、６

月１日から民間職員をうちで抱えながら、受け入

れながら今進めるというところでいうと、ちょっ

と具体的なところでいうと一歩進めたのが物流の

ことなのかなというふうな認識でありますけれど

も、これからもこの３つについて同じように進め

ていきたいというふうな認識でおります。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 基本的にはそのよう

に３つ同じスタンスだというふうに思います。い

ずれにしましても、限られた時間での対応と。決

してそこが最終ではなくて、そこのところに一定

程度いろんなものが出来上がっていいのかなとも

思います、一方では。具体的な今後の取組に関し

ましては、王子マテリア、あるいは王子グループ

を含めた方との連絡、いろんなものも対応十分し

ていただいて、それぞれのプランを進めていくに

当たってはいろんなチャンネルを通じてそこに、

具体的にその中で運用できる、できないはその中

で選択をしていくという中で、やっぱり今も進め

ておられると思いますけれども、いろんなチャン

ネルを利用した中で取組を進めていただきたいな

というふうに思います。

あと最後に、名寄工場に関係する従業員のサポ

ートですけれども、先ほど御説明をいただきまし

た。ハローワーク、あるいはその関係機関、当然

王子の中でも取組は進めているというふうに思い

ます。前回もお話しさせていただいたかと思うの

ですが、やっぱり今王子マテリア名寄工場で働い

ている従業員、非常に持家の方が多いという状況

にあります。ですから、できれば地域で、そのほ

かにお子さんに関するだとかいろんなことあると

思います。当然それは王子でもやっているとは思

いますけれども、地域で気軽に相談できる、何か

そういう相談窓口でもあると、またそこの部分で

いろんな形での相談の受皿にもなっていただけれ

ばなというふうに思いますので、これを要望させ

ていただいて、私の質問を終わらせていただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新型コロナの影響とその対策等について、遠藤

隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問させて

いただきます。

大項目、新型コロナの影響とその対策等につい

て小項目で３点。最初に、小項目の１、地域農業

について３点お伺いいたします。まず初めに、主

要作物の作付等について。新型コロナウイルスに

よる影響で中国人技能実習生が来日できず、国内

からの外国人派遣についても見送らざるを得ない

状況となり、春作業の人手不足を補うため上川総

合振興局、市、道北なよろ農協等から延べ約２４

５人が１４戸の農家さんにおいて５月２５日から

６月１２日までアスパラの収穫、カボチャ、スイ

ートコーンの定植作業等を支援されたとのことで

すが、今年度の主要作物において昨年同様の作付

は維持できたのかをお伺いいたします。

次に、農畜産物の需要について。新型コロナウ

イルスの影響により学校が長期にわたり臨時休業

となりましたが、小中学校の臨時休業間の学校給

食に使用が予定をされ、使用されなかった地場産

物及び主食となる米等の状況についてお伺いいた

します。また、全国的にも新型コロナウイルスの
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影響により農畜産物の需要が減り、今後どの自治

体においても地元農業を守るための対策が取られ、

コロナ禍による本市の主要作物の出荷への影響も

出てくるのではと考えるところですが、現時点で

のお考えをお伺いします。

さらには、各種イベントが中止される中、本市

においてもアスパラまつり、なよろ産業まつり、

地産地消フェアｉｎなよろ等農畜産物をＰＲする

イベントがありますが、アスパラまつりについて

は特別企画で実施をされましたが、国の緊急事態

宣言も解除されたとはいえ新型コロナウイルスは

終息しておらず、秋には再流行するのではなどと

も言われております。なよろ産業まつり、地産地

消フェアｉｎなよろがもし例年どおり開催できな

かった場合における現時点での考えをお伺いしま

す。

次、小項目１の最後、担い手の確保について。

担い手確保については厳しい状況にある中、積極

的な募集に努められていることと思いますが、新

型コロナウイルスの影響により北海道新規就農フ

ェアも再延期となり、地域おこし協力隊、農業支

援員の確保についてもさらに厳しい状況にあり、

担い手確保に向けた新たな対策が必要と考えます

が、新型コロナウイルスの影響も含め、今後の担

い手確保に向けた対策等のお考えをお伺いします。

次に、小項目の２、高齢者の生活及び介護サー

ビスについてお伺いいたします。国の緊急事態宣

言により各公共施設が臨時休館となり、本市唯一

の温浴施設、なよろ温泉サンピラーも臨時休業の

期間があり、その間自宅に風呂がない、風呂が使

えないといった高齢者の方々が入浴できず困って

いたということを聞いております。感染拡大防止

策として臨時休業はやむを得ないことであるとは

思うところですが、工夫をして、例えば電話等で

の予約制により人数を制限し、３密避けた入浴支

援もできたのではと考えるところです。そのため

にもそういった方々を事前に把握しておくことが

重要であると考えます。新型コロナウイルスは、

まだ終息しておらず、今後またこのような状況に

なることも予想がされることから、特に介護保険

サービスを受けていない高齢者で風呂がない、使

えないといった方を各町内会、特に民生委員さん

と連携をし、把握しておくことが今後の高齢者の

生活支援等にもつながるものと考えますが、お考

えをお伺いいたします。

次に、緊急事態宣言による外出自粛といった状

況の中で家に閉じ籠もる日々が続いた介護保険サ

ービスを受けていない高齢者の方もたくさんおら

れたと思います。今まで自立ができていた方の介

護保険サービス利用希望者が増え、介護認定を受

ける方が増えているということもお聞きしますが、

本市においてはどのような状況にあるのかをお伺

いします。

小項目の２の最後に、新型コロナウイルス感染

防止対策により様々な制限を受ける中においても

介護認定等を受けている方のデイサービス、通所

介護については行われ、介護職員の皆様は大変御

苦労されたことと思います。施設に通うことによ

り体を動かすことにもつながり、他の利用者との

交流を通じた気分転換や閉じ籠もりの防止、利用

者の皆さんの生きがいにもつながったことと思い

ます。そこで、介護サービスにおいてはなかなか

感染防止のための３密を全て避けることは難しい

と考えますが、どのような対策、支援体制をもっ

て行われたのかをお伺いします。

次に、小項目の３、障がい者就労継続支援事業

所についてお伺いいたします。名寄市においても

新型コロナウイルスによりあらゆる分野において

経済的影響を受けていますが、障がい者の就労支

援をする就労継続支援事業所についても各活動に

おける収益はかなり激減し、工賃のやりくりも厳

しい状況にあると聞いております。また、就労継

続支援事業所については、休業要請の対象外であ

り、工賃への国等からの助成金はないと認識をし

ております。障がいのある人もない人も同じ生活

を営み、活動する社会を目指すノーマライゼーシ
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ョンとリハビリテーションの理念を基本として障

がい者施策を推進している本市において、就労継

続支援事業所は障がい者が生きがいを持って働く

ことができる福祉的な就労の場であり、今後も継

続して運営していただくことが必要であると考え

ております。就労支援を行う社会福祉法人やＮＰ

Ｏ法人は、国の持続化給付金の対象ですが、手続

が煩雑であり、また厚生労働省も本来運営法人の

人件費や家賃に充てる市町村からの給付金を工賃

に回せる特別処置を認めていますが、名寄市の各

事業所において費用に余裕があり、補填ができる

事業所はないのではと感じているところですが、

このような厳しい状況にある経済的基盤の弱い事

業所に対する支援等についてのお考えはあるのか

をお伺いします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま遠藤議員か

らは新型コロナの影響とその対策等について、小

項目で３点にわたり御質問いただきました。小項

目の１につきましては私のほうから、小項目の２

及び３につきましては健康福祉部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願い申し上げます。

初めに、小項目の１、地域農業について、主要

作物の作付などについて申し上げます。本市にお

ける新型コロナウイルス感染症による地域農業の

影響といたしましては、中国からの出国制限、日

本における水際対策としての上陸拒否により、４

月に予定しておりました中国人技能実習生の受入

れが困難となりました。このため、受入れ予定農

業者におきましては不足する労働力を補うため血

縁や知友人を頼っての人手探しやワーキングホリ

デーなどによる労働力確保の取組が進められてお

ります。また、一部農業者の取組として人材派遣

会社の活用に向けて調整を進めておりましたが、

派遣予定者の中に不法滞在者がいることが判明し、

取りやめするなど当初予定していた労働力を確保

し切れない状況となってございます。こうした状

況を受けまして、アスパラの収穫やスイートコー

ン、カボチャの移植作業など春の繁忙期の労働力

不足を補う、支援する取組といたしまして、上川

総合振興局や北海道電力ネットワーク株式会社、

ＪＡ、そして市職員による援農が取り組まれてき

たところでございます。また、作付におきまして

は、スイートコーン、カボチャで面積を縮小する

農家は一部にございましたが、大幅な変更はなく、

影響につきましては限定的と捉えているところで

ございます。今後は、秋の収穫期の労働力確保に

向けまして引き続きＪＡと連携し、情報収集に当

たるとともに、国の支援策について農業者への情

報提供に努め、活用を図ってまいります。

次に、農畜産物の需要についてでありますが、

学校給食において使用されます地場農産物の影響

につきましては臨時休業に伴い米、アスパラガス、

豚肉で使用予定分の購入が中止となりましたが、

それぞれ他に販売先を確保することができ、在庫

として余るものはない状況にございます。また、

全国的に外食産業での需要が減少しており、一部

の肉用牛で個体販売価格の下落による影響がある

とのことですが、市内全体といたしましては現時

点で出荷される農産物への影響は確認されてござ

いません。今後も感染状況により変化することが

想定されますので、注視をしてまいりたいと考え

ております。

市内外から多くの人を集客するイベントにつき

ましては、感染拡大の終息が図られ、日常を取り

戻すまでのステップの中で感染予防対策がしっか

り行えるかなど数々の課題がございます。また、

なよろ産業まつりの開催に当たりましては、農畜

産物や特産品の販売、飲食の提供など市内はもと

より、赤福をはじめとする関係企業、姉妹都市山

形県鶴岡市など道外からも多くの出店をいただい

ており、これら出店者の状況によってイベントの

規模や内容が大きく変わることも想定しなければ

なりません。今後なよろ産業まつり実行委員会に

おきまして実施の可否を含めて協議をいただくこ
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ととなりますが、感染拡大防止を優先しながら、

中止となった場合の代替企画につきましても併せ

て協議をいただきたいと考えているところでござ

います。

次に、担い手の確保について申し上げます。

担い手の確保につきましては、主に地域おこし協

力隊、農業支援員を中心としまして、ホームペー

ジや北海道農業公社が主催をします新規就農フェ

アへの参加によりまして周知と募集を行ってきて

いるところでございます。今年度につきましては、

札幌市を会場に５月開催予定だった北海道農業公

社主催の新規就農フェアが新型コロナウイルス感

染症拡大の影響で６月に延期となり、さらに３月

まで再延期となってございます。また、９月に民

間が主催する東京での募集イベントにも参加を予

定しておりますが、今後の状況によりまして日程

の変更や中止の可能性もあるものと想定をしてい

るところでございます。これまで新規参入者につ

きましては市外からの受入れを主眼に取り組んで

おりますが、他市町村との競合もあり、御指摘の

とおり厳しい状況にあります。新規参入による就

農につきましては、目指す農業の姿がこの地にあ

るのか、暮らしの環境が自分に適しているかなど、

まずは名寄市で体験をし、確認していただくこと

が大事であると考えております。そのためにも庁

内関係部局はもとより、関係機関や団体などの協

力を得ながら、イベントやＳＮＳなどを通じて名

寄を知っていただけるよう情報発信等に取り組ん

でまいります。また、新規参入での就農につきま

しては、資金の準備や栽培技術の習得、経営など

農家子弟に比べましてより一層ハードルが高いも

のであるため、支援体制の整備はもとより、第三

者経営継承による就農や雇用就農など後継者不在

の農業者や法人などにも情報提供などの御協力を

いただきながら多様な担い手の確保に努めてまい

りたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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） 私からは、大項

目１、初めに小項目２の高齢者の生活及び介護サ

ービスについてお答えいたします。

１件目の入浴支援についてですが、通所や短期

入所等のサービス利用者は、各施設において新型

コロナウイルス感染症の感染予防対策を行いなが

ら現在まで入浴サービスの提供を受けております。

また、サービスを利用されていない高齢者につき

ましては、自宅または温浴施設を利用されている

と思いますが、身近な温浴施設であるなよろ温泉

サンピラーが感染症予防対策のため一時臨時休館

となり、市には苦情などは寄せられておりません

が、御不便をおかけした時期もあったと考えてお

ります。議員の質問にありましたとおり、介護サ

ービスなどを受けていない方も含め日常生活の状

況把握は必要でありますので、今後も町内会や民

生委員などと連携しながら状況を把握し、高齢者

福祉施策の充実に努め、安心して暮らし続けるま

ちづくりに努めてまいります。

２点目の自立から介護認定の移行の状況につい

てですが、平常時と比較して新型コロナウイルス

感染症の感染拡大、外出自粛による身体機能の低

下などの理由による介護認定件数の増加は、現在

のところはありません。今後においても感染症対

策が長期化する可能性もあり、このような環境下

においては外出が少なくなり、自宅で過ごす時間

が増えることにより心身の機能が低下することが

懸念されることから、高齢者の生活状況の把握に

努め、助言や必要な福祉サービスを提供してまい

ります。

３点目の介護サービス事業者が行った新型コロ

ナウイルス対策についてですが、市内の全事業所

において従来より国から示されております感染対

策マニュアルや新型コロナウイルスへの対応に係

る通知に基づき体温測定、手洗いなどの事業所内

での周知徹底を図り、施設などでは集団感染の予

防を図ってきております。具体的には、入所施設

における家族の面会についてはみとりの場合を除
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き面会を制限し、タブレットを活用したオンライ

ン面会を実施するなどの対策を行っております。

また、デイサービスや訪問介護などにおいてもそ

れぞれの事業所が施設や利用者の状況に応じ工夫

しながら感染予防対策を行い、利用者が安心して

利用できるよう対応しております。居宅介護支援

のモニタリングでは、感染拡大防止の観点から国

からは利用者の意向等により利用者の居宅を訪問

できないなどのやむを得ない理由がある場合には、

電話などにより訪問以外の方法で利用者の状況を

把握することができるなど人員、施設設備及び運

営基準等の臨時的扱いが示され、対応をしており

ます。マスクやアルコール消毒などの衛生用品の

確保につきましては、感染拡大の時期から品薄と

なり、特にアルコール消毒液の確保が難しい状況

が続いております。こうした介護施設の現場にお

けるマスク不足の解消を少しでも図るため、国に

よる布製マスクの介護職員や介護予防サービス事

業者利用者を対象とした配付などが行われており

ます。今後も介護サービス事業所などに対して国

や北海道からの通知などの情報提供を行うととも

に、感染拡大予防に向け助言や支援をしてまいり

ます。

次に、小項目３、障がい者就労継続支援事業所

についてですが、障がい者の就労継続支援事業所

とは障がい者の就労のトレーニングを行う施設の

ことで、就労継続支援Ａ型と就労継続支援Ｂ型と

いう２種類があります。現在名寄市内の就労継続

支援事業所は、就労継続支援Ａ型の事業所が１か

所、就労継続支援Ｂ型の事業所が５か所あります。

就労継続支援事業所等で行われている主な仕事は、

清掃業務、農作業、パンの製造、販売、チーズや

ヨーグルトの製造、販売、喫茶店や食堂の運営、

パソコンを使った業務など多種にわたる仕事を行

っております。就労継続支援事業所は、これらの

活動による収入から働いている障がい者の方々に

工賃を支払うことになりますが、新型コロナウイ

ルスの状況を踏まえ、国から通知が出されている

状況にあります。この通知では、議員の質問にあ

りましたとおり、本来運営法人の人件費や家賃に

充てる市町村からの給付金については一定の状況

を満たす場合、工賃に充てることもできると弾力

的な運用を可能としています。また、給付費の算

定におきましても前年度の平均工賃の月額による

ことになっておりますが、新型コロナウイルスへ

の対応として、一定の状況を満たす場合には前々

年度の平均工賃の月額で算定することも可能とし

ており、事業者への負担軽減を行う内容となって

いるところです。本市の就労継続支援事業所は、

社会福祉法人や株式会社が運営を行っております

が、両形態とも国の持続化給付金制度の対象とな

っておりますし、株式会社につきましては本市の

名寄市事業継続支援給付金制度の対象にもなって

おります。新型コロナウイルスの終息は見通しが

不透明な状況でありますが、今後も国や北海道の

施策を注視しながら各事業所の状況把握に努め、

各事業所が安定した運営が継続できるよう情報提

供や助言などを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁いただ

きましたが、何点か質問させていただきます。

まず、地域農業についてからお伺いをいたしま

す。まず初めに、主要作物の作付等についてです

が、一部作付の変更はあったものの総体的には昨

年度と同様の作付は維持できたということですけ

れども、春作業においては新型コロナウイルスの

影響で中国人技能実習生が来日できないことから、

上川総合振興局、市、農業職員、北電さん等から

支援をいただきましたが、収穫を迎える農繁期に

はさらに人手が必要になるのではないかというふ

うに思われます。現在も市やＪＡさん等において

農業体験や一日農業バイト等のＰＲをされていま

すが、なかなか人手確保にはつながっていないの

かなというふうには感じております。農業の現場

は、新型コロナウイルスの感染要因となる３密を
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－61－

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

避けることのできる最も理想の場であり、また新

型コロナウイルスによるストレスからの疲れを癒

やす、心身面においても最適な場であると考えて

おります。こんなときだからこそ新たな施策や農

業体験等のさらなるＰＲ強化による人手確保が必

要であるというふうに考えております。例えばで

すが、宿泊施設を提供した農業体験者が期間を選

べる長期的な農業体験といった新たな取組による

人手確保も必要と考えるところでありますが、新

たな施策や農業体験等のさらなるＰＲ強化による

人手確保についてのお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 貴重な提言をいただ

いたというふうに受け止めさせていただきたいと

思います。実は、国では今年の３月に新たな食料

・農業・農村基本計画というのが閣議決定をされ

たところであります。この中に農村の振興として

農村を支える新たな動きや活力の創出ということ

で掲げています。これがまさに、今遠藤議員が言

われたように、多様なスタイルで農業に関わり、

農業を理解してもらう一方で、農業としての人手

の確保にもつながるものということで提起がされ

ているものというふうに私ども受け止めていると

ころでありまして、これについては真摯に受け止

めさせていただきたいと思います。中期的な視点

からこれについても検討させていただきたいと思

います。特に、議員が言われたように、今新型コ

ロナウイルスの感染の状況にあるわけでありまし

て、農作業を考えますとほとんどが屋外の作業が

多くなるということですので、開放的な環境の中

で、広く開放的な中で人が密接することも少なく

働けるということは、まさに新たな生活様式とも

言われていますけれども、これに合致したものだ

なというふうに考えておりますので、これらも踏

まえた中でこれをメリットとしてコマーシャルす

ることによってそういった人手の確保にもつなげ

ていければというふうに考えておりますので、こ

こは今後引き続き検討させていただきたいと思い

ます。

ただ、一方で即効的な人手の確保というのも必

要になるわけであります。ここ、今年度からです

けれども、ＪＡさんのほうでアプリを活用しなが

ら、農業者がそのアプリを活用して人手を募集す

ると。一方で、仕事を求める方についてはそのア

プリを通じてお互いに人をマッチングしていくと

いうのを、取組を進めています。まだなかなか生

産者のほうにも浸透し切っていない部分ですとか、

応募する方というのでしょうか、方についてもま

だ周知が足りなくて、十分な数にはなっていませ

んけれども、これも一つの今後の人手確保の部分

だというふうに思いますし、それ以外にもハロー

ワークを通じての求人ですとか人材派遣会社の活

用などを含めて、様々な形で人手の確保について

は努めていかなければいけないというふうに考え

ているところです。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 収穫時期を迎える農繁

期は、間違いなく人手不足になるというふうに予

想されます。先ほど言いました宿泊施設を提供し

た農業体験者が期間を選べる長期的な農業体験と

いったような新たな取組の検討含め、ＪＡさん等

と連携をしていただきながら、収穫時には本当影

響のない人手確保につなげる取組、支援をしてい

ただきたいなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

次に、農畜産物の需要についてですが、学校給

食では使用できず、在庫として残った米を市が一

括購入し、就学援助世帯へ配付したといったよう

なところもあったようですが、本市においては小

学校の臨時休業により学校給食で使用できなかっ

た地場農産物については今回は販売の確保ができ

たということで、市内全体としての出荷される農

産物への影響も確認されていないということです

ので、今後もしコロナ禍により自粛モードが続い

て、主要作物の出荷に影響が出た場合、農畜産物

の需要と供給のバランスが崩れる状況もあり得る
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かもしれないという考えを持っていくことも必要

ではないかなというふうにも考えます。今後イベ

ント等も例年どおり開催がされ、また学校給食を

含め通年の需要があり、出荷等に影響がないこと

を願うところではありますが、状況の変化も予想

されるということから、今こそ地産地消をさらに

推進させるべきではないかなというふうに考える

ところですが、地産地消の推進についてのお考え

についてお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農畜産物の需給の関

係と、そして地産地消の推進ということでの御質

問だったというふうに思います。国全体で見ます

と、例えば生乳の関係については、議員が言われ

るように、学校給食等の中止に伴って余るという

のがありました。これは、国は加工用に仕向けを

することによって生産を維持したという、消費を

維持したということなのです。ただ、生乳等確保

では価格差がありますので、これについては国が

補償して、生産者にも影響がないようにというこ

とで配慮されていますので、大きくはこうした国

の動きの中で需給の調整が図られていくものだと

いうふうに考えているところです。一方、地域の

状況はどうかということですけれども、これＪＡ

さんのほうに調査をさせていただいたということ

でありますが、名寄市の生産物についてはこれか

ら収穫期となるということでありまして、現段階

で申しますと海外からの輸入制限があったり、あ

るいは外出自粛による家庭内の消費の増加などが

あって、国内の需要が伸びておりますので、全般

的には大きな影響は受けないだろうという認識が

あるということであります。しかし、学校給食の

停止ですとか、あるいは式典、イベントの自粛な

どによって牛乳ですとか花卉など影響を受けてい

るものもありますので、今後の状況によっては予

断を許さない部分もあるかと思います。ここにつ

いては、私どももＪＡさんと連携をしながら注視

をしてまいりたいと、このように考えているとこ

ろであります。

一方、地産地消に向けた取組ということであり

ますけれども、これはこの間も我々も様々なイベ

ントですとか関係団体の協力をいただきながら推

進をしてきたところでありますけれども、直近の

取組で申しますと、広報の６月号と同時に市内の

直売所、全戸に御案内をさせていただいたり、あ

るいはこれは民間の取組ですけれども、スーパー

の食品売り場ですとか、商店においてもそれぞれ

旬の農畜産物を取り扱っていただいて、購入でき

る状況にありますので、市民の皆さんにぜひ足を

運んでいただきまして、手に取っていただいて、

御購入、そして試食というか、実際に食べていた

だけることを期待したいというふうに思います。

いずれにいたしましても、今後ともこういった取

組含めて私どものほうからも積極的に情報発信を

し、地産地消の推進を図っていきたいと考えてお

りますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 名寄でやっぱり取れた

ものは何を食べても本当においしいと思います。

本当食べていただければ、そのおいしさを分かっ

ていただけると思います。名寄市の、先ほど言い

ましたけれども、農産物の直売所の案内チラシ等

によって地産地消のＰＲもされておりますが、今

後は状況の変化も想定した上でコロナ禍において

も地産地消のさらなる推進によりやっぱり地域の

ものをより多く地域で循環でき、市民の皆さんに

もっと軽易に購入して食べてもらえる、体も地域

も元気になるＰＲ、取組をぜひ今後も引き続きや

っていただきたいというふうに思います。

次に、担い手の確保についてですが、地域おこ

し協力隊、農業支援員についてはここ２年確保に

は至っておらず、本年度は新型コロナの影響によ

り北海道新規就農フェアも再延期になったという

ことですけれども、また今後は民間の主催するイ

ベントへの参加も予定されているということです

けれども、厳しい状況は続くのかなというふうに
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思います。また、農業者の高齢化や離農、農家子

弟による学卒就農、Ｕターン就農の新規就農者だ

けでは担い手不足解消にはなかなかつながってい

ないという現状において、今後は非農家出身者で

市内在住の方に目を向けてみてはと考えるところ

なのですけれども、そこで非農家出身者で市内在

住の方が新規就農を希望された場合の研修期間か

ら就農までの支援施策等についてお伺いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業、農村を持続的

に発展させるという視点からいいますと、農家子

弟だ、あるいは外部からだ、問わず地元の非農家

の方についてそういった農業に携わっていただく

というのが非常に大切なことだと思いますし、私

どもも目指すべきところの一つだというふうに考

えているところであります。具体的にどのような

支援が受けられるかということでありますので、

そこについて申し上げたいと思いますけれども、

市内からの希望者ということでありますので、こ

の間中心に進めてきた地域おこし協力隊、この制

度については適用ができないということでありま

すけれども、これとは別に新規就農者等を支援す

る制度がございますので、これを活用して私ども

は支援をさせていただくこととなります。地域お

こし協力隊、あるいはこの新規就農者等を対象と

する制度、大きくいいますとどちらの制度も市の

支援に国、道などの支援策を組み合わせて実施を

するということで、その支援水準については遜色

ない支援だというふうに考えているところであり

ます。大きく違うのは、地域おこし協力隊が３年

間の研修期間を通じて自分がどんな経営を目指す

のかというのを決めていただく制度だということ

でありますが、一方新規就農者等を対象とする制

度につきましては当初から自分が目指す経営計画

を基に研修をしていただくということで、その入

り口のところに少し違いがあるということで御理

解いただければというふうに思います。具体的に

新規就農者の支援の水準ということになりますと、

研修期間中については地域おこし協力隊と同じ３

年間となります。この間営農実習助成金として１

人年間１０万円、これに加えまして月額で１２万

０００円の生活費と定額で家賃を助成する内容

となってございます。また、研修を終えて実際の

経営を始める段階に入りましては、営農に必要な

設備ですとか機械の導入に係る経費への支援、あ

るいは経営開始後一定の年数がたった、いわゆる

就農後でありますけれども、このときには生産資

材ですとか土壌改良などに要する経費への支援の

ほか、農地を借りた場合については賃借料、ある

いは固定資産税等などに対する助成制度もあると

いうことで、これらを通じてできるだけ早く経営

の安定に向けて支援をしていく内容となってござ

います。また、今の金銭的なというか、財政的な

支援ということでありますけれども、もう一つ、

大きな本市の特徴としましては、これは地域おこ

し協力隊、新規就農者、別はありませんけれども、

農業振興センターの職員をはじめとしまして市内

の関係機関、あるいは団体の職員で構成する新規

就農者支援チーム、あるいは集落支援員を配置を

しておりまして、個別に栽培技術ですとか経営に

関する専門的な職員による指導を受ける、指導す

ることができますので、ここが本市の大きな特徴

ということであります。これらを通じて新規就農

者の支援に努めていきたいと考えているところで

す。御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひそういった支援制

度を積極的にＰＲをしていただいて、新規就農者

の確保に努めていただきたいというふうに思いま

す。また、地域おこし協力隊、農業支援について

もなかなか厳しい状況だと思いますけれども、途

切れることがないように引き続き新規就農者の確

保につながる取組をしていただきたいというふう

に思います。

次に、高齢者の生活及び介護サービスについて
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なのですが、何点か確認したいことがありました

が、午前中の山崎議員の質問の答弁の中で確認が

できましたので、要望というところでちょっと申

し上げたいと思います。なよろ温泉サンピラーの

臨時休業により入浴ができず、困っていた高齢者

の方々が存在したということは事実であります。

町内会と特に民生委員の方が連携をしていただく

というふうに言われていましたので、早い時期に

そういった方と連携をしていただいて、実態調査

を含めしっかりと声を聞いていただいて、今後の

高齢者の生活支援等につなげていただきたいとい

うふうに思います。

また、本市においては、家に閉じ籠もる日々が

続いた状況の中で今まで自立ができていた方が新

たに介護保険サービスを受け、介護認定を受けた

方はいないというふうにお聞きしましたので、今

後もし再流行することによりまたそのような状況

が続いた場合、やはり認知機能の低下であったり

筋力の低下、また１か月もあれば歩行困難になる

というふうにもお聞きしますので、ぜひ引き続き

切れ目のない支援、サポートというものをお願い

をしたいというふうに思います。

次に、デイサービス、通所介護についてですが、

休業しなければならなかったデイサービスもあり、

利用者の認知機能の低下、筋力の低下が見られ、

御家族の介護負担が増えたといった記事も拝見し

ましたが、本市においてはデイサービスは継続し

て行っていただき、また３密を避ける対策を含め

て介護職員の皆様に本当に御苦労されたことと思

います。私の実家の福島にも９７歳の母がおりま

すけれども、デイサービスを利用させていただい

ておりますが、本当に感謝をしているところであ

ります。デイサービスは利用される皆さんの楽し

み、生きがいにつながるサービスであり、また介

護負担の軽減にもつながる重要なサービスであり

ます。今後も引き続き安全、安心の対策、支援体

制をもってお願いをしたいというふうに思います。

次に、障がい者就労継続支援事業所についてで

すが、先ほどの答弁もありましたけれども、各事

業者の現状については早めに把握をしていただい

て、国や道の状況も確認しつつ今後の支援等をぜ

ひ検討していただきたいというふうに思います。

新型コロナウイルスの感染拡大はあらゆる分野に

おいて甚大な影響を及ぼした初めての出来事であ

りますので、早急に対応できない部分もあり、そ

れはやむを得ないと感ずるところもあります。新

型コロナウイルスは終息しておらず、治療薬、ワ

クチンについても開発途中であり、新型コロナウ

イルスと共存する生活は長く続き、今後再度流行

することも予想し、同じような状況になってもス

ムーズに対応できる体制や施策、物心両面の準備

を万全にするためにも今回の様々な影響や対策、

対応については今後の教訓として活用していくこ

とが重要であり、新たな生活様式であったり、新

北海道スタイルにおいて一歩を踏み出し、前進す

るためにも、また今後未来につなげるためにも必

要であるというふうに考えております。

最後になりますが、まだまだ様々な面において

支援を必要としている方、また見えていないのだ

けれども、本来支援しなければならない部分、こ

こらのケアも必要な方等を含めて多々あるのでは

ないかというふうに私は感じております。今こそ

連携することが最も重要であると考えています。

様々な策を講じていただいて、より多くの市民の

皆さんの声を集めて、対応、支援をしていくこと

も必要であるというふうに考えております。国の

二次補正予算も成立をしたというところで、前回

を上回る臨時交付金もあるのではないかと思いま

すので、名寄市の経済、暮らしを守り、子供、障

がい者、高齢者が明るく楽しく、また全市民が安

心して暮らせるきめ細やかな支援につながる対策

をしていただくことを要望として申し上げ、一日

も早い新型コロナウイルスの終息を願って、質問

を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。
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光通信回線の普及と今後の展開について外１件

を、今村芳彦議員議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告に従い、順次質問をしてま

いります。

大項目１番、光通信回線の普及と今後の展開に

ついてお伺いをいたします。情報化社会と呼ばれ

て久しい現代社会において、大容量通信を可能と

する光通信回線の普及は電気、水道、ガスと並び

一般生活に深く浸透したライフラインの一部とし

て認識がされております。今後の生活はもちろん、

産業、教育など様々な面で活用されることが想定

をされます。そこで、小項目の１番、名寄市内の

普及率について現在の普及状況をお伺いいたしま

す。

また、今回のコロナウイルスの影響により在宅

での勤務、リモートワークの取組が拡大している

中で、小項目の２番、リモートワーク等双方向通

信を活用した業務ということで、市内での実情、

また名寄市役所における業務への活用の可能性に

ついてお伺いいたします。

また、教育現場では長期間の臨時休校が続き、

通常の予定を圧迫している状態であります。小項

目の３番、教育現場での有効活用として、ｅラー

ニングなど在宅における学習手段の状況について

お知らせください。

また、ライフラインの一部と申し上げましたが、

その整備については通信事業者が主体として行っ

ており、依然として名寄市内でも農村地区などの

郊外では未整備の地域も多い状況であります。そ

こで、小項目の４番、郊外など農村地区での誘致

に向けた取組と今後の展開について農村地区から

の要望の状況等お伺いいたします。

続いて、大項目の２番、観光振興を目的とした

広域組織についてお伺いいたします。特に今年度

の１２月から３月期までは名寄市においても冬期

観光シーズンとして入れ込み数に期待をされまし

たが、皆様御承知のとおりに、全国的な少雪と自

粛要請の影響を受け、その影響は危機的であるほ

ど逼迫している、そういうふうに考えております。

そこで、小項目の１番、市内観光業の現状につい

ての影響をお伺いいたします。また、現在では自

粛期間を終え、子供たちの学校への登校も含め徐

々に通常の経済、生活状況に戻そうとする機運も

あり、名寄市においても夏期の観光シーズンを迎

えることとなります。そこで、小項目の２番、ほ

か市町村との連携について、現在の取組とその成

果についてお伺いをいたします。

今回の自粛によって途絶えた国内外の観光客を

誘致するため名寄市の持つ観光資源だけではなく、

今こそ道北地域の市町村が枠を超えた連携を行い、

魅力を再発見することで強力なプロモーション体

制を組み、反転攻勢に出るチャンスであると考え

ております。今回のコロナウイルスによる影響は、

各個人の健康被害にとどまらず、市民生活全体へ

大きな爪痕を残しました。これを踏まえしっかり

と対処することで、これまでには考えられなかっ

た新機軸によるまちづくりも十分に可能であると

考えております。ぜひ未来へ向かった前向きな御

答弁をいただけるよう期待を込めて、壇上からの

質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今村議員からは大項

目で２点にわたり御質問をいただきました。大項

目１の小項目１、小項目２及び小項目４は私から、

大項目１の小項目３は教育部長から、大項目２は

産業振興室長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします

それでは初めに、大項目１、光通信回線の普及

と今後の展開について、小項目１、市内普及率に

ついて申し上げます。本市における光ファイバー

の整備率につきましては、平成３１年３月末時点

における市全体の世帯カバー率で９ ９５％とな

っております。全国平均では９ ８％、全道平均

では９ １％となっており、未整備地域を見ます

と離島や山間部等を多く有する地方公共団体にお
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いて整備率が低くなっている状況にあり、本市に

おいても同様と思われます。

続きまして、小項目２、リモートワーク等双方

向通信を活用した業務について申し上げます。ま

ず初めに、市内での実情、取組の状況ですとか、

そういう部分だと思いますが、それにつきまして

は市内で事業活動を行うに当たりましてこれまで

リモートワーク等の有用性を感じる機会や環境に

つきましてはあまりなかったのではないかと推察

しており、市としてもその実態につきましては把

握してきておりません。本市では、効果的な中小

企業対策、雇用対策の実施を目指しまして、市内

企業における従業員の雇用状況を把握するため２

年に１度、労働実態調査を実施しており、本年度

その調査を行いますが、今般の新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため３密を避けるなどの新しい

生活様式の普及が求められる中、市内事業者のリ

モートワーク等の取組について調査項目を追加す

るなどし、実態の把握に努めたいと考えておりま

す。

次に、市役所内部におけるリモートワークに向

けた取組についてですが、技術的な課題として、

セキュリティーの観点から庁舎内部のネットワー

クシステムに接続するためにはインターネット経

由での接続が認められず、専用のネットワークを

経由することが国の指針で定められております。

専用の光回線を職員の自宅等に敷設することはコ

スト面からも現実的ではないため、専用の無線機

器を介した接続が望ましいと判断し、既に技術的

検討を行っております。また、各部署においてリ

モートワーク可能な業務の洗い出しを行ったとこ

ろですが、市役所業務、とりわけ窓口に関わる業

務は個人情報を取り扱うものが多く、リモートワ

ークには適さないものが多数を占める結果となり

ました。市役所業務における本格的なリモートワ

ークの取組は、できる限りコストを抑えた技術整

備と業務の在り方の見直しの双方が必要と考えら

れることから、今後の働き方改革の進展を見なが

ら引き続き研究してまいります。

続きまして、小項目４項、郊外等農村地区での

誘致状況と今後の展開についてお答えいたします。

光回線の整備がされていない地区から要望があっ

た場合には、地区の代表者の方に光回線が整備さ

れた際の加入予定世帯数と住宅配置図を本市に提

出いただき、本市から通信事業者に対して整備の

要望をするとともに、書類の提出を行っておりま

す。通信事業者側では、新たに回線を延長する際

に必要となる事業費と回線の延長を行うエリアに

おける新規加入世帯数による収入等から採算性を

考慮し、光回線の延長工事の可否について回答を

いただいているところです。これまで要望のあっ

た地区のうち３つの地区については準備いただい

た書類を通信事業者へ提出しており、そのうち１

つの地区については現時点における加入予定戸数

では採算が取れないため、工事の実施は困難との

回答を得ており、残りの２つの地区については回

答待ちの状況であります。通信事業者側で整備が

できないとされた地区について、市で光回線を敷

設する工事を行っていくとした場合、国の補助金

等を活用したとしても膨大な予算が必要となり、

また市で整備を行った場合は将来の維持管理に要

する人的な面、また費用面についての負担も考え

る必要があることから、これまで整備は進めませ

んでした。しかしながら、高速無線通信でありま

す５Ｇの商用稼働が開始されるなどＩＣＴは急速

に発展してきており、国においても新型コロナウ

イルス感染症への対応を含めて、いわゆる新たな

生活様式を実践する上で情報通信基盤の整備は急

務として光ファイバー整備の推進を令和２年度第

二次補正で予算づけしたところであります。市と

いたしましてもこれらの状況を踏まえて、通信事

業者とも連携を図りながら様々な有利な財源を活

用し、光ファイバー整備率１００％を目指して取

組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。
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〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の小項目（３）、教育現場での有効活用について

お答えをいたします。

まず、市内小中学校における情報機器及び通信

回線の現状についてですが、各学校に整備してい

る情報機器の内訳につきましては教職員が職員室

で使用する児童生徒の成績処理や事務処理を行う

校務用パソコン、教員が教室で大型テレビなどに

接続し、授業を行うための教育用パソコン、児童

生徒がパソコン教室で使用する学習用パソコンが

整備されております。また、各学校におけるイン

ターネットを利用するための通信回線につきまし

ては、智恵文小中学校がＡＤＳＬ回線、中名寄小

学校小学校はＮＴＴ光回線、その他の小中学校に

つきましては市が敷設している光回線となってお

り、いずれの回線についても市の回線を介してイ

ンターネットに接続し、公務や事務処理、インタ

ーネットを利用した情報教育、文部科学省などが

提供している教育コンテンツのダウンロードなど

を行っていますが、智恵文小中学校ではＡＤＳＬ

回線のため通信速度が遅く、通信障害が課題とな

っております。御質問にありました双方向通信を

利用した在宅での個別授業の可能性についてです

が、課題として考えられることは各家庭における

情報機器及び通信回線の整備、学校のインターネ

ット回線の新規ネットワークルートの確保、児童

生徒や教員がオンライン授業を行うための知識の

習得、研修、以上のような課題が考えられますが、

全市的に光回線が利用できる状況となった場合を

想定しますと、家庭での通信環境に係る費用やネ

ットワーク機器の購入費、学校側の通信環境の充

実、情報機器の活用知識の習得、インターネット

授業用コンテンツの作成など実施には様々な課題

があります。ただ、通信環境だけを考えると、全

家庭及び学校における光通信が整備されることに

より双方向によるインターネット授業が可能と考

えられます。ただし、オンラインの学習は家庭学

習でも利用されますが、学校教育の基本は児童生

徒が学校に集い、授業などを行うことで学習や人

間関係、集団生活について学んでいくことが重要

であると考えております。また、タブレット端末

の利用につきましては、小学校では実物投影機で

大型モニターに映して、理科の授業で実験の手順

等を確認したり、図画工作の授業で作品の交流を

したりするなどの学習を行っており、中学校では

体育の授業で実技を行っている様子をタブレット

で撮影し、動きの確認をしたり、音楽の授業で作

曲したりするなどしております。今後においては、

国が進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき児童生

徒１人１台端末の整備が予定されており、その端

末が同時にインターネットに接続され、様々な教

育コンテンツを活用した授業が想定されることか

ら、現在の回線では容量不足となるため、各学校

に新規のネットワークルートを整備する必要があ

ると考えております。

次に、市立大学での授業の活用についてお答え

をいたします。市立大学では、今般の新型コロナ

ウイルス感染症への対応のため前期授業開始時期

を２週間延期し、授業開始の準備を進めてきまし

たが、緊急事態宣言が発出されたことから、学生

の学習機会の確保を重要視し、また新型コロナウ

イルスへの感染リスクの軽減を考慮し、オンデマ

ンド配信、ウェブ講義、テキストメールを利用し

たレポート課題等による遠隔授業を進めています。

遠隔授業の実施に当たっては、学生への通信環境

の配慮、指導教員の遠隔授業操作の習得、大学施

設での通信環境の改善などの課題を改善、解決し

ながら実施してきたところでございます。今後は、

新北海道スタイルに対応するとともに、感染予防

対策の徹底を図り、対面授業を徐々に組み入れな

がらも令和２年度は遠隔授業を継続して行い、教

育の質の確保を目指してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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） 私から大項目２、

観光振興を目的とした広域組織についてお答えい
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たします。

まず、小項目１、市内観光業の現状についてで

すが、本市の観光振興は平成２８年度に見直した

名寄市観光振興計画に基づき各種事業を実施して

おり、目標値として、平成３３年度、令和３年度

までに観光入り込み客数を６１万 ２００人、外

国人宿泊延べ数を ６３５泊とすることを掲げて

おり、これまでの推移としては観光入り込み客数

で平成２７年度が４７万 ０００人、２８年度が

４８万 ０００人、２９年度が４４万 ２００人、

３０年度が４２万 ９００人、令和元年度が３８

万 ４００人となっており、平成２８年度から減

少傾向にあります。具体的な取組としては、同計

画の推進組織、名寄市観光交流振興協議会が実施

するひまわりまつり、観光協会や市民の皆様が中

心となり、実行委員会形式で実施するなよろアス

パラまつりや雪質日本一フェスティバルなど地域

資源を生かしたイベントを実施しているほか、観

光協会が中心となり、松浦武四郎の踏査地などを

自転車で巡る武四郎ＲＩＤＥを開催するなどサイ

クルツーリズムも進めています。外国人宿泊延べ

数では、平成２７年度が５６４泊、２８年度が４

１７泊、２９年度が ０９４泊、３０年度が ９

８５泊、令和元年度が １６０泊となっており、

平成２８年度に官公庁から認定された日本のてっ

ぺん。きた北海道ルート。の取組などの効果もあ

り、計画目標値を超え、訪日外国人は平成２８年

度以降着実に増加しています。

次に、小項目２、他市町村との連携についてお

答えいたします。本市を含め近隣市町村では地域

資源を生かした観光振興に取り組んでおり、本市

においては夏のひまわり観光や冬季スポーツなど

地域特性を生かした魅力ある観光地づくりに取り

組んでおります。しかしながら、単一市町村の取

組では通過型の観光となるなど限界があり、圏域

の様々なコンテンツを組み合わせ、周遊させるこ

とにより宿泊などによる経済効果が生まれること

となることなどから、広域連携による観光の推進

が必要と考え、取組を進めております。現在本市

が参画している広域観光組織として、道北９市町

村の自治体や観光団体、商工団体などにより組織

され、なよろ観光まちづくり協会が事務局を担っ

ている道北観光連盟及び天塩川シーニックバイウ

ェイのほか、美深町観光協会が中心となり、名寄

以北上川管内町村と幌加内町によりアウトドアや

クラフトなどを通して地域の魅力向上のためのブ

ランディングに取り組む道北着地型観光プロモー

ション推進協議会、さらには平成２８年度に観光

庁の認定を受けた広域観光周遊ルート、日本のて

っぺん。きた北海道ルート。では国、北海道と連

携して札幌から稚内までを結ぶインバウンドに向

けた取組を進めています。このほか、旭川市等が

事務局となり、広く上川管内で連携する上川地方

観光連盟、あさひかわ観光誘致宣伝協議会があり、

それぞれＰＲやプロモーションなどに取り組んで

おります。名寄市を中心とした広域観光組織とし

て、なよろ観光まちづくり協会が事務局を担って

いる天塩川シーニックバイウェイは、北海道開発

局が後押しする全道組織、シーニックバイウェイ

北海道推進協議会から平成２９年度に認定され、

その後構成する上川北部９市町村の魅力発信に積

極的に取り組んでいます。主な取組としては、旭

川市から日本の最北端である稚内市までの約３１

５キロメートルを２泊３日の行程でサイクリング

を行うＴＥＰＰＥＮ―ＲＩＤＥやサイクリングや

ＪＲ、カヌーなど移動そのものを楽しんでいただ

く取組として、ＪＲ北海道とも連携して、輪行バ

ッグで自転車を車内に持ち込んでの移動なども実

施をしたリバー、ロード、レールのＲ３事業には

全国各地から参加をいただき、道北エリアの魅力

を体感いただいております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御答弁ありがとうござ

いました。まず、光回線通信が必要だという認識

をそれぞれ皆様持たれているのかなというように
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は私も感じておりますし、特に今回のコロナウイ

ルスの影響における新北海道スタイルですか、あ

るいは日本経団連によるオフィスにおける新型コ

ロナウイルス感染予防対策ガイドライン等々、や

はり通信回線を基準に業務を行うという指針が恐

らく今後も示され続けるのでないかなというふう

に考えております。また、市役所内部の業務につ

いても、今後調査を行っていくという回答が得ら

れました。その中で、私この大項目の１番で、ま

ず光回線の整備についてやはり進めていかなけれ

ばならないだろうという要望半分のようなところ

の一般質問でありましたが、御答弁の中で市内で

の普及率１００％を目指すというお話があったよ

うに思います。本当に大変前向きな御答弁であっ

たと思いますけれども、その財源とスケジュール

含めて加藤市長のほうから見解を伺いたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでも教育のリモー

ト学習のことでありますとか、医療や介護の分野

で今後さらにＩＣＴがそれぞれ進化をした形でい

ろんな見守りの一つのツールになってくる。さら

には、農業のＩＣＴ化だとか、そうしたことを鑑

みると、この光ファイバーができるだけ多く網羅

されているということが重要になると思いますし、

また２０２３年にはＡＤＳＬのサービスも終了す

るという話も聞いておりますので、待ったなしの

状況だなと思っております。今回の、先週発表さ

れた国の二次補正の中で光ファイバーに対しての

一定の整備の予算と、またスキームが発表されて

いるところでありますけれども、この中で民設民

営事業のスキームもありまして、ここに国、ある

いは当該自治体も一定の支援をすることで今まで

の世帯加入率を大幅にハードル下げて、それぞれ

が協力をし合いながら整備をするというスキーム

が明示をされておりまして、何とかこのスキーム

の中で今行き渡っていないところにも全て光ファ

イバーが整備をされていく旨民間事業者さんと協

議を進めているところでございます。令和３年度、

遅くとも令和４年度までには全ての世帯に１００

％届くような形で、民間事業者さんが主体になる

ので、断言はできませんけれども、そうした形で

前向きに協議をしてまいりたいと考えております。

本定例会の最終日に追加の新型コロナに関連する

対策の市の補正予算を提案させていただく予定に

なっておりますけれども、一部この光ファイバー

に対しては自治体が負担する財源スキームがまだ

ちょっと確定していないところもありまして、こ

こには間に合わないかもしれませんけれども、財

源スキームがしっかりと固まり次第改めてまた補

正予算という形でできるだけ早い段階で議会に御

提案させていただきたいというふうに考えており

ますので、改めてまた御指導いただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 令和４年度までに１０

０％を目指すというすごく前向きな御答弁を本当

にありがとうございます。さっき午前中の東川議

員の一般質問の中でもありましたけれども、今後

の王子マテリアの撤退があった場合という状況で

再生エネルギー、あるいはＩＣＴ、ＩoＴ事業とい

う部分を、これを強烈に後押しすることが可能で

あるというふうに考えております。壇上での質問

と同じなのですけれども、やはりこの当名寄市と

いうのは住環境がとても優れている場所ではない

かなと思っております。まず、地震が少ない、災

害が少ない、そして電力に恵まれている、これは

ＩＣＴをはじめとしたそういうネットワーク関係

の産業を今後起こすことが十分に可能ではないか

なというふうに考えております。まだまだ問題は

あるかもしれませんけれども、ぜひ今後しっかり

と検討していっていただきたく、要望として挙げ

させていただきたいと思います。

続きまして、大項目の２番に移りたいと思いま

す。やはり影響はとても大きかったのかなと思い

ます。名寄市観光振興計画の中でうたわれており
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ます各道北地域の連携という部分で御説明ありま

したけれども、まず道北観光連盟さんほか約８件

のそういう広域を担う観光推進の団体と今名寄市

は協力を行っているというところであったのです

けれども、なかなかそれが一般の観光客といいま

しょうか、道北に興味がある方まで届いていない

のかなというように感じております。ちょっと具

体例を挙げてしまいますけれども、道北着地型観

光プロモーション推進協議会というところのプロ

モーション、これユーチューブにリンクが張って

ありまして、天塩川を中心とした観光推進なので

すが、すごく映像素材というのがすばらしい部分

になりまして、これは見てみたら一回行かなけれ

ばいけないなと思うぐらいのいい観光素材なので

すが、そのユーチューブの再生回数が２７８回と

なかなか振るっていないなというように思います。

この状況についてやはり何かてこ入れをする必要

があるのではないかなと思いますが、どうお考え

なのかお聞かせいただきたいと思います。

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） 今議員から質問

のありました道北着地型観光プロモーション推進

協議会、ＢＡＳＩＳというブランド名をつくって

やっております。非常にクオリティーの高い動画

を作ったり、実際にやっているプロモーションで

すとか観光の事業もここだけの、ここに来ればア

ウトドアも非常にクオリティーの高いものが味わ

えるよというようなことで推進しております。そ

ういった釣りやカヌーですとか自然を体感するキ

ャンプといったアウトドアをやっているのですけ

れども、確かに、議員がおっしゃるとおり、再生

回数が少ない動画もあるようです。ただ、一方で

閲覧数の多い動画も実はありまして、動画の本数

が実はたくさんあるのです。たくさん魅力ある動

画作っておられるので、そこについてはせっかく

いい素材があって、たくさん見られるものもある

し、そうでないものもあるということについて、

その中心的な役割を担う美深町の観光協会さんと

も連携をして、閲覧数の増加策を含むより効果的

な情報発信について研究していきたいと思ってお

ります。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに道北一円、特に

この天塩川一つを取っても士別市、天塩岳の麓か

ら天塩町ですか、河口までかなりの遠征にもなり

ますし、その中にやはり観光施設というのが、観

光の名所、目玉というのがかなり多くあります。

しかしながら、例えば国内、人口多いところから

といいますと、どうしても南から観光客が来るな

と考えた場合には、必ず戻らなければならない。

どうせなら一周して帰っていただきたいなという

思いがあります。観光地目的に行くのではなく、

観光地を通過しながら帰ることができるというよ

うな、そういう観光を、ぐるっと一周回って戻っ

てくれる。例えば旭川空港発着で戻ってこれるよ

うな周遊が可能な観光商品をもしも開発すること

ができるのであれば、もっともっとこの名寄市を

含めて道北全体に寄与すると思うのですけれども、

もしそういう商品、可能な団体というのがあれば

どこになるのか、あるいは考えることができるの

かどうかお聞かせいただきたいと思います。

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） 確かにおっしゃ

るとおり、南から来る、そして戻る距離も長いも

のですから、そこはそのようにできると非常に効

果的だと思います。それで、今、今年度から道内

７空港が一括民営化を順次されております。今月

は新千歳空港、そして旭川空港は１０月に予定さ

れております。今新型コロナウイルスの影響で、

終息が見通せない状況ではあるのですが、この道

内７空港の一括民営化というのは効率的運営と国

内外からの戦略的な誘客に期待できるのではない

かと一つ思っているところです。

それから、もう一つ、ＪＲ北海道さんと全日空

さんで今年の４月から宗谷線沿線を盛り上げる連

携した取組を進めております。開始しました。そ
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れで、そこでは全日空の旭川空港と新千歳空港、

稚内空港、それぞれの到着便の利用者の方がＪＲ

のフリーパスを利用できるサービス、それですと

か地域での体験メニューを紹介するサイトと連携

して、あらかじめ登録された宗谷線沿線地域の体

験メニューを割引できる、そういったサービスを

今提供しております。稚内まで抜けるとなると、

今最初に申し上げた道北上川北部９市町村の枠を

若干超えるものですから、この組織だけではなか

なかできないところかもしれませんけれども、そ

ういう民間事業者とも連携をしてやっていければ、

可能性があるのではないかと思っております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに観光というのは、

てっぺんまでいってしまうと上川だけではないと

いうところなのですけれども、やはりそれを利用

するにも情報収集というのはインターネットが今

全般、当たり前になってきております。それが整

備されるというところで大変うれしく思っている

ところなのですけれども、実現するまでに、先ほ

どもスキームの中身がまだ不透明であるという部

分もありましたが、やはりこの予算づけをした以

上ぜひ１００％の活用をしていただきたい、ちゃ

んと執行していただきたいと思います。市の職員

の方というのは、私は事務屋さんではなくて、一

人一人が名寄市を売り歩く営業マンではないのか

なというふうに思っております。地域の必要な予

算をちゃんと獲得していただいて、市長含めてこ

の市政の値ある活動をぜひ取っていただきたいな

というように思っております。

また最後に、先ほどの観光協会さん含めて９つ

の団体があるとおっしゃいましたけれども、この

団体をつくったから終わりではなく、つくりまし

て、その効果がどこに出るのかというのをしっか

りと把握しながら今後の体制を進めていく必要が

あると思っております。この相乗効果の行き先が

名寄市をスタートして、各市町村まで届くように、

そういう強烈なプロモーション、またこの名寄市

が道北地域全体の盟主になるという、そういう認

識の下、今後市政を進めていっていただきたいと

思います。今後の進め、観光の振興について今要

望させてもらったわけなのですけれども、ぜひ最

後に加藤市長から今後の観光振興についての御意

見をお聞かせいただいて、質問を終わらせていた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 観光の振興に当たって様

々な材料がこの名寄市をはじめ広域に点在してお

って、また様々な団体も存在している中で、それ

をさらに有機的につないでいくことでもっともっ

と相乗効果が発揮できるのでないかというふうに

いただいておりまして、全くそのとおりだという

ふうに思います。これまでもそうしたことで様々

な創意工夫もしてきましたけれども、改めて今般

のこうしたコロナウイルスの感染の影響等も含め

て、また地方が、こうした地域が脚光を浴びる、

そうしたときがまた来ているのではないかという

ふうにも考えておりまして、改めてそうした認識

をしっかりと持ちながら、このポテンシャルをい

ま一度再認識我々もさせていただきながら、議員

から今いただいたより効果的なＰＲの在り方、あ

るいは効果的な連携の仕方もさらに議論、あるい

はそれを深化をさせていって、さらにこの地域全

体の振興、発展につなげていきたいと考えており

ますので、引き続きまた御指導いただければと思

います。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１４時３５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時２０分

再開 午後 ２時３５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新型コロナウイルス感染症と圏域の対策につい

て外１件を、佐久間誠議員。
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〇４番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目２点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、新型コロナウイルス感染症

と圏域の対策について。昨年１１月、中国湖北省

武漢市で原因不明のウイルス性肺炎として最初の

症例が確認されて以降、経済のグローバル化も相

まって瞬く間に世界中に拡大した新型コロナウイ

ルス感染症について、これまで人類が過去に経験

し、克服してきた感染症の歴史において、２１世

紀最大の試練というべき事態になっております。

６月１６日、世界の感染者数８０３万 ３６４人、

亡くなられた方４３万 ９１８人、国内１万 ５

８７人、死亡者９２７人、本市においては患者発

生の報告は聞いていないものの北海道内では本年

６月１６日現在、陽性患者 １７８人、死亡者累

計９２人と報道されており、その数は今なお終息

を見ておりません。北海道内では大きな感染拡大

の波とも言われる第２波をくぐり、現在減少傾向

にあるものの予断は許せず、また本市としても感

染者ゼロに油断することなく、感染防止の観点か

ら必要な対策と準備を進めていかなければならな

いと考えております。

そこで、（１）、保健所と本市に関わる連携、

機能強化について。①、病院、保健センター、消

防等と保健所との連携について。連絡、連携、情

報共有と対処などについて伺います。

②、保健センター等への問合せの状況について。

市民の不安感の把握とどのような問合せがどの程

度あったのか、また電話対応職員のメンタル面で

のケアの心配はないか伺います。

③、感染症の疑いがある患者の緊急搬送時に必

要な資機材の充足状況と今後の備蓄について。救

急搬送などでの必要な資機材で不足していたもの

はないか、また今後の備蓄方針等について伺いま

す。

④、ＰＣＲ検査の現状について。ＰＣＲ検査は、

道内においてもかなり幅広く取り扱われるように

進んできたと聞いております。本市の病院等での

取扱い状況、検体採取検査等の進捗について伺い

ます。

（２）、医療における発熱外来設置の必要性と

感染症専門病棟の考え方について。コロナウイル

ス感染症の感染防止の観点から地域での機能分担、

分離が望ましいと考えられることから、発熱外来

設置の必要性と一般の病院とは別な場所での感染

症専門病棟、もしくは病院を指定するなどによる

設置は難しいのか、検討された経緯があれば伺い

ます。

①、中等症患者受入れ要請の対応と院内感染防

止対策について。国、北海道からの名寄市立総合

病院への中等症感染患者受入れ要請とその対応判

断について、また院内感染防止対策をどのように

講じようとしていたか。産婦人科もあり、免疫力

の低下した透析患者なども抱え、非常に難しい運

営になるのではないかと懸念しますが、そのあた

りの検討されたことなどについて伺います。

②、救命救急センターを有する地方センター病

院としての機能維持と感染症対応の両立について。

名寄市立総合病院は、圏域にとって重篤な患者の

命を支える救命救急センター病院としての大きな

使命があり、それらに対応する機能維持と感染症

対応の両立について、さらに医療従事者の確保見

込みはどうなのか伺います。

（３）、学校の休業等に伴う対策について。本

市におけるオンライン授業の環境整備の現状と課

題について。これまで臨時休校や分散登校など苦

慮されながら対応されておりますが、またいつ学

校の休業等の事態になるか先が読めない状況に置

かれております。相互対話式のオンライン授業等

の環境整備等が急がれますが、整備状況の現状や

課題、導入に先駆けた先生の研修予定など現在ま

での計画や進捗状況について伺います。

②、誰一人取り残さないための家庭学習支援と

対策について。ＩＣＴ環境の整っていない家庭の

ための経済的支援制度や公共施設等、児童クラブ
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含めて、における通信環境の整備で公正な子供の

学びの場づくりが急務と考えるが、見解について

伺います。

保育所、幼稚園、児童クラブ等の現状について。

医療従事者やライフラインを支える方が安心して

働けるためにも休業時の子供たちの居場所として

保育所、幼稚園、児童クラブを開けておく必要が

ありますが、預け先の保育所、幼稚園、児童クラ

ブ等の現状について把握されているところについ

て伺います。

（４）、圏域住民の不安を払拭するための対策

について。①、感染症に疑問を持つ住民への分か

りやすい誘導策の確立について。地域での病院の

機能分担により発熱外来、病院を指定し設置され

れば、市民への案内もスムーズに示すことができ、

一般の外来患者や入院患者へのリスクを少なくす

ることができると考えますが、現在そうはなって

おりません。秋から冬にかけ通常のインフルエン

ザ等の発熱患者も出てくることが予想されること

から、コロナ感染を疑う患者についての分かりや

すい誘導策についてお伺いいたします。地域外来

検査センター（仮称）の設置について。各病院の

負担軽減策としてコロナ陽性を疑う人専門に扱う

地域外来検査センターを設置している自治体事例

もあり、これら設置の取組の考え方について伺い

ます。

（５）、名寄市新型コロナウイルス感染症対策

本部の課題について。①、上川北部圏域自治体と

しての感染症対策本部設置の考え方について。名

寄市単独ではなく、上川北部圏域自治体として感

染症対策本部設置を働きかける方向性を打ち出し

てはどうかと思っております。道北圏域をカバー

する名寄市立総合病院の役割や北海道の出先機関

としての保健所も管轄は和寒以北中川までのエリ

アであります。また、買物などで名寄まで来てく

れる方の人的な移動エリアで捉えたときに圏域自

治体として考え、感染症対策を講じたほうがスケ

ールメリットを生かすことができるのではないか

と思うのですが、いかがでしょうか。考え方を伺

います。

②、医療従事者の人材確保対策について。さき

に触れたことに関連し、特に人材確保が大きな課

題となりますが、当番医などのローテーションや

看護師等の応援体制なども考えられると思うので

すが、いかがでしょうか。

２、今後の経済対策と名寄市総合計画（第２

次）の補強について。（１）、長期化する新型コ

ロナ感染症での今後の経済対策について。短期間

での経済のＶ字回復は望めないと考えられること

から、長期的視点に立った経済対策が必要だと思

います。中小企業等への今後の経済対策や財政支

援への考え方について伺います。

（２）、幅広い市民影響の把握について。①、

事業所の全市的な影響調査の今後の進め方につい

て。事業所の影響調査は直接聞き取り、最も有効

な手だてを講じていくことが必要であると思いま

す。今後の考え方について伺います。

（３）、名寄市総合計画（第２次）の補強につ

いて。①、大きく見直しや補強が求められる事業

の洗い出し等の考え方について。観光ではインバ

ウンドに係る事業、交流事業、都市計画、コンパ

クトシティーに関わる事業、人手不足を補う事業

など今後のローリングで見直しや補強が求められ

ると思うが、考え方についてお伺いいたします。

②、コロナとの共生時代突入と言われる中での

社会基盤の新たな整備について。医療対策、通信

環境の整備促進と感染症拡大の背景に気候変動を

含む環境破壊があるとの指摘もあることから、環

境負荷低減の取組等の考え方や社会基盤の新たな

整備について伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

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） ただいま佐久間

議員からは大項目で２点にわたり御質問いただき

ました。大項目１の小項目１のうち①から③、小

項目４及び小項目５は私から、小項目１の④及び
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小項目２については病院事務部長から、小項目３

は教育部長から、大項目２の小項目１及び２は産

業振興室長から、小項目３は総合政策部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１の新型コロナウイルス感染症

と圏域の対策について、小項目１の保健所と本市

に関わる連携、機能強化についてお答えいたしま

す。１つ目の市立総合病院、保健センター、消防

等と保健所との連携についてですが、新型コロナ

ウイルス感染症は感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律により指定感染症に指

定されており、その感染症対策は国及び都道府県

において行うものと規定されています。そのため、

感染者の情報や感染症指定医療機関の体制などに

ついては北海道が管理し、本市には名寄保健所を

通じて情報提供が行われることとなります。御質

問の市立総合病院、保健センター、消防などと保

育所との連絡、連携、情報共有につきましては、

通常業務においても不可欠なものであり、随時行

ってきておりますが、今般の新型コロナウイルス

感染症の対応に関しましては２月８日に名寄保健

所主催で会議が開催され、圏域内の自治体、消防、

警察等が集まり、おのおのの役割、連携、協力体

制等について確認してきております。その後、感

染拡大防止の観点から参集しての会議等が行われ

ておりませんが、適宜情報提供などを行っていま

す。

２つ目の保健センター等への感染症についての

問合せ状況についてですが、本市においては北海

道が独自の緊急事態宣言を発出した２月２８日よ

り前の２月２５日に感染症対策本部を設置し、新

型コロナウイルス感染症への対策を講じてまいり

ました。現在に比べて各部局での情報も少ない時

期だったため、市民からの問合せは感染症対策本

部の事務局を担う保健センターにおいてワンスト

ップで受け止めることとし、４月末までに１００

件を超える電話のお問合せがありました。その内

訳といたしましては、４月中旬までは市内での発

生状況や予防対策、公共施設の休館についてのお

問合せが多く、４月の下旬からは特別定額給付金

や企業向けの融資、補償に関しての問合せが増え

てきた状況にあります。なお、問合せ担当の職員

においてメンタルになった職員はおりません。

３つ目の感染症の疑いがある患者の緊急搬送時

に必要な資機材の充足状況と今後の備蓄について

ですが、新型コロナウイルス感染症疑いの患者や

感染者の移送は基本的に保健所で行うこととなっ

ていますが、保健所が対応し切れないとき、例え

ば重症で自ら自動車に乗り込めないようなときに

は保健所の指示により救急車による搬送となると

聞いております。消防では、新型コロナウイルス

感染症以外の感染症対策も想定し、救急搬送用の

資材は備蓄しており、現在数か月分程度の備蓄状

況があります。感染の拡大によっては資材の不足

も懸念されるため、計画的な資材調達を進めてい

く予定としております。

次に、小項目４の圏域住民の不安を払拭するた

めの対策について、１つ目の感染症に疑問を持つ

住民への分かりやすい誘導策の確立についてと２

つ目の地域外来検査センター（仮称）の設置につ

いてお答えいたします。議員御提案のとおり、発

熱患者を最初に診察し、感染症の有無を調べる発

熱外来、また新型コロナウイルス陽性を疑う患者

を専門に扱う地域外来検査センターの設置が可能

であれば、一般の外来患者、入院患者へのリスク

軽減につながるものと考えております。しかし、

この上川北部圏域における医療を取り巻く状況を

見ますと、医師、看護師をはじめ臨床検査技師な

ども不足している状況にあり、新たな枠組みを整

えるのは現時点では難しい状況にあると考えてお

ります。限られた医療資源を有効に活用し、感染

を拡大させないようにしていくためには、簡単な

ことではありませんが、市立総合病院をはじめ各

医療機関の連携の下、感染症対策に特化すること

なく、地域の医療体制の充実を図ってまいります

ので、御理解をお願いいたします。



－75－

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

次に、小項目５の名寄市新型コロナウイルス感

染症対策本部の課題について、１つ目の上川北部

圏域自治体による感染症対策本部設置の考え方に

ついてと２つ目の医療従事者等の人材確保対策に

ついてお答えいたします。新型コロナウイルス感

染症対策本部の設置につきましては、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法第３４条第１項の規定

により緊急事態宣言が行われた場合、市町村長は

直ちに市町村対策本部を設置しなければならない

とされております。本市は２月２５日に感染症危

機管理対策本部を立ち上げておりましたが、国の

緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症対

策本部へと変更をしてきています。現行の法律上、

新型コロナウイルス感染症対策本部については広

域での設置は想定をされておりません。感染症対

策に関しては、スピード感を求められることも多

く、広域にすることによるスケールメリットより

小規模自治体での動き方が効果的なこともありま

すので、御理解をお願いいたします。また、先ほ

ど答弁で申し上げましたとおり、この圏域での医

療資源、特に人材については不足の状況が続いて

おります。圏域内での看護師の応援体制などにつ

いては現実的には不可能と考えられますが、感染

拡大時などにおいては北海道や医師会、看護協会

などを通じ派遣要請等を行い、人員の確保に努め

てまいりたいと考えております。今後広域での対

応が必要となった場合には、保健所が中心となり

取りまとめを行うとお聞きしているところであり

ます。

なお、６月１２日に上川総合振興局主催による

新型コロナウイルス感染症対策に関する意見交換

会が、上川北部地域の市町村長、商工会議所会頭、

商工会会長などを参集し、北海道からの情報提供

及び各市町村の対応状況、国や北海道への要望な

ど意見交換が行われてきております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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１、小項目１の④、小項目２の①と②

についてお答えを申し上げます。

まず、ＰＣＲ検査の現状についてでございます

が、北海道内の現状は道立衛生研究所をはじめ１

０か所の保健所等でＰＣＲ検査が実施されており、

１日当たり最大で ４００人が可能とされており

ます。市立総合病院におきましては、名寄保健所

との連携の下で疑似症患者のＰＣＲ検査に対応し

てきたところでございます。今後第３波に向けて

ＰＣＲ検査体制の整備が求められているところで

ありますが、検査技師の育成、検査機器や試薬の

調達などを短期間で整備できる状況にはないと捉

えております。今後は厚生労働省で認可されまし

た唾液検査について北海道としても準備を進めて

いくということでございますので、当院としても

医師や看護師等の感染リスク低減のために対応し

ていきたいと考えております。

次に、中等症患者受入れ要請の対応と院内感染

防止対策についてでございますが、市立総合病院

は感染症病床４床を有する第２種感染症指定医療

機関でございます。今回の新型コロナウイルス感

染症対策では、２月４日の院内感染対策緊急会議

を開催して以降感染専門の医師、認定看護師等で

構成する院内感染対策チームを中心に道内におけ

る患者発生、流行状況に応じてフェーズを変更し、

職員の個人防護具、入院患者との面会制限、発熱

外来の必要性も含めて患者対応と感染防止に取り

組んできたところであります。特に道内でクラス

ターの発生が続いた緊急事態宣言時には、感染患

者発生、受入れ増加に備えて感染病床を別途確保

する必要があるため、各診療科の医師に協力を得

て、緊急性の低い予定待機手術、検査入院を控え

ていただくよう対応をいただいたところでありま

す。当初は感染対策資材、診療材料等が十分に供

給されない中で不安を抱えながらの診療となり、

対応に苦慮したところもありますが、この間国や

各企業、様々な市民団体からマスクやフェースシ

ールドなどの御寄贈いただいたおかげで感染資材
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も充足されてきました。幸いにして上川北部圏域

ではこれまで陽性患者が発生しておりませんが、

引き続き名寄保健所をはじめ関係機関との連携、

他病院の対応策、日本環境感染学会が示す医療機

関における対応ガイドライン等を参考に感染防止

に努め、状況に応じた対策を講じてまいります。

次に、救命救急センターを有する地方センター

病院としての機能維持と感染症対応との両立につ

いてでございますが、救命救急センターとしては

５月の連休から救急受診患者と医療関係者の感染

防止を図るため、発熱患者待合室を設置したとこ

ろでございます。救急受付時での検温にて発熱が

確認された方の動線を分けるとともに、発熱患者

に対応するスタッフは個人防護具を着用し、院内

感染防止に努めてきたところでございます。ゴー

ルデンウイーク５連休の受診状況結果からは、受

診者数の１割程度が発熱患者でございましたが、

ＰＣＲ検査対象となる患者が発生しなかったこと

から、現在は救急受付前を待合室に変更しており、

疑似症患者の受診対応についてはその都度名寄保

健所との連携を図り、対応してきたところであり

ます。このような対策を取る一方で、当院の役割

として急性期医療の機能を維持する必要もござい

ます。救急患者や術後患者の入院病床を確保する

ため可能な限り動線を分離し、迅速な検査体制を

整備するなど院内での感染防止対策に努めている

ところでございます。また、スタッフの確保につ

いてということでございますが、現状のスタッフ

で対応していくしかないと現在のところ考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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、大項目１

の小項目３、学校の休業等に伴う対策についてお

答えをいたします。

今年度に入り、新型コロナウイルス感染症対策

のため全国の小中学校が臨時休業になったことか

ら、国はＧＩＧＡスクール構想を加速し、災害や

感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時

においてもＩＣＴを活用した全ての子供たちの学

びを保障できる環境整備として、児童生徒の１人

１台端末の早期整備、学校内のネットワーク環境

の全校整備、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置

経費の支援などについて対策を示してきました。

今後の取組につきましては、当初予算で計画をし

ている学校教育情報化推進事業の整備に加え、国

が示すＧＩＧＡスクール構想早期実現に向けた支

援を活用し、環境整備を進めてまいります。前提

の情報機器等の整備の内容としては、国の補助対

象となる全児童生徒数の３分の２に当たる端末の

整備、学校内での高速ネットワーク環境の整備、

ＧＩＧＡスクールサポーターの配置、普通教室や

特別教室への必要に応じた大型掲示装置の設置、

教育用パソコンの配置、タブレット端末保管庫の

整備、学校の情報通信環境の改善などに取り組ん

でいきたいと考えておりますけれども、現状では

相互対話式のオンライン授業ができる体制とはな

っておりません。オンライン授業を行うための課

題として、先ほど今村議員の質問にもお答えしま

したが、各家庭においてはパソコンなどの情報機

器の保有などインターネット環境の整備、情報通

信に係る経費、ズームなどの会議システムの設定

や運用の知識習得などが考えられます。学校の情

報環境については、全ての学校は市の回線を介し

てインターネットに接続しており、一度に多くの

児童生徒がアクセスした場合、通信障害の危険性

があることから、新たな光回線のネットワークル

ートなどが必要になると考えられます。学校がオ

ンライン授業を行うためには、分かりやすい授業

の構築やオンライン授業に使用するシステムの習

得、障害発生時の対応など専門的な研修が必要に

なると考えられます。以上のような課題が想定さ

れますが、一つ一つ改善するためにはどのような

方法が有効であるか調査、検証し、解決していか

なければならないと考えております。

次に、保育所や幼稚園などについては、３月２
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日から５月３０日までの期間幼稚園は休園措置を

取り、保育所においては通常開所していました。

保育所では自粛要請を行い、お休みいただける家

庭においては保育料の減額措置を実施し、できる

だけお休みに協力いただいております。また、幼

稚園においてもお仕事等で子供を預けなくてはな

らない家庭に限り一時預かり事業により子供の預

かり保育を実施しております。放課後児童クラブ

については、子育て支援の観点から学校休業の期

間公設児童クラブ、民間学童保育所の全てが早朝

から開所していますが、子供たちを感染症のリス

クから守るため家庭での保育が可能な場合はでき

るだけ利用を控えていただくようお願いし、利用

児童は全体の３割前後となっております。また、

３月から５月分利用料につきましては、利用した

日数分を日割計算するなど保護者の負担軽減を図

っております。通常であれば放課後の時間帯から

勤務する児童支援員ですが、午前中からの開所に

伴い勤務時間が超過となるため、児童センターの

閉館中は児童厚生員を各児童クラブに派遣し、業

務の軽減を図ってきております。今後もマスク着

用、アルコール消毒などの衛生対策や児童の体調

管理に配慮した安全、安心な施設運営に努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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） 私からは、大項

目の２、小項目の１及び小項目の２についてお答

えいたします。

まず、小項目の１、長期化を見据えた新型コロ

ナ感染症に対する今後の経済対策についてお答え

いたします。本市では、新型コロナウイルス感染

症の影響に対する経済対策として、スピード感を

重視して、まず第１回定例会で市内中小企業等向

けの有利な融資制度及び飲食店で使えるプレミア

ム付き商品券事業の実行委員会に対する支援を議

決いただきました。続いて、５月８日の臨時会で

は第３弾となる追加の対策として、業種を絞らず、

影響の大きい市内の中小企業及び個人事業主の事

業継続を支援するための名寄市事業継続支援給付

金を議決いただきました。新型コロナウイルスに

よる市内経済への影響は、議員御指摘のとおり、

長期化が見込まれるほか、さらなる拡大も懸念さ

れるところでありまして、本市といたしましても

資金調達に必要な融資制度を継続するほか、次の

段階としては影響の度合いに応じてめり張りをつ

けた支援が必要と考えております。具体的には飲

食業、宿泊業、バス、タクシー業など業種ごとに

特徴的な固定費に着目した経済対策を検討してい

るところでございます。

次に、小項目の２、幅広い市民影響の把握につ

いてお答えいたします。議員言われますとおり、

新たな施策の検討、制度設計において現状や実態

の把握、関係者の声を反映することなどが重要で

あり、制度の効果にも関わるものと認識しており

ます。このことから、第１弾の融資制度や第３弾

の事業継続支援給付金の制度設計に当たっては名

寄商工会議所及び風連商工会が実施したアンケー

ト調査を基に経済団体、金融機関などの意見を踏

まえて検討いたしました。さらなる影響の長期化

及び拡大への対策として、次の段階の制度設計に

当たっては事業継続支援給付金への相談内容や申

請内容から業種ごとの影響の傾向を把握するほか、

各業界のキーパーソンから影響の状況を直接ヒア

リングするなどしておりまして、より効果的な対

策となるよう検討しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、小項目３、名寄市総合計画（第２次）の補

強について申し上げます。

２０１７年度に策定した名寄市総合計画（第２

次）は、昨年度から中期基本計画期間となり、１

年が経過いたしました。総合計画は３層構造とな

っており、１０年間の基本構想、市長任期と連動

した４年間の取組の方向性や重点プロジェクトを
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まとめた基本計画、具現化へ向けて取り組む実施

計画となっております。総合計画は、どのような

自治体を目指すのか、目指すべき都市像を定め、

実施計画を着実に推進することにより、将来像へ

近づけていくものと考えております。今般の新型

コロナの影響により、全国でいろいろな問題が浮

上し、国民の生活様式に大きく影響を与えました。

総合計画の見直しや補強が求められる事業の洗い

出しにつきましては、実施計画の中で必要な事業

については計上し、ローリングにより進捗状況な

どを確認するとともに、行政評価へとつなげ、Ｐ

ＤＣＡサイクルを回しながら実施していくものと

考えております。新型コロナの共生時代に突入し

たと言われる中で、社会基盤の新たな整備につき

ましては情報通信網整備への必要性について教育

環境も含め重要であると認識しているところであ

り、Society5.0時代の到来という意味でも民間事

業者や関係機関と連携を図り、光ファイバー整備

率１００％を目指して取組を進めてまいります。

また、厚生労働省より発出されております新しい

生活様式の実践例や北海道から発出された新北海

道スタイルなども参考としながらこれからの生活

基準が多くの人々に理解され、実践されるよう周

知活動にも注力し、今後も総合計画に即した事業

を展開してまいります。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。まず、再質問させていただきますが、

（１）の①、②、③、④について先にまとめて一

くくりで質問させていただきたいと思います。

それで、やっぱり情報提供と共有、このことに

ついて先ほど小川部長のほうからお答えいただき

ましたけれども、保健センターには１００件ぐら

い超える問合せがあったと。私保健所にも行きま

して、聞いてみましたら、これは上川総合保健所

管内ということで、ざっくりですけれども、２０

０件を超える問合せと。つまり住民が、やはり名

寄市の対策本部は頑張っておりますが、もう少し

分かりやすい形で住民に対して様々な周知をして

いく必要があるのではなかろうかと、この問題意

識を持っております。それで、なかなか個人情報

の関係もあって、答えられぬことが多々あるとい

うことは私もそれぞれ理解するところであります

が、特措法の８条の２項では新型インフルエンザ

等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法

による提供ということがうたわれております。こ

れ先ほど部長は名寄保健所が報道したことについ

て、聞いたことについて市民に伝えるのだと言っ

ておりましたが、特措法のくくりではこういう住

民へのいわゆる情報提供についてこういうふうに

なっていますし、さらに政府の新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針、ここにも情報提

供、共有について国民に対する正確で分かりやす

く、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びか

けを行うというふうになっています。それで、こ

こに具体的に書かれているのですが、発生状況や

患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供、国

民に分かりやすい疫学解析情報の提供、そして医

療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形

での情報の提供ということが書かれているわけで

す。それで、感染症防止はやっぱり市民の理解と

協力が何よりも必要だというふうに思っています。

そうすると、情報提供その第一歩でないかと。新

型コロナの治療方法など、市民のところでは実態

が見えない、理解ができない、そのことでの不安

が増加しているのではないかと、このように思う

わけであります。市民の行動、心理を考えた情報

提供が必要ではないかと。それで、特に緊急事態

が発せられまして、その時点では、こういうとき

はやっぱり少し踏み込んだ形で情報提供すること

がコミュニケーションにおける基本であって、信

頼構築に必要ではないかと考えております。情報

提供、共有について再度お考えをお聞かせいただ

きたいと。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（小川勇人君） 情報提供につい

ての御質問がありました。情報提供といいまして

も、今議員からありましたように、いろんな情報

提供があるかというふうに思っております。基本

的には感染者含めて北海道の情報提供によってう

ちのほうで情報提供できるものについてはきちん

としていきたいというふうに思っております。情

報提供をきちんとしないことによって混乱を招い

たり、またいろんな違った情報が流れたりするか

というふうに思いますので、そういった面では北

海道や保健所、そういったところの指示をしっか

り受けながら、必要な部分については市民にも今

後とも情報提供をしていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ぜひ市民心理を考え

て、私保健所、道からの連絡がなかったら何もで

きないということでなくて、少し情報の関係で言

うとやっぱりぜひ前広にお伝えをいただきたいと

いうふうに思っています。今のお話、理解しまし

た。

それで、２つ目なのですが、北海道を通じて実

は国に要請していただきたいことがございます。

それは、この感染症対策の最前線に立っている保

健所職員の要員不足について、これ御承知かと思

うのですが、３５名の定員のところ３１名しかい

ないと。資格者としては保健師だとか薬剤師、栄

養士、獣医師が各１名欠員状態なのです。これ慢

性的な欠員でありますから、このあたりはぜひ、

それともう一つ、資機材の関係です。資機材の関

係でいうと、救急搬送のものは間に合っていると

いうようなお話ありました。しかし、まだ部署的

には足りないものも先ほど来のコロナの関係での

答弁でお聞きしていますから、消毒液だとか不足

のもの、こういったものもぜひ、充足している場

合いいのですが、私心配したのは特に消防、救急

搬送など対応する消防職員なんかの搬送時、疑似

感染症というか、そこら辺もやはり感染している

ことを前提にして運ばなければならぬということ

で、様々な資機材が必要だというふうに思うので

す。それで、特に医療用のサージカルマスクであ

るとか、それからあと運転席と後部座席を例えば

区切る養生テープ、シートといいますか、そうい

うもの、それから防護着などについてもこれ保健

所でちょっと不足していることなんかも聞いてい

ますし、特に緊急事態の場合、不足の資機材は互

いに融通し合っているというふうに思いますから、

ぜひこのあたり欠員の補充の関係は例えば北海道

市長会での要請行動、要請内容に組み込むことだ

とか、それから不足の資機材は上川総合振興局通

じて北海道や国への調達を要請をしていただきた

いと思いますけれども、このあたりについて再度

お伺いしたいと。

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） まず、保健師等

の人材ということでありますけれども、これ保健

所に限ったわけではなくて、本市においても昨年

度も募集しましたが、なかなか確保できない、欠

員状態であります。これ全道、全国的に同じよう

な状況があるかというふうに思っております。そ

ういった面では、保健師の育成含めてしっかりと

した国や北海道の要請の取組をしてまいりたいこ

とも含めて、特に保健所がこの圏域の管内の要で

ありますから、そこがやっぱりきちんとした体制

が取れないということになれば万が一のために対

応も厳しい状況ありますので、そういった面につ

いては機会があれば北海道にもそういった要請等

もしていきたいというふうに考えております。

資機材につきましては、消防員については幸い

なことに感染者が出ていないということで、備蓄

している資機材について使用していないので、ま

だ数か月大丈夫だということでありますけれども、

今後長期化するという状況がありますので、特に

冬に向かってまた感染者が増えてくる状況も想定

されますので、備蓄できる状況については計画的

に今後についても対応してまいりたいというふう
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に思っております。また、各施設においても状況

も確認しながら市のほうで支援できるものであれ

ば支援をしながら対応してまいりたいと思います

ので、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。ぜひ

そのあたりよろしくお願いしたいと。それであと、

いわゆる資格者の育成についても特に大学など通

じて大変期待されるところでありますから、ここ

は資格者の獲得に向けて、本市もそうですし、そ

れから道のほうにもぜひよろしくお願いしたいと。

お伝えお願いしたいと思います。

それから次に、（２）、（４）、（５）の関係

に移りますけれども、大体先ほど来御答弁いただ

きましたから、現状については理解したわけです

けれども、特に広域の考え方などについてはやっ

ぱり保健所が主導という形で理解しました。圏域

に対する関係について。

それで、質問なのですけれども、特に感染症、

先ほど来問合せなんかも１００件ほどあるという

お話もありまして、感染症に疑問や不安を持つ市

民、それから住民への分かりやすい誘導策につい

てなのですけれども、市民が理解しやすい形での

検査までの流れについてチラシや広報、それから

ホームページで周知を図っていただきたいという

ふうに思っております。図解やイラストなど使っ

た案内が有効的ではないかというふうに考えてい

るところであります。名寄の保健センターも厚生

労働省のホームページからこういうものや何かを、

イラストなるものは暫時広報などとともに配って

いただいているのですが、私もちょっと調べてみ

て、住民が何に心配しているのかということです。

それで、このことについてちょっと見て、調べて

みたのですけれども、このあたりはやっぱり東京

都が実は新型コロナウイルス感染症が心配なとき

という相談窓口についてのイラスト入りのものを

出しているのです。これあたりは誘導策としては

効果的ではないかというふうに考えているところ

であります。例えば、かいつまんで申しますと、

新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口につい

てという案内があって、かかりつけがいる場合と

か、それからいない場合、そして不安にただ思っ

ているだけということで症状が書いてあって、そ

れぞれ各医療機関だとかコールセンターだとか受

診相談窓口だとかに誘導しているやり方です。こ

こら辺名寄でも工夫されておりますけれども、検

査までの流れについて分かりやすい形での市民へ

の周知についての考え方について伺いたいと思い

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） 検査までの流れ

ということでありますけれども、議員も御承知の

とおり、検査をするかどうかということについて

は保健所のほうで聞き取りして、対応しておりま

す。その人がどういった行動歴があったり、症状

によって検査するかどうかということでいろんな

ケース、いろんなパターンがあるかというふうに

思っておりますので、それはなかなかそれを１つ

にまとめて流すと、逆にそれが混乱招くことだと

いうふうに思っていますので、市としてはやっぱ

り保健所のほうに速やかにつないで、保健所に適

切な対応、指示をしてもらう、そういったことが

一番だというふうに思っていますので、今回問合

せ来ていますけれども、そこで状況を聞くという

よりも保健所のほうにしっかりつないで、保健所

のほうで適切な対応してもらう、そういったこと

に主眼を置いて対応してきております。保健セン

ターで聞いてもそこで指示なり判断をできるので

はありませんので、問合せする方も二度三度と同

じことを繰り返して申さなければならぬという状

況ありますので、そういった面では保健所のほう

にしっかり対応してもらうような、そういったこ

とで市民に周知を、力を入れてきたところであり

ますので、御理解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 実は先ほども言いま
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したように、保健所、要員が満たされていないと

いう状況の中でいわゆる電話対応を受ける方も大

変な状況なのです。機能分担といいますか、保健

センターのほうも来ていると思うのですけれども、

やっぱり少しそういう、電話だけに労力を割くこ

となく、スムーズにあなたはどこに、かかりつけ

医ならかかりつけ医に案内するだとか、いわゆる

病院にも電話が来ると思うのです、いろんな形で。

ぜひそこら辺もう少し住民の何が一体心配なのか

ということについて、いわゆる市民感情のところ、

やっぱり分からないことについて不安なのです。

そこら辺についてやっぱりもう一回御検討いただ

きたいと思います。

時間ないので、次移りますけれども、地方セン

ター病院としての機能維持と感染症対応の両立に

ついての関係でお伺いします。それで、特に市立

総合病院は地域医療支援事業を広域的に推進して

おりますし、医師派遣も手がけられております。

それから、名寄市の定住自立圏構想の中で救急医

療の維持や確保対策、広域第二次救急医療事業、

それから救急医療啓発普及事業など、様々圏域医

療体制の充実を図っておられます。今後冬に向け

て心配なのは、通常のインフルエンザの発生も考

えられるわけです。それで、コロナとの区分けの

観点からの対処が非常に不安視されるのですけれ

ども、病院機能が麻痺しないような事前の対策が

求められているというふうに思いますが、このあ

たりの考え方についてお伺いしたいと思います。

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） いわゆ

る今後の第３波というところへの御心配というこ

とだろうと思います。我々もいろいろ情報をつか

みながら準備をしていくこととしておりますけれ

ども、インフルエンザとの見分けというところに

ついては、これは今現在明確な指針はございませ

ん。どこの医療機関もその時期にまた再度感染が

拡大するということになれば、まずインフルを疑

うと。インフルが陽性か陰性か、その後コロナの

陰性、陽性を判定すると、こういった手順になる

であろうというふうに見ています。その時点で、

今回もこの緊急事態宣言中は人との接触が極力抑

制されたということでございまして、当院のイン

フルエンザの受診数は激減しております。やはり

感染管理が進めばそれだけインフルエンザも発生

しないということになりますから、また新型コロ

ナの感染が拡大するようであれば、また同じよう

な対策が取られれば同時にインフルエンザの拡大

というものも軽減されてくるだろうということに

なると思います。したがいまして、地域的にどれ

ぐらい発生してくるかということでございますが、

また発熱外来等を分けて設置して対応するといっ

たことになるのではないかと考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。市立

総合病院だけが負荷をかけて様々なことに対する

対応するということでなくて、ぜひ対策本部とし

ていわゆるそれぞれの機能分けみたいなところも

地域の中でぜひ検討いただきたいというふうに思

うのです。あまり負荷がかかると事故のもとにな

りますから、やっぱり大変なことだというふうに

思うのです。しかも、いわゆる看護師さんだとか

医療従業員だとかが充足されて、ある程度大丈夫

だよと、体力あるなら大丈夫だよという、体力あ

るから大丈夫だよということであればいいのです

けれども、なかなかそういうことでもないという

こともありますから、ぜひそこら辺地域の中で、

例えばあなたのところは初期、発熱のところを担

当してねだとか、そういうことやっぱり区分けし

ていただければいいかなというふうに思っていま

す。これは要望であります。

学校の関係、移ります。それで、文科省が２０

１９年から２０２３年にかけて本格的に進めてき

ているＧＩＧＡスクールの構想について先ほど来

お話伺いました。オンライン授業の環境整備等々

についても今後考えていかなければならぬと思う

のですが、家庭学習支援について、ここについて
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地域格差だとか所得格差によって取り残されるよ

うな生徒が出ないように対策が必要ではないかと

いうふうに思っています。それと、併せてデジタ

ル化に伴う先生たちの研修だとかフォローアップ

が必要だというふうに思っていますから、特に新

たな作業でかなり事前準備に時間が費やされると

いうことなので、この手だてが急務だというふう

に思いますから、ここら辺の考え方について若干

お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 家庭学習の環境につ

いてですけれども、ある調査によりますと現在の

名寄市内の児童生徒の家庭でインターネットとい

いましょうか、そういうようなものを使っての学

習ができる環境にあるのが６２％程度しかないと

いうことでございます。これにつきましては、今

光回線ですとかが家庭に通っていない家庭もあり

ますし、通っていても端末等がないという家庭も

あるのだろうというふうに思っております。学校

で学習するというのが基本と考えていますから、

家庭学習に対してのオンライン化といいましょう

か、そこに対して基準を置くということは考えて

おりませんけれども、例えばまた今後第３波、第

４波みたいな形で臨時休業が出てくるというよう

な、しなければならないというような状況等も考

えたときには、やはり今ＧＩＧＡスクール構想で

導入する端末等を例えば児童生徒に貸出しをして、

家庭で学習ををするときに使っていただくという

ような手段も、今後ソフト面といいましょうか、

いろんな導入に関してのソフト面の整備もあるの

ですけれども、ハード面の整備も併せて検討はし

てみたいなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。時間

もないので、ぜひ光回線の関係も、先ほど来今村

議員に対する答弁でありましたように、これから

やっぱりデジタル化、ここをしっかり進めながら、

一人も落ちこぼれのない生徒について支えていた

だきたいというふうに思います。

最後になりますけれども、大項目の最後の２の

今後の経済対策と名寄市総合計画（第２次）の補

強についての関係です。それで、事業所に対する

経済対策についてお話伺いました。多分このたび

の補正のところでも事業所に対するところの補正

は出ると思います。一番問題なのは、やっぱりい

わゆる働いている方、従業員の方向けの支援策に

ついて、例えば店を休業してくれと休まされたと、

あるいはパートで勤めているはずだったけれども、

コロナで働けなかったと。その間の休業補償も出

ないというようなことなどもあります。ぜひ生き

ることを支える行政施策について考え方を最後に

お尋ねして、ぜひ幅広い市民影響の調査も含めて

最後にお願いしたいと思います。

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） 働く方に対して

の支援ということでは、国のほうで雇用調整助成

金ですとか保護者の方の支援というのがございま

す。私ども市としては、今事業所に対しての支援

をさせていただいておりますけれども、事業所の

継続を支援することで雇用を守るということで市

としては考えております。そのほか国の制度につ

いても活用していただいて、雇用についてもサポ

ートしていければと思っているところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

冬季スポーツの拠点化について外１件を、清水

一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 議長から御指名いただ

きましたので、通告順に従い、大項目２点にわた

って質問させていただきます。

大項目１、冬季スポーツの拠点化についてであ

ります。名寄市総合計画（第２次）中期基本計画

の３つの重点プロジェクトの中の一つに冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクトがあります。本文には、

本市の自然環境、施設環境の強みを生かして冬季
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スポーツの拠点化を目指すためにスポーツ合宿、

大会誘致と併せてジュニア世代の育成強化を推進

するとともに、冬季スポーツを通してふるさとへ

の誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組みます

とうたっております。私も同感でございます。こ

のことを踏まえて、以下小項目３点についてお伺

いします。

小項目１、人工降雪機の導入について。ピヤシ

リスキー場は、地球温暖化の影響か、近年は降雪

時期の遅れ、また降雪量も少なく、スキー場のオ

ープンは早くて１２月中旬か下旬で、このことは

スキー場経営にも影響を及ぼしています。このよ

うにスキー場オープンは自然の雪に頼るのではな

く、人工的に雪を降らす人工降雪機を導入し、併

せてインジェクションで強制的に水を注入して、

国際規格のバーンを整備することができるのと早

期にオープンすることができます。なぜならば、

名寄は１０月下旬からマイナス気温になり、１１

月半ばには雪が降り、人工の雪と自然の雪のミル

フィーユ状態の最高のバーンが整理でき、１１月

下旬も１２月初旬にスキー場をオープンすること

ができます。このことは、早く雪の上でトレーニ

ングを望む全国の高校、大学、社会人の選手、監

督、コーチは名寄に合宿を張り、選手強化に努め

ることでしょう。また、地元のジュニア世代の育

成強化を推進し、ついては全国大会規模の大会誘

致とスキー場経営安定化に寄与するものと思慮し

ますが、理事者の御見解をお伺いします。

小項目２、全日本学生スキー選手権大会の誘致

について。全日本学生スキー選手権大会は、同一

地域で各種目、アルペン、ジャンプ、コンバイン

ド、クロカンの同時開催であります。昨年の大会

は２月２４日から２７日にかけて秋田県鹿角市で

開催されました。全国で同一地域、同種目、同時

開催できるのは、秋田県の鹿角、長野の白馬、北

海道では名寄だけと私は思っております。２月の

鹿角市内の大会は、雪不足で大会コース係をはじ

め各大学のコーチ、監督がコース整備に加わり、

大会はバーンを作り上げたとスキー雑誌に掲載さ

れておりましたが、２月のピヤシリスキー場は全

く雪不足の心配はございません。この優位性もＰ

Ｒし、関係団体と連携して、大会誘致に向けての

理事者のお考えをお聞かせください。

小項目３、小中学校のスキー授業の現状につい

て。冬季スポーツ拠点化プロジェクトの本文の後

段に冬季スポーツを通してふるさとへの誇りと愛

着を持てる人材の育成に取り組むとうたっており

ます。名寄は雪質日本一、ふるさとへの誇りと愛

着、冬の体育授業はスキー授業に特化してもよい

ものと思っておりますが、改めて小中学校のスキ

ー授業の現状及び体育授業はスキー授業に特化、

このことについてお伺いします。

大項目２、防災について、ここでは小項目２点

質問させていただきます。小項目１、避難訓練に

ついて。本年度の市防災訓練は、夏期の防災セミ

ナーと冬期の防災訓練を計画しているとお聞きし

ました。名寄市の災害の最大の脅威は水害、この

ことについては理事者も共通の認識であると思っ

ております。なぜならば、東に名寄川、中央に風

連別川、西に天塩川の１級河川が存在し、中州に

市街地を形成、名寄市洪水ハザードマップを見ま

すと、名寄地区の市街地は緑丘地域を除く一帯が

床上浸水となっています。このような災害特性が

あるにもかかわらず、なぜ夏期の避難訓練をしな

いのか、理事者の見解を伺います。

小項目２、コロナ禍における災害時の対応につ

いて。今なお新型コロナ感染症拡大が懸念される

中、自然災害が発生した場合、避難所の開設につ

いて資材等の事前準備、また各部の行動とその連

携はどのようになるか、そのお考えについてお伺

いします。

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

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） 清水議員から大

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項
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目１、小項目１については私から、小項目の２は

総合政策部長、小項目の３は教育部長、大項目２

は総務部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

初めに、大項目１、冬季スポーツの拠点化につ

いて、小項目の１、人工降雪機の導入についてお

答えいたします。さきの議員協議会で御報告した

株式会社名寄振興公社の中長期にわたる経営方針

におきまして、ピヤシリスキー場については名寄

市民及び近隣住民を対象にした足元マーケットを

大切にする営業活動を軸にキッズパークの充実や

スノーイベント、各種大会誘致などスキー場の魅

力向上に努めるとしております。また、施設整備

については、老朽化した施設も多く、恒常的に経

費がかかるため計画的な改修を基本としながら、

インバウンド獲得に向けスキーヤー、スノーボー

ダーなどの増加、育成などを念頭に戦略的な改修

を検討するとしております。市といたしましては、

新型コロナウイルスによる影響からの回復状況を

見極めながら、試行期間から本格稼働に向け市民

を含め周辺住民の利用、インバウンド対策、さら

には冬季スポーツ拠点化といった市の施策を推進

するため、指定管理施設であるピヤシリスキー場

の施設整備について中長期的な検討を進める中で

人工降雪機の導入を含めた設備投資についても研

究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目１、小項目２、全日本学生スキー選手権大会の

誘致について申し上げます。

スポーツ大会の誘致については、総合計画中期

計画の冬季スポーツ拠点化プロジェクトの成果項

目にも定めているとおり、重要な事業の一つであ

り、人口減少が進む中でスポーツによる交流人口

の拡大は地域経済にも大きな役割を果たしており

ます。全日本学生スキー大会の誘致ですが、昨シ

ーズンは、議員からもお話がありましたけれども、

２月２４日から２７日の日程で秋田県鹿角市で開

催されております。アルペン、クロカン、ジャン

プ、コンバインドの４種目で ０００を超えるエ

ントリーがあり、本市で開催しているＪＯＣジュ

ニアオリンピック全日本ジュニアスキー選手権と

同様に大変大きな大会になります。数年前に大会

開催の打診がありましたが、４種目の同時開催が

可能な設備とスタッフ確保に課題があったことや

当時ジュニアオリンピックの誘致が進んでいたこ

ともあり、お断りした経緯があります。誘致活動

については、大変大きな大会ですので、地元の競

技団体や旅館業、関係機関にも相談しなければな

りませんし、ジュニオリ大会の誘致活動とのバラ

ンスも図っていかなければなりませんので、慎重

に対応してまいりたいというふうに考えておりま

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、大項目１

の小項目（３）、小中学校のスキー授業の現状に

ついて申し上げます。

学習指導要領では、自然と関わりの深いスキー、

スケートなどの指導については学校や地域の実態

に応じて積極的に行うこととしております。ゲレ

ンデスキーについては、現在、学校、学年によっ

て若干の違いはあるものの、多くの小学校と中学

校１、２年生で１０時間前後の時数を確保し、実

施しております。多くの小学校では、１年生は学

校の校庭や築山などを使って学習をし、２年生以

上につきましては、風連スキー場やピヤシリスキ

ー場で事業を行っております。指導に当たっては、

例えば小学校の低学年では緩やかな斜面を登る、

スピードをコントロールして登ったり、曲がった

り、止まったりすることができるなど、中学年で

は緩い斜面で滑らかにターンすることができるな

ど、高学年ではプルークターンやパラレルターン

することができるなど、各学年の段階に応じた技

能を身につけさせることになってございます。し

かし、スキーについては子供の興味、関心、経験
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や技能の個人差が大きいことなどから、学年の段

階に応じた技能を身につけさせるためには一人一

人の技能の程度に応じたきめ細やかな指導が求め

られております。このようなことから、各学校の

スキー授業では指導の充実や安全確保の観点から

担任１人が指導をするのではなく、校内の他の教

員や支援員、ＰＴＡやボランティアなど外部の人

材の協力を得て、複数の指導者による指導体制を

取っております。今後も子供たちが一層スキーの

楽しさを感じたり、上手に滑ることができるよう、

またふるさと、名寄の自然により深い愛着を持っ

て、スキーに親しんだりできるようスキー授業に

おける指導方法を工夫するなどの取組を各学校に

お願いしていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２、

防災についてお答えいたします。

まず、小項目１の避難訓練についてですが、本

市においてのリスクの高い災害については、議員

御指摘のとおり、水害であるということ認識して

おります。昨年台風第１９号がございまして、東

日本から北日本にかけての広い範囲で非常に強い

風を観測したほか、関東甲信地方や東北地方を中

心に広い範囲で記録的な大雨となり、全国１４２

か所で河川堤防が決壊するなどの甚大な被害が発

生しました。幸い本市においては大きな被害は出

ませんでしたが、近年の激甚化する自然災害を引

き起こす異常気象の中では本市も例外ではなく、

いつ災害が発生してもおかしくない状況と捉えて

おります。本市の対策としては、防災訓練や防災

セミナー、出前講座などを実施する中から災害に

対する心構えや避難行動の重要性など自助の力を

高めていただくことと自主防災組織の必要性を認

識していただくなど共助力の向上に向けて取組を

進めているところです。特に防災訓練については、

平成２９年度から昨年度までＦＩＧ―ａなよろ課

題を見つける避難訓練として最大規模の浸水を想

定し、参加された町内会の皆さんが実際に避難行

動を起こすことによって避難経路の危険箇所や地

域での共助における課題などに気づいていただく

ような水害に特化した訓練を実施してまいりまし

た。また、「確実な避難のために」と題して、水

害を想定した防災セミナーも開催しております。

今年度の防災訓練については、夏期に防災セミナ

ーを開催し、冬期に訓練を実施する予定をしてお

りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より夏期のセミナーの開催については断念したと

ころです。先ほど申し上げましたが、本市の災害

リスクについては水害が最も高いという認識はあ

りますが、そのほかにも雪害、強風、竜巻、地震

やそれに伴う長時間の停電なども想定されること

から、様々な災害を想定して訓練を計画してまい

りたいと考え、今年度については冬期の訓練を実

施しようと、そういうことにさせていただきまし

たので、御理解願いたいと思います。

続きまして、小項目２、コロナ禍における災害

時の対応等についてお答えいたします。新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大が収まらない状況の

中で災害が発生し、避難所を開設する場合には、

十分な感染症対策を行うことが重要と考えており

ます。国や北海道からも避難所における新型コロ

ナウイルスの対応についての通知やマニュアルな

ども発出されておりますので、参考にしながら対

応できるように努めてまいります。避難所で必要

と考えられるマスクやフェースシールドについて

は既に備蓄しているところでございますが、その

他避難所での物品などについては全国的にも需要

が高くなっており、消毒液や体温計につきまして

は購入に時間がかかっている状況となってます。

不足している物品などにつきましては、各部署で

整備している備蓄品などもございますので、共有

しながら対応していきたいと考えております。ま

た、避難所の開設については避難スペースを確保

するため開設する箇所を多く設定することや避難

者から発熱やせきなどの症状が出た場合には専用
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スペースが確保できるような避難所のレイアウト

を行うなど、避難者の受入れ態勢を整えてまいり

たいと考えております。災害時の各部署の行動に

ついては、市の災害対策本部組織によりそれぞれ

の事務分掌に基づいて対応することになります。

また、災害時に職員が速やかに災害対応に従事で

きるよう各部署において職員の初動態勢マニュア

ルを作成し、それぞれの役割について整理してお

りますし、不測の事態が発生した場合などについ

ては本部会議などにおいて協議して対応してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 答弁ありがとうござい

ました。それでは、再質問をさせていただきます。

大項目１の小項目１、人口降雪機の導入であり

ます。私は、３月２４日、予算審査特別委員会で

ジュニアオリンピックの誘致活動と人工降雪機の

先進地の調査研究として阿寒湖畔スキー場を提案

しましたが、ついつい発言に熱が入り、予特の委

員長から御指導を受け、不完全燃焼で終わりまし

たので、改めて再質問をさせていただきます。こ

の経緯です。前にスキー関係者とお話しする機会

があり、阿寒湖畔スキー場は三十数年前から人工

降雪機を導入して、アルペン競技のスキー合宿を

受け入れ、全日本選手権、オリンピック、世界ス

キー選手権の予選会を開催していると聞きました。

早速阿寒湖畔スキー場所長にアポを取り、現地に

赴き、お話をお伺いしました。人工降雪機の導入

とその経緯と現状についてお話しします。三十数

年前、全日本ナショナルチームのヘッドコーチの

古川氏から日本で１１月から雪上トレーニングが

できないかと提案がありました。当時理事で、現

在は北海道スキー連盟副会長、阿寒湖畔スキー場

所長、松岡氏が阿寒の１０年間の気象データを取

り、１０月２０日の朝からこの地はマイナス気温

になるということで、人工降雪機が稼働可能だと

判断し、行政にかけ合い、２台の人工降雪機を入

れ、８００メートルのスラロームコースを整備し

て、全日本ナショナルチームの合宿を受け入れ、

現在は７台の人工降雪機とインジェクションで１

１月中旬から国際規格のバーンを整備、１２月初

旬から日本各地から高校、大学及び社会人の選手、

監督、コーチの合宿を受け入れ、朝７時からコー

スを開放し、ローテーションで練習に励んでいま

す。また、今年は２０３０年の札幌オリンピック

招致を見据えて、オーストリア、ドイツ、スイス、

スペインのチームが合宿を行ったとお聞きしまし

た。大会のＦＩＳ公認のレースが１２月に４レー

ス、また１２月の下旬には全日本選手権、オリン

ピックと世界選手権の予選会及び苗場のワールド

カップの出場をかけた大会、３月にも３レース、

３月の初旬の大会には１２か国６０人の外国人選

手が参加とお聞きしました。ここで阿寒湖畔スキ

ー場の将来展望について質問しました。阿寒湖畔

スキー場は、阿寒湖を核として冬の観光リゾート

地として開発したいというふうに答えられました。

こちらから、だったら１２月の合宿受入れは厳し

いのではないですかと、こう言った。そのとおり

ですと。だから、スキー合宿は、ぜひ名寄に人工

降雪機を導入して、スキー合宿を受け入れてほし

いのだと。２００名です、２００名。１２月初旬。

名寄が駄目であれば、旭川のカムイスキーリンク

スのスキー場かなと、こういうような発言をされ

ました。ここで私は考えました。ピヤシリスキー

場に導入できるのかなと。その利点を考えました。

もちろん名寄は１０月下旬から朝方マイナス気温

になること、人工降雪に必要な水がスキー場近く

に川があること、第４リフト側の斜面はコースの

距離、幅もあり、合宿関係者から好評であること、

冬季スポーツ拠点化事業の合宿、大会誘致に合致

する事業であること、最後に２０３０年、札幌冬

季オリンピック招致を見据えて、各国の練習地と

しての誘致可能性があること、このようなことを

踏まえ、人工降雪機の導入に当たり今言いました

ピヤシリスキー場の利点と、５月１５日には振興
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公社経営に関わる意見交換会、アドバイザー、株

式会社マックアース代表取締役ＣＥＯ、一ノ本達

己さんがピヤシリスキー場の対策の一つとして人

工降雪機の導入、設置は早期オープンの確定と合

宿誘致及び大会誘致ができると提言しました。今

理事者側の答弁で、研究してまいります、こうい

う答弁でありました。速やかに調査研究、銭かか

らぬのです。機械導入するわけではないのだから。

速やかに調査研究して、やるべきと思いますが、

再度答弁お願いします。

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） 人工降雪機の導

入についてのお考えをお聞きいたしました。今、

まずコロナの影響で完全に落ち込んでいる状況が

ありますので、先ほどの答弁もありましたとおり、

まずは回復をまず見込みまして、その後に足元マ

ーケット、そして国内客、そしてインバウンドと

いうふうな段階を経て誘客を図っていく中で、今

名寄振興公社に民間の専門の会社からも派遣して

きていただいておりますし、議員からもありまし

た民間の知恵もお借りしながら研究していきたい

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） もう一回言います。銭

かからぬのだって、調査研究は。そのぐらいの気

概があってもよろしいのではないですか。これ損

得勘定すると、人工降雪機入れたほうがずっとピ

ヤシリスキー場の経営安定化につながるのではあ

りませんか。まさしく冬季スポーツ拠点化事業の

本文に書いてある、そのとおりではありませんか。

再度答弁をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） では、私のほうから答

弁させていただきます。

まず、阿寒のほうにも行かれまして、様々な調

査していただきまして、ありがとうございます。

改めて敬意と感謝申し上げます。今のお話により

ますと、やはり合宿というところに一つ主眼が置

いてあると。議員御指摘のとおり、第４ロマンス

リフトのところが一番コースに適しているとあり

ますけれども、それに付随する様々な条件、公社

の中でも考えなければならないと思っています。

例えば人員の配置ですとか、その間はやはり宿泊

施設がそこに取られてしまう。それから、ちょっ

と先を考えると、インバウンドの皆様が来たとき

にどう対応する、様々な要因があると思いますの

で、一概にこれをもってそのままゴーサインとい

うところまでこの場では申し上げられないと思っ

ております。ただ、御指摘のとおり、調査研究に

ついてはお金かかりませんので、様々な選択肢の

中の一つとして中で公社も含めて調査研究してま

いりたいと思います。また、それに加えて、やは

り人工降雪機ですので、投資と、それからメンテ

ナス、ランニングコストの分もあるかと思います。

阿寒のお話ですと２台から７台に増やしたという

ことでありますから、これそれなりの効果があっ

たということでありますけれども、ピヤシリスキ

ー場でどのぐらいの規模が適切なのかもあるかも

しれません。様々な方面から一度公社の職員も含

めて調査研究させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 速やかな調査研究をよ

ろしくお願いします。

それでは、２つ目、小項目２の全日本学生スキ

ー選手権大会の誘致についてであります。理事者

側から結論、回答は慎重対応ということでありま

す。速やかに、スキーだから、前傾姿勢で対応し

ていただきたい。それについて、なぜその提言を

したかについて私のほうからちょっと説明させて

いただきます。名寄には、スキー大会を開催でき

る自然環境、施設環境があります。全日本学生ス

キー選手権大会は、閑散期の２月下旬、２月は名

寄では全道、全国規模の大会はございます。３番

目、この大会規模を調査しました。加盟している

大学、男子１部、２部、３部、女子１部、２部、

合計で１９０校、大会の参加料から見る選手の数

令和２年６月１７日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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を数えました。アルペン １３０、クロカンおお

むね２１０、合わせて ３４０。この大会を名寄

で開催した場合、その経済効果、 ０００名来た

場合、大会４日間、先に現地入りするから、３日

間足して７日間、宿泊飲食代１万円、１日。する

と、 ０００万円。 ３００人であれば １００

万円の経済効果がございます。先ほど部長のほう

から問題点等も言われましたけれども、私も承知

しております。ジャンプ、クロカン競技の資材等

はおおむねそろっています。私も競技役員として

承知しております。しかしながら、アルペン競技

は大会を開くだけの資機材がございません。同時

開催ですから、タイム計測器、最低でも２つ要り

ます。それのための、アルペンであれば安全防護

ネット、可動式のポール、先ほど言いましたタイ

ム計測器がないのであります。２つ目の問題点は、

アルペンとクロカンを同時開催しますから、タイ

ム計測器を担当する係の方、残念ながら名寄地方

スキー連盟、人材不足であります。この問題点に

対する対策処置、３つありますけれども、１番目、

やはり主管となる大会来た場合、名寄地方スキー

連盟とよく調整をして、まず必要な資材等を購入、

３番目、タイム計測器を担当する係の育成が急務

だと思います。これを要請する。そのためにはロ

ーカル大会を開催、今年はコロナのために中止に

なりましたけれども、ローカル大会を開催する。

このようにして対策を講じて、先ほどは部長が慎

重対応と言わないで、前傾に積極的に前傾姿勢で

対応していただきたいと望むのでありますが、お

答えをお願いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今議員のほうか

ら地域経済に及ぼす影響、非常にいい影響がある

という試算も含めて御提言をいただきましたけれ

ども、これまでの経験からもやはり大会誘致とい

うのはそういった絶大な効果があるというのは十

分承知しているところであります。でも、お話に

あったとおり、やはり競技団体等の中でも今おっ

しゃっていただいたような課題もありますし、設

備を含めた環境課題のクリア、実はアルペンに関

しては２００３年の国体開催以降大会がなく、そ

れ以降設備の更新もなされていないような状況で

ございます。市単独で大会を開催できるものでは

なくて、お話しのとおり、競技団体の全面的な協

力をいただきながら大会誘致等はやっぱり行って

いかなければならないですし、冬季スポーツとい

うのは私の認識でいうとやはり開催できる地域が

限られているスポーツでもあるということで、実

は私手元に資料があって、国内の大きな大会のカ

レンダーをちょっと持ってきたのですけれども、

いろいろなＡ級大会と言われる大会が矢継ぎ早に

入っているといったところで、これは開催可能地

域の中で、多分夏の間に全日本スキー連盟の中で

カレンダー会議があって、そこでスケジュールの

中で地域の落とし込みをしていくということであ

れば、議員おっしゃるとおり、我々とやっぱりス

キー連盟の皆様方と十分協議しながら、そこにつ

いては前傾ではなくて連携して動いていかなけれ

ばならないというふうに思っております。それぞ

れの課題がクリアされれば、今現在はまだジュニ

アオリンピックのほうを誘致したいというふうに

も考えておりますので、全ていろいろ課題がクリ

アされた段階で誘致活動については検討させてい

ただきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしく誘致のほう、

前傾姿勢で誘致活動、１つだけ情報。全日本学生

スキー連盟会長、若月等さん、市長は、知ってお

られると思うのですが、名寄のコンバインドチャ

ンピオン競技会に来ているはずなのです。今年は

来なかった。その前の年は来たということで、そ

のチャンスを逃がすことなく、しっかり誘致活動

をお願いしたいと思います。答弁はよろしいです。

よろしくお願いします。

それでは、小中学校のスキー授業で、先ほど１
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０時間、ということは２回ですよね、多分。多分

１日ピヤシリ、２回ぐらいだと思う。これを３回

に増やすことはできないか、御答弁のほどよろし

くお願いします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 御指名ですので、お

答えをさせていただければと思います。

冬期間のスキー授業の時数を増やせないかとい

う御意見だと思います。それぞれの授業時数につ

きましては、学校教育法の施行規則の中で定めら

れておりまして、各教科におきましては学習指導

要領において年間の授業時数が定められていると

ころでございます。この中で、体育の授業につき

ましては小中学校で９０時間から１０５時間の間

で授業を行うことになっております。そこで体育

の授業として取り扱う内容につきましては、

体つくり運動ですとか、器械運動、陸上運動など

の運動の領域、さらにはオリンピックやパラリン

ピックに関する指導者に講習をいただくですとか、

そういうような指導、さらに保健領域などがあり

ます。スキーにつきましては、総じて雪遊びです

とか雪上遊びなどの領域の学習となっているとこ

ろでございますけれども、全てのそういういろん

な体育の中の領域につきましては、学習指導要領

の中でバランスよく配置をしながら行うというよ

うなことでなっているところでございます。その

中には、地域の環境に応じた計画も当然入ってく

るというふうに承知をしているところでございま

す。本市の各学校のスキー授業、先ほど１０時間

程度というふうに申し上げましたけれども、総じ

てほかの上川管内の他の市町村の学校とほぼ同じ

ような授業時数、１０時間程度、ほかの市町村に

ついても大体おおむね１０時間程度ということに

なってございますし、本市におきましては他の市

町村にはございません地域の教育資源ということ

でカーリング場がございます。ここでまた３時間

程度名寄市については地域独自の教育資源を活用

した授業を取り入れているということでございま

す。そういうふうな状況を勘案しますと、現在の

ゲレンデスキーの授業、１０時間程度というのは

妥当な線ではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） それでは次に、大項目

２、防災、小項目１、避難訓練について、これは

部長ではなくて、行政と私の考えの差異だと思い

ます。なぜ必要だと思うのかもう一回。名寄市の

地域の特性、これは承知して、共通認識でありま

す。災害特性。名寄市の地域防災計画に掲載され

ている水害等につきましては、平成２２年７月２

９日から５件ありましたけれども、これは割愛し

ます。ここで大事なのは、人的被害がなかったこ

とであります。そして、道北地域の近年の災害で

あります。平成２８年８月、幾寅、南グラウンド

です。空知川の堤防が決壊して、町が水没した。

平成３０年７月、雨竜川、石狩川が氾濫し、旭川、

深川、留萌、妹背牛、東川、床上浸水でした。こ

のときの線状降水帯、７０キロ。北にあったら、

発生したら名寄は甚大な被害になったと思います。

ここで、先ほど言いましたけれども、部長のほう

から発言ありましたけれども、台風１９号、昨年

の。１０月１２日、伊豆半島に上陸し、関東、東

北地方を縦断して、１３日の未明には福島県から

太平洋に抜けました。この間各地に記録的な大雨

をもたらし、長野県の千曲川、栃木県の秋山川、

茨城県の中川、福島県の阿武隈川、宮城県の吉田

川の河川の堤防が決壊し、濁流が住宅地に、これ

もテレビで見ましたとおりです。昨年の１１月７

日現で全国で９０人の方が亡くなりました。５人

の方が行方不明であります。また、国土交通省に

よれば、決壊した河川は７１河川、１４０か所が

決壊し、その１４０か所の８割が支流と本流の合

流点から１キロ以内、何が起こったのか。本流の

水かさが増して、支流の水が抜けられなくて、バ

ックウオーター現象です。バックウオーター現象。
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また、報道、上陸前から被害が広範囲に及ぶこと

が予想されるため、ＮＨＫはほぼ終日台風関連の

ニュースを報道、民放も１２日の朝から台風関連

の情報を伝えておりましたが、この中で特に気象

庁が強い言葉で命を守る行動を取るように呼びか

け、他にもこのことはメディアも同様に報道行わ

れましたけれども、残念ながら９０人以上の犠牲

者出てしまいました。また、自宅で亡くなった方

は７９％は６５歳以上の方であります。なぜ避難

しなかったのか。その要因の一つに、要因の一つ

です、考えられるのは正常性バイアスと呼ばれる

心の問題。正常性の偏見とも言います。自分は大

丈夫だと。津波や大雨、警報、避難指示が発令さ

れたとしても自分は大丈夫だ、大したことはない

だろうと過小評価してしまいがちになる心の動き

なのであります。このことも承知していなければ

ならない。ここで、平成２３年３月１１日午後２

時４６分、東日本大震災が発生。釜石の奇跡、こ

こで学ばなければなりません。岩手県釜石市内の

小中学校全児童、全生徒約 ０００人が即座に高

台に避難、生存率９ ８％。なぜ１００％ではな

かったか。ここに、地震直後に親御さんが子供を

迎えに来たのです。先生が高台に逃げましょうと

論しても、親御さんはその子引き取って、自宅に

逃げたのです。避難したのです。その直後、津波

にのまれて亡くなられました。この地域は過去３

回大きな津波がありまして、その教訓から津波て

んでんこという合い言葉があります。教えがあり

ます。要するに海岸で大きく揺れを感じたら津波

が来るから、親にも関わらず、自分勝手に、てん

でんばらばらに一刻も早く高台へ逃げて、自分の

命を守れという意味であります。この教訓に基づ

き、釜石市内の小中学校は群馬大学、片田教授の

指導の下、津波からの避難訓練を８年間重ねた成

果でもあります。名寄市の地域防災計画の推進で

災害時の被害を最小化する減災の考え方を基本方

針とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いための命を守る行動を最重要視し、災害に備え

るとともに、このようにうたっております。だか

ら、名寄で一番災害の脅威、水害に備えて、道北

地域の近年の災害、昨年の台風１９号の教訓、釜

石の奇跡から学ぶ命を守る行動、だから夏期の避

難訓練は必要でないでしょうかと言っているわけ

です。再考を強く要望します。回答はいい。

さらに、私は総務文教常任委員会の道内視察、

昨年、苫小牧市の防災について視察しました。視

察内容は、高橋委員長が報告されたとおりですが、

ここで特徴あること、防災訓練の曜日の設定につ

いて、当初平日に行っていたが、多くの市民が参

加できるよう休みの日に設定してほしいという具

申があり、土曜日に設定したそうです。まだまだ

多くの市民が参加できるように日曜日に設定して

ほしいと具申があり、今現在日曜日に設定して、

苫小牧の防災訓練は日曜日に行っています。それ

と、もう一つ、ここがすばらしい。苫小牧市の自

主防災組織の組織、８５町内会中２町内会は未活

動でありますが、７２の町内会が設立し、組織率

は８７％、その自主防災組織の世帯カバー率、市

内８万 ７０３世帯中７万 ９２０世帯で９０％

以上をカバーしているのであります。ここで理事

者側にこの防災訓練の設定も多くの市民が参加で

きるように日曜日に設定してもらいたいと思いま

す。また、苫小牧市の自主防災組織の高い組織率

及び世帯カバー率、これも見習うべきものがあり

ますので、どうか職員研修されてはいかがでしょ

うか。お答えください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） いろいろ御提言いた

だきまして、どうもありがとうございます。夏の

ものとか冬の訓練のものはいいのですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（渡辺博史君） そしたら、日曜……。

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（渡辺博史君） 防災訓練の開催日、

今清水議員のほうから日曜日開催できないかとい

う部分も含めて御提言いただきました。防災訓練
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の開催日につきましては、協力をいただきます関

係機関ですとか参加町内会などと調整して決めて

いる部分もございます。休日での開催につきまし

ては、そういう調整が整えば実施は可能とも考え

ております。訓練の内容によって参加する町内会

ですとか、あと人数などの設定も変動してきます

ので、あくまでも訓練の目標ですとか目的の達成

に向けて効果的な訓練となるように日程調整も含

めて、それは土曜だとか日曜開催も含めて調整し

ていきたいと考えております。

あと、苫小牧市、先進地ということで総務文教

常任委員会で行かれたということで、どうもあり

がとうございます。苫小牧市さんのほうにも確認

させていただきましたけれども、先ほど議員がお

っしゃっていました、最初土曜日だったのがやっ

ぱり多くの市民の皆さんに参加していただくよう

に日曜日開催になって、自主防災組織も含めて大

がかりにやっていると聞いています。２年に１回

ということなので、今年はないというのは確認さ

せていただいています。先進地の視察ということ

で、苫小牧市に行かれたらどうだという御意見を

いただきました。そういう部分でありましたら、

職員研修の位置づけも含めて、可能かどうかも含

めて検討していきたいと思いますし、自治体です

とかそれぞれの地域によって防災に対する意識で

すとか、そういう自主防災組織の考え方、設立状

況なんかも変わってきますので、そこそこでいい

ところがあるというのもあります。全てを取り入

れることはなかなか難しいというところもありま

すが、先進地の参考になる取組につきまして、名

寄市の防災の取組に生かせるものにつきましては

生か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） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 最後に、コロナ禍にお

ける避難所の開設、これについて、検証、訓練は

するのでありますか。その検証、避難所開設のた

めの検証、訓練はするのでありますか。これを最

後の質問とします。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 訓練といいますか、

避難所を開設するに当たって、先ほど申し上げま

したけれども、受付から始まって、もしちょっと

熱が、具合が悪い人は違うところへ行ってもらう

だとか、そういう部分、そしてまたもしコロナの

感染の可能性があるなら消防ですとか病院なんか

も連携していかなければならないところも、消防

だとか病院とか保健所ですとか、そういう部分と

連携していかなければならない、そういう部分も

出てくると思いますので、訓練というよりは様々

な機関と協議を進め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） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

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 午後 ４時３２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 佐久間 誠
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署名議員 三 浦 勝 秀


