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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１９日（金曜日）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

日程第３ 議案第１６号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第４ 議案第１７号 名寄市手数料徴収条例

の一部改正について

日程第５ 議案第１８号 名寄市国民健康保険税

条例の一部改正について

日程第６ 議案第１９号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第７ 議案第２０号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第９ 意見書案第１号 地方創生臨時交付金

の追加交付を求める意見書

意見書案第２号 雇用調整助成金のさ

らなる改善・拡充等を求める意見書

意見書案第３号 新型コロナウイルス

感染拡大によって家賃の支払に困難を

来す人々など、すべての人に安心でき

る住居の確保・維持を求める意見書

意見書案第４号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第５号 ２０２０年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第６号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

日程第10 報告第８号 例月現金出納検査報告、

財務監査（随時監査）報告について

日程第11 名寄振興公社のあり方に関する特別委

員会報告について

日程第12 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

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

日程第３ 議案第１６号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第４ 議案第１７号 名寄市手数料徴収条例

の一部改正について

日程第５ 議案第１８号 名寄市国民健康保険税

条例の一部改正について

日程第６ 議案第１９号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第７ 議案第２０号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第２１号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第９ 意見書案第１号 地方創生臨時交付金

の追加交付を求める意見書

意見書案第２号 雇用調整助成金のさ

らなる改善・拡充等を求める意見書

意見書案第３号 新型コロナウイルス

感染拡大によって家賃の支払に困難を

来す人々など、すべての人に安心でき

る住居の確保・維持を求める意見書

意見書案第４号 地方財政の充実・強
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化を求める意見書

意見書案第５号 ２０２０年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第６号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

日程第10 報告第８号 例月現金出納検査報告、

財務監査（随時監査）報告について

日程第11 名寄振興公社のあり方に関する特別委

員会報告について

日程第12 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

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
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１３番 高 橋 伸 典 議員

１５番 東 川 孝 義 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。

コロナ禍に関連する高齢者への対応について外

２件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、大項目３点にわたって質問

をさせていただきたいと思います。

まず、新型コロナウイルスの感染が表面化し、

対策が始まって約半年が過ぎました。終息はまだ

まだ先のようで、見えてきません。感染拡大の第

２波、第３波に対応する体制も準備する必要があ

るかと思っています。そこで、コロナ禍に関連す

る高齢者への対応について伺います。１つに、施

設入所者への対応について伺います。入所者の様

子を見ている間に他の利用者や職員に感染しない

か不安、施設入所者への対応、また介護労働者へ

の対応はどのようになっているのか伺います。Ｐ

ＣＲ検査の実施やマスク、消毒液などは充当に備

蓄がされているのかどうか、さらには感染対策の

必要経費などについてもお知らせをいただきたい

と思います。さらに、市内の介護事業者の経営に

ついて伺います。全国的には利用者の減少や感染

対策での経費負担、休止の要請などにより事業継

続が危ぶまれる状況も生まれていると聞いていま

す。名寄市内の介護事業所の経営についてお知ら

せください。

２つ目に、訪問介護、通所介護への対応につい

て伺います。通所サービスは、３密になりやすい

環境であります。感染を心配して、利用を控える

利用者も多いのではないでしょうか。通えなくな

ると、機能低下も懸念されます。また、自宅で入

浴できない方の清潔の保持なども心配されるとこ

ろです。介護従事者への対応などお伺いをしたい

と思います。在宅高齢者を訪問するヘルパーの方

々は、自分自身が利用者に感染させるのではない

かとの不安や利用者から感染するかもしれないと

いう不安の中で感染対策を講じながら訪問を続け

ていらっしゃいます。訪問先ごとにマスクを替え

なければならない状況だと私は思っています。Ｐ

ＣＲ検査、マスクなどの備蓄についてお伺いをし

たいと思います。

３つに、独居者への対応について伺います。特

に高齢の独り暮らしの方々について伺いたいと思

います。１０万円の定額給付金についても私もも

らえるのといった、こんな質問がありました。家

に籠もりきりで、会話もなく、情報もない状態が

続いています。マスクがなくて困っている方もい

らっしゃいました。対応についてお聞かせくださ

い。

４つに、障がい者への対応についてお聞きしま

す。障害者手帳の所持者数は、身体、知的、精神

合わせて約 ９００人台で推移していると言われ

ています。これは、第２期名寄市地域福祉計画か

ら出した数字です。この中で特に高齢の方々への

情報提供含めてどのような対応をされているのか

伺いたいと思います。

大項目２点目、コロナ禍に関連する小中高生へ

の対応について伺います。長期の休校によってか

つてない学習の遅れとそれに伴う格差が生まれて

います。一人一人の子供に丁寧に寄り添い、心の

ケアにしっかり取り組む手厚い教育が必要になっ

ています。１つに、学ぶ権利の保障です。詰め込

みを行うと、子供たちに新たなストレスを与えて
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しまうのではないかと危惧されます。教育課程編

成は、子供の実態を踏まえた柔軟な方法で進めて

いただきたいと考えています。特に小学校１年生、

中学校１年生への対応、そして小６、高校進学を

控えた中３への対応はどのように進められている

のか伺います。安全に学べる環境づくりとして、

保健室の充実は欠かせません。保健室の状況につ

いて伺います。教室の準備や教科の準備など教職

員への負担は今まで以上のものがあるのではない

でしょうか。先生たちの健康管理、コロナ対策を

含めてどのようにお考えかお聞かせいただきたい

と思います。さらに、収入が急減した家庭への支

援についてもお聞かせください。

２つに、養育状況の把握と支援について伺いま

す。子供たちの日常を守ることが必要です。家に

閉じ籠もることで親も子も大きなストレスを抱え

ています。虐待の通報が非常に増えていると言わ

れています。虐待等の状況把握はどのようになっ

ているでしょうか。長期の休校で給食がないこと

から、栄養のバランスが取れた食事を取ることが

難しくなっている子供が増えていると言われます。

養育状況の把握と支援について伺います。こうい

ったときに学童保育、児童クラブの充実が重要と

なってくると考えます。状況についてお知らせを

いただきたいと思います。

３つに、心の支援について伺います。豊かな成

長、発達の保障が求められます。コロナが怖くて

登校できない、そんな子供たちへの対応について

伺います。スクールカウンセラーやソーシャルワ

ーカーの配置は、どのようになっているのでしょ

うか。ネット依存、ゲーム依存など生活リズムの

崩れに対する対応についてもお聞きをしたいと思

います。

大項目３つ目、コロナ禍に関連する市内経済へ

の対応についてお伺いします。１つ、中小企業事

業所等への支援について伺います。国や道、市の

支援が進められていますけれども、実績では数が

上がっていないように感じています。支援の状況

についてお知らせください。

２つに、非正規労働者や学生アルバイト等への

支援について伺います。４月末の雇用情勢で求人

倍率は ０８倍となって、昨年度同月よりか下が

っていると言われています。飲食店などの休業、

営業縮小している中、非正規労働者や学生アルバ

イト等の方々の雇用状況は厳しくなっているので

はないでしょうか。こうした方々への支援につい

てお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

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） おは

ようございます。川村議員から大きく３点にわた

り御質問をいただきました。大項目１につきまし

ては私から、大項目２につきましては教育部長か

ら、大項目３につきまして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。

初めに、大項目１、コロナ禍に関連する高齢者

への配慮について、小項目１、施設入所者への対

応についてお答えいたします。１点目の施設入所

者への対応につきましては、各施設では従来より

国から示されております感染対策マニュアルや新

型コロナウイルス感染症対策の基本方針等に基づ

くせきエチケット、手洗い、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

会制限など事業所内での周知徹底を図り、集団感

染の防止を図ってきており、今後も継続してまい

ります。具体的な対応例としまして、特別養護老

人ホーム清峰園では２月２５日から原則としてみ

とりの方の家族以外は面会制限を実施し、緊急事

態宣言解除後の新しい生活様式では全国老人福祉

施設協議会が示しておりますガイドラインに基づ

き、７月９日までは現行の方法で面会制限を継続

することとしております。このような状況から、

家族への定期報告の際に日頃の状況を介護職員か

らメモでお知らせしたり、５月８日からは予約制
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によりオンライン面会を実施し、通信機器を持た

ない御家族には施設の玄関ホールにて施設のタブ

レットでオンライン面会を実施しております。６

月５日現在、５７回の利用がございました。今後

においても、感染拡大防止を図りつつ入所者及び

御家族が安心できる環境を整えていくために必要

な支援をしてまいります。

２点目の施設職員の対応につきましては、職員

は各自出勤前に検温を行い、発熱等の症状が認め

られる場合には出勤をしないこととしております。

また、発熱があった場合には解熱後２４時間以上

が経過し、呼吸器症状が改善してから出勤すると

いった対応が取られており、状態によっては保健

所に相談するようにしております。感染予防の対

策としては、勤務中は全員マスクの着用、手指の

消毒や手洗いを行い、喀たん吸引等の際には飛沫

感染防止のためゴーグル等を着用するなどの対策

が行われております。また、昼休み等の対応とし

て、３密を避けるため会議室などを使用し、特に

食事の際には職員同士が感染しないように対策が

されております。さらに、不要不急の外出や特に

感染者が多い地域との往来の自粛、ゴールデンウ

イーク中などでの帰省の自粛といった取組がされ

たところです。

３点目のＰＣＲ検査等の対応につきましては、

感染が疑われる職員や入所者がいた場合には保健

所や帰国者・接触者相談センターに電話連絡をし、

指示を受けることとなっており、その指示に基づ

き検査を受けるなどの対応することとしておりま

す。

４点目の感染対策にかかった経費につきまして

は、１月から３月には例年インフルエンザの流行

期であることから、感染症対策でマスクやアルコ

ール消毒液を使用するため一定の備蓄もされてお

りました。しかし、感染予防の対策が長期化して

いることに加え、マスクや消毒液などの高騰によ

り施設の負担が増えております。このことから、

国は第二次補正予算で感染症対策に必要な物品購

入などについて都道府県を通じて事業所を支援す

ることが予定されておりますので、今後において

も事業所の感染対策に係る経費に対する支援制度

について情報提供等を行うとともに、必要な支援

をしてまいります。

５点目のマスク、アルコール消毒液などの備蓄

状況につきましては、各事業所において備蓄がさ

れておりますが、感染症の長期化や品薄の状況に

よりマスクを数日利用することができるシートの

使用や手指の消毒と手洗いを併用するなど工夫し

ながら感染予防の対策を行っております。現在は

マスクやアルコール消毒液については徐々に入手

できるようにはなってきておりますが、十分な状

況でありません。引き続き各事業所の備蓄状況に

ついて調査し、安心して受けることができる介護

サービスなどが継続していけるよう国の支援策と

併せ、市といたしましても必要な支援をしてまい

ります。

６点目の介護事業所の減収などによる経営に与

える影響につきましては、十分な検証はできてお

りませんが、３月から４月にかけて感染予防のた

めに自主的に通所介護や短期入所、生活介護で利

用を控えている方がおられ、短期入所では前年と

比較して介護報酬が１５％程度の減少となってい

るとの報告も受けております。国からの通知にお

いて、新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いでは、

感染拡大防止のため休業要請の有無によらず介護

報酬の算定について特例の活用が可能となる措置

が取られるなど事業所のサービス継続支援も行わ

れていることから、今後も介護サービス事業所に

対して様々な情報を提供しながら対応してまいり

ます。

次に、小項目２、訪問介護と通所介護への対応

についてお答えいたします。新型コロナウイルス

感染症対策期間中の訪問介護及び通所介護の事業

所における対応につきましては、小項目１で答弁

させていただいたとおり、施設入所と同様に国か

令和２年６月１９日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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ら示されております感染対策マニュアルや新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本方針等に基づき感

染拡大の防止を図ってきております。訪問介護で

は、職員は各自出勤前に検温を行い、発熱の症状

が認められる場合には出勤をしないことの徹底を

図り、サービスの提供に当たってはマスクの着用

や消毒などの感染予防の対策を行っております。

通所介護では、送迎職員の乗車前や利用者本人の

検温により発熱が認められる場合には利用を控え

ていただくなどの対応やサービスの提供に当たっ

ては施設内での３つの密の回避や訪問介護と同様

の感染対策を図ってきております。また、利用者、

その家族に対しても道外や感染地域への不要不急

の旅行や移動を控えていただくとともに、道外や

感染地域に居住している家族の帰省なども控えて

いただくようお願いするなどの対応もしておりま

す。マスク、アルコール消毒液等の備蓄につきま

しては施設と同様の状況であり、引き続き事業所

における備蓄状況について調査し、介護サービス

などを継続するために必要な支援をしてまいりま

す。

次に、小項目３、独居者への対応についてお答

えいたします。国や北海道の緊急事態宣言の期間

中において、地域包括支援センターで把握してい

る状況では、外出自粛によりふだん行っていた活

動や集まることができる場がなくなり、外出する

ことが少なくなったという高齢者からの相談が数

件ございました。高齢者の独り暮らしや夫婦世帯

の方の健康や介護に関する相談については、新型

コロナウイルス感染症発生前とほとんど変わりな

い状況となっておりました。また、市では独り暮

らし高齢者の安否不明などの異変を見つけたとき

の対応としまして生活関連事業者や関係機関から

の協力による地域見守りネットワーク事業や週１

回の昼食配達方式に併せ、利用者の安否確認を行

う配食サービス事業を実施しておりますが、外出

自粛期間における安否不明等に関して市への相談

や連絡はございませんでした。今後においても新

型コロナウイルス感染症の長期化や国や北海道か

ら外出自粛などの要請が想定されることから、町

内会や民生委員、関係機関と連携しながら、国や

北海道などから情報提供される見守り体制の事例

も参考にしながら、独り暮らし高齢者や地域の皆

様が安心して暮らしていけるよう新型コロナウイ

ルスの感染予防対策を図りながら地域における見

守り体制の充実に取り組んでまいります。

次に、小項目４、障がい者への対応についてお

答えいたします。障がい者の福祉施設に継続して

通所されている高齢の障がい者の方につきまして

は、福祉施設の職員の見守り等の支援を受け、通

所を継続することができている状況です。また、

障がい者のグループホーム等で生活をしている高

齢の障がい者の方につきましては、グループホー

ムの職員の見守り等の支援を受け、グループホー

ムでの生活を継続することができております。自

宅で独り暮らしをしている高齢の障がい者の方に

つきましては、ヘルパーの支援が入っている場合

が多いため、ヘルパーが具体的な支援やケアマネ

による見守り等を行うことで独り暮らしでの生活

が継続できている状況にございます。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、今回御質問にあったような障がい者に関す

る地域の課題につきましては、定期的に開催して

おります名寄市障害者自立支援協議会でも情報共

有を図り、必要な対策などについて検討し、支援

してまいります。

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） 私からは、大項目２、

コロナ禍に関連する小中高生の対応についてお答

えをいたします。

小項目（１）、学ぶ権利の保障についてですが、

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日から北海道の学校で、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



－159－

令和２年６月１９日（金曜日）第２回６月定例会・第５号

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

ろであります。このような中、国から新型コロナ

ウイルス感染症対策専門家会議の提言で示された

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し、

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たところでございます。学校

の新しい生活様式を踏まえた感染症対策としまし

ては、学校には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小まめな換

気を行っております。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

した座席配置としています。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しております。

ただし、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

どの配慮をしております。児童生徒の毎日の健康

管理につきましては、登校前に自宅で検温したり、

保護者が健康状況を学校にメール等で報告したり

するなど一人一人の健康状況の把握に努めており

ます。さらに、保健室における３密を避けるため

各学級に体温計を配置したり、検温とけが等を処

置する場所を分けたり、入室人数を制限したりす

るなどの対策を講じております。

次に、学校の新しい生活様式を踏まえた学習活

動については、学習指導要領に示された各教科等

の内容を全ての児童生徒が身につけることができ

るよう年間指導計画の見直しや指導方法の工夫、

改善など学びの保障のための教育課程を見直すよ

うお願いをしてきております。特に入学、進学に

伴って学習環境や友人関係が変化し、不安やスト

レスを抱えていると考えられる小学１年生と中学

１年生や最終学年である小学６年生と中学３年生

には、児童生徒の負担に十分配慮した上で最大限

に学びの保障に資する教育活動を推進してきてお

ります。具体的には、各学校では小学校１年生や

中学校１年生に対しては教室で指導に当たる教職

員を増やしたり、児童生徒や保護者を対象にした

教育相談、個別相談等を実施するなど一人一人を

支援する体制の充実を図ってきております。小学

６年生と中学３年生に対しては、今後の感染拡大

や高校入試等への対応を見据え、国語や算数、数

学、社会、理科、英語の授業を多く学べるように

時間割編成を工夫したり、児童生徒の実態に応じ

て少人数で習熟の程度別に学習する指導において

グループの数を増やし、より少ない人数で学ぶこ

とができる体制を構築するなど個に応じた指導の

充実を図ってきております。今後教育委員会とい

たしましては、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するなど物

的、人的な視点から児童生徒の学ぶ権利の保障に

資する学習環境の整備に努めてまいります。

次に、臨時休業に伴う児童生徒の養育状況の把

握と支援について申し上げます。臨時休業の長期

化に伴い、保護者が休業により就業継続への不安

や収入減少などへのストレスを強く抱えることな

どにより児童生徒の虐待や欠食リスクが高まると

考えられていることから、児童生徒の安全確保に

努めることは極めて重要であると考えております。

このため、学校には児童生徒の状況や家庭環境等

きめ細かく把握し、適切に対応するようお願いを

しております。具体的には、学校では学級担任等

を中心として電話等を通じ児童生徒及び保護者と

の連絡を密にし、おおむね２週間に１回程度児童

生徒の心身の健康状態を把握してきました。その
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際、保護者だけでなく、児童生徒本人とも直接電

話で会話するなどして、状況の把握に努めてきて

おります。特に家庭環境が心配な児童生徒に関し

ては、在宅時間が大幅に増加することに伴う児童

虐待のリスクも踏まえ、電話等の連絡をおおむね

１週間に１回以上行うなど児童生徒の状況をきめ

細かく把握しております。現在臨時休業中の家庭

での大きなトラブル等の報告はありませんが、今

後も学校全体で児童生徒一人一人の状況をきめ細

かく把握してまいります。学童保育においては、

臨時休業期間中、児童が自宅での留守番が困難な

場合や保護者が休暇を取得することが困難で、昼

間家庭にいない児童については、公設児童クラブ、

民間学童保育所全てが早朝から開所し、安全、安

心な居場所を提供するとともに、保護者の仕事と

子育ての支援を行ってきました。また、家庭での

保育が可能な世帯は利用を控えていただくととも

に、利用料減免措置を行い、保護者の負担軽減を

図ってきました。今後も子供たちを感染症のリス

クから守るため手洗いやマスク着用、アルコール

消毒などの衛生管理や体温測定を行い、児童の体

調管理に配慮するなど安全、安心な施設運営に努

めてまいります。給食センターにおいては、臨時

休校当初の２月２７日分の食材に保存ができない

食品があり、一部廃棄したものもありましたが、

４月２０日以降は事前の報道等による情報もあり、

早めに食材業者へ連絡することで廃棄食材や余剰

食材は発生しておらず、給食費についても徴収し

ておりません。御指摘の家庭等への弁当などの提

供については、衛生管理の関係や配送の問題、給

食センターの調理場のスペースなどから困難であ

りますので、昼食作りの一助となるよう例年卒業

する中学校３年生に配付をしております簡単お弁

当レシピを名寄市ホームページに公開するほか、

料理レシピの人気サイト、クックパッドでは名寄

市学校給食の人気献立レシピを公開していること

から、これらの掲載情報について献立表等を通じ

改めて保護者へ周知し、児童生徒の食事支援とし

ていきたいと考えております。

次に、学校再開後における児童生徒の心の支援

について申し上げます。児童生徒は長期にわたり

学校生活から離れており、進級、進学に伴う教育

環境、友人関係の変化や感染症拡大に伴う家庭環

境の変化等を背景とした様々な不安やストレスを

抱えていると考えられることから、一人一人に応

じた心のケアに努めることは極めて重要であると

考えています。このため、学校には児童生徒一人

一人の状況を的確に把握し、適切に対応するよう

お願いをしております。具体的には、学級担任や

養護教諭等による全ての児童生徒を対象とした健

康観察や健康相談を実施するなどして、一人一人

の心や体の状況をきめ細やかに把握しています。

また、教育相談体制を強化し、日常的に相談でき

る体制を構築するとともに、必要に応じて保護者

と教育相談を実施しています。

２つ目に、これまで以上に小さなサインを見逃

すことなく、いじめの未然防止、早期発見、早期

対応に万全を期しています。また、新たな不登校

生を生まないために心身の不調等による欠席や早

退、遅刻が始まった初期対応の段階から本人や保

護者と面談したり、家庭訪問するなど組織的に適

切な支援を行っています。

最後に、感染者や濃厚接触者とその家族、医療

従事者等に対する偏見や差別につながる行為は断

じて許されるものではないことから、感染症に関

する適切な知識を基に発達段階に応じた指導に努

めています。今後教育委員会としては、名寄市教

育相談センターのハートダイヤルや道教委の子供

相談支援センターの活用を周知したり、家庭と連

携を図りながら児童生徒一人一人の心のケアに努

めてまいります。また、学校には体の健康の保持

増進を図るため、３密に配慮しながら体育の授業

で児童生徒の体力の状況に応じた準備運動を徐々

に取り入れたり、休み時間に縄跳びなど楽しみな

がら体を動かす活動を取り入れるようにお願いを

していきます。さらに、必要に応じて北海道の教
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育相談スーパーバイザーから指導、助言を受ける

など教育相談等の支援にも努めてまいります。

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） 私から大項目３、

コロナ禍に関連する市内経済への対応についてお

答えいたします。

まず、小項目１、中小企業事業所等への支援に

ついてですが、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、まず第１弾と

して市内中小企業等の資金繰りを支援する融資制

度、第２弾として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

のプレミアム付き商品券を発行する実行委員会に

対する支援をさきの第１回定例会において議決い

ただきました。その後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などから、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５月８日の臨時会

において議決をいただきました。市独自の融資制

度につきましては、６月１７日時点の申請件数は

４７件、借入金額２億 １５０万円となっており、

各金融機関の担当者が預託や保証料の申請のため

に来庁する際に情報交換を行っているほか、さき

に開催した産官金連携なよろ経済サポートネット

ワークでは、本年３月中という早い時期から市独

自の簡素で迅速な制度により市内事業者が融資を

受けられたことはよかったとの評価をいただいた

ところです。国の令和元年度第一次補正予算が成

立し、北海道の融資制度を活用した民間金融機関

の融資が実質無利子、無担保になって以降は、借

入限度額が大きいことや借換えができるなどから、

こちらへの申請が主となる傾向が見られるものの、

利率がやや有利で、手続が簡素な市の融資も引き

続き申請をいただいているところです。事業継続

支援給付金につきましては、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

調に毎週支給をしており、６月２６日支給予定分

まで総支給件数は３７７件、総支給額は ５４０

万円となっております。給付金の申請状況は、当

初の想定に比べ出足が遅く、伸び悩んでいると認

識していたことから、国の持続化給付金や道の休

業要請への協力に対する支援金との併給が可能で

ある旨を明記した事業概要チラシを広報なよろ６

月号に折り込み、全戸配布したところ、相談件数

も増え、申請数も着実に伸びてまいりました。６

月３０日の申請期日に向け、該当する事業者の皆

様に漏れることなく申請いただけますよう市のホ

ームページや新聞広告を活用するなどのほか、経

済団体も通じて周知に努めてまいります。

次に、小項目の２、非正規労働者や学生アルバ

イト等の支援についてお答えいたします。総務省

が５月２９日に発表した４月の労働力調査により

ますと、パートやアルバイトなど非正規労働者数

が、前年同月比９７万人減と比較可能な２０１４

年以降で下落幅は過去最大となっております。４

月の就業者数は前年同月比８０万人減の ６２８

万人で、７年４か月ぶりに減少に転じ、新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言発

令の影響で雇用情勢が大きく悪化している実態が

浮き彫りとなりました。本市におきましては、雇

用の場を確保する観点から事務所、事業所及び店

舗を支援するための経済対策として、先ほど小項

目の１の答弁で述べました市内中小企業等の資金

繰りを支援する融資制度、プレミアム付き商品券、

事業継続支援給付金を実施し、中小企業等の事業

継続を支援することにより正規、非正規を問わず

労働者の雇用の確保を支援しております。市内経

済への影響のさらなる長期化と拡大が見込まれる

中、本市としても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、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

対策を検討しております。本市としては、こうし
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た様々な対策を通じて雇用の場の確保に努めたい

と考えております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。時間が限られていますので、何と

か時間内、十分に使いながら質問をさせていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

１つ目の高齢者への対応についてです。施設入

所、また訪問介護、通所介護、本当に御苦労して

いただきながらしていただいているなというのが

伝わってまいりました。特養のオンラインも利用

されている方からお話を聞いて、いよいよ名寄で

もこういった機械を使ってしているのだなという

ふうなことで、テレビでは随分全国の様子出てい

ましたので、よかったなというふうに、きっと家

族の方も喜ばれているというふうに思っています。

引き続き対応をお願いしたいと思っているのです

が、実はマスクのことなのですが、これは道内の

団体なのですけれども、介護される人もする人も

みんな笑顔に！北海道連絡会というのがあります。

ここで１０日に発表されました。道内の事業所で

回答率が３７％ということで、非常に高い回答率

だったということです。ここで一番に、自治体に

何を求めますかというところの一番がマスクと消

毒液のなどの衛生資材の支給、６８％になってい

ました。今日いただきましたこの対策会議の中の

資料の中で、いろんな企業の皆さん方から御寄附

いただいています。マスク等についても備蓄のほ

うに回されているのですが、名寄市この施設の中

でマスクは本当に十分に足りているのか、働いて

いる方々の皆さんのところにもきちっと手当てさ

れているのか、このところがちょっと気になると

ころなのですが、もう一度お聞かせください。

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） 各施設のマスク

の状況という御質問でございます。市には寄附も

含めまして、市の補正をしまして、購入して、備

蓄しております。ただ、施設の介護職員につきま

してはサージカルマスクとか使っている部分で、

言われた部分がすぐ使えるという状況がない中で

は、十分にあるかというとそうでない状況にあり

ます。ただ、最近若干徐々にそういったものも納

入できることになっていますが、いずれにしても、

先ほど申し上げましたとおり、工夫をしながら使

用しているのが現状であります。市においても各

施設の状況を把握しながら、そういった福祉系の

職員が使うようなマスクも購入先含めて市のほう

も調査をしながら対応してまいりたいというふう

に思っていますし、消毒液につきましては施設か

ら不足しているなり、購入ができないというよう

な状況が入りましたら、今アルコールのジェルも

含めてちょっと備蓄ありますから、そういったも

のも活用しながら対応してまいりたいというふう

に思っておりますので、御理解お願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 高齢の方々もそうで

すけれども、さきも紹介しましたように、訪問介

護、また施設で介護されている方々も自分が感染

して、うつしてしまうのでないかという不安、も

らってしまうかもしれない不安もありますけれど

も、やっぱりうつしてしまうのでないかという不

安が大きいように聞いていますので、だからそう

いった意味でもマスク、消毒液というのは徹底す

るのは非常に重要なことだろうというふうに思っ

ていますので、引き続き手当てのほうお願いした

いというふうに思います。

あと、独り暮らしのところの方々です。相談は

そんなになかったということでした。相談できる

うちはいいのだと私は思っています。困っていま

すよと言える人は。だけれども、さっきも言った

ように、１０万円の定額給付、自分はもらえるか

どうか分からないという方も実際にいらした。と

いうことは、情報が本当に入ってこなくて、じっ

と、出てはいけないよ、うつったら困るからマス

令和２年６月１９日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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クもないので、外に出ないようにしようと思って

いるわけです。情報がないから、どうしていいか

分からないということもあるかというふうに思う

のです。それで、隣のまちのことを言うとちょっ

と失礼ですけれども、士別では各７５歳以上の方

々のところを訪問して、これ例年やっていらっし

ゃるので、今回はコロナのこともあったので、早

めに取り組んだというふうな情報がありました。

報道がありました。１軒１軒回って、困り事あり

ませんかというふうなことで、ということをされ

ているというふうに報道があったところですけれ

ども、せんだっての質問の中でやる予定はないと

いうようなお話があったかなというふうに思うの

ですけれども、やっぱり独り暮らしされていると

ころというのは大体把握されていらっしゃるので

ないかなと思うのです、市のほうで。そういった

ところで、やっぱり訪問までいかなくても電話な

りでどうですか、お困り事ないですか、そういう

ふうな手当てをするということも必要ではないか

というふうに思うのですけれども、その点につい

てのお考え、いかがでしょうか。

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） 川村議員がおっ

しゃるとおり、市のほうに連絡なり相談をしてく

れる方は問題ないのではなくて、今の状況をすぐ

把握できますけれども、そうではない、家に籠も

って、やっぱりどうしたらいいか分からないとい

う人も中にはいるかというふうに思っております。

うちのほうとしても独り暮らしの部分もある程度

把握している部分ありますし、家族の状況という

か、近くの、そういった部分も情報的には持って

いる部分ありますので、これまではなかなか訪問

とか動けない部分ありましたけれども、徐々に居

宅介護支援事業所だったり、まだ民生委員のちょ

っと活動は控えている部分ありますけれども、連

携を取りながらそういった方からの相談、そうい

ったもの受けられるような体制づくり、市のほう

としても状況見て、取りあえず当面電話とかにな

ると思いますけれども、そういった対応もちょっ

と検討させていただきながら進めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひ早急に取り組ん

でいただきたいなというふうに思っていますので、

よろしくお願いします。

それでは、時間があまりないので、小中学校生

への対応についてお伺いをしたいと思います。こ

ちらのほうも本当に教育委員会の皆さん、また学

校の、子供たちに接している先生方の御苦労を思

うと本当に頭が下がる思いであります。そうした

中で、先ほどもお話ししましたように、新しく小

学校に入った、中学生になった子たちへの対応を、

先ほどお話を聞いたら小まめに対応されている様

子がうかがえました。私はちょっと心配になって

いるのが、今の高校進学を控えた中学３年生、こ

こも心配です。勉強の遅れを非常に心配している

のでないかなというふうに思います。それと、も

う一つは、ここに東中学校の学校だよりがありま

す。今年２月２８日に発行されているのですけれ

ども、この中で高校の統合のことがされていて、

このことを保護者の皆さんや地域の皆さんにお知

らせしているわけです。それで、令和５年度に向

けて名寄高校と名寄産業高校の再編を要請してい

ます。このとき対象にする生徒は現在の小学校６

年生、ですから年度明けて新しくなりましたから、

今の中学校１年生がこの統廃合のところの年度に

関わるということです。それで、コロナに対する

不安もあります、子供たち。それと同時に、この

学年の子供たちはその先の高校進学に対する不安

も非常に大きいものがあるのではないかというふ

うに私は危惧をしています。昨年度末にこのがん

ばるねばるが出された時期だったと思うのですけ

れども、高校進学に対する、道教委が実施したア

ンケートが行われました。これに対しても保護者

の方々から不安の声も寄せられています。このこ
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とに対してどのように対応していこうとされてい

るのか、お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、中学校３年生、

高校進学に関してのということですけれども、取

りあえず４月２０日からまた臨時休校ということ

になりましたから、履修しなければならない時間

数というのが出てきました。そこで、各学校にお

きましては行事ですとか厳選して、そこでクリア

する時間数も計算しながら、この間御報告したと

おり、夏休み、２週間程度授業日を持つというこ

とで、そこで一定程度超えなければ、年間で ０

１５時間授業数あるのですけれども、それは今の

段階では、これから臨時休校等出てくるとまた変

わりますけれども、今の段階ではそこで、夏休み

期間でクリアできるということで、文科省から示

されている授業時数についてはクリアできるとい

うふうに各学校と検討、協議をしまして、なって

いますので、何とかなるのかなというふうに思っ

ています。

それと、高校の再編につきましては、平成３０

年度にそういう方向でということで道に要望出さ

せていただいています。令和５年度に名寄高校と

名寄産業高校を統合にということで、道も名寄市

の要請を受けて、今５年度に、統合に向けて準備

を進めているというふうに考えております。当然

今の中学校１年生が初年度の、統合１年目の生徒

になるということで、今から大変不安な面もある

と思うのですけれども、なかなか統合ということ

になるとすごく時間的なもの、ボリュームといい

ましょうか、様々ありますので、ただ早い段階か

らやはり中学校のほうには学校訪問等高校のほう

からしていただいて、どういうような教育課程に

なるですとか、どういうような方向で進んでいる

というような説明等をきめ細かくやっていただく

ようなことで、道教委のほうにも当然統合するに

当たっての要望というような形もありますから、

そこでも要請を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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今このコロナに向け

て国立成育医療研究センターがアンケートを取っ

たようなのですけれども、子供の心の影響なので

す。コロナのこと考えると嫌だ、最近集中ができ

ない、いらいらする、こういったことが起きてい

る中でさらに不安な材料が重なってくる子供たち

に対してどう対応するのかなということなのです。

この統廃合のことについてもあまり市民の中には、

知っている人は知っている、知らない人はほとん

ど知らない。周知がされていないというふうに私

は思っています。ここのところの中で、どう今後

子供たち、保護者の皆さん方、統廃合のことにつ

いてはこれは高校の問題ですので、また別のとこ

ろでしたいというふうに思うのですけれども、今

の子供たちのこの不安な状況の中でどのように対

応していかれようとしているのか非常に心配をし

ているのですが、その点について再度お考えをお

聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 大変保護者、児童生

徒本人含めて不安になっていることと思うのです

けれども、コロナウイルスと共に共生と言ったら

語弊があるかもしれませんけれども、想定をしな

がら授業等もしていかなければならないというこ

ともありますので、確かに不安等は１００％払拭

できるものではないと思っていますけれども、や

はり先ほど言いましたとおり、学校においても担

任をはじめ養護教諭等が連携を取りながら不安に

思っている子たちのケアに入っていただいていま

すので、そこを一つ一つ丁寧にやりながらできる

だけ、１００％不安を払拭するということはあり

得ないと思いますけれども、軽減できるような形

を検討、校長会等とも御相談しながら進めていき

たいなというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。
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〇１０番（川村幸栄議員） ちょっと歯切れが悪

いかなと。私は、やっぱり今こそ学校が持ってい

る、以前にもお話ししました地域の子供たちのセ

ーフティーネットとしての役割の大切さ、これを

改めて感じているところであります。学校は安心

して過ごしていい場所なのだ、そういうふうに思

っていられる。先生方と、そしてお友達と一緒に

授業や課題を過ごしていく、詰め込みではなくて。

そういう場所なのだ、ここをつくっていくことが

求められているのだと思います。そこに大きな重

荷を負わせるのはいかがなことかなというふうに

考えていますので、また別の機会に議論させてい

ただきたいと思います。専門家からは、先ほども

お話あったのですけれども、取り戻すのではなく

て、子供たちの今の姿から始めなければならない

というふうに言われています。安心して学校生活

を送ることができるように安定した生活リズムを

保ち、適度な運動や休養、睡眠等を保障して免疫

力を高め、子供たちの負担が過重にならないこと

を最優先に考えるべきだ、専門家の方おっしゃっ

ています。私は、そのとおりだというふうに思っ

ています。このことを強く求めたいと思います。

次に、市内経済への対応について伺います。本

当にいろいろな対応していただく中で、国や道、

市の支援がよく分からない方もたくさんいらっし

ゃるわけですけれども、一つ一つ御説明をしてい

ただきながら進めていただきたいなというふうに

思っています。それで、気になるのがやっぱり非

正規労働者の方々や、また大学生の学生アルバイ

トです。本当にアルバイトをしながら学校生活を

送っていらっしゃる学生さん、たくさんいます。

先日アスパラ農家への有償ボランティアのニュー

スが地元紙に載っていました。学生アルバイトの

状況についてお聞きをしたいと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 大学では４

月７日から２週間、健康チェック期間として協議

をしておりまして、その際外出自粛を要請してま

いりました、学生には。その際には、アルバイト

に関しては学生個々の事情があるということで、

感染防止対策を確認した上で届出制という形で大

学のほうで把握してございました。その間２００

件程度学生からの届出があったというふうなこと

です。昨年１２月に学生生活実態調査というもの

をやっていますが、その際年間通して学生がアル

バイトをしている件数というのは４００件程度ご

ざいまして、半数程度のアルバイトだったかなと

いうふうに思っております。国から給付される学

生支援緊急給付金の申請を受け付けた際にアルバ

イトの状況というのを聞き取ることになっており

まして、その際にはアルバイトで収入が減ったと

いう学生もおりますが、アルバイト先がなかなか

ないというふうな声も聞かれたというふうに考え

てございます。学生に自粛を求めてきた一方で、

アルバイト先の確保も容易ではないのが現状であ

ろうかなというふうに考えています。昨日高橋議

員の質問にも学生支援緊急給付金の対象者に就学

の継続が困難な学生はいないと捉えているという

ふうにお答えしましたが、現在大学に届くアルバ

イトの求人もとてもわずかでございまして、新た

な就学支援制度や国の支援制度の対象にならない

学生は生活に困難さを抱えていることもあろうか

と思いますので、実情を把握してまいりたいとい

うふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 市からの大学生への

支援金、１人１０万円もこれは市民の方々から本

当によくやってくれたという声をいただきました。

学生本人ではなくて、年配の方からでした。です

から、やっぱり学生の皆さん方応援したいという

気持ちは市民の中にも浸透しているのだなという

ふうに思って、私自身、私がしたわけではないの

ですが、非常にうれしい思いをしたことをちょっ

と御紹介させていただきたいと思います。アルバ

イト先も本当に少なくなって、大変な状況であり

ますので、やっぱり先ほど御答弁いただいたよう
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に、いろいろ事業をやられている方々への支援を

しながら働く場を増やしていきたいということで

した。

それで、１つ気になるところがあるのですが、

農業、畜産業をされている皆さん方への支援につ

いてなのです。学校給食の中止で農産物の販売に

影響はそんなになかったというせんだっての御答

弁があったかと思います。さらに、業者さんへも

制度の情報提供も行っているよというお話だった

かと思います。ですが、農業されている方々、稲

作農家の方々、秋口にまとめて収入ということで、

これには該当しないのではないかという、そんな

話もちょっと聞いています。ですが、その月は決

まっていないというようなこともありますので、

やっぱり営農を持続させていくためにもこの制度

を農家の方々にもお知らせする必要があるのでは

ないかなというふうに思うのですが、その点につ

いてどのような対応になっているかお知らせくだ

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） 農業者への対応とい

う御質問だったというふうに思っています。川村

議員が言われるように、多くの農業者については

収穫の秋を迎えて以降の収入、精算になりますの

で、現在市が行っている施策については、収穫時

期はずれますので、今すぐに対象になるかならな

いかということではないと思います。ただ、国の

持続化給付金については、これは農業者も含めて

対象になるということですし、期間については１

年間ということですので、これらの制度について

は関係団体等も通じながらしっかりと周知をして

図っていきたいというふうに思っています。ただ、

農業者の中にも一部には例えば直接販売をして、

それを主な収入にされている農家などもあると思

いますので、ここについては個別の対応させてい

ただきたいというふうに思っています。また、出

来秋以降の対応についてであります。これについ

ては、この間も自然災害なんかについては別な対

応させていただいている分もありますので、これ

以降の状況もしっかりと踏まえながら、関係団体

とも相談をしながら必要の有無も含めて改めて検

討させていただきたいと考えておりますので、御

理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） よろしくお願いしま

す。非正規で働く方々、ほとんどが国保に加入さ

れているかなというふうに思うのです。本年度の

市民税の納入書、届きました。昨日も議論ありま

した徴収猶予の特例制度の案内文が入っていまし

た。私は、見てびっくりしました。大きな字で書

いていて、すごく見やすい。特定給付金の国から

の資料はちっちゃく書いていて、非常に見にくく

て、見にくくて大変でした。高齢者の方々から随

分言われましたけれども、こういう大きな字で分

かりやすく書いていただく。これは猶予ができる

ので、もうちょっと言葉も易しかったらいいなと

いうふうに思ったのですが、そんなふうにして情

報をぜひ分かりやすくお伝えしていただくことを

心からお願いして、終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

小中学生の学びの現状と課題について外２件を、

高野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 議長より指名をい

ただきましたので、通告順に従い、質問をさせて

いただきます。

今回の新型コロナウイルス感染症対策では、学

校においては２度にわたり臨時休校にするなどウ

イルスの感染拡大防止に努めていただきましたが、

その反面、何の心の準備もできず年度末を迎えた

り、規模を縮小しての卒業式や入学式など学校に

おいても様々な影響が出ていると考えているとこ

ろでございます。そこで大項目１、小中学校の学

びと現状について、小項目１、新型コロナウイル

ス感染症による休校への影響と今後の計画につい
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てお聞きいたします。

また、今回の臨時休校により自宅に滞在する時

間が増えたことで家庭学習を進めるに当たり小項

目２、インターネット、オンライン環境が非常に

遅れていると感じています。今後に対応すべく予

算措置も昨日来されているというふうにお聞きし

たところでございますが、国の方針に学校現場は

どのように対応していくことができるのか危惧し

ているところです。特に名寄市においては、イン

ターネット環境が不十分な学校もあり、その対応

が懸念されますが、その考え方についてお伺いい

たします。

次に、小項目３、安心して学べる環境づくりに

ついて質問いたします。今までの３密を防ぐ取組

と新しく示された学校の新しい生活様式の内容に

ついて、また学校再開後の不登校児童生徒の状況

についてお聞きいたします。

小項目４、学校給食について質問いたします。

今回のコロナ感染症は、学校給食がいかに子供た

ちの健康に貢献してきたか、働く親にとって学校

給食が果たす役割の大きさを改めて認識したと多

くの保護者の方からお聞きしました。家庭では、

給食を中心に献立を考えている方も多くいらした

とのことです。改めて学校給食の意義と価値を考

える絶好のよい機会となりました。そこで、給食

センターの体制整備について、また人材確保、地

元食材の活用についてお聞きします。あわせて、

食育の状況についてもお知らせください。

様々な課題がある中で、やはり学習の遅れが心

配されます。小項目５、地域の人材を生かした学

校教育について、外部人材の活用など必要性につ

いてお知らせください。さらに、今回の臨時休校

で可視化されてきたものについてお伺いいたしま

す。

次に、大項目２、名寄市立大学の現状と課題に

ついて、小項目１、大学生の学びは保障されるの

でしょうか。お聞きいたします。今回名寄市独自

で給付されました特別給付金の効果と検証につい

て、また授業料を納められない学生の対応につい

てお聞きいたします。資格取得のための実習先の

確保についても今後どのように対応されるのか非

常に危惧するところでございます。新型コロナウ

イルス感染症第３波も心配されるところです。イ

ンターネット環境や遠隔授業についてもお聞きい

たします。

小項目２、地域と連携する大学教育について。

今回の休校に対する地域への影響、学生の個性を

生かした地域貢献についてお聞きいたします。地

域の課題を見据えた研究には期待するものが多く、

結果を楽しみにしているところでございます。平

成２８年から３０年に実施された地域ケア向上プ

ロジェクトでは、潜在保育士の復職支援等取り組

んでおられましたが、その後の状況についてお聞

きいたします。

小項目３、この４月に着任されました野村新学

長が臨時会での御挨拶で地域貢献、連携の強化、

大学院の設置、教育の質の向上、教育成果の活用、

名寄市にとって魅力ある大学について方針をお話

しされました。具現化についてお聞きいたします。

大項目３、安心して住み続けられる名寄市であ

るために、小項目１、新型コロナウイルス感染症

に対応した災害対策についてお聞きいたします。

名寄市は災害も少なく、住みやすいまちであると

認識していますが、災害のリスクがないわけでは

なく、地震や大雨、暴風、大雪などの自然災害も

想定されるところです。これまで防災への対策に

ついては出水期前に防災訓練や防災セミナーを行

うことで防災に対する意識を高めてこられたかと

思いますが、今年は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点からセミナーも中止となりま

した。さらに、出前講座も実施できていない状況

と伺っております。住民の意識高揚などの取組が

進んでいない状況にあります。このような状況の

中でこれから出水期を迎えることになりますし、

新型コロナウイルス感染症についてもいまだ終息

しておらず、災害対策についてもこれまでとは別
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に感染症対策なども進めなければならないと考え

るところです。同僚議員からの質問にもありまし

たが、避難所における３密を回避する対策や住民

への説明など、改めて市の対策についてどのよう

な取組を考えておられるのかお聞きいたします。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは大項目１に

ついて、大項目２については大学事務局長から、

大項目３については総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いします。

まず、大項目１の小項目（１）、新型コロナウ

イルス感染症による休校への影響と今後の計画に

ついて申し上げます。新型コロナウイルス感染症

による臨時休業の長期化に伴う影響は、大きく２

つあります。その１つ目としては、全ての児童生

徒が学習指導要領に示されている各教科等の指導

内容を身につけるための授業時数が不足しており、

授業時間の確保が必要なことです。２つ目の影響

としては、児童生徒が長期にわたり学校生活から

離れており、進級、進学に伴う教育環境、友人関

係の変化や感染症拡大に伴う家庭環境の変化等を

背景とした様々な不安やストレスを抱えていると

考えられることから、一人一人に応じた心のケア

に適切に対応する必要があることです。今後教育

委員会としましては、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、児童生徒の負担に十分配慮しなが

ら授業時数の確保に努めてまいります。また、学

級担任や養護教諭等による全ての児童生徒を対象

とした健康観察や健康相談を実施するなどして、

一人一人の心や体の健康状況をきめ細やかに把握

したり、教育相談体制を強化し、日常的に相談で

きる体制を構築するとともに、必要に応じて保護

者との教育相談等の実施に努めてまいります。

次に、小項目（２）、インターネット、オンラ

イン授業の環境についてですが、智恵文地区の小

中学校の情報通信の現状につきましては、現在光

通信ケーブルが敷設されていないためＡＤＳＬ回

線を活用しております。ＡＤＳＬ回線の通信状況

につきましては、昨年市内小中学校の校務用端末

をシンクライアント化したことにより校務に関わ

る文書や画像、ビデオなどの全てのデータが名寄

庁舎内にあるシンクライアントサーバーに保存す

る環境となりました。この結果、データの保存や

印刷、財務会計システムや校務支援システムを使

用した事務処理、さらには児童生徒がインターネ

ットを活用した授業などＡＤＳＬ回線を使用する

環境となったことから、つながりが悪くなったり、

データの保存や印刷に時間がかかるなどの支障が

生じました。原因につきましては、多くの情報機

器端末がＡＤＳＬ回線を使用したことでデータ転

送容量の不足によるものでした。現在対応として、

智恵文小中学校内には従来から使用していたデー

タサーバーを活用するとともに、端末を初期状態

に戻すことにより通信回線に負担をかけない環境

としていますが、児童生徒が授業で使用したり、

職員室内で財務会計処理をするなど多くの情報機

器端末が集中した場合や情報量が多いメールの送

受信時に時間がかかるなどの課題がございます。

このような状況の中、国は新型コロナ感染症対策

として、ＧＩＧＡスクール構想の前倒しにより災

害や感染症の発生などによる学校の臨時休業等の

緊急時においてもＩＣＴを活用した子供たちの学

びの保障ができる環境整備のため児童生徒１人１

台端末の整備を推進することとしていますが、今

まで以上に情報端末の活用が見込まれることから、

通信環境の充実が必要となると考えております。

相互対話式のオンライン授業の課題につきまして

はさきの一般質問において答弁させていただいて

いるとおりですが、ＡＤＳＬ回線を使用している

智恵文小中学校でオンライン授業を行った場合、

データ送受信容量不足による障害が発生すると考

えられます。このため、光回線が開通するまでの

間は携帯電話通信網で利用できるモバイルＷi―Ｆ

iルーターを必要台数導入するなど、学校における
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情報通信環境の改善を図りたいと考えております。

小項目（３）、安心して学べる環境づくりにつ

いて申し上げます。学校の再開に当たり、国から

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

続し、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たところです。現在名

寄市としては、各学校において学校の新しい生活

様式の中の感染症対策の一つである３密を回避す

る取組を進めているところです。具体的な取組は、

さきの川村議員の答弁でもお答えしたとおりでご

ざいます。

次に、不登校傾向が心配される児童生徒の状況

については、４月７日から６月５日までの間出席

日数や在校に時間の違いはありますが、不登校傾

向が見られる児童生徒のおよそ３分の２が１日以

上学校に登校できている状況となっております。

不登校傾向が心配される児童生徒への対応につい

ては、臨時休業中も必要に応じて家庭と連携を図

ってきましたが、学校再開後においても担任等が

必要に応じて保護者と連絡を取ったりするなどし

て、本人の様子を確認しております。また、全て

の児童生徒が学習の遅れや人間関係、進学、進路、

家庭環境等に対する様々な不安やストレスを抱え

ていると考えられることから、学校全体で児童生

徒の心身の状況をきめ細かく観察し、必要に応じ

て教育相談や家庭訪問などを通して一人一人に応

じた対応に努めてまいります。今後教育委員会と

しましては、感染症対策を確実に行いながら児童

生徒が安心して学ぶことができる環境の維持、向

上に努めてまいります。

小項目（４）、学校給食についてでございます。

学校給食では、国が定める学校給食栄養摂取基準

に基づき献立を作成しております。この中では、

エネルギー量やたんぱく質、脂質、ナトリウムや

ビタミン等の栄養素の基準値が年齢ごとに示され

ており、献立による日々の増減はありますが、子

供たちが学校生活を送る上で必要な栄養をバラン

スよく取れるよう配慮しております。給食は、学

校生活の中で気分転換を図り、午後の授業に向け

た活力を生み出す大切な時間であります。みんな

で一緒に食べる体験を通して好ましい人間関係を

育てるなど心の栄養確保の面でも貢献していると

考えております。また、コロナ禍による臨時休校

により給食が果たしてきた役割が見直されてきて

おり、改めて給食はありがたいといった声も聞く

ところですので、今後も栄養価を満たしながら子

供たちが喜び、楽しみとする給食の提供を図って

いきたいと考えております。

次に、給食センターの体制整備でありますが、

人員についてはパート調理員に若干の欠員があり

ますが、今後も雇用条件の改善を図るなどにより

欠員を解消し、給食の安定供給につなげていきた

いと考えております。地場産食材の活用では、名

寄市は新鮮な食材が多種、豊富に取れる地域であ

りますので、地元業者に御協力をいただき、名寄

産食材の優先的な仕入れを行うことや地元農家の

御協力もあり、令和元年度の地産地消率は重量ベ

ースで６１％となっております。春にはアスパラ、

夏からは多くの野菜類、冬には寒締めホウレンソ

ウ、年間を通してＳＰＦ豚や地場産米、地場産小

麦によるパン等提供し、児童生徒に好評を得てい

るところです。学校給食の役割の一つとして地場

産業の振興という面もあることから、今後も生産

者や販売業者との連絡調整を図りながら地産地消

に努めていきたいと考えております。

次に、食育の推進ですが、名寄市では平成２０

年４月に栄養教諭制度を導入し、国の栄養教諭配

置基準により２名が配置されております。学校給

食センターの近隣校である名寄小学校に１名、風

連地区では風連中央小学校に１名が在籍し、市内

全小中学校を指導対象とし、在籍校から各校へ派

遣し、食に関する指導を推進しております。栄養

教諭による食育の授業では、各校の食育について

の要望を踏まえた上で子供たちの発達段階に応じ

た食に関する指導を行っており、在籍校は各学年
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で年２回、派遣校では各学年１回の食育授業を実

施しております。授業内容としては、栄養に関す

る学習を中心としながら、箸の使い方や食器の並

べ方などのマナー、正しい手洗いの方法を学習す

るほか、地産地消についても学び、地域の産業や

農産物についての理解を深める取組を行っていま

す。現在多様化した食生活の中で家庭での食育が

十分に行えない状況もあることから、給食だより、

いただきたいむの中で季節ごとの食習慣や地場産

食物の紹介等、児童生徒だけでなく、保護者が共

に理解を深める取組を充実し、日常の生活で望ま

しい食習慣を実践していけるよう努めているとこ

ろでございます。

小項目（５）、地域の人材を生かした学校教育

について申し上げます。御承知のとおり、小学校

では今年度から、中学校では令和３年度から全面

実施されます新しい学習指導要領では、教育課程

を通してこれからの時代に求められる教育を実現

していくためによりよい学校教育を通してよりよ

い社会をつくるという理念を学校と社会とが共有

することが求められております。そのため、各学

校において必要な学習内容をどのように学び、ど

のような資質、能力を身につけられるようにする

のかを教育課程において明確にしながら、社会と

連携及び協働によりその実現を図っていく社会に

開かれた教育課程の実現が重要であるとされてお

ります。これまでも学校は教育課程を通して社会

との協力、連携を重視してきましたが、その範囲

は地域に開かれた学校としての意味であり、教育

課程が保護者や地域の方と必ずしも十分共有され

ていなかった面がございます。今回の社会に開か

れた教育課程では、社会を世界の状況まで広げて

視野に入れていること、教育目標や教育課程を社

会と共有すること、子供が身につける資質、能力

について社会や世界と向き合い、関わり合ってい

くための資質、能力を身につけさせることなど、

今までよりも視野を大きく広げております。今後

このことを踏まえ、地域の人的、物的資源を活用

したり、社会教育との連携を図りながら教育活動

を推進していくことが大切となっております。現

在名寄市では、全ての学校においてコミュニティ

・スクールを導入し、地域学校協働体制の確立を

目指した取組を進めています。また、地域人材の

活用については、地域学校協働活動の中で学習活

動支援や環境整備支援、地域交流支援、安全、安

心支援としてボランティアによる様々な支援活動

が展開されております。今後教育委員会としては、

学校と地域の連携及び協働の活動をさらに広げる

ため、コミュニティ・スクールにおいて地域コー

ディネーターが連絡調整を担う体制を構築するな

どして、地域人材の活用を一層充実させてまいり

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） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 私からは、

大項目の２、名寄市立大学の現状と課題について

お答えいたします。

小項目１の大学生の学びの保障についてですが、

市立大学では４月７日の授業開始を２週間延期し

て以降、６月５日まで学生に外出自粛やアルバイ

ト自粛を要請してきました。学生は慣れない自粛

生活に加え、アルバイト先の休業など経済的に厳

しい状況に置かれている中で、学生支援給付金の

給付は生活への安心感をもたらしたものと考えて

います。授業料の納付に関しましては、保護者か

らの相談が主で、分納など個々の事情に合わせた

対応を取っており、今後も保護者の経済状況の変

化に対する相談に随時対応してまいります。実習

先の確保につきましては、教員免許取得に必要な

実習は受入れ態勢が整った実習先からの実施を予

定しており、今後も実習先との緊密な調整の下実

施する予定です。国家試験受験資格取得のための

実習についてですが、看護師資格につきましては

実習科目が多く、期間も長いことから、実習に代

わる演習を遠隔授業で行っているところです。そ

のほか、厚生労働省が所管する受験資格取得のた
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めの実習については受入れ態勢が整っている実習

先で実習を始める一方、学生の安全を確保できる

受入れ先の確保に向け、予定していた実習先を中

心に調整を続けています。

次に、遠隔授業の状況、インターネット環境に

ついてですが、４月１６日の緊急事態宣言により

４月２１日に予定していた授業開始から随時遠隔

授業を実施しています。遠隔授業は、授業の内容

により教員が行う授業を録画、配信し、課題を提

出させるもの、双方向で授業を行うもののほか、

テキストメールの配信、資料の配付によるレポー

ト提出を求める授業を行っており、それぞれ異な

った形態の授業に対応できるよう時間割を作成し

ています。受信状態に不具合がある学生のために

教室と必要な機材を用意しており、現在双方向の

授業に限って利用する学生がおりますが、総じて

支障がないと考えています。今年度は、通年を通

して遠隔授業を継続して実施していく予定ですが、

工夫、改善を重ねなながら円滑な遠隔授業ができ

るよう努めてまいりたいと考えています。

次に、小項目２、地域と連携する大学教育につ

いてお答えいたします。今回の４月７日から２０

日までの２週間の休校措置、さらには６月５日ま

での学生に対する不要不急の外出やサークル活動、

アルバイトなどの自粛の要請についてですが、こ

の期間は例年であれば行われております地域での

行事等が自粛されたこともあって、地域活動にお

いては影響は少なかったものと考えておりますが、

学生の姿を地域で見かけることが少なかったとい

うことは、まちの活気という面では少なからず影

響があったものと考えております。

次に、学生の個性を生かした地域貢献について

ですが、地域と大学をつなぐ窓口であるコミュニ

ティケア教育研究センターへの学生ボランティア

の依頼内容の多くは教育や健康、福祉に関わる行

事スタッフなどで、学生が大学で学んでいる内容

やキャリア形成につながるような活動で、地域か

らは評価されているものと考えています。また、

子ども食堂を初めとしたなよろ子ども支援プロジ

ェクトの運営、地域を教育フィールドとした市内

小学校の放課後学習支援など市立大学の学生の特

性を生かした活動により地域に貢献しているもの

と考えております。

次に、地域の課題を見据えた研究につきまして

は、コミュニティケア教育研究センターにおいて

地域貢献に資する研究事業を課題研究として取り

組んでいます。例年１０件前後の研究に取り組ん

でおり、研究内容は保健、医療、福祉、保育、教

育、産業振興、地域活性化などに関するもので、

地域課題の解決に向けた研究がなされているもの

と考えています。また、課題研究のほかに昨年度

は士別市との連携協定を締結し、農村地域の買物

環境の課題解決を目指した買物環境づくり研究事

業を実施するなど、地域からの要請による研究事

業も行っているところです。

次に、市立大学を活用した地域ケア力向上プロ

ジェクトの状況につきましては、全国的に不足し

ている保育士などの専門職育成を図り、安心、安

全な地域社会、子育てや定住環境の充実に資する

ことを目的に地方創生推進交付金事業の採択を受

け、平成２８年度から３０年度までの３か年事業

として実施したものです。事業の概要ですが、平

成２８年度に上川、留萌、宗谷管内の保育士、幼

稚園教諭を対象に実態調査を実施し、この結果を

踏まえて、２９年度、３０年度は各種講習会や研

修会を開催し、専門職の資質向上やリカレント教

育を推進する取組を行ってまいりました。中でも

地域から要望のありました幼稚園教員免許状更新

講習を市立大学と公益社団法人北海道私立幼稚園

協会との協働により実施しております。この事業

は平成３０年度で終了しましたが、今後も市立大

学の社会連携、社会貢献事業の中で専門職のスキ

ルアップやリカレント教育のための研修会等を実

施し、ケア専門職の人材育成に努め、地域ケア力

の向上に取り組んでまいります。

次に、小項目３の新学長の方針の具現化につい

令和２年６月１９日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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てお答えいたします。本年４月に就任した野村学

長は、着任に当たって市立大学の今後の方向性に

ついて３つの取り組むべき課題を挙げました。そ

の一つは地域貢献、連携のさらなる強化です。地

域貢献に関しましては、コミュニティケア教育セ

ンターが蓄積してきた地域課題解決に貢献できる

研究経過を分かりやすい形で地域の皆さんに提示

し、地域と協働できる基盤づくりにつなげてまい

りたいと考えています。また、昨年度に包括的連

携協定を結びました名寄市立総合病院に連携活動

を進める大学側の窓口であるコミュニティケア教

育センターから働きかけ、具体的な連携活動の具

現化に向けた協議を進めてまいります。

２つ目に、大学院の設置に向けた取組を挙げて

います。大学院については、学内に検討するグル

ープを６月中に立ち上げることとしておりまして、

地域のニーズや地域の方々に期待される大学院の

ありようについて整理を進めていくことにしてお

ります。

３つ目は、教育の質の向上についてです。新型

コロナウイルス感染症予防の影響下では、現在個

々の教員が進めている遠隔授業のノウハウを教員

全体で共有しながら教育の質の確保に努めていか

なければならないというふうに考えています。ま

た、その上で学生による授業評価を推進し、その

結果をフィードバックする仕組みづくりから質の

向上につなげてまいりたいと考えています。

そうした３つの方針に関わる具体化を進め、地

域との関わりの中で学生が地域で学べている、ま

た地域と協働することができる大学であることに

よって名寄市にとって魅力ある大学として発展し

ていけるものと考えています。

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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目３、

安心して住み続けられる名寄市であるために、小

項目１、新型コロナ感染症に対応した災害対策に

ついてお答えいたします。

本年度の防災訓練につきましては、夏期に予定

していた防災セミナーが新型コロナウイルス感染

症の影響で中止することとなりました。御指摘の

とおり、防災セミナーは出水期前に行い、防災意

識の向上や避難行動の重要性などを理解できるよ

うな内容で実施してまいりました。また、町内会

における防災訓練などの取組が中止されるケース

もあり、出前講座などの機会も減少している状況

となっております。このような状況の中で、新型

コロナウイルス感染症についてもいまだ終息して

おりませんので、避難所での対策などについては

これまでの災害対策と別に感染症の予防対策も講

じていかなくてはならないと考えております。特

に避難所での感染防止対策としましては、避難所

の開設箇所を増やすことや避難場所での検温や避

難スペースの確保、手洗い、消毒の徹底などを進

めてまいります。また、感染症状が出た方がいる

場合にも対応できるよう専用スペースの確保や消

防、医療機関との連携についても体制を整えてま

いります。加えて、広報やホームページなどを通

じて避難所への持参品や避難場所での感染症対策

などについても市民周知を行ってまいります。名

寄市における災害については、水害、雪害などの

自然災害が想定されておりますので、新型コロナ

ウイルス感染症対策を含め、様々な災害に対応で

きるように防災、減災対策について取組を進め、

市民の皆様が安心して住み続けられるような名寄

市となるよう努めてまいります。

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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問をさせていただきます。

まず初めに、小中学校の学びの現状と課題につ

いてということで、新型コロナウイルスの感染症

の第３波、これからも続くであろうということが

考えられるわけですけれども、サーマルカメラな

どの設置などについてのお考えはございませんで

しょうか。
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〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小中学校につきまし

ては、健康管理ということで毎朝体温を測ってか

ら学校に来るということと、不特定多数の方が集

まる施設ではないということで、特に赤外線の体

温感知センサーについては必要ないというふうに

考えておりますけれども、ＥＮ―ＲＡＹホールに

つきましては今般の国の第二次補正が出たという

ことで、入り口２か所にサーマルカメラといいま

しょうか、赤外線の体温感知センサーを設置した

いなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 子供たちもちゃん

と測ってはくると思うのですけれども、より精度

が高く、忘れてきた方も、子供たちもいるという

ことも考えられますし、また値段の安いものもご

ざいますので、ぜひ御検討していただければとい

うふうに思います。

あと、インターネット環境でございますけれど

も、今回のＧＩＧＡ構想に合わせて、文部科学省

のみならず総務省でも光回線１００％を目指すと

いうことで、昨日答弁で名寄市も２０２０年度を

めどに配置するという……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１２番（高野美枝子議員） ２０２２年。失礼

いたしました。２０２２年を目標に進めるという

ことでございますけれども、設置については、多

大な額の費用がかかるということで、今までも大

変な状況であったわけですけれども、今回コロナ

ウイルス感染症の件で補正予算もついているとこ

ろですけれども、その予算の規模と、その後いろ

いろな通信料とかメンテナンスだとかかかってい

くわけですけれども、その辺のところはどのよう

に考えているのかということと、先ほど智恵文の

ほうのところで御答弁いただきましたけれども、

智恵文小中学校について再度、今違うところを使

ってやっているところなのです。光回線になるま

での経過についてどのように考えているかお聞か

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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 経費的な部分で

いいますと、国が二次補正予算、可決して、これ

から詳細についてそれぞれ地方自治体に情報が下

りてくるのだろうというふうに思っておりますの

で、若干副市長のほうからも答弁の中でお話があ

ったかと思うのですが、今回の補正予算、本日の

提案させていただく補正予算には数字上ちょっと

まとまらなかったということで、提案はもう少々

お時間をいただきたいということになっておりま

すので、事業費、それから財源、幾らになるのか

というところの積み上げ、詰めについてもう少々

時間をいただきたいというふうに思っております。

それから、基本的には民間の協力を、線を公設と

いうイメージではなくて、民設により維持してい

くというようなイメージを持って、これから調整

をさせていただこうと思っておりますので、基本

的な線のランニングについては行政ではなくて、

民間事業者の中での管理の設備というふうに想定

をしながら話を進めていきたいというふうに思っ

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） 智恵文小中学校の情

報環境についてですけれども、光回線を１００％

敷設していただけるというようなことが言われま

したので、教育の平等性から見ても大変うれしい

ことだと教育現場のほうとしても考えております。

現在につきましては、財務会計システムですとか、

そういう校務用のものについてはＡＤＳＬ回線を

使っておりますけれども、１人１台端末になると

ちょっと容量不足というのははっきりしています

から、ＡＤＳＬ回線と民間の通信業者のモバイル

Ｗi―Ｆiルーターを併用して、光回線が来るまで

はそれを使わせていただいて、光回線が来たとき

に切り替えるというような形で考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） このことについて
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は、ほかの市町村でも随分進めるということで足

並みもそろえて、名寄市も遅れることなく、教育

に差があってはならないというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

その次に給食についてでございますが、やっぱ

り教育の一環として食育、今本当に重要性が今回

さらに見直されたというふうに思っています。や

はり生きることは食べること、食べることは生き

ることです。きちっとした食習慣を身につけるこ

とが本当に重要だというふうに思っております。

現地自給率６１％ということでお話をいただいた

ところですけれども、もう少し季節感を持って、

もう少し自給率を上げていただきたいというふう

に思いますし、市民にもどこかの機会で提供して

いただく機会を設けられないものかというふうに

いつも考えるところですけれども、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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 地産地消ということ

で、地元の食材の供給率６０％程度ということで

今なっていますけれども、これの向上ということ

なのですけれども、タマネギですとかジャガイモ

とか長期保存できる食材については年間を通して

利用ができるということもあるのですけれども、

どうしてもやはり冬場から春先にかけて野菜類等

が地元で、名寄で取るということができないもの

ですから、そういう端境期等の関係もあって、な

かなか自給率１００％ということにはなりません

けれども、なるべく地元の地産地消という形もあ

りますので、地元の食材を使えるように今後も工

夫しながら進めていきたいと思っています。

また、市民への給食の提供ということですけれ

ども、一部町内会の給食会等に供給している例は

あるのですけれども、なかなか運ぶ問題ですとか

給食センターの今の処理能力の問題等もあります。

また、広範囲な提供ということになると、感染と

いうか、そういう衛生上の問題もあるということ

もありまして、なかなか難しい状況にありますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 人材が何とかやっ

ていますというような答弁だったと思うのですけ

れども、やはりこれからコロナの関係もあります

し、暖かくもなりますので、そこら辺の対策につ

いてどのように考えているかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 暖かくなるし。

〇１２番（高野美枝子議員） 暖かくなりますし、

コロナの影響で感染症に対する対策などについて

どうなさるかお聞きしたいと思います。

（「給食センター」と呼ぶ者あり）

〇１２番（高野美枝子議員） はい。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 給食センターについ

ても文部科学省のほうから感染対策マニュアルと

いうのが示されておりますので、それに準じて進

めていくことになると思いますけれども、これか

ら夏場に向かっていくということですから、当然

調理場については空調が入っていますので、ある

程度なるのかなと、ある程度通常どおりできるの

かなと思っていますので、十分配慮しながら進め

ていきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） よろしくお願いし

たいと思います。卒業式や入学式が必要最小限と

なりまして、学校現場の御苦労は本当に大変なも

のだったというふうに思いますし、私も北海道教

育委員会の経過もお聞きしているところでござい

ます。学校は再開されました。改めて今回の新型

コロナウイルス感染症で学校や子供たちが受けた

いろんな様々な影響について教育長にお聞きした

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今高野議員のほうから

学校や子供たちがこのコロナ感染症対策で受けた

影響についてという御質問かと思いましたけれど

も、御承知のように、２月の末に行われました新
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型コロナ感染症対策のための学校における全道一

斉の臨時休業につきましては、管内の教育長会議

などが全く開かれない中で、大変急な対応でござ

いました。管内の各市町村の学校はもとよりです

けれども、全道各地の各学校から多くの戸惑いの

声が上がったのではないかなと、そんな認識をし

ているところでございます。市内の各学校からも

子供たちの休業中の学習プリント、これの用意で

きない中での対応になったという現状がありまし

て、先生方にも大変大きな負担をかけざるを得な

い、そんな状況であったのではないかと思います。

このため、私も上川の教育局のほうにもう少し学

校現場の状況を踏まえた対応を心がけていただけ

ないかということと、少なくとも管内の教育長会

議を開いてから、そして一斉休校にする理由等を

若干最初に説明していただいてから、それから対

応していただければということについてちょっと

局のほうにお話を申し上げた次第でございます。

幸い感染状況については北海道、道央を中心に感

染が増加傾向になりまして、名寄市においては感

染症が発生することなく経過しておりますけれど

も、子供たちの中には学校の休校によって生活習

慣、あるいは学習習慣がすっかりと乱れてしまい

まして、学校に慣れるまで様々な不安や悩みを抱

えたりしていたようでございます。ただ、何とか

それを乗り越えて今日があるというような状況と

私のほうでは捉えているところでございます。

また、これまで学校やＰＴＡの皆さんが教育委

員会と連携していただきまして、しっかりと子供

たちのコロナ感染対策に対応していただきました

ことには深くお礼を申し上げたいと、こんなふう

に考えているところであります。現在学校再開さ

れてから３週間目に今週で入っておりますけれど

も、子供たちも今順調に学校教育活動に取り組ん

でいるところでございます。今後家庭内での子供

たちの感染が学校内での感染拡大につながること

のないよう十分配慮しながら対応していくという

ことが大事なので、一昨日ですか、山崎議員のと

きにもお話し申し上げましたけれども、今後家庭

との協力を一層さらに強めて対応してまいりたい

なと思っております。今回のコロナウイルスの感

染対策を受けて、子供たちもいろんな思いをして、

休みを送ったのではないかなと、そんなふうに私

も感じているところでございます。子供たちの様

子を学校から聞きますと、学校で学ぶことの大切

さですとか、学校での友達との関わり合いの大切

さでありますとか、国民みんなで協力し合うこと

の大切さですとか、いろんなことがこのコロナ感

染対策を通して子供たちは学ぶことができたので

ないかなと、こんなふうに思っております。学校

におきましても、このような世界的な感染の窮地

に追い込まれたときに人間としてどのような立ち

振る舞いを行うのか、また道徳の時間や他の教科

の中で人間としての望ましい生き方だとか在り方

について子供たちにしっかりと学ばせる機会にし

ていただきたいと、そんなふうに思っているとこ

ろでございます。

現在道では新型コロナ感染対策について管内ご

とというか、各振興局ごと、また教育局ごとの実

態を踏まえて対応していくという言葉がやっと出

てきたので、ちょっと私も安心しておりますけれ

ども、今後教育委員会といたしましても第３波、

これは到来するだろうという、そして大変厳しい

状況に置かれるのだということを想定いたしまし

て、学校と家庭と地域とまた一体となって、子供

たちをコロナから守る取組をさらに一段と力を合

わせて取り組んでまいりたいと思いますので、御

理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 安心して学校に通

えることがいかに大切であるかということを今本

当に改めて感じております。今後もいろいろ第３

波の対策、またインターネット環境などの整備な

ど多々ありますでしょうけれども、何とか市民、

家庭、力を合わせて頑張っていっていただきたい

というふうに思っております。
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次に、大項目の２、大学の現状と課題について

の再質問をさせていただきます。学びの保障につ

いて、地域と連携する大学教育について、また学

長の方針についてもお答えをいただきました。夢

と希望を胸に名寄市立大学を選び、名寄の地にお

いでいただいた学生の皆様に少しでもよい環境で

学んでいただきたい。地域貢献やアルバイトも学

生一人一人の将来や個性に合わせたものであれば、

なお学生の学びのためになるのではないかと考え

ます。少数教育だからこそできるきめの細やかな

学生対応をどのように実践なさっているのかお聞

きいたします。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 少人数教育

においての細やかな学生対応の実践についてとい

うふうに捉えさせていただいて、お答えさせてい

ただきますが、学科混成で他の専門職を目指す学

生と少人数で学び合う授業を行っておりまして、

それが一つの大学の特徴だというふうに考えてお

ります。地域貢献というところでいうと、先ほど

お答えしました学生ボランティアの多くは教育、

健康、福祉に関わる者が多く、その中で自ら学ん

でいく、学んでいることと関係する活動だけでは

なくて、他の領域の地域貢献活動の中から学生が

選択できるという環境をつくり出すことが大事だ

ろうというふうに思っております。そこでは自ら

を成長させる一つの機会を提供しているというふ

うに考えております。アルバイトと小人数教育と

いうのを関連づけるのはちょっと難しいかなと思

っておりまして、４年間の学習に加えて、ボラン

ティアやアルバイトの経験がもたらす学生の成長

を４年間教員が見続けているわけでして、少人数

だからこそ一人一人の個性や、それから適性、そ

ういったものを深く理解することができますし、

学生が４年間のゴールとして卒業、また就職とい

うふうな次のステージに入るかと思いますけれど

も、学生の就職を決めるまできめ細かなアドバイ

スができているというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 学生は、本当に真

面目な名寄市立大学生が多いというふうに感じて

おります。一生懸命アルバイトをしながら学業に

励み、本当に社会に出ていくためにきちっと名寄

市民、名寄大学、サポートしていければというふ

うに思いますし、今保育、医療、福祉人材が不足

しておりますので、ケア向上プロジェクトで培っ

た経験を基にリカレント教育など大学で進めてい

っていただきたいというふうに思っております。

名寄大学があることで名寄市は若い方がまちに多

いのも少子高齢化する地方都市にとって非常にあ

りがたいところです。まちに活気があるのも学生

の力が大きく貢献しているというふうに思ってお

ります。数ある大学の中から最北の公立大学を選

んでいただいた学生に誇れる大学、自慢の名寄市

でありたいと思うところでございます。

次に、３番目、安心して住み続けられる名寄市

であるためについて再質問いたします。安心して

住み続けられる名寄市であるために災害、いろん

な面で対応していただいていることに感謝を申し

上げます。安心して住み続けられる名寄市である

ために様々な取組を通して市長を先頭に頑張って

おられると認識しているところですが、昨年には

公社、事業団などの問題も起こっています。第三

セクター、指定管理者制度、それぞれ民間の力を

最大限行政に生かす目的で進められてきましたが、

非常に残念な状況になってしまいました。民間力、

民間の発想をこの後どのように発揮されるのかお

聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年様々な事案が発生し

たということでありまして、改めて市民の皆様に

御不安、御心配をおかけしました。その都度その

問題にそれぞれ真摯に対応してきたつもりであり

ます。公社の問題、あるいは居宅介護事業所の問

題、それぞれ不正がありましたけれども、二度と

こうしたことが起こらないように市の監査の体制
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をしっかりと改めて確認、また強化をしていくと

ともに、それぞれの当該組織においては様々な業

務改善、あるいは組織改革も行われつつあって、

よい方向に改善がなされているというふうに考え

ているところであります。一方で、特に公社が運

営をしている冬のスポーツの施設については、全

国的に見ても名寄市の環境の優位性というのも昨

年度大きく際立った一年でもあったのかなという

ふうに思います。改めて今般の新型コロナウイル

スの関係で今回いろんな議論が出ていますが、自

然との共生であるとか、あるいは集中から分散へ

という、大きな社会の価値感が変革をしようとし

ている中で、名寄市は自然が豊かで、そしてまた

利便性も高くて、さらには比較的災害も少ないと

いった強みがありますので、改めてこの時代に名

寄市の強み、ポテンシャルがさらに発揮されるの

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。総合計画をまずは着実に実施をしていく

こと、そして目先はコロナウイルスの対策をしっ

かりと行っていくことで今厳しい立場に置かれて

いる皆さんをしっかりと救っていくということ、

その先にさらなる名寄市の発展に向けて着実にそ

れらの問題を推進をし、名寄市のポテンシャルを

さらに発揮をし、また名寄市だけでなくて、周辺

地域も巻き込んで、この地域の発展のために役割

を果た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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 昨年来市民は非常

に大きな不安の中にありました。ふるさと、名寄

に自信が持てなくなっていると言っても過言では

ありません。先ほど来小中学生や大学生について

の質問いたしました。子供たちや大学生に、そし

て人生の先輩に胸を張って名寄はいいまちと言っ

ていただきたい。我が祖先が切り開いた、大切に

つくり上げたこの名寄のまちを自信を持って子孫

につなげていきたいというふうに考えております。

振興公社の再建では、職員の中には市役所を退職

し、振興公社の立て直しに奮闘している職員もい

ます。今回の新型コロナ感染症で特別給付金など

の作業でたくさんの職員が市民のために電話対応

や発送作業のために汗を流しています。何よりも

命をかけて御奮闘された医療、介護、福祉の現場、

お客様のいないお店で歯を食いしばって耐えられ

た方々に心より感謝を申し上げます。本当にあり

得ないことが起きています。いつ終息するのかも

分からない状況です。しかし、この新型コロナウ

イルス感染症の現象で見えてきたものがたくさん

あります。市民と協働してしっかりと対策を練り、

名寄市の皆さんに自信を持ってもらえる、そんな

地域にしていただけるよう引き続き頑張っていた

だきたい、そのことを要望して、質問を終わりま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２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。

農業、農村の振興について外１件を、山田典幸

議員。

〇１６番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

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。

初めに、大項目１点目、農業、農村の振興につ

いてお伺いをいたします。本年も既に本格的な農

作業シーズンが始まり、地域の農家の方々は豊穣

の秋を願いつつ日々、また時には昼夜を問わず作

業にいそしんでいるところであります。この春の

融雪期は、冬の降雪量の少なさもあり、平年に比

べ１５日早い３月３０日となり、４月以降天候の

優れない日が多くあったものの、おおむね平年並

みに春作業が開始されました。水稲、畑作、野菜、

各作物の播種、移植作業とその後の生育もおおむ

ね平年並みに推移しており、今後も天候が安定し
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て、全ての作物において農家の皆さんの日頃の努

力が報われる年となるよう期待をするところです。

昨今の地域農業においては、高齢化に伴う農家戸

数の減少や農地集積の問題、労働力確保対策など

解決に向けて取り組まなくてはならない課題が多

く残されており、当市の基幹産業をさらに発展さ

せていくためには今後どのような実効性の高い施

策が必要なのか、またどのような中長期的ビジョ

ンが求められるのか、引き続き検討していく必要

があります。そのような状況を踏まえ、共通認識

に立った中で小項目２点にわたりお伺いいたしま

す。

１点目、第２次名寄市農業・農村振興計画の進

捗状況について伺います。名寄市の農業、農村の

目指す方向性を示すとともに、農業者、農業関係

機関、団体が果たす役割や目標を示し、本市の農

業の中長期的な指針となる第２次名寄市農業・農

村振興計画が平成２９年度より１０年間の計画期

間で策定されております。本計画における基本計

画ごとの実施事業の現段階での進捗状況と併せて、

今後における課題等についてどのような認識を持

っておられるのかお伺いをいたします。

２点目、人と農地の問題の解決に向けてですが、

農家戸数の減少や後継者の不在、農業従事者の高

齢化、労働力不足などが急速に進む中、地域農業

を維持、発展させていくためには農地の利用集積

を円滑に進め、有効利用を図ることが重要な課題

であります。個々の農家の規模拡大も近い将来限

界が来ることが予想され、様々な課題が想定され

る中、人と農地の問題の解決に向けて今後どのよ

うな取組をしていくのか、考え方を伺います。

大項目２点目、スポーツ振興によるまちづくり

について、小項目１、冬季スポーツ拠点化事業の

現状と今後の取組についてお伺いをいたします。

名寄市総合計画（第２次）の重点プロジェクトと

して位置づけられている冬季スポーツ拠点化事業

については、名寄市における恵まれた地域資源を

活用し、スポーツを通じた地域振興、青少年育成、

市民の健康増進などを目的とした地域振興施策と

認識をしているところであります。昨年３月には

官民一体となった組織、Ｎスポーツコミッション

が設立されるなど様々な取組が行われております

が、現在の事業の推進状況と拠点化に向けた今後

の取組の考え方についてお伺いいたします。

小項目２点目、市民の一層の意識高揚と機運醸

成についてですが、冬季スポーツ拠点化事業をは

じめとする様々な取組が市民の各種スポーツへの

参加やスポーツ振興によるまちづくりへの意識が

高まってきていると感じているところであります

が、今後より一層の市民のスポーツに対する意識

の高揚と機運の高まりをどのように醸成していく

のか、考え方をお伺いいたしまして、壇上からの

質問といたします。よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは大項目で２点について御質問いただきました。

大項目の１につきましては私のほうから、大項目

の２につきましては総合政策部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、農業、農村の振興につ

いて、初めに小項目の１、第２次名寄市農業・農

村振興計画の進捗状況について申し上げます。第

２次名寄市農業・農村振興計画につきましては、

本市の農業、農村が情勢の変化に対応し、持続的

に発展していけるよう将来の方向性を示すととも

に、名寄市総合計画の実施計画として位置づけ、

平成２９年度から１０か年の計画として策定して

ございます。

御質問いただきました事業の進捗状況や現状の

課題について、計画の５つの柱に沿って申し上げ

たいと思います。まず、収益性の高い農業経営の

確立といたしまして、農業生産基盤の整備では平

成３０年度から智恵文地区道営水利施設等保全高

度化事業に着手をし、湿害対策などによる経営安

定と省力化に向け取り組んでございます。ＩＣＴ

化の促進では、位置情報の補正信号を発信をしま
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す基地局設置により高度化、省力化が進むととも

に、農業振興センターにおきまして新たな技術の

試験に取り組んでございます。畜産振興では、国

の補助事業を活用しまして、経営規模の拡大によ

る収益性の向上に取り組まれてございます。一方

で、所得向上を目的にアスパラなどを振興作物と

して選定し、維持、拡大を目指してございますが、

個々の経営規模の拡大とともに人手を多く必要と

する作物につきましては減少傾向にございます。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進では、

労働力不足への対策といたしまして、市立大学生

による農作業従事の取組や酪農では哺育、育成の

分業化による負担軽減を図ります哺育育成センタ

ーの設置が進められてございます。法人化では、

酪農を中心に複数戸法人の設立によりまして経営

規模の拡大と雇用確保などを通じまして経営基盤

の強化に取り組まれているところでございます。

今後も農家戸数の減少や高齢化が想定されますこ

とから、新たな技術の導入や作業受委託などによ

る効率化、省力化を推進する必要があると考えて

いるところでございます。

次に、農業の担い手の育成と確保に向けてでは、

後継者の育成に向けてＪＡと協調して支援に取り

組むとともに、新規参入者に対しましてはＪＡ、

普及センターと連携をし、支援チームによる巡回

指導に加えまして、新たに集落支援員を配置しま

して、相談窓口としての役割を担うことを通じ支

援体制の強化を図ってございます。また、女性農

業者の活躍の場を広げるため、今年度から作業機

械の免許取得に対する支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。今後の課題といたしましては、

新規参入者の確保に向けて、独立就農を基本とし

てまいりましたが、第三者経営継承や雇用就農な

ど就農希望者の状況に合わせられるよう多様な就

農形態を可能とする取組が必要と考えてございま

す。

次に、人と自然に優しい農業の推進におきまし

ては、環境保全に配慮した農業生産に取り組む農

業者に対しまして国の事業を活用し、支援に取り

組んでいるところでございます。有害鳥獣対策と

いたしましては、ＪＡ、猟友会と連携をし、エゾ

シカの捕獲に取り組むとともに、アライグマにつ

きましては防疫従事者による捕獲を継続してまい

ります。

豊かさと活力ある農村の構築では、第３次食育

推進計画に基づき各関係機関、団体や市民などの

協働による食育推進や産業まつりなどの各種イベ

ント、情報提供などを通じまして地産地消の拡大

に取り組んでおります。農業、農村の多面的機能

の維持保全におきましては、引き続き地域組織に

よる維持活動を支援し、推進してまいります。

続きまして、小項目の２、人と農地の問題の解

決に向けて申し上げます。農業者の高齢化、後継

者不足などにより離農した方の農地につきまして

は、農業委員会のあっせんなどにより担い手農業

者へ集積が図られ、地域における持続的な農業の

推進が図られてきております。しかしながら、こ

れまで農地の受け手となってきました担い手農業

者の規模拡大にも限界があることから、今後農地

の出し手と受け手との間にアンバランスが生じ、

農地流動化がスムーズに進まなくなることが危惧

されているところであります。このことから、平

成２８年度に市内を１７地域に分け、人・農地プ

ランの策定に向けた協議を実施したところであり

ます。具体的には、地域の農業者がそれぞれの将

来的な営農に対する考えを共有し、今後の地域農

業の在り方や地域の中心となる担い手の明確化に

向けて話合いを重ねました。この地域協議を通じ

て将来的に農地の出し手、受け手となる農業者の

明確化は図られましたが、一方で農地は個人資産

ということもあり、誰に集積させるかなど農地の

流動化、集積の具体化につきましては課題を残し

た状況となってございます。農家戸数の減少が避

けられない状況の中で、今後の農地流動化につき

ましては個々の経営はもとよりでありますが、地

域の農業、農村を持続させるという視点から従来
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の農業者間における個々のやり取りに加えまして、

地域内の受け手となる農業者間での連携、地域外、

あるいは法人など新たな受皿づくりを検討してい

くことが重要になるものと考えております。本市

では、今年度人・農地プランの見直しを予定して

おりまして、現在事前作業としてアンケート調査

を進めているところであります。先ほど申し上げ

ました現状の人・農地プランに残された課題、こ

れは農業者の皆さんの考えによるところも大きく、

難しい課題ではありますが、５年後、１０年後の

地域農業の姿をイメージしやすいよう地図化した

資料などの提供元といたしまして地域での話合い

を重ね、地域課題や将来展望の共有が図られるよ

う取り組んでまいります。

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） 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、スポーツ振興によるまちづくりについてお

答えいたします。

まず初めに、小項目１、冬季スポーツ拠点化事

業の現状と今後の取組について申し上げます。総

合計画の重点プロジェクトで位置づけされている

冬季スポーツ拠点化事業については、昨年産官学

民によるＮスポーツコミッションを設立し、３つ

の部会、青少年教育・人材育成部会、市民健康増

進・いきがい・福祉振興部会、地域経済活性化部

会によりスポーツを通じた人づくり、まちづくり

の事業に取り組んでおります。青少年教育・人材

育成部会では、ジュニア育成として子供たちの基

礎的な運動能力の向上を目指して、小学校の体育

授業や少年団、部活動へトレーナー派遣を実施し

ており、今年度はさらにステップアップしたジュ

ニア育成を目指して、Ｎスポーツコミッションが

ジュニアスポーツアカデミーを設立します。この

間コロナ禍の影響で延期となっておりましたが、

阿部特別参与を迎え、無事６月２１日、あさって

開校できる予定となっております。市民健康増進

・いきがい・福祉振興部会では、市民の運動機会

を創出するためスポーツフェスティバルなどのイ

ベント事業や障がい者スポーツの振興を図るとと

もに、今年度は高齢者向けのスポーツフィットネ

ス事業や幼少期の運動推進を図る啓蒙事業等の新

規事業を計画しております。地域経済活性化部会

では、引き続き合宿、大会の誘致による交流人口

の拡大を目指して経済の活性化を図るとともに、

地方創生推進交付金を活用したスポーツツーリズ

ムやスポーツフードの開発に加えて、スポーツ移

住等の事業の推進によりさらなる地域経済への波

及効果を目指した事業を展開しております。これ

ら３つの部会による事業が相互に関与し、相乗効

果を生み出すことによりＮスポーツコミッション

が目標とするスポーツを通じた人づくり、まちづ

くりを目指してまいります。

続きまして、小項目２、市民の一層の意識高揚

と機運醸成について申し上げます。Ｎスポーツコ

ミッションが目指すスポーツを通じた人づくり、

まちづくりにおいては、市民の積極的な参加、機

運の高まりは必要不可欠でございます。この市民

の機運を醸成させていくため、今年度の計画では

これまでのジュニア育成や合宿、大会の誘致はも

ちろんのこと、幼児から高齢者までスポーツに触

れ合える事業やスポーツフードの開発による農業、

飲食業などの産業間連携、スポーツ移住などの政

策間連携、中心市街地にぎわいの創出などの地域

課題との連携といったこれまで一部限定的であっ

た市民との関わりの裾野を広げ、様々な分野の市

民、事業者、団体と関わりを持てる事業を目指し

ております。さらには、ピヤシリシャンツェを活

用した市民参加型イベント、大会とは違った観戦

型イベントなどを企画することにより本市の地域

資源である競技施設の再認識を目指すとともに、

市民参加のウオーキングイベントとスポーツフー

ドが連携したランチウオーキングなどの検討、企

画も行っております。このようにＮスポーツコミ

ッションと様々な方が関わりを持つ事業展開によ

り市民の積極的な参加、さらなる意識の高揚を目
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指してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問させていただきたいと

思います。

農業のほうから聞きたいと思いますけれども、

前段申し上げたように、現状まずまずの作業状況、

生育状況かというふうに思います。農業の場合、

コロナの影響、私自身も今のところそんなにない

のかなというふうに思っていましたけれども、今

収穫終盤ですけれども、アスパラガスの関係で、

コロナの影響でギフトの注文が激減しているとい

うことで、ギフトの注文が多くないと金額、値段

にやはり農家の所得、手取りに反映されないとい

う部分がありますので、そういった部分で多少影

響が出てきているのかなというふうに思います。

収穫量的にはそう落ち込んでいないというか、一

定程度の降雨等もありましたので、収穫量は一定

程度あるかと思いますが、若干そういった部分、

影響があるのかなというふうに思います。そうい

った部分では、先般遠藤議員の質疑の中でもあり

ましたけれども、技能実習生が来日できなくなっ

たということで、やはり受入れ農家にとってはコ

ロナの影響が大きくありましたけれども、そこを

補うということで、６月１２日までの期間で上川

振興局職員のさん、そして市の職員さん、ＪＡの

職員さんとそれぞれ援農に来ていただいたという

ことで、私は技能実習生受け入れていませんが、

隣の農家さんで受け入れていまして、状況を聞き

ますと、本当に一生懸命やってくれて助かったと

いうことで伺っています。今後、若干遠藤議員と

のやり取りもありましたけれども、収穫の際そう

いった対応ができるのかどうか、そのあたりぜひ、

特にこれから管理作業という部分では多少期間が

ありますので、あれですけれども、収穫作業、や

はりここが一番人手が要るところであります。そ

ういった部分の対応、改めて各関係機関と連携し

て、お願いをしておきたいというふうに思います。

それでは、農業・農村振興計画の関係で現在の

進捗状況についてお答えをいただきましたので、

何点か確認事項も含めて質問をさせていただきた

いと思います。哺育・育成センターの関係でお答

えをいただきました。新年度、当該年度、今年度、

４億 ６００万円予算計上されているという状況

で、現在の計画の進捗状況、来年、令和３年には

稼動する予定ということで計画進んでいますが、

現在の状況についてお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 哺育・育成センター

の進捗状況ということの御質問でございました。

これは、御存じのように、ＪＡ道北なよろが事業

主体として取り組むものでありまして、現在４月

２４日にこの新築工事の安全祈願祭なども取り組

まれまして、主に今土地の造成を進めている状況

と聞いていますし、また建築確認の必要ない小屋

というのですか、建物等についても今その基礎等

について進めているということでありますので、

来年、年度当初の供用開始に向けて順調に進んで

いるというふうに私どもは受け止めております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 順調に進んでいると

いうことでありますので、引き続きＪＡさんとの

連携の中で協力体制、しっかりと取っていただけ

ればというふうに思います。

労働力の確保の関係でお答えをいただきました。

今年が３年目、おととしから始まった取組であり

ます。農業補助労働力確保事業ということで、市

立大学生が各農家に労働力の確保対策ということ

で行っていただいているということでありますけ

れども、午前中、学生さんのアルバイトの関係で

のちょっとやり取りがありましたけれども、コロ

ナの関係での学生さんへの影響でこの事業は今年

度どのような形になるのか。今の状況を踏まえた

中で今年度の取組、この事業についてどうなるの
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かお答えをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 大学生の有償ボラン

ティアとして農業に従事をしていただいていると

いうことです。この取組、言われるように、３年

目ということでありまして、昨年までも終わって

からのアンケートなどもやらせていただいており

ますが、大学生にとっても実際に農業を学ぶ場と

して非常に貴重な機会だというところもいただい

ておりますし、農業者の皆様からも労働力として

も非常に助かるというふうな話ありますし、やは

り家庭に若い人が来て、一緒に作業するというの

が、これなかなか数字に表れないところかもしれ

ませんけれども、そういった意味でも非常に効果

があるというか、個人的にその後もお付き合いを

して、一緒にお食事を取るとか、そういった意味

では数字に出ないところも含めて効果があるもの

だというふうに受け止めているところであります。

今年については、議員が言われるように、コロナ

の影響もありましたので、取組そのものがどうな

るかという心配もありましたけれども、学生数で

４５名程度だったと思います。受入れ農家で１４

戸程度だったと思いますけれども、その中で５月

中旬からアスパラの収穫作業に今取り組んでいた

だいているところでありますし、昨年も取り組み

ました、夏にはスイートコーンの収穫作業につい

ても学生にも協力を呼びかけ、農協とも一緒に取

組をさせていただきたいと、そのように考えてご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） アスパラの収穫等は

そういう形で学生さんに御協力いただいて、また

８月にも入りますと、７月末ぐらいになりますと

スイートコーンの収穫等もあります。大学のほう

でもいろんなの授業の関係とかコロナの関係、い

ろいろ大変な部分もあるでしょうけれども、学生

さんにとってもメリットがあって、受入れ農家に

とってもメリットがあるという非常に重要な取組

だというふうに思いますので、できる限り、また

学生さんの負担がないような形で取り組んでいた

だければありがたいなというふうに思います。学

生さんの関係、部長のお話にもありました、学生

さんがいるということで、やっぱりいるだけで雰

囲気がまたよくなるという部分も当然ありまして、

労働力として確保するというだけではない効果も

実は農業の場合もありまして、これ農業青年のパ

ートナーとしてという側面もあるのです、実は。

これ実際私のいる地域で４年通われて、この春卒

業された学生さんが、まだ正式なパートナーでは

ありませんけれども、この地に住んでいただいて、

農家の仕事しながら、行く行くはこれ間違いなく

パートナーになるのだというふうに思いますが、

この受入れをしたからという縁では直接はないの

ですけれども、そういう農業青年と学生さんを結

びつけるという効果もこれからも期待されると思

いますし、いろいろな資格を取って、全国各地で

活躍いただくというのもすごく大事なことなので

すけれども、また学生さんの、それは自らの意思

でこの地を選んでいただく、まして農業を選んで

いただけるということは本当にうれしいことだな

というふうに思いますので、引き続きこの取組、

そういった側面もありますので、大事にしていた

だいて、受け入れる側の農家もやっぱりそのあた

りも認識しながら大事につなげていきたい事業だ

というふうに思いますので、よろしくお願いした

いというふうに思います。

あと、早速取り組んでいただいた事業、いつだ

ったか、予特か決特かで申し上げさせていただい

た女性活動支援の関係で、大特の免許の取得とフ

ォークリフトの運転技能講習の講習経費等の助成

を早速していただきました。これから農業の形が

変わる中で女性が機械作業するという機会も多く

なりますので、やっぱり必要な事業だなというふ

うに思います。早速対応していただいたことに感

謝を申し上げたいと思います。実際これもう既に

各農家にも周知されている中でありますけれども、
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実際のこれも使った実例、この事業を活用した実

例等把握していましたら、お知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農村女性の活動支援

事業ということで、事業そのものは従前からあっ

たのですけれども、今議員が言われたように、議

会の中でもそういう御意見いただきましたし、早

速経済団体のほうにもニーズはどうなのかという

ことで調査をさせていただきまして、制度化をさ

せていただいたというのと併せて、この部分につ

いてもＪＡにも応分の負担をしていただきながら

取り組んでいるということも申し添えさせていた

だきたいと思います。現状お二人の方がこの制度

を使って資格を取得したいということで申請をい

ただいているということでありますので、今後も

ぜひ多くの方にこの制度活用いただいて、女性の

活躍の一層の推進を期待したいというふうに思っ

ています。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 新年度からの事業で

すから、もう２人使っていただいたということな

のだというふうに思います。これからまたたくさ

んの女性農業者の方に使っていただけるように私

もそういった部分では農家のパートナーの方に周

知、しっかりとしていきたいと思いますし、機械

作業は昔は男の役目、女性はまた違う仕事という

ような何か明確なのありましたけれども、今は本

当にそういった時代でなくなってきている部分が

ありますので、この事業もたくさんの方に使って

いただけるようにしていただければというふうに

思います。

人と農地の問題の関係です。従前から、平成２

４年からだったと思います。人・農地プランを各

自治体において、地域において策定しなさいとい

うことで、地域農業マスタープランという名称も

ありましたけれども、私も機会あるごとにしっか

りとそのあたり、地域の未来の設計図だというこ

とで、しっかりとしたものをつくり上げて、現場

の農業者としっかりと意見交換をしながらしてほ

しいということ、何度も申し上げさせていただい

ておりました。お答えにもありましたけれども、

ちょっとやっぱり課題もあるのだなというふうに

私自身も感じております。どうしても自分の農地

というのは個人資産でありますので、そこに幾ら

行政がそこの地域の話合いに入って、誰々さんの

土地をどうする、こうするという話、これなかな

かなりづらいのだというふうに思うのです。実は

農家同士でもなかなかそこら辺はしづらい話でも

あるのだけれども、農業者同士ではそこはしっか

りと乗り越えていかなければならない部分でもあ

ります。そういったことをある程度は理解しつつ

も行政主導で、行政中心となってしっかりやって

くれと言っておきながらなんなのですけれども、

そこら辺に課題があって、いわゆる、いつだった

かも担当課長のほうからもお答えいただきました

けれども、どうしてもやっぱり手詰まり感を今感

じているというようなお答えもいただいたことも

ありました。そういった部分、解消するには主体

となるのがこれは間違いなく農業者でなければな

らないと思いますし、そうでなければこの人と農

地の問題、根本的なやっぱり解決はしていかない

のだというふうに思います。今実は私のいる地域

で少し大きな動きになりそうな動きがありまして、

今法人化している農業の形態、市内でも二十幾つ

はありますよね。３０件弱ぐらいだというふうに

認識していますけれども、ほとんどが一戸一法人、

２戸、３戸が一緒にという法人もありますけれど

も、今構想があるのは実は大規模、複数戸法人の

構想が今あって、実際のそういった事例も既にも

う視察等しております。非常にハードルは低くな

いと思うのですけれども、人と農地の問題の解決

にもこれ私はやはりつながってくると思うのです。

そういった動きに対して、これ農業者が今主体で

そういったことを何とか成し遂げようという動き

がある中で、今後はそういった部分、行政として
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のやっぱり側面的なサポート、何とかそれを成就

させる、そういったサポートをぜひしていただき

たいなというふうに思いますけれども、そういっ

た動きに対する今後のサポート体制の考え方につ

いて部長からお答えをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今大変うれしい情報

をいただいたというふうに思っています。実は私

もそういった動きがあるというのを聞きまして、

すぐに担当のほうにどんな状況なのか調べてこい

という話もさせていただきましたし、できれば議

会が終わって少し時間ができましたら直接今後の

進めなども含めて、考え方も含めて中身を確認を

させていただきたいと、今そう思っているところ

であります。議員が言われたように、現状の人・

農地プランの課題についても経営そのものはやは

り個人、農業者の皆さんということがありまして、

私どもの関係機関、あるいは団体の役割というの

はそこをどう後押しできるのか、あるいはそれぞ

れが判断するに当たってどういう情報を提供でき

るのかというところにどうしてもとどまざるを得

ない。実際に足を踏み出すのは、やはり農業者の

皆さんということだと思います。特に近年必要な

のは個々の経営というよりも、当然これは必要な

のですけれども、もう一方では農村という考え方

だとか地域農業という言葉がありますけれども、

個々の経営を支えるために地域としてどう取り組

んでいるのかという、そこの考えもやはり非常に

重要になってきているのだろうなというふうに思

いますので、そういった意味では今言われた法人

化の動きというのは私どもはすごく歓迎するとこ

ろでありますし、ある意味待望していた動きとい

うことで受け止めていただければと思います。今

後の支援ということでありますけれども、ここは

やはり取り組む皆さんの考えをまずは尊重しなけ

ればいけないのだろうと思いますので、先ほど申

し上げましたように、この後当該の皆さんともぜ

ひ膝を交えてお話をさせていただきながら、我々

でできること、我々に必要な取組を支援させてい

ただきたいと考えておりますので、ぜひまたお力

を貸していただきたいなというふうに思っていま

す。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今農繁期であります

ので、また作業等が落ち着いたら実際のそういっ

た農業法人を立ち上げた実例も現地に視察に行く

予定があるということで伺っています。そういっ

た動きの中で、本当に人と農地、いわゆる農地を

どう集約していくのか、そういった部分がやはり

大きく多分動き出すと思うのです。また、それに

付随して、今農業の抱える問題、労働力をどうす

るという部分では雇用労働力が生まれるかもしれ

ない、そういった可能性も含めて、これやっぱり

ちょっとしたきっかけかもしれませんけれども、

地域農業が大きく変わるきっかけになるのだとい

うふうに私は捉えていますので、ぜひそういった

部分への支援、部長が今おっしゃっていただいた

ように、農業者が主体となって動くことで地域の

農業の様々な問題が解決していくという本当にモ

デルケースとしたいなというふうに思っています

ので、私はそういった構成員の中に、今話の中に

入っているわけでありませんけれども、側面的に

私自身もいろんなことを学ばせていただきながら

何とか成就させたいなというふうに思います。１

０年先、２０年先の地域を見据えた中で若い農業

者が今そういった動きをつくっておりますので、

ぜひ今後いろいろな形で支援をお願いしたいとい

うふうに思います。人と農地、そういった動きが

あるという中で必ず変わってくるかと思います。

今年度プランの見直しという部分でありますので、

今アンケート調査等も取っておられるということ

でありますけれども、少し今年度、私自身も地域

の農業者といろいろ話す中で、農業者が主体とな

る会議体、先ほどのちょっと法人化とは別という

か、それも含めてということでもいいのかもしれ

ませんけれども、少し会議体みたいなものがこれ
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はやっぱり必要になってくるのかなというふうに

思います。地域を超えた、それぞれの地域、名寄

市にもありますけれども、そこの枠を超えた中で、

私仮称で今勝手に名前も考えていますけれども、

地域農業創造会議でも何でも、仮称でありますけ

れども、そんな形の会議体が農業の様々な課題を

農業者が主体となって、側面的には行政、ＪＡに

いろんな形で情報提供も含めて支えていただく、

そんな体制を今後しっかりと現場、生産者、農業

者がつくっていけるような形を考えていきたいと

思います。そういった部分にもぜひお知恵と、ま

た側面的なサポートも含めていただきたいと思い

ますけれども、改めてその辺もうちょっと大きな

形での会議体の考え方について部長のお答えいた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 目指すというか、我

々が考えているところと今議員が言われていると

ころは恐らく同じ土俵に乗っているのだなという

ことを改めて認識をさせていただきました。ぜひ

そういう形で進むようにということでお願いした

いと思います。その進むべき方法については、そ

の会議体で在り方、あるいは法人であったり、そ

こは多様なスタイルがあると思いますけれども、

我々も一生懸命勉強しながらできるサポート、し

っかりとやらせていただきたいと思いますので、

何か情報がありましたらまた改めてお知らせをい

ただければと思います。御協力いただければと思

います。よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 少しそういった動き

に向けて地域、また地域を超えてこれからの担い

手、協力しながらちょっとそういったもの、動き

をつくっていきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

スポーツの関係に移りたいと思います。冬季ス

ポーツ拠点化事業の関係でお答えいただきました。

コロナの影響もあって、お答えいただいたジュニ

アスポーツアカデミーの関係、５月１０日の開校

を予定していたのが延びていたということで、再

質問の中で確認させていただこうと思いましたけ

れども、６月２１日開校ということで、よかった

なと思います。引き続きジュニアのアスリート、

ジュニアの育成に向けて取り組んでいただければ

というふうに思います。

Ｎスポーツコミッションですけれども、昨年３

月、設立されまして、３年をめどに自走化に向け

て、３年後の自走化に向けて取り組んでいくとい

うことでありました。３年後の自走化に向けての

具体的な取組、今の状況等についてお聞かせをち

ょっといただけ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） 今現在は、答弁

で申し上げたとおり、部会という形でしっかりと

各分野で深度を深めていくといったような取組を

進めさせていただいております。その中で市民サ

ービスへつながる分、経済活性化につながる部分

ということで、今後しっかりと自走化へつなげる

ための事業として確立していけるのかどうかとい

うところも含めて今検証しながら、試験的にいろ

いろなところを試させていただこうというところ

で、また今年１年間、若干コロナの関係で期間が

空いてしまいましたけれども、しっかりとこの１

年間無駄にせずに、またさらに深めていきたいと

いうふうに考えておりまして、一定程度しかしな

がら方向性は示していかなければならないという

認識はありますので、そこはしっかりと意識しな

がら進めさせていただきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） そういった形で引き

続き進めていただきたいと思いますし、取組等に

ついてもお答えいただきました。市民の意識高揚、

機運の醸成、どうつくっていくのかということで

も様々な市民と関わりを持つイベントをつくって

いくということでありましたけれども、特に阿部
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雅司さんが名寄に来られて、様々な取組、そこら

辺もきっかけになって、冬季スポーツの拠点化を

目指そうということでの動きでありました。実際

いろんな様々な取組がされておりまして、またＮ

スポーツコミッションも立ち上がってということ

で十分認知はされてきていると思いますし、壇上

でもお話し申し上げたように、機運も高まってき

ているのだというふうに思います。ただ、まだ市

民の皆さんの中にはそういったことを名寄市が目

指している、拠点化を目指しているということを

やっぱり分からない方も実際いるわけです。スポ

ーツに興味があっても名寄ってそういう冬のスポ

ーツの拠点化まで目指しているのかというような

市民の方もいらっしゃるのも事実ですので、もっ

と市民の皆さんの、いろんなスポーツイベントの

参加意識もそうですけれども、そういった機運が

やっぱり高まることが何よりもまた拠点化に向け

ての大きな力になるのだというふうに思います。

そういった部分では、市民みんながはっきりと分

かる明確な共通目標がやっぱり必要なのではない

かなというふうに思いますけれども、部長はどう

お考えでしょうか、そのあたりは。

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） 市民みんなが分

かる分かりやすい目標ということで、今課題とい

うか、いただきましたけれども、イメージでいう

と例えば我々が今まで経験してきた冬季国体とか、

そういったような本当に誰もが知るようなことを

目指していくというのも一つの目標という位置づ

けになるのかなという認識は今受けたところであ

ります。今後議員がおっしゃるような醸成という

意味で本当に一つの共通認識で醸成が図られてい

くような、そんなターゲットとなるような、そん

なこともしっかりとまた仲間、関係者の中で話し

合っていければなというふうに感じたところです。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 実は、この記事、目

にした方もいるかと思いますけれども、今年の１

月１９日の北海道新聞の記事で阿部雅司さんがイ

ンタビューに答えています。その中で今後の名寄

市のスポーツ拠点化に向けての課題ということで

答えられていまして、今後は大きな共通目標が必

要だと思います。例えばオリンピック、パラリン

ピックの開催地がもしも札幌に決まれば、バイア

スロンなどの名寄開催に向けた招致活動を目標に

据えるのもいいでしょう。市民も含め全体が一つ

にまとまる目標があればスポーツを通じたまちづ

くりがさらに進展すると思いますというふうに阿

部さんが言われています。私もこの記事読ませて

いただいて、実はその後阿部さんともお話しする

機会、このすぐ後たまたま会ったのですけれども、

もしもやっぱり、今阿部さんは札幌オリンピック

ミュージアムの名誉館長として札幌に、また少し

軸足もそちらに置きながらこちらでも活動という

ことで、いわゆる２０３０の札幌オリンピックの

招致活動にこれから具体的に取り組んでいくとい

うことであります。阿部さんおっしゃっていまし

たけれども、名寄市民の機運がやっぱり盛り上が

れば自分も本気でそこら辺動いたら可能だろうと

いうことではおっしゃっていただいていました。

ここは、今こういったコロナで大変な状況ですけ

れども、少し明るい話題も私したいと思いまして、

今日用意してきたのですけれども、そんな市民み

んなが明確にそこに向かって何かをできる共通の

目標、２０３０年の札幌オリンピック、開催候補

地ですけれども、今の段階では。もしも招致が決

定した際には、競技の一つでもいいでしょう。阿

部さんは具体的にバイアスロンなどと言っていま

すけれども、名寄会場での開催というのを目指す

のもこれ一つの、本当にぐっと市民の冬のスポー

ツに対する機運が盛り上がると思いますが、ぜひ

そういうことにも今後取組を進めていってはどう

かというふうに思いますが、ここは加藤市長の考

えを、そのあたりを聞きたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） ２０３０年、札幌が冬季

オリンピックに手挙げをすることほぼ決定してい

るということは承知をしておりまして、これは名

寄市にとっても非常に大きな話題だろうと思いま

すし、場合によっては名寄を大きく、また冬季ス

ポーツ拠点化を動かすチャンスでもあろうという

ふうに考えております。常々言っているのは、札

幌市には失礼だけれども、札幌という名前よりも

北海道という名前のほうが世界的に非常にネーム

バリューが大きいので、札幌だけでなくて、北海

道・札幌冬季オリンピックみたいな形で、北海道

が挙げてオリンピックを盛り上げていく、あるい

は会場も分散をしていくというようなこともどう

でしょうということを私も常々いろんな場所で実

は発言もさせていただいております。今年の１月

に札幌で行われる予定だった大会が雪不足で、名

寄にも開催が、代替開催されたりだとか、１２月

にいつもジャンプ大会ありますけれども、そのジ

ャンプ大会の後すぐ札幌に動いて現地入りして合

宿というのがなかなか最近では札幌雪がなくて、

名寄にそのままとどまって合宿を続けるというよ

うなケースも増えているということでありまして、

札幌の冬季オリンピックが実現すれば、必然と名

寄のバックアップ拠点としての位置づけはますま

す高まるのだろうというふうに思っていまして、

ここは阿部さんのお力もお借りして、札幌市と十

分協議をしながら、当然誘致活動も我々もできる

ことは積極的にやっていきたいというふうに考え

ております。その中でもしオリンピック競技が一

つでもできるということであれば、これはすばら

しいことでありまして、バイアスロンも当然名寄

の特色のある、今世界的なレベルの子たちも産業

高校にいますし、自衛隊でもすばらしい成績を残

して、昨年表彰された方もいらっしゃるというよ

うなことでありまして、非常に親和性の高いスポ

ーツであろうというふうにも思いますけれども、

それぞれハードルはあろうと思います。いずれに

いたしましても、１つの種目を名寄に誘致すると

いうことは簡単ではないと思いますけれども、も

しできるなら非常に大きな夢でもありますし、一

つの冬季スポーツ拠点化を進める上での目指すべ

き旗印の一つとしてはすばらしいのでないかとい

うふうに思います。いずれにしても、阿部さんの

知見もお借りしながら、またよく相談をさせてい

ただき、その辺の可能性についても調査研究をし

てまいりたいというふうに考えます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 私も既に何人かのス

ポーツ好きの市民の皆さんとそんな動き、ぜひつ

くっていこうという話をさせていただきました。

ぜひそこは、これもやっぱり市民の機運の盛り上

がりいかんだというふうに思います。私も一市民

としてそんな動きが名寄市内、市民全体に広がる

ように何らかの形でまたいろいろ相談させていた

だきながら一市民としても取り組んでまいりたい

と思いますし、たまたまなのですけれども、阿部

さんの記事を何かたまに目にするのです。４月２

日のスポーツ報知って、いつもスポーツ新聞読ん

でいるわけではないのですけれども、たまたま載

っていたのですけれども、これ阿部さんのまた特

集がされていまして、コロナ禍の中での阿部さん

のインタビューでしたけれども、やっぱり目標が

ないとやる気が薄れ、成長も止まり、パワーも湧

いてこないと。目標を持つことで向上心、困難に

立ち向かう勇気も湧いてくると思いますと。大変

な状況ですが、希望を持ち続けてほしいというこ

とで阿部さんがおっしゃっています。私なんかみ

たいな、こんな人間が言っても説得力ありません

よね。阿部さんがこう言から、やっぱりそうかな

というふうに思いますし、２０３０年の札幌冬季

オリンピックの競技を一つでも名寄に持っていく

というのも、それを目指すということで、仮にま

た実現するということになれば、阿部さんが２０

１６年に名寄市に来ていただいたという意味も大

きくなるのだというふうに思いますので、そんな

動きをまた私も一市民としてつくっていきたいと
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思いますし、行政としても、市長からもお言葉い

ただきましたので、そういう機運、高めていただ

けるようにバックアップをお願いしたいというふ

うに思います。

非常にいい答弁をいただきましたので、終わり

たいと思います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

ここで、昨日行われました塩田昌彦議員の一般

質問の答弁の中で不足している部分があり、橋本

副市長から発言を求められておりますので、これ

を許します。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 昨日６月１８日、塩田

議員の一般質問での私の答弁におきまして、入札

が不調に終わった場合の取扱いの状況についての

再確認をさせていただきたい旨と、その私の答弁

の中で説明の不足がありましたので、改めて補足

させていただきたいと思います。

入札価格が予定価格を上回った場合におきまし

ては、入札を終結し、最低入札価格者と随意契約

の協議を行うこととしております。入札におきま

しては、原則午前中の入札を今行っております。

入札書とともに工事の積算内訳書も提出していた

だいております。この随意契約の協議におきまし

ては、まず市と業者さんの積算内訳書の確認を行

い、その後随意契約の協議に入ります。本年度の

入札不調という３件につきましては、その随意契

約の協議につきましては入札当日のうちに全て終

了しております。その終了後に予定価格とともに

入札について公表しているということになります。

ただ、この公表の際におきましては、入札が不調

であった旨までの公表でありまして、その後の随

意契約の結果が出ていないという状況にあります。

改めて他の自治体の取扱いを参考に、契約締結ま

でより分かりやすい形を目指して取り組んでまい

りたいと思います。

以上であります。

〇議長（東 千春議員） これをもちまして一般

質問を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５６分

再開 午後 １時５６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第３ 議案第１６号 令和２年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）を議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

名寄振興公社のあり方に関する特別委員会、東

川孝義委員長。

〇名寄振興公社のあり方に関する特別委員長（東

川孝義議員） 議長より御指名をいただきました

ので、名寄振興公社のあり方に関する特別委員会

に付託されました令和２年第２回定例会議案第１

６号 令和２年度名寄市一般会計補正予算（第４

号）の審査経過及び結果について御報告申し上げ

ます。

特別委員会は、６月５日、６月９日の２回にわ

たり担当職員の出席を求め、令和２年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）の内容について慎重に

審査を行いました。

６月５日の特別委員会では、付託されました議

案第１６号の審査に当たり提案内容の説明を受け

た後、質疑を行いました。補正予算の考え方では、

ピヤシリスキー場管理運営事業費のうちピヤシリ

スキー場指定管理委託料に ５００万円を追加し

ようとするもので、部門別損益決算を基に推計し、

新型コロナウイルスの影響による不採算額と宿泊

部門の恒常的な不採算額を算出したものである。

また、市派遣職員２名の後継や退職補充など人件

費の増大が見込まれることから、公社に対しては

さらなるコスト削減と売上げ増強策での自助努力

と経営安定化に向けた道筋を強く求めていくとの

説明を受けました。主な質疑では、委員から令和

３年度以降の考え方として組織体制と今後の公社

令和２年６月１９日（金曜日）第２回６月定例会・第５号
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自立に向けてほかの事業者との協調や民間ノウハ

ウの導入はの質問に対し、議員協議会での説明は

スキー場、宿泊部門については民間のノウハウを

生かすことが必要であり、指定管理についても一

つの可能性として検討をするという趣旨で、今回

の ５００万円については公社が自立に向けての

支援ということでお願いをしている。今後の公金

投入は極力抑えるという昨年１２月の定例会附帯

決議に対する考え方は、公益性、公共性を有する

重要な施設であることを市民にしっかり示すべき

だが、市の考えはの質問に対し、公社の努力だけ

では埋め切れない新型コロナウイルスの影響によ

る ０００万円、恒常的な不採算部門に対する

５００万円の提案で、今回も全額の支援ではなく、

公社も努力するところはしている。様々な場で市

民にとっても冬季スポーツ拠点化事業などの市の

施策推進にとっても不可欠な施設であることを情

報発信してきたが、改めて説明の機会を持たせて

もらう。 ５００万円の補正で新型コロナウイル

スの影響が災害に匹敵するという取扱いはほかの

公共施設でも同様の考え方かの質問に対し、公の

施設に関わる指定管理の協定リスク分担の項目が

あるので、ほかの施設も調査を進めており、その

対応については必要性も含めて検討している。ゴ

ーイングコンサーン、継続企業の在り方について、

公社は合宿の誘致や交流人口増加に寄与している

が、財源に限りがある中で公社の継続維持に一定

の線引きが必要ではの質問に対し、そうした考え

方も一つの視点ではあるが、今は明言できないの

で、理事者にしっかり伝えたい。数値的な目標に

こだわることなく、民間の自由な発想での経営を

今後期待したいが、公社の経営に対する市の考え

方として、今後検証委員会などで市の介入をどこ

まで行うのかの質問に対し、今回は緊急事態とい

うこともあり、てこ入れをしたが、本来は自立し

て、自主的に考えるもの。不足する知識があるな

らば、民間の知恵を借りながらより実践的な数値

と効果的な方法で考えていくことが必要。 ５０

０万円の補正提案はある程度分かるが、コロナの

影響で ０００万円を出すことは民間の事業者に

理解されないのではないか、株主総会の決議があ

ればまた補正するのか、株主総会で増資の話は出

なかったのかの質問に対し、株主総会で決議され

たからといって全て応えられるかというと別であ

る。支援は自助努力、営業努力があってもなお資

金繰りが厳しく、コロナもやむを得ないと判断し

た。増資は可能性として出たものの一つ。公社と

して資金を借り入れる道も開けたので、増資の判

断には至らなかった。スキー場と温泉、宿泊の管

理運営に関する業務にもかかわらず独立採算制と

いうことで温泉、宿泊には指定管理受託料が入っ

ていない、その根拠が条例と規則になく、このよ

うになった都度支援するのかという懸念があるが

の質問に対し、温浴を含む宿泊施設は条例で研修

施設に位置づけられているが、温浴施設とホテル

は利用料金を受け取るとともに、独立採算で指定

管理料を払っていなかった。今後どういう形で指

定管理の協定を結ぶのか、実績報告の在り方を含

めて検討していく。宿泊部門はかなりの赤字なの

で、独立採算制が本当に適切か今後の動向も見な

がら検討する必要がある。今回の補正について経

営体制を維持するためには仕方ないと理解するが、

支出の名目が補助金ではなく、指定管理料とした

理由はの質問に対し、スキー場もホテルも宿泊施

設も指定管理で委託し、協定書にあるリスク分担

に基づいた補正であるとの説明を受けて、審査を

終えるとともに、次回開催予定の特別委員会で方

向づけをすることを確認し、終了しました。

６月９日の特別委員会では、付託されました議

案第１６号の審査に関わる最終のまとめに向け、

確認事項も含めて質疑を行いました。主な質疑で

は、委員から前回の特別委員会で ５００万円の

補正は公社が組織的に自立できることが目的であ

ると確認した。不祥事発生から特別委員会として

議論を積み上げてきたが、行政としての第三セク

ターへの支援の在り方、関わり方について改めて
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伺いたいの質問に対し、第三セクターの在り方に

ついて、事案を振り返ると大きな問題を突きつけ

られた。１つは、公社としてのハンドリングがあ

った。市として第三セクターを管理運営する制度

的なところが不足していた。市の行政目的があっ

て、それに第三セクターを活用するので、この両

輪が相まって効果を出していきたい。特に第三セ

クターは、機動的、スピード感を持っている動き

であるとか独自の政策で事業を展開するという役

割ができていなかったので、問題点を拾い上げ、

改善していきたい。昨年の ０００万円に続き、

今回は ５００万円の補正である。この補正が真

に市民が安全で安心して利用できる有益な施設運

営につながるという見通しと民間企業導入につい

ての考え方はの質問に対し、 ５００万円の補正

をいかに有効に使うことが大前提である。コロナ

ウイルスの感染リスクを抑えながら市民が必要と

している野外活動やニーズを的確に捉え、いろい

ろな取組を進めたい。与えられた時間でプロパー

を育て、次につなげる体制づくりに努めたい。市

の事業をより効果的、効率的に進めるためにはど

のような形がよいのか考える時期に来ている。公

社の健全な再生をどのように進めていくのか。組

織の自立、体制確立が大切と考える。再スタート

を既に切っているが、民間の知見を大切にしなが

ら今後の体制づくりに向けての決意はの質問に対

し、今回組織の中で様々な問題点が浮かび上がっ

てきた。第三セクターは、民間のよいところと行

政のよいところをあるときは柔軟に、あるときは

スピード感を持ってつくり上げることができるは

ずであった。しかし、今回は組織も含めて悪い面

が払拭できず、本来の能力を発揮できなかった。

このたびの事案をきっかけに公社をよい組織につ

くり替えることが様々な支援に応える責務と思っ

ている。債権譲渡などの問題がありながら事業を

継続してきたことは、かなりの無理がある中で運

営してきたと考える。昨年の補正予算 ０００万

円、貸付金 ０５５万円、そして今回は ５００

万円の投入となるが、状況の改善にはどのように

今後つなげていくのかの質問に対し、決算の報告

のとおり問題点は浮かび上がっている。売上げを

上げるとともに経費は詰めていく。スキーシーズ

ンが公社の中で大きなウエートを占めており、道

内、国内からスキー客を受け入れる体制が取れれ

ば ５００万円は無駄にならないので、来年の決

算ではもう少しよい報告ができるよう頑張る。生

まれ変わった姿も見せたいので、夏から様々な事

業展開を図るとともに、どのように改善していく

かについても併せて取り組む。今後指定管理期間

が終了する施設について債務超過の解消が求めら

れる中、引き続き指定管理を任せられるのかの質

問に対し、次期の選定までには若干時間があるの

で、公社はこの夏から一生懸命頑張らなければな

らない。コロナの影響もあり、かなり難しい選定

の判断を迫られると思うが、その判断に必要な情

報や材料は様々な手法でそろえる。指定管理者の

選定は総務部の所管となるが、それに向けての準

備作業を進めるとの説明を受けて、審査を終了す

るとともに、採決を行いました。

採決の結果、全会一致で令和２年第２回定例会

議案第１６号 令和２年度名寄市一般会計補正予

算（第４号）は、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

審査終了後、橋本副市長より発言を求められ、

１年間、長い期間にわたり特別委員会の皆様、議

員の皆様に様々な議論をいただいた。難しい判断

が迫られている状況の中で判断していただいたこ

とに対して改めて感謝を申し上げる。振興公社は

ピヤシリスキー場のオープンに際しての運営母体

として昭和４８年に設立されたが、長い歴史の中

で起きた今回の不祥事については申し訳ないと思

っている。過去公社を担ってきた方々の経緯を考

えたとき、このたびの問題はじくじたるものがあ

る。１つずつ解決すべきものについて順序立てて、

筋を立てて進んでいきたい。公社は公の施設を運

営しており、市と公社の両輪が合致しないと事業
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展開が進まない。公社に限れば、第三セクターで

あるとともに、公の施設を運営しているので、ゴ

ーイングコンサーン、継続企業の判断が求められ

る。全ての判断材料がまだそろっていないが、第

三セクターの在り方について様々な制度設計につ

いてこれでよいのか考える契機にしたい。改めて

襟を正して頑張るとの決意と感謝の言葉が述べら

れました。

以上をもちまして令和２年第２回名寄市議会定

例会議案第１６号 令和２年度名寄市一般会計補

正予算（第４号）に関わる審査の経過と結果の御

報告とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は委員長報告のとおり可

決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１４分

再開 午後 ２時１５分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第１７号 名寄市手数料徴収条

例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 名寄市手

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、通称デジタル手続法の施行に伴い、番

号利用法が改正をされ、通知カードが廃止される

ことから、本条例の一部を改正しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１８

号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 名寄市国

民健康保険税条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本年４月７日に閣議決定をされました新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策におきまして、感

染症の影響により一定程度収入が下がった方々に

対し国民健康保険の保険料の免税等を行うことが

決定をされ、国から財政支援が行われることに伴

い、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

改正の内容につきましては、新型感染症により

主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を

負った世帯や主たる生計維持者の事業や給与等の

収入の減少が見込まれ、一定の要件に該当する世
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帯に対し国保税の減免をしようとするものでござ

います。

なお、適用期間につきましては、令和元年度分

及び令和２年度分の保険税であり、令和２年２月

１日から令和３年３月３１日までの間に普通徴収

の納付期限等が設定されているものを対象とする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第１９

号 名寄市介護保険条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 名寄市介

護保険条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本年４月７日に閣議決定されました新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策におきまして、感染

症の影響により一定程度収入が下がった方々に対

し介護保険料等の免除等を行うことが決定をされ、

国から財政支援が行われることに伴い、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

改正の内容につきましては、新型感染症により

主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を

負った第１号被保険者やその属する世帯の生計を

主として維持する者の事業や給与等の収入の減少

が見込まれ、一定の要件に該当する第１号被保険

者に対し介護保険料の減免をしようとするもので

ございます。

なお、適用期間につきましては、令和元年度分

及び令和２年度分の保険料でありまして、令和２

年２月１日から令和３年３月３１日までの間に普

通徴収の納期限等が設定されているものを対象と

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第２０

号 令和２年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 令和２年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由
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を申し上げます。

今回の補正は、各課にわたる臨時的経費を中心

に補正しようとするものでございまして、歳入歳

出それぞれ４億 ９５６万 ０００円追加をし、

予算総額を２４４億 ５２５万 ０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして市外学生保護者等応援プレミ

アム付商品券交付事業費 ０２５万円の追加は、

新型コロナウイルスにより影響を受けている市外

の大学等に進学をした学生がいる世帯にプレミア

ム付き商品券を交付し、経済的負担の軽減を図ろ

うとするものでございます。

３款民生費におきまして子育て応援給付金給付

事業費 ８５０万円の追加は、新型コロナウイル

ス感染症緊急経済対策として実施されている特別

定額給付金給付事業におきまして給付対象外であ

る令和２年４月２８日以降に出生をした新生児に

対しまして給付金を給付しようとするものでござ

います。また、ひとり親世帯臨時特別給付金給付

事業費 ６２３万 ０００円の追加は、子育てと

仕事を一人で担う独り親の低所得世帯に対しまし

て給付金を給付しようとするもので、財源として

同額を国庫支出金にて予算を計上してございます。

７款商工費におきまして商業指導育成対策事業

費 ４６５万円の追加は、新型コロナウイルス感

染症の拡大によりいまだ大きな影響を受けている

地域経済の活性化を図るため、市内で利用できる

プレミアム付き商品券の販売事業及び商店街にお

ける販売促進事業に対して補助しようとするもの

でございます。また、がんばる中小企業応援給付

金給付事業費１億３１万 ０００円の追加は、新

型コロナウイルス感染症により経営に影響を受け

ている市内事業者に対しまして業種ごとの影響を

考慮した給付金を給付しようとするものでありま

す。

８款土木費におきまして道路新設改良費 ６０

０万円の追加は、道路の損傷が著しく、交通量も

多い徳田１号線につきまして市単独事業にて改良

舗装工事を実施し、安全、安心な道路空間の整備

に努めようとするものであります。

１０款教育費におきまして小学校教育振興事業

費 ６２６万 ０００円、中学校教育振興事業費

７８１万 ０００円の追加は、国において取り

組んでいる教育のＩＣＴ化に向けた環境整備、Ｇ

ＩＧＡスクール構想の実現に向けた１人１台の端

末整備を加速化することで、子供たちの学びを保

障できるように後年度に予定をしていた学年の端

末を前倒しで整備をしようとするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。１７款国庫

支出金におきまして新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金１億 ２２８万 ０００円

の追加は、国の第一次補正による当該交付金につ

きまして内定の通知があったことから、追加しよ

うとするものであります。

このほか、各事業費の追加などに伴う特定財源

の調整のほか、収支の調整を財政調整基金繰入金、

公共施設整備基金繰入金で実施をしようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） １点お伺いいたしま

す。

２款総務費、１項総務管理費、８目企画振興費

の中の市外学生保護者等応援プレミアム付商品券

交付事業費についてでありますが、この対象とな

ります学生についての対象者の選定についての基

準についてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今回の市外学生保護

者の応援プレミアム付き商品券交付事業の対象者

ということでございます。目的といたしましては、
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新型コロナウイルス感染症拡大によりまして外出

の自粛等でアルバイトができないと。そういった

経済的な理由によって授業料等の納付が困難とな

って、学業を継続することができないと。そうい

うことがないように当該学生を支えている保護者

に地元でできる商品券を交付しようということで

ございまして、全国的な部分はあるのですけれど

も、それぞれ大学生、名寄でありましたら名寄市

立大学の大学生にそういう自粛も含めて給付金出

しているところでございますけれども、今回の分

につきましては市外に通っている大学生ですとか

短期大学、大学院、あと高校を卒業した後に市外

のほうに行って就学していると、そういう方々、

自分で生計を立ててといいますか、保護者の仕送

りとほかにはアルバイト等で頑張っている学生が

今このコロナの影響でアルバイトもできず、生活

が困難になっていると、そういう部分を支えてい

きたいという部分を含めて、保護者等を通じる部

分で間接的でございますが、そういう方に支援し

ていきたいということで対象者を決めております。

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） 市外に通っている、

名寄市出身で市外で学業に励んでいる学生さんと

いうことであろうと思いますが、アルバイトがで

きないということでは、説明いただきましたとお

り、大変な状況の中で学業を進めているというふ

うに思いますが、学生というくくりではありませ

んが、高校生、生徒の中でも市外、特に道外に夢

を求めて進学をして、バイトはしておりませんけ

れども、大変な状況下で学業に励んでいる方たち

もいらっしゃいます。その高校生についての検討

がなされているのかどうか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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 高校生におきまして

は、市内、市外問わず、年間授業料の相当額が支

援されるシステム、高等学校等就学支援金制度、

実質的に授業料の無償化だと思うのですけれども、

これ国の制度でありまして、所得の制限はあると

ころですが、所得も世帯で大体９００万円という

ことで、かなり大きな所得制限ということでほと

んどないようなものなのですけれども、それがあ

りまして、全国の公立高校の約８割程度の方はそ

れを利用して、基本授業料は無償化になっている

という形で考えています。ですから、今回制度設

計するに当たっては、先ほど目的のときにも話し

ましたけれども、経済的に困難で、学業がなかな

か続けられない、はっきり言えば授業料がなかな

か払えないかもしれない、そういう部分に着目し

て制度設計しているというところもありまして、

基本的に市内であろうと市外であろうと高校生に

つきましては授業料は一定程度無償化で納められ

ているという部分がありますので、基本的にはこ

の制度を検討した際には対象とはしていなかった

ということで御理解願います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御説明いただいた内

容については了解いたしました。ただ、授業料等

の状況につきましてはコロナウイルス感染症のこ

の今の状況であったとしてもなかったとしても同

じ状況であろうと思いますので、高校生の状況に

つきましては、今後コロナウイルスが終息してい

くところがどこになるのかという長期的な見通し

もある中では、やはり地域の状況を吸い上げてい

ただきまして、必要があればその配慮もお願いし

たいというふうに思っております。学生とはまた

違う状況ではありますけれども、状況としては変

わらない高校生もいるということについては申し

上げさせていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 私のほうから今回の一

般会計補正予算（第５号）について何点かお伺い

したいというふうに思います。

今回の補正予算、感染症対策、それ以外のもの
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ということで、歳入歳出約４億 ０００万円の追

加というような補正予算になっておりますけれど

も、歳出についてお伺いをしてまいります。初め

に、４款１項５目環境衛生費、ページ数６ページ、

７ページになりますけれども、墓地・霊園管理運

営事業費４８０万円、この部分についてとなみが

丘霊園の改修工事ということで事業名記載されて

いますけれども、改修の内容についてお知らせを

いただきたいというふうに思います。

続きまして、７款１項１目商工業振興費、ペー

ジ数８ページ、９ページ、がんばる中小企業応援

給付金給付事業費１億３１万 ０００円について、

こちら制度においては、一部新聞報道にも既に出

ておりましたけれども、業種ごとに給付額の差を

設けているということで、また加算額についても

業種によって設定がなされておりました。それぞ

れの給付額及び加算額の算出に係る考え方、根拠

についてお知らせをください。

また、５月８日、臨時会で提案されておりまし

た一般会計補正予算（第２号）の中で、事業継続

支援給付金給付事業費の部分では振込情報登録業

務委託料というものが計上されていたのですけれ

ども、今回のこの事業にはこの委託料が計上され

ていないように思いますけれども、こちらについ

ては事業継続支援給付金の受給した方が受けるの

で、再度登録の必要がないため計上されていない

という考え方でいいのかどうかお伺いをしたいと

いうふうに思います。

あと、併せて今回この事業、可決された後速や

かに事業が行われると思いますけれども、申請の

開始から、また終了までの期間、今段階で分かる

範囲でお知らせをいただきたいというふうに思い

ます。

続きまして、８款土木費、２項４目道路新設改

良費、同じく８ページ、９ページ、徳田１号線道

路改良舗装事業費 ６００万円について、こちら

今回の補正予算、追加議件の補正予算として盛り

込まれた経緯についてお知らせをください。

続きまして、１０款教育費、６項４目文化セン

ター費、ページ数１０ページ、１１ページになり

ます。感染症防止対策事業費 ９２８万円の中の

文化センター冷温水発生機改修工事 ６３９万円

について、こちら感染症防止と冷温機発生機の改

修との関係性、少し分かりづらいので、こちらに

ついて御説明をいただきたいというふうに思いま

す。また、本事業費と、歳入にわたりますけれど

も、財源の関連性についても併せて御説明くださ

い。

以上４点、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、衛生費の

部分のとなみが丘霊園の改修工事の内容について

御説明をさせていただきます。

こちらにつきましては、となみが丘霊園ののり

面の改修工事となっておりまして、今年に入りま

してから点検を行っていた段階でのり面の一部が

崩れているという状況を確認しまして、それで今

回改修工事を行うことにしております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 私のほうからは、

８款土木費に関しまして徳田１号線の今回の補正

の理由という形で質問いただきましたかと思いま

すので、御回答させていただきたいと思います。

徳田１号線につきましては、Ｒ２年度、令和２

年度の予算協議の中におきましても検討させては

いただいておりました。ただ、単独事業でありま

すので、今回令和２年度の当初予算の中で東５号

線という単独路線も盛り込まさせていただいてお

ります。まずはそちらのほうを予算計上させてい

ただいておりましたので、徳田１号線につきまし

ては一旦見送らさせていただいたという経緯がご

ざいます。ただ、そんな中におきまして、今回徳

田１号線、 ６００万円ということで補正させて

いただいているのですけれども、その理由といた

しましては今回、議員御承知のとおり、道路改良
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舗装工事には多額の事業費がかかります。そのた

め、今現状は国の社会資本整備交付金を活用しな

がら進めさせていただいているところでございま

す。今回その社会資本整備交付金の採択がありま

して、決定が来まして、事業料が少し減額となっ

たことから、その事業料の確保に努めるためにも

今回単独事業費ということで徳田１号線の道路を

追加させていただいたということがございます。

それから、やはりほかの経済対策とともに急速

に冷え切っている市内経済の状況の中、こういっ

た公共事業を行わさせていただくことで景気の下

支えもしっかりと支えていきたいなというふうに

思っているのが２点目でございます。

最後は、やっぱり何よりも徳田１号線の道路の

状況です。かなり道路の損傷が激しくて、さらに

は交通量も多いということから、私ども建設水道

部といたしましてはあそこの路線を安全確保する

ためにもハードの面から少し支えさせていただき

たいということで、今回補正のほうを提案させて

いただいておりますので、御理解のほうよろしく

お願いいたします。

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） 私のほうからが

んばる中小企業応援給付金のことについての御質

問に対してお答えいたします。

まず、それぞれの算出の根拠というところでご

ざいます。まず、今回飲食業、バス、タクシー業、

それから宿泊事業、３つのものとそれ以外という

ふうに分けさせていただいています。それ以外と

いうものが今の事業継続支援給付金の考え方を踏

襲しておりまして、今のものが家賃相場等勘案し

て、固定費として月５万円というふうに考えてい

るものでしたものですから、今回は、今の事業継

続給付金が２月から５月までというものを４か月

を対象にしているものですから、今回６月から８

月まで、３か月を対象の期間に追加しようとする

ものなので、５万円の３か月分ということで１５

万円というふうにしております。

次に、飲食業なのですが、これは今のそれ以外

の１５万円を基本に考えまして、北海道の休業要

請に対する協力に対する支援金というところで、

１９時以降のアルコール類を提供することに対し

て、それを提供しないという協力にお応えした場

合に１０万円という給付金を北海道のほうから払

ったと。それを参考にして１０万円を追加をさせ

ていただいて、２５万円というふうに考えさせて

いただきました。

次に、バス、タクシー業と宿泊事業なのですが、

これについてはいわゆる道の休業要請ですとか自

粛要請がありまして、人の移動が制限されたとい

うことで、この２つのカテゴリーの事業者さんと

いうのは特にその影響が大きかっただろうという

ことを考えまして、月々の固定費としての、今５

万円と考えていたものについて倍程度ということ

で１０万円と考えて、その３か月分ということで

３０万円を基本額と考えました。

それから、バス、タクシー業に関する車１台の

基本の金額に対して保有する車両台数に乗じた額

を加算することにしておりますが、その額につい

てはそれぞれ、例えばタクシーであれば普通車で

すとかワゴン車ですとか、そういった車の自動車

税ですとか重量税ですとか点検に係るコストを計

算をして、これそれぞれ車の車種によって変わり

ますけれども、一般的な車ということで計算をし

た上で、年間のコストから３か月分というものを

割り返したときにおよそ３万円が適当かという数

字が出てきたというところです。バスにつきまし

ては、同じような算出で６万円という数字が出て

きましたが、乗合バスにつきましては補助が当た

るというところもありますので、これについては

半額の３万円としたところでございます。

そして、宿泊事業につきましては固定資産税で

すとか都市計画税ですとか、そういったものをそ

れぞれの、名寄市内にある宿泊事業者さん、これ

も推計になるのですけれども、などから１部屋当

たりの平均値を出して、これ当然幅があるのです
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けれども、その幅の中で部屋当たり ５万円とい

う数字を出させていただきました。これがその数

字の根拠となります。

それから、事業継続支援給付金で予算計上して

おりましたシステム料につきましては、これは指

定金融機関さんの御協力ありまして、予算計上し

たのですけれども、前回かからなかったというこ

とで、今回は必要なかったというところでござい

ます。今回は、期間を前回……前回と言ってはい

けないですね。事業継続支援給付金が２月から５

月までの４か月、今回はさらに６月から８月まで、

３か月を追加して、３０％減少するところは２月

から８月までというふうにしているのですけれど

も、その分、８月までなので、今回の申請につい

ては９月末までとしているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 文化センターの冷温

水発生機の改修工事についてお尋ねがありました。

私からお答えをさせていただきたいと思います。

今回、今般国の新型コロナウイルス感染防止対

策の一環として、国のほうから文化施設の感染症

防止対策事業という補助メニューが出ました。こ

の補助メニューの目的としましては、新型コロナ

ウイルスによる自粛において講演の中止や延期、

施設の閉館を実施した劇場等文化施設に対して、

講演等の再開に当たって必要とされる感染症予防

等対策の支援を行うというようなものでございま

す。補助対象事業といたしまして、感染防止事業

ということで、発熱者の確認のための赤外線カメ

ラ装置ということで、これについては先ほど一般

質問でもお答えさせていただきましたけれども、

導入させていただく予定となってございます。ま

た、そのほかに空調設備の改修事業というメニュ

ーもございました。これについては、空調施設の

改修等に関することということでなってございま

したので、ＥＮ―ＲＡＹホールの空調設備につき

ましては何年かに１回定期的にオーバーホールす

るということで施設を長もちさせるというような

ことも考えておりまして、本来でしたら来年度あ

たりにその予算措置をしようとして考えたのです

けれども、オープン以来うれしいことに多くのイ

ベントとか講演で使われてきたということもござ

いますし、またこの間の５月末まで長期間にわた

って閉館していたということもありまして、何ら

かの弊害が出るかもしれないということもありま

したので、そのようなことも考慮しながら今年に

前倒しをさせていただいて、冷温水機発生装置の

オーバーホールをさせていただくということで考

えております。

なお、歳入につきましては教育費の補助金とい

うことで、社会教育補助金ということで、感染症

防止対策事業ということで２分の１の補助という

ことになってございます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁ありが

とうございました。

１つ目の墓地・霊園管理運営事業費、こちらに

ついてはとなみが丘霊園ののり面が崩れたという

ことで、それの改修ということで理解をさせてい

ただきます。

あと、今教育部長のほうからも御答弁いただい

た文化センター費、文化センター冷温水発生機改

修工事、こちらについてはたまたま今回交付金と

改修のタイミングがマッチングしたということで、

交付金、補助率２分の１を利用して改修というこ

とで理解をさせていただきます。金額が少し大き

かったので、お聞きさせていただきました。

７款、商工業振興費、がんばる中小企業応援給

付金給付事業費、こちらについてはそれぞれ制度

の中身、加算額の算出、また給付金額の算出につ

いてはある程度理解をさせていただいたつもりで

おりますけれども、申請期間、先ほど御答弁です

と９月の末までという設定が、お話があったと思

うのですけれども、事業継続支援給付金、こちら

のほうも今月末までの締切りということで、事業

継続給付金も今回補正予算で上がっている新たな
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給付金もちょっと申請期間が短いような印象を受

けるのですけれども、国の持続化給付金、これ来

年の１月１５日までの申請期間ということで、比

較的長い申請期間設定してあるのですけれども、

こちらの申請期間の部分、周知の行き渡らない部

分も含めた対応について、お考えについて改めて

お伺いをしたいというふうに思います。

８款土木費、道路新設改良費、今木村部長のほ

うから御説明いただきました。事業料の確保とい

うところも含めて、今回道路状況も併せての補正

ということで、こちら、今お話ありましたとおり、

これ財源に公共施設整備基金繰入金使った単独事

業ということで理解をさせていただいております

けれども、こちら緊急性高い道路ということで、

予算協議、当初の協議の中でも出てきていたとい

うところがあって、その当時木村部長、財政課長

で、多分見送ったほうなのかなというふうに思う

のですけれども、今回新たに出てきていまして、

ちょっとその辺も含めて改めてお伺いをしたいと

思いますけれども、こちら当初予算の中に盛り込

むといったところは、この記者発表の資料の中に、

当初予算の記者発表の中に先ほども出てきました

東５号道路 ４００万円、北１丁目道路 ７００

万円、南３丁目道路 ２００万円、新規整備路線、

北３丁目で ８００万円、これそれぞれ主要道路

工事出てきていますけれども、今回 ６００万円

ということで、これらの道路よりも金額が予算的

には大きいというところもあったので、ここ当初

予算に盛り込めなかったものなのか、単費で。そ

こ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） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 改めて御質問あ

りがとうございます。徳田１号線につきましては、

先ほどお話しさせてもらったとおり、当初予算の

協議の中でも最終協議まで進んだ路線でございま

す。ただ、その際におきましては、あそこの徳田

１号線と隣接する、路線名が市道南１３丁目、い

わゆる豊栄川の通りございますよね。あそこから

イオン側に交通量が多いということから、やっぱ

り安全対策を少し検討できないかというところも

一つ当初予算で計上できなかった理由でございま

す。それと、東５号線のほうは先に予算を計上し

ているのですけれども、その東５号線につきまし

ては単独事業なのですけれども、起債が該当する

道路事業でございました。今回の徳田１号線につ

きましては、残念ながら交付税措置のある起債が

ありません。そういったところから、当初の中で

は計上できなかったと。この２点が大きな理由か

なというふうに思っておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それぞれの事業の締

切りのところがどうなのかという御質問だったと

いうふうに思います。倉澤議員の言われるところ、

非常に大切なポイントだと思います。我々も対象

者が漏れることなく拾っていきたいという考え方

でありますので。今回の予算見ていただいても分

かるかと思いますけれども、従前事業の補助金は

持つのですけれども、なかなかその宣伝というか、

アナウンスに係る広告費まで見ないというのがこ

の間多かったのですけれども、今回はできるだけ

早く資金、お金が手元に届くというのも含めて、

そういった広告なんかも含めてやらせていただき

ましたし、相談は予算のいただいたその日から、

次の日から土日でしたけれども、そこも含めてや

らせていただいていると。あわせて、携帯も専用

の３台用意させていただいて対応するということ

で、できるだけ皆さんのニーズに、相談に迅速に

対応できるようにという対応を一方でさせていた

だいているということであります。

それと、もう一つは、先ほど言ったように、で

きるだけ早く皆さんにも補助金を受け取ってほし

いというのがあります。それが期限があまり長い

と皆さんも逆に、待ちの姿勢でいられても困るな

というのが実はあって、しっかりとコマーシャル

する、アナウンスをする一方で、締切りも一定期
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間でやらせていただきたいという思いで進めさせ

ていただいているということで御理解いただきた

いと思います。また、これについては経済団体と

も十分打合せをさせていただいていますし、申請

の状況なんかも都度我々のほうで確認をしながら

進めているということでありまして、どうしても

不都合があるということであればこれはまた内部

で検討することもできると思いますけれども、現

状の中ではこの一月の期間の中で何とか拾える人

は拾うということでできるかという見通しである

ということで御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 徳田１号線については、

１６線の交差点の部分の安全確保が整った段階で

の補正というところも含めてお話もありましたの

で、その点で理解をしたいというふうに思います。

商工業振興費、がんばる中小企業応援給付金の

申請期限の関係ですけれども、スピード感を持っ

た対応ということでお話あって、できるだけ早く

ということで、それも併せて周知のほうもしっか

りしていただいて、中にはちょっと申請期限に申

請できないといった方ももしかしたら出てこられ

るかもしれないですけれども、当然申請期限、ど

こかで線引きをしなければいけないというのは理

解しますけれども、できるだけ柔軟な対応してい

ただくお願いして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第２１

号 名寄市議会委員会条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議案第２１号 名寄

市議会委員会条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件につきましては、令和２年４月１日付で下

水道事業の地方公営企業法適用に伴い、事務分掌

の市長部局から分離するため、組織機構の見直し

が行われましたことから、名寄市議会委員会条例

第２条第２項第３号中、経済建設常任委員会の所

管に上下水道室を追加するものであります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 意見書案第

１号 地方創生臨時交付金の追加交付を求める意
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見書、意見書案第２号 雇用調整助成金のさらな

る改善・拡充等を求める意見書、意見書案第３号

新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支

払に困難を来す人々など、すべての人に安心でき

る住居の確保・維持を求める意見書、意見書案第

４号 地方財政の充実・強化を求める意見書、意

見書案第５号 ２０２０年度北海道最低賃金改正

等に関する意見書、意見書案第６号 「子どもの

貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への

復元、教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下

学級」の実現に向けた意見書、以上６件を一括議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外５件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 報告第８

号 例月現金出納検査報告、財務監査（随時監

査）報告についてを議題といたします。

本件につきましては、報告書がお手元に配付さ

れておりますので、これをもって御了承をお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 名寄振興

公社のあり方に関する特別委員会報告を行います。

委員会の報告を求めます。

名寄振興公社のあり方に関する特別委員会、東

川孝義委員長。

〇名寄振興公社のあり方に関する特別委員長（東

川孝義議員） 議長より御指名をいただきました

ので、名寄振興公社のあり方に関する特別委員会

の審査、検討事項の経過と結果を御報告申し上げ

ます。

この特別委員会は、昨年の９月２７日に閉会中

継続審査を行い、名寄市の第三セクターである名

寄振興公社の経営形態、施設整備、振興公社の在

り方について一定の方向性を見いだすことを目的

に設置されました。また、そのときに期間などに

ついては令和元年第４回定例会に提出予定の補正

予算の審査を経て、定例会最終日に委員長報告を

行い、議会の考え方を整理することを確認しまし

た。

第２回委員会では、特別委員会を進めるに当た

っての検討項目の整理を行い、①、温浴施設及び

宿泊施設の現地視察、②、現在提出されている経

営改善計画の再確認、③、第三セクターと行政の

関わり、④、振興公社の経営改善に対する姿勢、

⑤、理事者への適宜な情報確認の５項目について

確認後、現地視察を行いました。

令和元年１０月２３日には、「第三セクターの

運営について」と題して北海道大学の宮脇教授に

よる講演会を開催しました。講演会の中では、第

三セクターにおける成功事例や破綻の要因を取り

上げていただき、第三セクターと行政の関わりな

どについては民間と行政のガバナンスの違いや第

三セクターのジレンマとして株式会社の事業収益

性と地域政策展開の両立を挙げ、地域政策が多く

なったときに行政としてのリスクが伴い、ゴーイ

ングコンサーンをあらかじめ明確にした上で情報

共有を図る必要がある。また、今後検証委員会を

立ち上げるとのことだが、ガバナンスをかける意

味では重要であると話されたほか、民間としての

ノウハウを発揮してもらおうと思えば、行政と考

え方の違うところも認めていかないといけなくな

るので、公共性を少し相対化させないといけない。

競争原理をある程度入れていかないと持続性は出
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てこないし、経営というものも生まれてこない。

指揮監督はマネジメントという部分で非常に重要

だが、それだけで詰めてしまうと行政の一部局に

なってしまうと強調していました。

第３回委員会では、名寄振興公社の役員体制変

更について、令和元年１０月２８日に開催された

名寄振興公社の臨時株主総会及び臨時取締役会を

経て橋本正道副市長が新社長に就任したことの報

告や名寄振興公社緊急運営貸付規則と年次別収支

計画書についての説明を受けるとともに、副市長

の業務負担増への懸念などについての質疑を受け

ました。

第４回委員会では、株式会社名寄振興公社経営

状況等指導・監督・検証委員会設置要綱の説明を

受けるとともに、スキー場は従業員の確保ができ

ず、第４ロマンスリフトについては今季運休する

との報告を受けました。その後、第三セクターの

在り方について、宮脇教授の講演会の内容を参考

に①、名寄振興公社と名寄市のガバナンスについ

て、②、株式会社の事業収益性と地域政策展開の

両立について、③、ゴーイングコンサーン、継続

企業の在り方について、④、継続的な情報共有の

在り方の４項目について委員間議論を行いました。

第５回委員会では、橋本副市長が社長に就任し

た以降の人員及び組織体制の説明に続き、新たに

判明した不祥事などに関する内容として、社会保

険料の未払い、バスの車検切れ運行、ホームペー

ジに関わる成果品の未納、現金出納帳がなく、現

金管理がずさんなどの報告を受け、質疑を行いま

した。

次に、第４回委員会における４項目の委員間議

論の内容を基に振興公社の経営形態、施設整備、

在り方に関して委員間議論を行いました。委員か

らは、組織のていをなしていない。出すべくうみ

を出し切り、どう再生していくか。温浴施設は残

したい。経営は片手間ではできない。組織の強化

が大切。同じような状況が続かないように体制の

刷新が必要。市民にとってのプラス面、マイナス

面から在り方を検討することが必要。民間が公共

性を担えないから、振興公社が運営をしており、

民間企業にお願いをするとしてもすぐにはできな

い。どうあるべきかを認識を一致させる議論が必

要など多くの意見が出ました。この時点における

まとめとして、経営形態については名寄市におい

て振興公社の指導監督を行おうとしているが、株

式会社経営のノウハウをどのように構築をしてい

くのか。今後も第三セクターとして運営すること

に対して継続した検証が必要である。施設整備に

ついては、９月に男性浴場の天井が落下し、応急

処置を施して運営しているが、費用の継続性の確

認と集客増を図っていくならば、早期の改修が望

ましい。在り方については、組織マネジメントを

構築するためにガバナンスの強化やコンプライア

ンスの徹底を優先するという前提で経営改善計画

などに対する考え方を求めていくとの整理を行い

ました。

第６回から第１０回までの委員会は付託議案の

審査で、既に報告をしておりますので、割愛をさ

せていただきます。

令和２年１月１５日には、名寄振興公社経営状

況等指導・監督・検証委員会の外部委員で公認会

計士の渡邊さんを講師に招き、「財務諸表の読み

方と名寄振興公社の状況について」と題して研修

会を開催いたしました。研修会では、企業会計に

おける財務諸表の読み方として資産と負債で構成

する貸借対照表と収益と費用で構成する損益計算

書の押さえるべきポイントをはじめ、名寄振興公

社の経営状況では具体的に１２月に提案された経

営改善計画書に基づくグッドシナリオとバッドシ

ナリオの諸表を用いて、債務超過を解消する方策

などについて丁寧な説明をいただくとともに、貸

借対照表の資産で回収不能となっている資産につ

いては整理をすべきとの指摘をいただくなど、企

業経営について理解を深めることができました。

第１１回委員会では、橋本副市長より振興公社

の運営状況について説明があり、社長に就任して
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以降何回かの訓示の中で名寄市の重要な事業を行

っている公社組織であることの責任と自覚を持つ

とともに、 ０００万円の補助金は公金であり、

その意味を十分に考え、仕事をしてほしいなどと

話した。また、縦割り意識が強く残っており、改

善を進めてきた。なお、これまでに連絡体制や情

報共有の改善を図るため情報ボックスを設置し、

お客様の意見をそれぞれのセクションで確認する

体制を整えたほか、タイムカードを事務室に置く

ことにより各職場の問題把握に努め、問題点があ

れば必ず解決するという体制を取っている。少し

ずつ職員の意識も変わってきており、経営の効率

化も含めて改めて重要な事業担っていることを自

覚しながら進むことが大事であるとの説明を受け

ました。

その後の質疑では、市より派遣されている職員

の勤務体制と業務内容は、派遣期間はいつまでか

の質問に対し、派遣されている職員は主に内部管

理が大前提となっているが、年末年始は稼ぎどき

でもあり、現場の対応も行った。年末年始の出勤

については、本人に不利益が生じない形で対応し

た。また、派遣職員の姿を振興公社の職員が見て、

別の意識を持っていただくことも大きな役割と認

識している。派遣期間については明言できないが、

様々な条件を考慮しながら業務に携わっている職

員と話し合い、対応していくとの説明を受けまし

た。

次に、裁判での経過報告では、債権譲渡に関し

ては相手方に対して３つの提訴を起こしているが、

それに対して相手側も訴訟を提起し、両裁判は旭

川地裁で審理されることになった。また、元従業

員の裁判については、旭川地方裁判所で開始され

た。社会保険料未払いの対応処理については、年

金事務所に未納金額の確認を行っており、分かり

次第適切な対応を検討しているとの報告を受け、

質疑を行いました。

次に、次回の委員会運営に向けて、株式会社名

寄振興公社経営改善計画の経営改善方策、①、組

織体制、経営体制の刷新、経営改善方策、②、コ

ンプライアンス、ガバナンス面の検証、経営改善

方策、③、経営面、会計面の検証に係る進捗状況

について説明を求めることと委員間議論を行うこ

との確認を行いました。

第１２回委員会では、１月２０日以降の振興公

社の経営状況、検証委員会での検証内容と議論状

況などについて説明を受けました。スキー場の利

用状況は、雪不足で１２月下旬のオープンとなっ

たが、道央圏に比べると降雪があり、１月に入り

市外客や外国人を中心に増加したものの、累計で

は前年比で８ ８％になっている。指導・監督・

検証委員会及び経営改善計画に基づく経過では、

公認会計士、弁護士が定期的に振興公社に入り、

関係者の聞き取りや経理面での再精査などを進め

ている。ホテル営業及びスキー場運営の強化を図

るために株式会社マックアースと業務提携してい

る株式会社中西商店より振興公社の企画営業部長

として松木氏の派遣を受け、現状の検証を行い、

従業員への指導などを実施している。セグメント

別会計処理については、今年度の決算見通しをよ

り精緻なものとするべく鋭意努めている。従業員

の社会保険料未払いは年金機構に照会中だが、従

業員からの負担分は引き去り済みである。北海道

市町村職員共済組合指定宿泊施設利用助成券の不

適切な利用は ２８１件、金額で６５６万 ００

０円と判明し、１月末日に返還を行った。不明金

の ２６０万円や東京なよろ会売掛金の９５０万

円、平成２８年度から３０年度の決算状況の再精

査については外部委員と共に作業を進めている。

裁判の経過については、１月２８日の第１回口頭

弁論では市と道が供託している指定管理料の還付

請求を争点に証拠書類と争点の確認が行われた。

次回の口頭弁論は３月１９日の予定などの報告を

受け、確認事項を含めての質疑を行いました。委

員間議論に入る前に、特別委員会の目的と１月２

３、２４日に２班に分かれて開催した市民との意

見交換会の内容について確認を行い、経営改善方
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策の①から③の内容を中心に委員間議論を行いま

した。議論経過では、セグメント別の損益が出て

いない中での結論は難しい。精査中、調査中が多

くある中での財政投入判断はいかがなものか。３

月末までの結論づけとなると、経営改善方策①か

ら③について外部委員を中心にしっかり進められ

ているので、存続を前提とした議論を行うべきで

ある。人災による部分と振興公社の純粋な赤字部

分とを分けて考えるべき。施設面では、リフトな

どについて将来的に市がどのような施設整備を進

めるのかを考慮し、方向性を判断すべき。現在振

興公社で維持管理している施設全部を継続するの

か。分散型にして民間に委ねるかなどの議論は必

要だ。明確になっていないところも多く、判断は

難しい。存続ありきではなく、幾つかの要素に分

けて考えるべき。人員配置なども途上、施設整備

の在り方、指定管理施設を今後も振興公社が担っ

ていくことがどうかも含め方向性を判断すべきだ。

在り方をゼロからでなく、マイナスから考えるこ

とは難しいので、市民説明がつくように不明なと

ころがない形で進めることを求めたいなどの意見

が出ました。議論経過を踏まえた上、論点の整理

を行い、特別委員会の目的である一定程度先を見

据えた議論をどう進めていくのか、会派内での意

見の整理と必要な資料はしっかり求めていくこと

を確認をいたしました。

第１３回委員会では、名寄振興公社の近況、令

和２年第１回定例会での予算の取扱い、不適切な

事案に対しての経過報告に続き、外部委員による

専門的な検証結果と決算状況の再精査についての

報告を受けました。スキー場のオープンは遅れた

が、１月は順調で、リフト輸送も１割増し、２月

も欧米系のスキー客に多く来ていただいている。

宿泊客を伸ばすために営業企画部長を中心に戦略

を練っている。中国からの教育旅行の受入れ準備

をするために２月に関係者が視察に来る予定であ

ったが、コロナウイルスの関係で断念した。また、

３月に予定しているジュニアオリンピックは、振

興公社の経営で大きなウエートを占めており、開

催できなかったときの影響が危惧される。社長に

就任以降社員の意識は変わってきているが、スキ

ーシーズンが始まり、弱点も見えてきたので、セ

クション間の情報共有を重点的に進めている。第

１回定例会での補正予算については、振興公社に

派遣している職員の人件費に関わる負担金を提案

予定で、年度内の資金不足対応は振興公社独自で

借入れを行うとの判断をしている。裁判の関係に

ついては、ＪＳＣとの訴訟状況では１月２８日の

第１回公判で双方の主張と証拠書類の確認を行っ

た。元従業員の裁判では、自動販売機からの窃盗、

旅費の搾取に関わる内容が明らかになり、被告か

ら振興公社に対して示談の申出があったが、今後

の公判の内容などを含め、振興公社としては受け

入れないと話をしているなどの報告を受けました。

次に、外部委員による専門的な検証結果などで

は、帳簿と合わない金額を不明金として処理して

いるが、経理漏れや複式簿記の誤った解釈による

経理処理が多々あった。経理の誤りを全て遡るに

は膨大な時間と労力がかかることから、会計士及

び税理士と協議の上、今年度決算を厳格に精査し、

不突合は一括して特別損益として処理したい。東

京なよろ会ツアー代金は、精査の結果、全て入金

済みであった。コンプライアンス、ガバナンス面

の検証については、外部からの人材確保、検証委

員会の指導などを通じて経理面や原価管理など経

営改善に努めているとの説明を受けました。

その後の質疑では、販売管理費の詳細な説明を、

第４ロマンスリフトを停止しているが、指定管理

料の仕様書との整合性は、経理上の誤りなどを一

括して特別損失とをしていることについて、市民

も含めた情報提供の方法はなど多くの質問が出ま

した。

次に、特別委員会の運営について、決算や経理

の課題が解決されていないことや将来を見据えた

経営改善計画が出てこないなどにより在り方に関

する議論が不足しているため、令和２年６月をめ
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どに特別委員会を継続することについて委員間議

論を行い、継続することで確認がなされました。

第１４回委員会では、振興公社の令和元年度決

算見込みと課題、経営改善に伴う特筆すべき対応、

新型コロナウイルスによる影響と対策、不明金の

解明などについて報告を受けました。令和元年度

の決算見込みについて部門別、セグメント別の分

析を行っており、現時点での見込みの報告となる

が、今期は２つの大きなハードルがあって、一つ

は雪不足であり、もう一つは新型コロナウイルス

の影響であった。その中で、昨年度議決をいただ

いた経営改善補助金 ０００万円、過年度の不明

金、年金保険料未納金などの特別損失を計上し、

当期純利益は ３００万円の赤字、そして債務超

過は ５２０万円を見込んでいる。経費では、人

件費率が高いとの指摘もあり、他部門の業務内容

も含めて見直しが必要と考えている。株主総会ま

でにセグメント別の決算を確定することになるが、

宿泊研修施設の赤字が大きくなっており、総体的

な指定管理料をどのようにしていくのかを精査す

る必要がある。スキー場の休業に伴う休業補償金

について、指定管理施設は市ですべきものとの話

もあり、雇用調整助成給付金に関わる対応を検討

中である。不明金の東京なよろ会ツアー売り掛け

９９５万円はその後の調査で入金されており、残

る ２６０万円の不明金については時間と労力の

関係から特別損失として処理するが、今後も様々

な角度から解明を進めていく。窃盗などがあった

元従業員から１００万円の弁済申出があり、受け

取ることにしたが、示談とは考えていない。社会

保険料の未払いについては、３月末に日本年金機

構へ４４１万円の払込みを行った。残り分は精査

中であるが、従業員などへの不利益はないため特

別損失として処理をするとの報告を受けるととも

に、損益決算見込みの細部にわたる説明を受け、

質疑を行いました。

その後の質疑では、令和元年度の決算見込みに

新型コロナウイルスの影響が含まれているが、コ

ロナの影響がなかった場合どのような見通しであ

ったか。不明金の東京なよろ会ツアー代金は入金

されたとの説明があったが、収入があったとすれ

ば不明金の解明に向けた状況は。セグメント別決

算のめどと資金ショートへの対応は。市職員を引

き続き派遣すると人件費が増えていくが、今後も

計上する見込みがあるのか。振興公社職員が何年

も施設を管理していながらノウハウが足りないと

いうが、なぜか。経理上の不備な問題などへの市

民への関心は高く、株主総会で明らかにするとと

もに、市民に詳しく知らせる機会をつくるべきな

ど多くの質問が出ました。

委員会の最後に５月中旬に株式会社マックアー

スの社長を招き、意見交換会を開催することの確

認を行いました。

令和２年５月１５日には、株式会社マックアー

ス、一ノ本社長を招き、名寄振興公社経営に関わ

る意見交換会を開催しました。株式会社マックア

ースは、国内においてホテル、スキー場、ゴルフ

場などリゾート施設の経営や経営の受託をしてお

り、これまで数多くの経験と専門家としての知見

を基に、①、名寄振興公社のスキー場及びホテル

運営に対する現状の評価、分析、②、スキー場及

びホテルのポテンシャルについて、③、再生する

ための経営戦略と課題についての説明を受けた後、

地域政策の展開を推し進めていくために第三セク

ターに対して行政はどのような関わりを持ってい

くかなど、中長期的な視点と広域的な取組につい

て意見交換を行いました。

第１５回委員会では、これまでの議論経過及び

各種講演会での資料を参考に名寄振興公社の経営

形態、施設整備、振興公社の在り方について一定

の方向づけを行うべく委員間議論を行いました。

委員からは、コロナウイルスの影響もあり、中長

期的な視野で検討すべき。名寄や道北としての財

産を守るべきである。誰のための何のための施設

なのか、どこまでなら継続していけるのか見極め

ることが必要だ。経営形態では、振興公社を今後
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も存続させるなら再構築すべきである。浴場と宿

泊施設の改修に向けての基本設計及び実施設計の

費用を無駄にしないためにも早急に市としての方

向を出すべき。今のままでいくのか、民間に任せ

るのか、振興公社の改善計画は方向性によって相

当変わる。合宿に特化するのか、施設整備ではホ

テルの改修などをやらないと人を呼び込めないの

では。ピヤシリスキー場はすばらしいポテンシャ

ルを持っていると講演で伺った。なくしていくわ

けにはいかないし、足元マーケットをしっかりす

れば未来もあり、やり方や方向性を確実にすれば

可能性はある。名寄市には指定管理について条例

もあるが、請け負った公社はここは守られていな

かったので、行政のチェック体制の強化と振興公

社にも守らせることが必要だ。リフトの老朽化や

施設整備について、お客様第一での安全配慮が大

切であるなどの意見が出ました。

委員から出された意見を正副委員長で整理を行

うとともに、６月２日の議員協議会での説明を踏

まえ、６月３日には一定の方向性を出すことの確

認を行いました。

第１６回委員会では、前日の議員協議会で報告

のあった名寄振興公社の経営状況と損益決算の要

点について説明を受け、質疑を行いました。委員

からは、コロナウイルスの影響がなかった場合、

補助金の ０００万円は妥当であったのか。宿泊

部門、スキー場に関して専門知識と経験のある人

材を活用し、強化、充実を図っていく時期は。足

元マーケット、合宿と大会誘致、そしてインバウ

ンド、３つの集客について経営の中でどのように

バランスを取っていくのか。現場の意識、組織全

体としての意識はどのように変わってきたのか。

系統的な組織体制が必要では。部門別損益の中で

道立公園の営業利益がマイナスだが、その対応は。

特別損失の前年度資産過大計上で複数年度とは。

改ざんされた報告が取締役会にも議会にもされた

ことへの責任の在り方と前社長の６００万円につ

いては。前支配人の責任を追及する範囲は。ほか

のかじ取り役にも責任があるのでは。一連の不祥

事の再発防止策と宿泊部門の赤字解消策はなどの

質問があり、丁寧な答弁をいただきました。

まとめの議論に入る前に、現在名寄振興公社で

運営されている施設は、市民及び近隣住民の憩い

や健康増進に不可欠な施設であり、また名寄市の

重点プロジェクトである冬季スポーツ拠点化の核

となる施設であることから、存続をさせて運営す

るという入り口の考え方について共通認識を図り、

まとめの議論を行いました。経営形態では、①、

各施設の指定管理料の見直しによる公募などの検

討。②、新たな体制を構築するために組織、ルー

ル、人員体制の見直し、また見直しに当たり期限

を設けて組織体制の構築を図る。③、民間のノウ

ハウを有する経営のトップを含めた人員の確保、

役員の機能強化、責任体制の明確化を図る。施設

整備では、①、スキー場及び温浴、宿泊施設は市

内唯一の公共性、公益性の施設であり、利用者の

安全に配慮すること。②、温浴施設については市

民の憩いの場でもあり、過去の基本設計、実施設

計の投資を無駄にすることなく、早期の改修を求

める。③、宿泊施設についてはスキー場運営、合

宿などの兼ね合いを考慮して整備する。④、スキ

ー場については集客状況を考慮して、第４ロマン

スリフトの運行及びナイター営業の検討が必要で

ある。⑤、索道施設の老朽化に伴う計画的な維持

補修と更新の検討が求められる。振興公社の在り

方では、①、一連の不祥事に関する会計、経営の

問題点に対する整理とその対応策が求められる。

②、失った信用を回復するため令和２年度の経営

方針に基づき中期的な経営計画及び戦略の策定が

求められる。③、第三セクターとしての運営継続

を行う場合、出資比率、事業内容、コスト負担の

明確化とセグメント別の損益管理が求められる。

④、長期的な視野に立ってスキー場運営について

は広域的な取組が求められる。

全体を通して、スキー場及び温浴、宿泊施設は

市民及び近隣住民の憩いや健康増進に不可欠な市
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民の施設であり、名寄市の財産の一つであること

も念頭に市民サービスを充実させることが求めら

れます。また、スキー場を含めた関連施設は外部

専門家によるとポテンシャルが高く、地域政策と

の兼ね合いを考慮して、足元マーケットを大切に

しながら合宿などの誘致、インバウンドへの施策

展開が必要と考えます。名寄市の重点プロジェク

トの一つであります冬季スポーツ拠点化事業の核

となる施設であることから、そのことを念頭に置

いての施策推進を求めることで名寄振興公社のあ

り方に関する特別委員会での方向づけが確認をさ

れました。

なお、名寄振興公社にはこれら施設、市民の財

産を管理運営する上で市民理解が得られるよう市

民が利用する立場に立った管理運営が必要となり

ます。

第１７回及び第１８回の委員会は、付託された

議案に係る審査で、委員長報告のとおりでありま

す。

終わりになりますが、名寄振興公社のあり方に

関する特別委員会は、昨年の９月２７日に設置さ

れ、２件の付託された議案の審査を含めて１８回

開催してきました。この間、議会全体としての市

民説明は１月の意見交換会のみであり、二元代表

制の一翼を担う私たち議員もあらゆる機会を通じ

て市民の皆様へ情報発信を行っていく責務がある

と思います。また、委員会運営に当たり至らない

点が多々あったと思いますが、委員皆様の真摯な

議論、そして説明員皆様の丁寧な答弁によりまし

て名寄振興公社のあり方に関する特別委員会の目

的であります経営形態、施設整備、在り方に関し

て一定の協議を終えることができました。改めて

関係者の皆様に感謝とお礼を申し上げ、名寄振興

公社のあり方に関する特別委員会の報告とさせて

いただきます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で名寄振興公社の

あり方に関する特別委員会報告を終わります。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和２年第２回定例会を閉

会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３５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 高 橋 伸 典

署名議員 東 川 孝 義


