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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

６番 今 村 芳 彦 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。

コロナ禍における事業及び予算の執行状況につ

いて外１件を、倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきました。通告順に従い、

大きく２点についてお考えをお聞きしてまいりま

す。

質問に入る前に、この地域においてこの間新型

コロナウイルスの感染拡大に配慮しながら業務に

当たられている医療、介護、また各種サービス業

に従事されている皆様、併せて各種相談、また定

額給付金支給事務、マスクの配送など通常にはな

かった業務に当たられている保健所、市役所、郵

便局の職員の皆様をはじめとする感染防止対策に

従事されている全ての公務労働者の皆様にこの場

を借りて心からの感謝を申し上げるとともに、敬

意を表させていただきます。

それでは、質問に入ってまいります。大項目１、

コロナ禍における事業及び予算の執行状況につい

てと。昨年度末からこれまで新型コロナウイルス

感染拡大の影響により本市における様々な事業や

各種イベントが実施を取りやめている状況が続い

ておりますが、そこで小項目１、本年度において

中止、または中止が見込まれる事業についてお伺

いをいたします。本年度実施を計画し、予算計上

していた事業で、現時点において既に実施を取り

やめた、また取りやめを決定した名寄市、名寄市

教育委員会主催事業及び補助金、負担金の交付団

体等の主催事業についてお知らせをください。

続きまして、小項目２、代替事業の検討状況に

ついてお伺いいたします。中止となった各種事業

において、その事業に代わる感染拡大につながら

ない代替事業について決定、もしくは検討されて

いるものがあれば、現在の状況についてお知らせ

をください。

小項目３、歳入歳出予算の組替えについてお伺

いをいたします。中止となった事業について、今

後において代替事業が組まれず、その事業に計上

していた予算の執行がなくなった、また執行の見

込みがなくなった事業費を年度内の補正予算の中

で減額し、款項またぐものも含め感染症対策等に

係る事業の財源としての組替えについてのお考え

についてお知らせをください。

次に、大項目２、公共事業と施設整備について

と。本年４月より名寄市のまちづくりにおけるグ

ランドデザインを示す見直された名寄市都市計画

マスタープラン、またそれに包含される名寄市立

地適正化計画の計画期間がスタートし、人々が集

いにぎわう魅力と活力にあふれた拠点づくり、将

来にわたり安心、快適に暮らせる市街地づくりを

実現するための誘導施策の実施、また誘導施設の

配置に期待が持たれるところです。

そこで、小項目１、立地適正化計画に係る施設

整備についてお伺いをいたします。先般加藤市長

の行政報告にもありましたけれども、今年度実施

予定の建築課予定委託業務として、瑞生団地整備

事業基本設計業務委託及び保育所整備基本設計業

務委託がそれぞれ建設工事等の発注予定表の中に

記載がされており、瑞生団地整備事業については

７月から来年の２月、保育所整備については８月

から来年の２月の予定工期となっております。い

ずれの施設もさきに申し上げました名寄市立地適
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正計画に係る居住誘導区域、都市機能誘導区域と

の連動が伴う施設であると考えますけれども、発

注予定表の事業の中でも発注が間近に迫る中で、

この２つだけ場所が未定となっているといったと

ころから、それらの施設の建設場所の検討状況、

基本設計から実施設計、また施設の供用に向けた

スケジュールについてお知らせをください。

小項目２、当初予算と予定価格の積算について

お伺いいたします。名寄市の公共事業における今

年度執行された入札について、掲示されている入

札結果を拝見していると、入札の不落などが複数

件見られます。当初予算の積算と発注時の予定価

格の積算との整合性についてお伺いをいたします。

最後に、小項目３、公有地等の活用についてお

伺いをいたします。本年２月２５日、名寄庁舎に

隣接していた名寄警察署が新庁舎へ移転をしまし

たが、予算委員会の中、総括質疑でも出ていたと

記憶しておりますけれども、旧警察庁舎の用地に

ついて、老朽化がさほど進んでいない武道の訓練

を実施していた道場棟の活用を含め取得に向けた

考えについてお伺いをいたします。

また、大橋地区にある名寄市食品加工流通団地

について、当初名寄市土地開発公社において造成、

また企業誘致を含め食品加工、製造業を中心に分

譲を行い、現在に至っていますが、現在団地の区

画２筆が遊休市有地として、売却物件としてホー

ムページに掲載されております。売却に当たり、

用途及び製造業や食品加工業との業種の指定のお

考えはあるのかお伺いをいたします。

以上、この場からの発言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） おはようございます。

倉澤議員からは大項目で２点にわたって御質問を

いただきました。大項目１と大項目２の小項目３

は私から、大項目２の小項目１及び小項目２は建

設水道部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは初めに、大項目１、コロナ禍における

事業及び予算の執行状況について、小項目１、本

年度において中止、または中止が見込まれる事業

について申し上げます。御案内のとおり、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、本市にお

きましては予定していた多くの事業が中止や延期、

または規模を縮小して開催せざるを得ない状況と

なりました。御質問の現在までに中止となった、

または中止が見込まれる主な事業としては、４月

３０日にＥＮ―ＲＡＹホールで予定していた「新

・ＢＳ日本のうた」の収録、５月２７日に予定し

ていたチャレンジデー、６月１９日、２０日に予

定していたふうれん白樺まつり、毎年７月１０日

に開催している平和音楽大行進などが挙げられま

す。また、中止ではありませんが、例年５月下旬

に開催しているなよろアスパラまつりは、なよろ

アスパラまつり特別企画として感染拡大防止の観

点を踏まえた内容での実施となりましたし、５月

３日に予定していた憲法記念ハーフマラソンは現

状で延期とし、９月頃の開催を目指して調整して

いるところでございます。

次に、小項目２、代替事業の検討状況について

申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で中止となった各種事業の代替事業について

は、実行委員会などの事業実施主体で検討してい

るものと思いますが、現状において把握している

事業はありません。新型コロナウイルス感染症対

策がいまだ先行きが見通せない状況の中、感染拡

大防止策であるいわゆる３密の回避や準備期間の

確保、他行事との調整など一旦中止となった事業

の代替事業の実施は難しいと思われますが、議員

おっしゃるとおり、主催団体において創意工夫の

中、感染拡大につながらない形での代替事業を実

施する場合には市として支援していきたいと考え

ております。

次に、小項目３、歳入歳出予算の組替えについ

て申し上げます。本市では、新型コロナウイルス

感染症拡大に関して経済対策をはじめ様々な支援

策を実施しておりますが、これらはいずれも急を



－96－

要するものであり、令和２年度一般会計予算など

の補正予算の審議の中で財源はいずれも財政調整

基金など基金を計上させていただき、御議決いた

だいたところでございます。新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により中止となった事業の予算

執行残については、感染症対策を含めて様々な事

業に活用すべきものと考えております。今後新型

コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動の両

立を図るための新しい生活様式の推進に当たり、

予算の組替えを含めて限りある財源を有効に活用

しながら様々な施策に取り組んでまいります。

次に、大項目２、公共事業と施設整備について、

小項目３、公有地等の活用について申し上げます。

名寄庁舎に隣接している旧名寄警察署用地につき

ましては、名寄警察署移転後市で跡地利用したい

旨希望を伝えておりましたが、北海道警察より名

寄警察署施設のうち道場棟においては建築年次が

新しいことから、残存価格が残っており、まずは

北海道の他部局や名寄市を含む公共団体で活用す

る予定がないか確認することとしている旨回答が

あり、道場棟においては北海道の規則上残存価格

での売却とならざるを得ないこと、また使用する

には別途電気、水道等の工事が必要となる旨説明

がありました。本市としましては、道場棟を会議

室や倉庫として活用できないか検討したところで

ございますが、多額の費用を要して道場棟を取得

し、改修工事を行うことはできないと判断し、そ

の旨北海道警察に報告したところでございます。

その後、令和元年１１月、北海道より道有未利用

地の取得希望について照会があり、施設解体後の

土地取得を希望する旨回答しているところでござ

います。

次に、食品加工流通団地についてでありますが、

御質問のとおり、流通団地内の２区画について売

却先を公募しております。売却条件は、他の売却

用地と同様、契約後５年以内の有効活用、更地の

ままの第三者への移転禁止等となっており、流通

団地のみの条件設定はございません。市としまし

ては、流通団地造成の趣旨にのっとり、企業進出

により市内に雇用が発生することが一番望ましい

と考えておりますが、未利用市有資産を有効に活

用するため広く売却先を公募しているところであ

ります。今後につきましても当該未利用地につき

ましては企業誘致と売却の両立を進め、未活用財

産の活用を図ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解願います。

私からは以上です。

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） おはようござい

ます。私からは、大項目２、公共事業等施設整備

について、小項目１、立地適正化計画に係る施設

整備について申し上げます。

名寄市立地適正化計画は、人口減少や厳しい財

政状況の中で持続可能な都市経営を目指し、都市

機能を集約する都市機能誘導区域や人口密度を維

持することで行政サービスの持続的な提供を目指

す居住誘導区域を設定し、コンパクトなまちづく

りに向けた取組を進めようと策定したところであ

ります。これからの公共施設の整備においては、

こうした誘導区域を十分に考慮し、名寄市公共施

設等総合管理計画などとも連携しながら施設の再

配置や複合化などに取り組んでいく必要があるも

のと認識しているところでございます。そのため、

本年度より事業開始となる瑞生団地整備事業や保

育所整備事業においては、将来的なまちづくりの

視点から立地適正化計画の考え方に基づいた拠点

形成の実現を目指し、市民の利便性や機能性の高

い役割を担う施設となるようその建設場所につい

ては総合的な見地から適地の選定を行い、瑞生団

地については７月下旬までに、保育所については

８月中旬までに建設場所を決定し、議会や市民の

皆さん、利用者の方にお示しする予定でおります。

次に、今後のスケジュールですけれども、両施

設とも本年度中に建物の配置や平面構成など施設

の基本性能を整理し、令和３年度の実施設計で詳

細設計をまとめ、その後建設工事に進んでいきた
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いと考えております。

次に、小項目２、当初予算と予定価格の積算に

ついて申し上げます。当初予算における積算方法

ですが、工事案件で申しますと、まず国や北海道

が示す積算基準などによって事業の数量をはかり、

この数量に北海道が作成している標準単価や業者

の見積りから単価などの算定を行い、これに次年

度の物価変動などを見込み、確実にその業務を遂

行できる総額として予算の積算を行っているとこ

ろです。ただし、予算段階では詳細な事業計画が

決まっていない場合や整備数量など不確定な事業

もあることから、そうした場合においては過去の

同種事業の実績などから概算量を見込んで積算す

ることもあります。また、予定価格は競争入札に

付する事項の価格の総額であり、入札時の落札基

準となるものであります。この積算方法は、予算

段階の積算資料を基に北海道の標準単価や最新の

労務単価及び資材価格などから積算したものが予

定価格となっております。予算及び予定価格のど

ちらの積算においてもその時々の分かり得る情報

により積算しているところでございます。引き続

き今後におきましても適正な積算に努めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。

初めに、大項目１のコロナ禍における事業及び

予算の執行状況についてということで、小項目１、

中止が見込まれる事業等について今総務部長のほ

うから何事業かお知らせがありました。この間感

染症対策本部が設置された当初、中止とする事業、

各種イベントの一覧等がホームページに記載され

ていた経過があったと思います。３月３日付ぐら

いで出た部分、今もう削除して、見ることができ

なくなっておりますけれども、今後における事業

の中でそうした中止、また中止と見込まれる事業

の一覧等、市民に向けてのお知らせという観点で

整理をしながら周知をしていくというお考えにつ

いてはいかがでしょうか。

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） 対策本部の関係

ですので、ちょっと私のほうから、事務局担当し

ているということで、報告させてもらいます。

イベントの関係につきましては、特に夏場のイ

ベントが多くありまして、それにつきましては市

の主催、市が実行委員会の事務局になっていたり、

全く別の実行委員会やっている部分があって、た

だ市民にとっては名寄市のイベントということで

位置づけられているイベント多々あります。そし

て、決定の時期についてもそれぞれまちまちであ

りますので、一覧表で公開していくと、随時追加

というふうになってきますので、個別な周知に一

括ですね、今後ちょっと対応していきたいなとい

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） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今年度においては文化、

芸術関係の事業については当初からお知らせ等が

されていない状況もあったと思いますが、毎年定

期的に開催されている事業、市民も楽しみされて

いる事業もあると思います。また、事業者の皆さ

んもそのイベントに合わせた企画を考えたりとい

ったところもありますので、ちょっと一覧にまと

めることがなかなか難しいと。その都度加除が出

てくるといったところもあるとは思いますけれど

も、周知の方法について御検討いただきたいなと

いうふうに思います。

関連して、今年度中止、もしくは中止見込みと

した事業の部分に予算として計上していた部分、

予算額ですけれども、また事業の実施主体に対す

る補助金、負担金の額の総額等について現段階で

把握している状況があれば、お知らせをいただき

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） 中止となった、もし
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くは中止の見込みである事業の多くにつきまして

は、実行委員会を組織して企画しているような事

業でございまして、中止になったとしても事務経

費ですとか予算が執行されている場合があるとい

うことを聞いております。事業によっては、先ほ

ど申し上げました代替事業の実施も予定されてい

る部分もあろうかと思います。今現状におきまし

て、予算の執行状況ですとか執行残の見込みにつ

いては今現状では把握していないということで御

理解いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 現時点での部分につい

て把握されていないというところについては、了

解をいたしました。代替事業の検討状況も含め、

できるだけ市民に分かりやすい形で周知をする努

力をお願いをしていきたいと思います。

あと、小項目の３に移りますけれども、歳入歳

出予算の組替えについてということで、こちらに

ついては第１回定例会の中で提案された一般会計

の補正予算第１号に始まり、今定例会の最終日に

提案予定の補正予算第５号まで、これまでの財政

調整基金の総額、これ間違っていたらごめんなさ

い。約３億３００万円、これの充当先、全ては感

染症対策ではないと理解はしておりますけれども、

先日の議員協議会の中で説明のあった感染症対応

地方創生臨時交付金、１億 ２２８万 ０００円

を既に実施されている感染症対策事業に充当する

との実施計画が示されました。充当した際のさき

に財源としていたこの財政調整基金をはじめとす

るの当初財源の取扱い、この考え方についてお伺

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるとお

り、当初の予算では財政調整基金などの基金を予

算計上していたというところなのですが、国のほ

うの臨時特例交付金につきましては、議員協議会

でもお話ししたとおり、６つの事業の予算に充て

るという形で御説明したところでありまして、基

本的には当初財政調整基金などで計上した部分に

ついてはそちらの交付金がいただけるので、充当

事業とさせていただいておりますので、そちらの

ほうに充当するという部分と、あとこれからの、

二次の分は、追加の部分についてはまだ金額は示

されておりませんけれども、同じような形でさせ

ていただくのだろうと考えております。ただ、そ

れでも足りない部分、不足している部分もあろう

かと思いますし、今後も、いまだこのコロナ感染

症については先行きを見通せない状況でございま

して、さらにまた支援が必要な部分も出てこよう

かと、そういう部分もありますので、財政調整基

金につきましてはその状況を踏まえて積み戻しな

り、そういうことを考えていきたいということで、

現状としてはそのままという形で考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 財政調整基金も含めて

当初の財源についての考えについてお伺いをしま

したけれども、先日の国会でも新たに２兆円の交

付金、可決されて、今後地方にそれぞれ配分され

るといった状況になるというふうに思いますけれ

ども、感染症対策については名寄市の独自の事業、

これまで主にソフト面が中心としていたところも

あると思います。昨日の質疑の中でも教育部長の

答弁で学校施設において今後交付金を利用した網

戸の設置等の部分についても言及がございました

けれども、今般様々なコロナ対策の今後の部分で

新北海道スタイルであったり、新しい生活様式と

いった部分も推奨されているといったところもご

ざいまして、この重要な事務に当たる職員の皆さ

んが勤務する庁舎の環境整備についても進めてい

くといった必要があるというふうに考えておりま

すけれども、こちらについては職員の健康管理は

もとより、来庁された市民の皆様の安全、安心を

確保するといった上でも必要というふうに考えて

おりますけれども、換気も含めた庁舎の空調等の
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整備についてのお考えについてお伺いしたいと。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 名寄庁舎、風連庁舎

あるのですけれども、庁舎の環境につきましては

夏は暑く、冬は寒く、老朽化も進んでいるという

部分も御案内のとおりでございます。空調環境の

整備につきましては、名寄庁舎も考えられるとこ

ろなのですが、基本的にはまずは学校ですとか大

学、あとお年寄りですとか子供たちが集まるよう

な施設、そういうところが優先的に整備されるも

のなのだろうなというところで考えておりますの

で、御理解をお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 各施設が順次整備され

ているというところは、十分認識をしております。

空調設備については無理というふうなところでお

話がありましたけれども、学校現場のように網戸

等の対応についてはさほど経費もかからず、期間

も短くできるのではないかというふうに考えてお

りますけれども、そちらについての考え方、いか

がでしょう。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 網戸についての御質

問でございました。特に夏の夜の会議もあったり、

あと職員の夜の勤務もありまして、そのときには

窓も開けられず、まさに暑い環境整ってありまし

て、健康管理もなかなか難しいところもあるのか

なというのは議員おっしゃるとおりなのだろうな

と思います。ただ、過去に網戸については経費を

一度積算したことがあったというところで、名寄

庁舎におきまして１階から４階まで全ての窓に網

戸を設置の場合は一定程度のお金がかかるという

のは出ているところもあります。今現状におきま

して、名寄庁舎の整備に当たりまして今の現状で

大がかりな整備といいますか、お金が、多額の経

費がかかるような整備がなかなかちょっと難しい

ところもあるのかなというところも考えておりま

す。それにつきましては、内部でまた協議させて

いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今総務部長からお話あ

りましたとおり、夜間勤務に当たられる職員、ま

たこうした状況の中で常時マスクの着用も推奨さ

れているといった状況もありますので、そうした

職員の健康管理、また来庁者への対応も含めて整

備のほうの御検討、ぜひともよろしくお願いした

いというふうに思います。

続いて、大項目２、公共事業の施設整備につい

てお伺いをしてまいります。ちょっと順番逆にな

りますけれども、小項目２の当初予算と予定価格

の積算についてということで、積算の部分につい

てのところについては、状況については理解をさ

せていただいたところであります。ただ、既に入

札が執行されました、ちょっと予算委員会でもお

聞きしたかというふうに思うのですけれども、市

場の解体業務、当初予算１億 ０００万円という

金額が計上されておりまして、実際落札された価

格については消費税含めて１億 ０００万円強、

大体 ０００万円近い差が出てきているといった

入札結果が見られたというところで、こちらにつ

いての、大きな金額の予算との差が出た要因につ

いて改めてお聞き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） 今倉澤議員のほ

うからは先日入札が終わりました市場の解体の関

係で御質問いただいたかと思っています。議員お

っしゃるとおり、市場の解体につきまして予算額

１億 ０００万円ということで計上させていただ

いておりますけれども、今回その積算に当たりま

しては予算協議段階におきまして市場の解体に伴

って既存図書の不足というものがありましたため、

不足によりましてくいなどの目視確認ができない

部分についてその仕様が不明でございました。そ

のため、この部分の解体量を予測して予算のほう

令和２年６月１８日（木曜日）第２回６月定例会・第４号
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積算させていただいたところでございます。さら

には、そういったことから解体事業量が増えても

工事を停止することなく、円滑に解体を進められ

るような対応ということで、１億 ０００万円予

算を計上させていただいておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 予算委員会でも同様の

答弁をいただいていたというふうに思います。積

算に対する資料が不足していたといったところが

ございましたけれども、予算委員会、３月末に行

われて、入札、１か月足らずの間で実施がされて

いるといった状況がありますけれども、この１か

月の間の部分でそうした金額の部分の差が出てく

るといったところにおいては、もう少し予算の積

算段階、資料の不足といったところもあるかもし

れないのですけれども、その辺の資料の管理も含

めてなるべく正確に近い予算要求、積算について、

こちらについてはお願いをしたいというふうに思

います。

小項目１に戻りますけれども、立地適正化計画

に関わる施設整備ということで、２つの事業、瑞

生団地、保育所整備ということで、それぞれ建設

場所について示されていないということでお聞き

をさせていただきましたけれども、それぞれ予定

する設計業務に係る予算、金額がありますけれど

も、その積算、この２番目、小項目２と関連しま

すけれども、積算を行う上で一定程度施設の規模、

面積等も想定しながらの積算ということになって

いると思うのですけれども、施設規模、瑞生団地、

保育所、それぞれの規模の施設を建てるに当たっ

て当然それなりの敷地が必要となってくるといっ

たところがあると思います。今後建設場所につい

ては示されるというお話ありましたけれども、現

在行政のほうで候補地としている具体的な場所に

ついて、現段階での状況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。

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、

瑞生団地のほうの候補地についてのお話をさせて

いただければと思っています。

瑞生団地につきましては、まず既存の入居者の

方が住み替えをする住宅を建設するということが

大きな目的かなというふうに思っております。つ

きましては、入居者の意向というところをまず第

一に考えさせていただきながら、先ほどお話しさ

せてさせていただきました立地適正化計画の居住

誘導区域の配置をというところを基本に考えさせ

ていただきまして、その中で市の遊休地の中から

検討させていただき、現時点におきましては旧西

町団地跡地を候補地、想定地とさせていただいて、

過日瑞生団地の入居者の方の説明会させていただ

いておりますけれども、その中におきましてもそ

こが今想定されている土地ですよということでお

知らせはさせていただいているところでございま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私のほうから保

育所の整備事業についてですけれども、立地適正

化計画における都市誘導区域内ということを基本

としながら、今回南保育所の建て替えということ

でありますので、南方面ということであります。

議員からありますように、一定のやっぱり敷地が

必要ということになりますから、当然市有地のと

ころで考えますと現在の南保育所に隣接している

市有地、または南広場というところを想定して、

今後いろんな検証しながら進めていきたいと考え

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ今建設を想定

する候補地についてのお話がありましたけれども、

瑞生団地については入居者含めての説明をもう既

に行っているといったところがあって、現実的に

その場所に建つのが近いのかなというところでは

理解をさせていただきます。
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保育所に関して、今小川部長からもありました

けれども、南地区、現地建て替え、また南広場も

含めて今後検討していくといったところもお話が

ありましたけれども、これも以前お話をさせてい

ただいておりますけれども、建設場所の決定に当

たっては当然基本設計と並行して行うということ

で、スピード感持っていかなければ実施設計に間

に合わないといったところもあると思いますので、

しっかり地域の方と協議を行いながら建設場所の

決定に取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。

最後の小項目３、公有地の活用について改めて

お伺いをしてまいりたいというふうに思いますけ

れども、総務部長のほうから答弁で道場棟に関し

ては改修も含めて多額の費用がかかるというよう

なお話があって、建物、そのまま付随して購入す

るといったお考えはないという御答弁だったとい

うふうに思いますけれども、これ更地になった後

は、解体がいつ行われるかというところもありま

すけれども、今年度中も含めて取得のお考えある

のかどうか改めてお聞きをしてまいりたいと。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 基本的には更地にな

った段階で購入希望あるとして回答しているとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） そこの部分は優先的に

名寄市に売却していただけるような協議になって

いるのかをお聞きしたい。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 優先的な取得というと

ころまでの協議には至っておりませんけれども、

公共団体同士の土地のやり取りということであり

ますので、その辺も含めて次の協議に進んでまい

りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 更地の状態で優先的に

買い取れるかどうか現段階ではまだはっきりして

いないといったところなのかもしれないですけれ

ども、こちら購入するとした場合の活用方法につ

いてはどうか考えているかお聞きしたいと思いま

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） 今の段階で購入でき

るかどうか分からないという部分はあるのですけ

れども、今現状でまず最初に考えられるのは例え

ば来客者の駐車場ですとか、取り急ぎそういう形

で実施をできるのかなという部分はあります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 駐車場の活用も含めて

検討しているといったところの御答弁ありました

けれども、将来的に庁舎の建て替え、いずれはこ

の議論していかなければいけないといったところ

もありますけれども、ここの現地建て替えも見据

えての取得というふうなお考えあるのかどうなの

かお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現実にこの庁舎をいつ

建て替えるかということについては、まだ庁内の

議論が調っておりませんが、立地適正化の作業を

進めている中で、いわゆる都市のスポンジ化とい

うことがありまして、空き地が点在していくとい

う状況にあります。警察署の跡地については、行

政庁舎であるこの庁舎に隣接しているということ

もありまして、将来的にどうなるか分かりません

けれども、柔軟に対応できると。一定の面積があ

るということで、これは購入したほうが有利に働

くのではないか、そういうような中での検討して

いるということであります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 購入するといった部分、

現実的になるとすればぜひとも有効的に活用して

いただきたいというふうに思いますけれども、庁

舎の建て替え議論もなかなか進んでいかないとい
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った状況があると思いますので、そこも、先ほど

の環境整備の部分でもお話ししましたけれども、

早い段階でのスタート切っていただけるようにこ

この部分についてはお願いをしておきたいと思い

ます。

あと、先ほどお話ししました食品流通団地の関

係でございますけれども、市場の解体、先ほど積

算の関係でお話をさせていただきましたけれども、

解体後の状況、取扱いについてですけれども、自

衛隊の官舎の建設といったところが報道等でさき

に出ておりましたけれども、こちらについての解

体後の売却、また施設の建築の状況、防衛省なの

か、防衛整備局なのかあれですけれども、ちょっ

と分からないですけれども、そちらのほうとの協

議の状況、現時点で分かればお知らせをいただき

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 旧公設市場解体後の

用地についての御質問だったと思います。市場に

つきましては、平成２５年８月から冷蔵施設、競

り場の一部を除きまして営業を停止しておりまし

て、自衛隊さんより宿舎建設用地として当該用地

の活用についての照会がありまして、協議を進め

てきたところでありまして、旧公設市場卸売市場

の解体工事が１２月１６日までの工期で、５月８

日に着工したというところでございます。今後の

スケジュールでございますけれども、これから北

海道防衛局と用地の売買に向けた協議を進めてい

くというところでありまして、コロナの関係です

とかいろいろありますけれども、現在の予定では

１２月の第４回定例会におきまして売却条件など

を議会にもお示しできるものと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ４定で状況についての

お知らせできるというようなお話があったと思い

ます。１億 ０００万円解体にかけて、市税を投

入しての解体、市の財源を使っての解体というと

ころになりますけれども、できるだけ売却に関し

ての価格交渉については、もちろん施策的な部分

はあるというふうには理解をしておりますけれど

も、できるだけそうした費用も転嫁しての売却交

渉に臨んでいっていただきたいなというふうには

考えておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。また、建設に関して、これも以前お話をして

おりましたけれども、防衛の事業でありますから、

業者の指名等の部分では関われないというふうに

思いますけれども、できるだけ市内の事業者に建

設、土木も含めて事業が配分されるようなところ

も併せて協議の中でお話をいただければというこ

とについては、お願いをしていきたいというふう

に思います。

また食品流通団地の取扱いの件、以前のように

企業誘致といったところでの積極的な活用、業種

の指定等は売却に際しては行っていないというよ

うな御答弁だったというふうに思いますけれども、

今後企業誘致、王子マテリア名寄工場の生産品集

約の関係もあって、市内の企業がなくなっていく

といったところも今後考えていかなければいけな

いといったところでは、企業誘致について改めて

力を入れて取り組んでいく必要があるというふう

に思いますけれども、最後企業誘致についての考

え方、こちらについて名寄市の考え方についてお

伺いして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 企業誘致の考え

方ということでの御質問でございました。企業誘

致については、名寄市企業立地促進条例に基づい

て市がさせていただいております。この企業立地

促進条例につきましては、昨年度末に中小企業振

興審議会に諮問させていただいた商工業振興基本

計画の検討に併せてこの在り方についても検討さ

せていただくこととしておりますので、その中で

この企業誘致についても考え方を整理させていた

だきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。
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〇２番（倉澤 宏議員） 助成事業については、

理解をしているつもりでいます。積極的な企業と

のやり取りも含めて、名寄市の環境、気候も含め

てＰＲをしながらの企業誘致について各企業のほ

うにお知らせをしていただけるようにお願いをし

ていきたいと思います。

以上で質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

環境問題の認識とごみ削減への取組について外

１件を、五十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目２点に

ついて順次質問させていただきます。

まず初めに、大項目１、環境問題の認識とごみ

削減への取組についてであります。国連では６月

５日を世界環境デーと定めており、日本では６月

の１か月間を環境月間とし、様々な環境の取組の

啓発活動が行われております。ここ数か月の間、

新型コロナウイルス感染症によるステイホーム週

間により自宅で過ごすことが多くなり、肉のトレ

ーや野菜のビニール包装といったプラスチックな

どの生活ごみが増え、いかにごみを排出している

かを考えさせられました。また、不用品の整理を

した方も多くいらっしゃるでしょう。このような

背景からか、家庭から出されるごみの排出量が増

えているとの報道も聞かれました。収集作業され

ている方におかれましては、感染リスクもある中

で休むことなくごみの収集をしていただいたこと

に心より感謝を申し上げます。また、それと同時

にごみを減らす取組をいま一度考えるときではな

いかと思い至りました。

そこで、小項目１、海洋プラスチック問題への

認識と取組についてお伺いします。本年７月１日

からプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋が有

料化となります。以前からスーパーではレジ袋が

有料化されておりましたが、２週間後の７月１日

からは、プラスチック製買物袋を扱う小売業を営

む全ての事業者が対象となります。この背景には、

プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な問題

となっていることが挙げられます。世界経済フォ

ーラムによりますと、年間少なくとも８００万ト

ンものプラスチックごみが海に流れ込んでいて、

また海には既に１億 ０００万トンものプラスチ

ックごみがあり、２０５０年にはそれが海にいる

魚と同等以上にまで増えると予測されています。

５ミリ以下のマイクロプラスチックも深刻な問題

となっています。これは、歯磨き粉や洗顔料など

に混ざる小さなプラスチック粒子やビーズクッシ

ョンの中材として使用するために製造されたもの

が下水道や河川を通して海に放出されています。

また、海岸に打ち寄せられたプラスチックごみが

紫外線や波の影響を受けて、長い年月をかけて分

解されるなどしてつくられたものもあります。マ

イクロプラスチックは、発がん性や突然変異を引

き起こすとされる化学物質や有害物質を吸着する

ことが知られています。それらを魚やプランクト

ンが食べ、最終的には人間が摂取することになり

ます。日本におけるプラスチックごみは、これま

で海外に輸出してリサイクルするという体制を取

ってきたそうですが、中国の廃プラスチック輸入

禁止により他のアジア諸国においても受入れが困

難な状況になるのは必須です。海洋プラスチック

と聞くと、山に囲まれた名寄に住んでいる私たち

にとって遠い問題のように感じるかもしれません

が、町中に捨てられたレジ袋やペットボトルなど

のプラスチックごみの一部が雨水などと一緒に排

水溝に流れ込み、河川を経由して海に流れ込んで

いると見られています。今やプラスチックなしに

は生活できないほど私たちの周りにはプラスチッ

ク製品があふれています。以上のような状況を踏

まえれば、自治体においてもプラスチック排出を

抑制すること、排出したプラスチックが河川ない

しは海に流出しないようにすること、回収したプ

ラスチックごみをきちんとリサイクルしていくこ

とを意識していかなければならないと感じており
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ますが、本市の認識についてお伺いします。海の

ない本市においても他人事ではなく、自分たちの

問題として個人、団体、企業、行政がそれぞれの

立場でできる取組を行う必要があると考えますが、

現在行われているプラスチックごみの削減をする

ために取り組まれていることがあれば、お伺いし

ます。

次に、小項目２、生ごみを減らす取組について

であります。プラスチックと同様に気をつけるこ

とで減らすことができるものが生ごみではないで

しょうか。本市の生ごみを減らす取組といたしま

しては、水分が含まれることによる焼却時の負荷

を減らすために水分一絞りの啓発を促すことや段

ボールコンポストの資材配付が行われています。

これまでの実績、成果についてお伺いします。

続きまして、小項目３、市民のごみ減量化の意

識向上についてであります。次期一般廃棄物中間

処理施設基本方針を策定し、施設整備の検討を進

めているとのことで、施設の更新により分別方法

も将来変わっていくのでしょうが、現在の複雑な

分別により埋立てごみとして可燃ごみやリサイク

ルごみが出されている現状があります。名寄地区

広域最終処分場の現在の状況と課題をお伺いしま

す。また、月にどのくらいの市民が直接持ち込ま

れているか、持ち込まれる一般ごみの内容は確認

されているかについてもお知らせいただきたいで

す。ごみの減量化にはやはり市民一人一人の理解

と協力が必要ですが、現在の取組と見解をお伺い

します。

続きまして、大項目２、新しい生活を踏まえた

乳幼児と保護者への取組についてであります。緊

急事態宣言における自宅待機が続きましたが、よ

うやく解除され、少しずつではありますが、社会

が動き始めました。今なお第２、第３の波を恐れ

ながら、一方で経済活動も徐々に活性化し始め、

新しい生活様式を取り入れた暮らしに慣れてきた

ところでもあります。このような状況の中、乳幼

児の健診や予防接種、病気等で医療機関を訪れる

ことについて感染の懸念を訴える保護者も少なく

ありません。

そこで、小項目１、乳幼児健診の再開に当たっ

ての対策についてお伺いします。新型コロナウイ

ルスの感染拡大、蔓延防止のため４月、５月の乳

幼児健診が延期となっていましたが、緊急事態宣

言の解除により今月から徐々に再開される乳幼児

健診においては感染防止に最大限の配慮をしなが

ら行わなければならず、担当部署におかれまして

は休止期間の対応と再開の対応に追われている毎

日で、大変なことと思います。乳幼児健診は、子

供の健康状態のみならず、親にとっては育児相談

の機会でもあり、親同士の交流の機会でもあるこ

とから、延期された期間の子育て支援の行き届か

ない空白期間が懸念されていたところであります。

休止期間のこれまでの対応と再開後の新たな取組

についてお伺いいたします。

続きまして小項目２、市立総合病院における乳

幼児等の予防接種時の対応についてお伺いします。

名寄市立総合病院のワクチン外来での乳幼児の定

期接種においても、感染防止の観点から様々な多

対応が必要になることが考えられます。これまで

の対応とこれからの改善点についてお伺いします。

最後に、小項目３、市立総合病院における待ち

時間の現状と対策についてお伺いします。外来の

待合や会計での待合スペースの現状と課題につい

てお伺いします。体調の悪い小さな子供を連れて

の通院でのスマートな受診について、道北三次医

療圏の地方センター病院でありながら、一方では

かかりつけ医院の役割も果たされているなど地域

に親しまれている名寄市立総合病院のこれからの

対応についてお伺いします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 五十嵐議員からは、

大項目で２点にわたり御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２の小項目１は健康福祉

部長から、小項目２と３は病院事務部長からの答
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弁となりますので、よろしくお願いいたします。

私からは、大項目１、環境問題の認識とごみ削

減への取組について、初めに小項目１、海洋プラ

スチック問題への認識と取組についてお答えいた

します。ポイ捨てされたプラスチックごみなどが

河川や海に流れ出ることにより、マイクロプラス

チックを食べた魚や海鳥が死ぬなど地球規模で環

境汚染が問題となっています。本市においても橋

など河川周辺でのポイ捨ては多く、地域や警察の

御協力もいただきながら不法投棄防止に向けた啓

発などを行っているところです。プラスチックは

私たちの生活に幅広く利用され、なくてはならな

いものとなっていますが、環境保全や資源の有効

活用という観点からも使い切りのプラスチック製

品はなるべく使わない、プラスチックを使ったら

リサイクルなど正しい処分をすることが非常に重

要であり、引き続き３Ｒの啓発などに取り組んで

まいります。あわせて、７月１日からレジ袋が全

国で有料化となりましたが、市としましてもエコ

バッグの利用促進に向けた啓発に取り組んでまい

ります。

次に、小項目２、生ごみを減らす取組について

お答えいたします。生ごみは、名寄地区衛生施設

事務組合の炭化センターにおいて広域処理を行っ

ておりまして、ごみを炭化炉に投入する前に乾燥

処理を行っておりますので、生ごみの量やその水

分量により処理に要するエネルギーも増加します。

そのため、市ではごみ分別ガイドブックなどで生

ごみの水切りをお願いするとともに、生ごみの減

量化や資源化を目的に平成２０年度から段ボール

コンポストの資材配付を行っております。資材は、

昨年度まで延べ４９０セットを配付しており、家

庭における生ごみの減量化に一定の効果があった

ものと考えており、今後もさらなる普及啓発を行

ってまいります。

続きまして、小項目３、ごみ減量化に対する市

民の意識向上についてお答えいたします。最終処

分場に直接搬入されるごみは、令和元年度の月当

たり平均で広域最終処分場は ９７８件、２６８

トン、風連最終処分場は２４９件、２２トンほど

になります。それらのごみには、リサイクル可能

なプラスチックや紙が約７割混在しており、年間

搬入量も計画量を超えていることから、このまま

の状況が続けば、およそ１２年先には名寄地区広

域最終処分場の使用が完了となる見込みです。現

在衛生施設事務組合において焼却施設と破砕選別

施設の整備について検討が進められており、新施

設の整備により埋立て処分場への負荷が低減され

ると考えておりますが、次期中間処理施設の稼働

は最短でも７年後となることから、市民一人一人

が日常から分別に取り組んでいただくことが非常

に重要であると考えております。本年４月から広

域最終処分場で始まりました分別指導では、分別

の行われていない混在ごみの持込みが多く、指導

開始時点では６割強の方が指導対象となり、中に

は利用をお断りするケースもあったと報告を受け

ております。市としましては、最終処分場の現状

を数字で見える化しました課題共有型の広報を展

開するとともに、名寄地区衛生施設事務組合と連

携した分別の指導などに取り組んでいるところで

す。今後もごみの適切な分別処理について市民へ

の啓発や指導を展開してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２の新しい生活様式を踏まえた乳幼児と保護者

への取組について、小項目１の乳幼児健診の再開

に当たっての対策についてお答えいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から

緊急事態宣言の期間においては原則集団での健康

診査及び保健指導の実施を控えることとの厚生労

働省からの通知を受け、５月までの乳幼児健診を

休止しております。しかし、乳幼児健診はお子さ

んの健やかな成長を保護者と一緒に確認し、安心

して子育てができるよう支援する大切な機会であ

ります。このため、休止となった健診については
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個別に健診通知をお知らせしながら、お子さんの

健康状態の確認や感染予防対策、子育てについて

の電話相談を行ってきております。休止のお知ら

せを個別に通知する際には子育てに関する不安や

悩みを気軽に相談いただけるようお伝えするとと

もに、市のホームページにおいても同様のお知ら

せを掲載し、周知に努めてきております。国の緊

急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイ

ルスの感染が完全になくなったわけではありませ

んので、健診の再開に当たり国が示す健診会場に

おける感染症対策の留意事項を踏まえ、健診医で

ある小児科や歯科の先生方の御助言、御協力をい

ただき、現行の健診の見直しを行いました。健診

の再開に当たっては健診当日の検温や体調確認、

マスク着用を含むせきエチケットや手洗い、アル

コール消毒などの徹底、密閉空間、密集場所、密

接場面という３つの密を生じさせないよう時間ご

とに人数を区切って受付を行い、動線の工夫やソ

ーシャルディスタンスを保ち、人の接触を最小限

にするなど新しい生活様式を踏まえた感染予防に

保護者の皆さんにも十分留意するよう御理解、御

協力を促しながら慎重に実施してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目２の小項目２と３についてお答えいた

します。

初めに、乳幼児等の予防接種時の対応について

ですが、当院の乳幼児等の予防接種につきまして

は週２回、接種内容によって火曜日と木曜日の１

４時から新館１階の麻酔科外来で行っております。

予約日の前々日の１６時までに予約センターで受

け付けており、当日受付は行っておりません。接

種日には、外来受付で名前を記入していただき、

接種時間になりましたら順番にお呼びをするとい

うこととしております。この対応につきましては、

平成３０年２月から運用しているところでござい

ます。当院の感染防止対策については成人、小児

を区分せずに講じてきておりますが、医療スタッ

フのマスク着用、物品の消毒洗浄、一定の距離感

を保つなど、まずは標準的な対応を行っておりま

す。改善点としましては、ワクチン外来を午後か

らの予約制にすることによりまして一般の患者さ

んとの接触を午前中と比べて少なくなるようにそ

ういう対策を行ってきたことなどが挙げられます。

次に、待ち時間の現状と対策についてでござい

ますが、外来や会計の待ち時間については、受付

から会計までおよそ７５％の方が３時間以内で終

了をしておりますが、この中には通常の診察と薬

の処方を受ける方や検査を伴う診察を受ける方、

複数の診療科で診察を受ける方など様々なパター

ンがあります。小児科の受診者数は全患者の約１

０％程度に当たり、多くの患者さんが来院をされ

ています。検査を伴う診察を受ける場合には、そ

の他の成人の患者とも重複することから、待ち時

間は総体的に長くなることは避けられない状況に

あります。また、待合スペースに関しては小児科

に限らず混み合っている状況ですが、新しい生活

様式を踏まえたよりスムーズな受診を考慮するに

は全体のスペースを拡大するか、予約により受診

者数を制限するかの選択になります。御要望の趣

旨について十分理解をするところでありますが、

現状では明確にどちらかを選択することは厳しい

かと考えております。直近の状況といたしまして

は、新型コロナウイルス感染症対策の影響で外来

患者数が４月の前年度比で ３５６人減少してお

り、うち３ ８％に当たる７５１人が小児科の減

少となっております。これは、感染対策が徹底さ

れたことや他者との接触機会が極端に減少した結

果であり、今後も感染対策が強化された状況が続

く場合においてはある程度待ち時間が減少される

ものと見ています。根本的な解決策にはなってお

りませんが、今後は病院内に長く滞在しないよう

に受診時間以外の部分で短縮新しくできるよう他

病院の対策などを参考としていきたいと考えてお

ります。
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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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、順次再質問させていただきます。

まず、大項目の海洋プラスチックの小項目１に

ついて。プラスチックを出さないことも大事とい

うことで、正しい処分や３Ｒの啓発をされている

ということ、あとは橋の付近でのポイ捨てがある

ということなど課題も見えてきたところではあり

ますが、プラスチックは生活のあらゆる場面で使

われていますが、やはり気をつけなくてはいけな

いのがワンウエープラスチックと呼ばれるいわゆ

る使い捨てのプラスチック製品ではないかなと思

っております。残念ながら日本は世界でもアメリ

カに次いでプラスチックの廃棄量が第２位となっ

ているという報道もあります。今回数か月の間で

すが、自粛期間ということもあり、飲食店のほう

でテークアウトもかなり進んでやっていらっしゃ

いましたので、私も何度か利用させていただいた

のですが、やはりプラスチックの容器に頼らざる

を得ないような状況が多かったのではないかなと

思います。その中でも１件紙製の容器で提供され

ているところもありまして、気をつけていらっし

ゃるのかなと感心したところです。メニューによ

っては難しいかもしれませんが、そういった企業

の取組なども取り上げて紹介するなど啓発活動、

一緒にやっていってもよいのではないかなと思い

ます。さらに、来月からレジ袋が有料化というこ

とで、一番今市民の関心も向きやすいときではな

いかなと思いますので、検討していただきたいな

と思います。また、海洋プラスチック問題の認識

なのですが、市で行っている出前トークなど、そ

ういったものの利用などはあるのでしょうか。ち

ょっとお聞きしたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今お話がございまし

たプラスチックの利用という部分につきましても、

プラスチックをリサイクルできるようにきちんと

分別するですとか、ふだんからなるべくプラスチ

ック製品を使わないような工夫をするという部分

につきましては、市民一人一人が少しずつ気をつ

けることで大きな削減につながっていくと考えて

おります。プラスチック、議員がおっしゃいます

ように、大量生産が可能なことや過剰包装がある

ということで、日本では第２位の廃棄量という形

になっておりますけれども、人体や環境への影響

を配慮しますと、やはりきちんとした分別といっ

た取組を周知していかなければならないと考えて

おります。先ほどおっしゃっておりましたレジ袋

の有料化などにつきましても、市のほうも併せて

周知を図っていく必要もあると考えております。

出前トークにつきましては、現状としては御依頼

というのは直接はないのですけれども、今度風連

のほうの大学のほうで出前トークの依頼なんかが

ございますので、そのときにこういった部分も併

せて周知を図ってまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） また、この海洋プラ

スチックの問題は小さいうちから触れることで、

お子さんが気をつけてくれれば家族も気をつけて

いただけたりと、子供のうちから触れる機会があ

るといいかなと思うのですが、小学校などで子供

用の教材などで授業を行っていただけないのかな

というふうに思いますので、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 御指名をいただきま

したので、お答えをさせていただければと思いま

す。

環境問題については、既に各学校等でも取組を

していただいていると思っておりますので、併せ

て環境問題の場面に合わせてプラスチック、過剰

な利用については控えるような授業等についても

可能かなと思いますので、校長会のほうともちょ

っとお話をさせていただいて、検討させていただ

ければと思います。
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〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） とてもうれしい答弁

をいただきまして、ありがとうございます。本当

に大事な問題だと思いますので、まさにこれから

の未来の子供たちにつながる大事な問題、小さな

ところからでも少しずつでも取り組んでいきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

次、小項目２のほうに移らせていただきます。

生ごみを減らす取組についてのところなのですが、

段ボールコンポスト、トータルで４９０件今まで

に使われてきたということで、一定の効果がうか

がえるなと思います。スタート時から、平成２０

年からスタートだということで聞いているのです

が、ここ数年、多分使っている方はほとんどがあ

る意味リピーターの方なのではないかなと思われ

ますが、段ボールコンポストの目的は生ごみを減

らすことと同時に家庭菜園やガーデニングでの使

用ができる堆肥を作ることだと思うのです。それ

で、有料の黄色いごみ袋の使用を減らしつつ土壌

改良ができるので、庭があって、畑を作っている

ような市民の方にとっては取り組みやすく、定着

しているものだと思います。一方で、集合住宅で

すとか庭のない一軒家に住んでいらっしゃる方も

いらっしゃいますが、そういった方はコンポスト

はちょっと使えませんので、その方に対しての生

ごみを減らす手段として何ができるかと考えたと

きに、電気式の生ごみ乾燥処理機のように乾燥さ

せて容積を減らせる家電製品などもございまして、

それを市のほうで助成していただけないかなと思

ったので、検討の余地があるかどうかお聞かせ願

います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 家庭用の生ごみ処理

機につきましては、生ごみの臭いを抑えたり、腐

敗を防止したりするという点ですとかごみを減量

できるということで、大変便利な機械であるとい

うことで導入助成を行っている自治体があると承

知しております。道内の状況見ましても札幌市や

千歳市などで購入費用の２分の１以内で２万円を

上限に助成を行っているという状況でございます。

一方、名寄市が実施しております段ボールコンポ

ストにつきましては資材が１件当たりのコストが

約 ７００円となっておりまして、年度最大６万

円で３５件の御家庭に御利用いただけるというこ

とで、費用対効果が高い取組であると考えており

ます。議員おっしゃいますように、段ボールコン

ポストの利用者が最近はちょっと固定化してしま

っているという状況もございます。ただ、限られ

た予算の中でなるべく多くの御家庭で利用してい

ただけるということを考えたときには、今の段ボ

ールコンポストの取組を進めてまいりたいと考え

ておりますが、広く利用していただけるような取

組の工夫などについて今後研究してまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 段ボールのコンポス

ト、私もちょっと興味があってやりたいのですが、

やはり畑を作っていないので、残念ながら取り組

めないなというところがあったので、もし、堆肥

を作るためのものなので、生ごみを減らすだけと

いう目的ではなかなか難しいのかなと思いまして、

なので畑のある方にはすごくいい取組だなと思っ

て、これからも続けていっていただきたいと思い

ます。生ごみ乾燥処理機は確かにちょっと高価な

ものなので、２万円でも半額でも助成していただ

ければやりたいと思っている若い御家庭の方もい

らっしゃると思いますので、今後検討していただ

きたいなという要望を伝えて終わりにします。

次に、小項目３、市民のごみ減量化の意識向上

についてお伺いいたします。今、最終処分場の件

なのですが、市民が最終処分場に直接持ち込まれ

ることが多いと思います。行政側はその理由をど

う分析されているのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 埋立てごみの直接搬



－109－

令和２年６月１８日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

入につきましては、引っ越しなどで一度に大量の

ごみを排出する場合などを想定しておりますけれ

ども、少量の持込みをされている方も多くいらっ

しゃいます。現状としましては、やはり適切な分

別をするのが大変だから直接処分場に持ち込むと

いった実情があるように考えております。もちろ

ん適切な分別をされている方もたくさんいらっし

ゃいますけれども、これまでは適切に分別されて

いない方の持込みも多くあったのではないかと推

測しております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 私の中でも少し理由

を考えてみたところ、大体同じような感じなので

すが、指定のごみ袋を買わずに済むということと、

分別が分からないので、全て埋立てとして処理し

たいなという心理、またあと最近では近年の自家

用車の形状でもあるかもしれないのですが、ワン

ボックスタイプですとか軽自動車でも荷物をたく

さん積めるような車を持っている方がやっぱりい

らっしゃいますので、一気にごみを運んで捨てて

しまおうということもあるかもしれないです。ご

みの削減の目標値などは、現在決まっているので

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ごみの削減の目標値

になりますが、総排出量になるのですけれども、

集団回収やリサイクルステーションの部分も含め

ますと現状では１万３４トンとなっておりますが、

令和９年度にはこの排出量を ３７８トンとする

目標を定めているところです。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） その目標に向かって

また何か努力されている取組とかあるのでしょう

か。広報なよろの５月号で今回名寄市のごみ処理

の状況のお知らせがありまして、その中でも名寄

市内のごみのうち５８％が埋立てごみだという記

載もありました。これかなり、この状況でいきま

すと今ある最終処分場が満タンになるのも時間の

問題ではないかと思われますが、その件に関して

のお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 埋立てごみにつきま

しては、議員おっしゃいますように、当初の計画

よりも多くのごみが搬入されている状況がござい

まして、このまま適正な分別が行われないで埋立

てごみの搬入が続く場合には、当初の予定よりも

早い時期に最終処分場を閉鎖しなくてはならない

といった状況が生じること、そういったおそれも

ございます。今後は、現在先ほどの答弁の中でも

申し上げました最終処分場での分別指導ですとか

ごみ分別ガイドブック、あるいは市民ごみニュー

スなどで分別の徹底について市民の皆様に周知や

啓発を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 広報の中にたまに入

っている年４回ほどの市民ごみニュース、大変分

かりやすくごみの分別の仕方ですとか載っていま

して、すごく楽しみにしておりますので、これか

らもよろしくお願いします。処分場に行った際に、

もちろん皆さんごみ袋に入れて、それを埋め立て

ることから、プラスチックの袋、そういったもの

も処分場の中に埋まっている状況ですが、将来的

にはそれも分解できるような海洋分解性のビニー

ル袋などに替わっていくことになろうかと思いま

すが、その辺はどうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ごみは、広域処理の処

分場ですので、名寄市だけの問題ではないという

ことも前提になるかと思いますけれども、ちょっ

と御質問の中で振り返りますと埋立て処分場、こ

のままでいくと、予定より早く閉めざるを得なく

なると、それぐらいのごみの量だということで広

域のほうからは聞いているところです。当初はか

なり生ごみが入っていて、ごみを捨てに来た方で

あまりのカラスとトンビの多さに車から降りられ

なかったという、そういうふうなひどい状況だと。
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それも含めて広域処理のほうでは様々な形で指導

などを含め、名寄市と協力しながらですけれども、

やっているということです。生分解プラスチック

については、これからそういうような形になると

思いますけれども、分解にかかる時間がやはりか

かるということと、それからちょっと大きな視点

で見ますと、生分解プラスチック、作るためのコ

スト、エネルギーの部分もありますので、環境問

題についてはあちらを立てればこちらが立たずと

いうこともあるかと思います。これ大きな視点で

広域の処理も含めて取り組まなければならないと

思っておりますし、改めて、このままのごみの状

態が続くと結局さらに処分場拡張だとか、場合に

よっては市民一人一人のコストが逆に高くなって

いくと、そういうようなこともあるかと思います

ので、できることも含めて丁寧に進めてまいりた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 正しく処理すること

で経費も減らせると思いますので、その辺はもち

ろん市民の方々一人一人の協力も必要だと思って

おります。なるべくこれからもごみが正しく処理

されるように願って、次の質問に移りたいと思い

ます。

次、大項目２のほうに移らせていただきます。

乳幼児健診の再開に当たっての取組についてであ

りますが、６月からは感染対策を徹底した上でス

タートするということと、あとは時間を区切って

接触時間を短くするなど、そういった健診の見直

しを行っているとのことですが、電話で休止の連

絡をしたということで聞いておりますが、その際

に様子を伺って健康状態を確認したり、工夫され

ていると大変感心することであります。その中で

も、北海道新聞の４月２４日の記事でありました

が、札幌市の児童相談所に３月に寄せられた児童

虐待通告が前年同月比で ５倍、約１５０件だっ

たと明らかにしました。通告が増えた理由につい

ては、子供も親も自宅にいる時間が長くなり、ス

トレスなどが影響している可能性もあると分析さ

れていたところであります。そこで、名寄市にお

いて休止期間に虐待の通告などはあったのでしょ

うか。分かればお知らせください。

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） 休止期間に虐待

の通告ということで、乳幼児の関係でしょうか。

乳幼児の関係につきまして、そういった事案につ

いてはちょっと受け付けていないかなというふう

に思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 名寄市においては報

告がなかったということで、安心したところでは

ありますが、産後鬱やネグレクトなどの早期発見

の機会でもあると認識しております。このような

ことからも厚生労働省では予防接種や乳幼児健診

は遅らせずに、予定どおりにしてほしいとの指針

を示しておりまして、名寄市のホームページにお

いても最近厚生労働省へのその件に関するページ

のリンクが張られたなということを確認させてい

ただいたところであります。この感染症に対して

はむやみに恐れるのではなく、正しく理解して恐

れることが大切でありますし、また少しでも不安

を取り除ける取組が一方では必要であるのではな

いかなと思います。育児の悩みを相談できる機会

が命をつなげることにもなりますので、これから

もきめ細やかな支援をお願いしたいと思います。

では、最後にもう一つだけ。今後の動向として、

このコロナウイルス感染症の終息を迎えた後も今

の新しい生活様式を踏まえたような少人数での区

切った健診体制を続けていかれるのかどうかお聞

きして、終わります。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 感染症が終息し

た以降の対応についての御質問でありますけれど

も、当面は新しい生活様式の中で一定の間隔であ

ったり、密集しない、そういった対策を行って、
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継続していくことになります。ただ、終息後につ

きましては国や北海道の対応状況、厚労省の通知

等も見ながら対応していきたいと思いますけれど

も、感染症、コロナウイルスに限ったものではあ

りませんので、冬期はインフルエンザがあったり、

そういったことありますので、今回のこういった

対応についても今後も継続できるものは継続しな

がら、やっぱり乳幼児の安心、安全な健診とか進

めていくために参考にしながら進めてまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） では、当面はこのま

ま続けていくということで確認させていただきま

した。

次に、小項目２に移らせていただきます。市立

総合病院における予防接種時の対応についてであ

りますが、現在ワクチン外来については火曜日と

木曜日２時からということで、一般の外来患者さ

んとは場所を分けているということを確認させて

いただきました。先ほども部長がおっしゃってい

たとおり、今まで前々日までに電話での予約を予

約センターにて取り付けて、当日の予約票に名前

を書き、その順番で接種をしていただけるという

ことになっているそうなのですが、実際に早く済

ませたい保護者の方が早くから待機しているとお

聞きしていますが、これも集中してしまうと３つ

の密ということころでの密集と密接になってしま

わないかと懸念するところであります。これワク

チン外来、週２回になっておりますが、１日の受

入れ可能人数は決まっているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 今正確

な資料をお持ちしておりませんので、１日の枠数

ということで人数をお答えできなくて申し訳ござ

いませんが、早く済ませたいという部分につきま

しては、これは予防接種だけではなく、ほかの診

療科も含めて予約であっても早く病院に来られて、

できるだけ早く終了したい、特に予防接種等でご

ざいましたらお母さん方が付添いで来られて、ま

た仕事に戻られるというようなケースもあるとい

うことだと思いますので、できるだけ短時間にと

いうことでございますが、現場ではその日の状況

にもよりまして適宜対応させていただいていると

いうことでございますが、公に早く来られたら早

く済みますよということもなかなか申し上げられ

ない状況でございまして、その日の受付状況によ

りまして対応させていただいているというところ

が現実かというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 混んでいる日もあれ

ばすいている日もあるということで、きっとその

日の状況で対応されているということなのでしょ

うが、例えばワクチン外来週２回ですが、予約セ

ンターで電話予約をする際に整理番号を振ってい

ただいて、ある程度の時間、来院していただく時

間を指定していただくなどの対応は可能かどうか、

その辺お伺いしたいです。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） この件

につきましては、外来のスタッフの中でも整理券

を配ったり、携帯の番号を聞いたりというような

ことでやるべきではないかという意見も現実出て

はございます。ただ、そのところをどうやって対

応するのかということなのです。これにつきまし

ては、今現在の人員ではちょっとそこまで対応し

切れないというのが現実でございまして、現場と

してはやはり同じようなことは考えはさせていた

だいているということでございます。今後また何

かいい方法がございましたら、改善策としてやっ

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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 市内唯一の小児科外

来があるわけですし、ふだんから慣れ親しんでい

る病院で予防接種を受けたいという親御さんもた

くさんいらっしゃると思いますので、いろいろ考
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えていただいているなと安心しました。なかなか

今の状況では難しいのではないかなとは思います

が、今後そういった改善がされることを期待して

おります。また、一般外来と離れていることで保

護者にとっても安心して予防接種を受けられるこ

とは本当にいい方法だと思いますので、これから

もなるべく不安を取り除いて、安心して来ていた

だけるようお願いいたします。

では次、小項目３に移らせていただきます。市

立総合病院における待ち時間の現状と対策につい

てのところなのですが、現在外来の患者さんが小

児科でも大幅に減っているということで、７５１

人の減少、これは病気にならなかったという可能

性もありますが、一方では３つの密を避けるため

に控えているという可能性も考えられるかなと思

います。緊急事態宣言の解除を受けて、これから

新しい生活様式を実践していくわけですが、これ

からやはり待合スペースの改善や会計の迅速化が

求められているのは間違いないことだと思います。

待合スペースの混雑緩和につながるようなシステ

ムを取り入れるといった取組の可能性については

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） これは

小児科に限らずということでございますけれども、

今の待合のスペースにつきましては外来受診者数

が減っているということでございまして、待合の

椅子の間隔を表示させていただいたりということ

でございますが、一部の診療科ではやはり曜日に

よって多くの患者さんが来られるということもご

ざいまして、椅子に座るなと書いてあるので、廊

下に立つという現象が起きてしまいまして、これ

もなかなか改善が難しい点があるかというふうに

思っています。あと、小児科のほうにつきまして

は、先ほども申し上げましたが、実はさらに直近

のデータでいきますと４月、５月の受診者数、患

者数でいきますと、延べ患者数ではやっぱり対前

年度比で５０％下回った状況になっています。こ

れが今後どれぐらい患者数が通常に近くなってく

るかということでございますが、時期的なもの、

この６月とか７月は例年患者数の少ない時期でご

ざいます。今後またすぐ小児科のほうが患者数が

元に戻るというような状況ではないだろうという

ふうには思っています。その中でどのようなやり

方ができるかということでございますが、会計の

ほうでは自動精算機というものについては今どの

ような形で導入することが可能かということにつ

いては研究を続けております。条件が整えばそれ

は導入していきたいというふうに考えています。

そのときには、クレジットカード払いもというこ

とでございます。ただ、キャッシュレス決済につ

きましてはできればというふうには思いますけれ

ども、これ外国人への対応という部分もございま

すので、導入の検討もしていますが、今ちょっと

仕組み的にはやはり難しいだろうというふうに見

ています。

あと、待ち時間、受付をしてから例えば広場の

ほうで少しお休みいただいて、呼出しできるシス

テムと、こういったものも多種ございます。これ

院内の通信環境、どうやって整備するかというこ

とがございまして、実は院内には医療機器関連で

Ｗi―Ｆiの周波数帯は全てのチャンネルを使い切

っているというような状況もございまして、新た

なチャンネルを構築するということが非常に難し

かったり、ほかの医療機器との誤作動の問題も精

査しなければならないということがございまして、

あまり思い切ったところができないというのも現

実ということでございます。そのほかにはウェブ

予約というようなことも調査研究はしてございま

す。そこに行くまでにはまだちょっと、これは電

子カルテシステムとの接続というところに個人情

報保護の大変なハードルがかかるというようなこ

とございまして、考えていることはたくさんござ

いますけれども、実現にはなかなかハードルが高

いということがたくさんございます。そのような

ことを含めて今後も研究を続けていきたいという
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ふうに思いますし、当院が所属しております全国

の自治体病院協議会などを通じて特徴的な取組を

探っ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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 全く検討していない

のかと思っていましたが、そんなに真剣にいろい

ろ取り組んでいるということで本当にうれしく思

います。呼出しメールですとかオンラインの順番

管理システムですとか、また自動精算機なんかは、

特に自動精算機の件は結構多くの方からの要望、

私のほうにも聞いているところでありまして、も

ちろん苦手な方もいらっしゃるわけですが、利用

できる方が精算機を利用して済ませてくれるだけ

でも会計前の混雑が大分緩和されるのではないか

なと思っておりますので、今はなかなか難しいか

もしれませんが、これから、今急速に発展、進化

しているこのコロナウイルスの影響でいろいろシ

ステムが変わってきているときでもありますので、

なじみのない方法や仕組みが常識に変わっていく、

そのような今変革の時期だと思いますので、ぜひ

検討のほどまた前向きにお願いいたします。

以上で質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４１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。

安全な教育環境の確保と対策について外２件を、

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。

大項目の１、安全な教育環境の確保と対策につ

いてお伺いをいたします。小項目１、新型コロナ

ウイルス感染予防に伴う衛生管理について。文部

科学省は、５月１３日、学校教育活動においては

マスクを着用することとし、全国の教育委員会に

通達をしています。そこで、マスク着用に伴い熱

中症の懸念を払拭するための対策、また新しい生

活様式、３密を避けることなど保健衛生管理の対

応についてお聞きいたします。

小項目の２、学校給食の安定供給に向けた確保

と対策についてお尋ねをいたします。２月２７日、

北海道は独自の緊急事態宣言の下、学校を休校す

ることなど児童生徒に対する新型コロナウイルス

感染予防対策を講じてきたところであります。学

校休校に伴い給食の提供ができなくなったことで

食材納品業者にも大きな影響が及んだと認識をし

ていますが、影響の実態把握と給食再開への影響

はなかったのかお知らせ願いたいと思います。ま

た、学校給食関連事業者への支援の状況等につい

てもお知らせください。

次に、大項目の２、名寄市公共事業入札の実施

に関する基本的事項の定めについてお伺いをいた

します。小項目の１、本年度の入札執行状況につ

いてお知らせください。

小項目の２、公共事業における入札及び契約の

適正化の推進と品質確保の促進についてお尋ねを

いたします。地方における公共事業の発注状況を

見ると、依然として厳しい環境になっており、地

域経済、市民生活を支えている建設事業者の役割

はより重要と認識をしております。国が定める上

記２法は、公共事業を通して現在及び将来にわた

る公共工事の適正な施工及び品質の確保とその担

い手の育成、確保などを目的としていることに鑑

み、促進状況についてお伺いをいたします。

次に、大項目の３、新型コロナウイルス感染症

対策地方創生臨時交付金の活用についてお伺いを

いたします。小項目の１、実施計画作成に伴う事

業の取組について、現在実施計画に登載された交

付対象事業は６事業となっておりますが、６事業

に絞った経緯についてお知らせください。

小項目の２、臨時交付金の取組事業における執
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行残の取扱いについてもお知らせをください。

小項目の３、実施計画に盛り込まれていない事

業取組の活用など、具体的事例等についても分か

ればお知らせください。また、国の第二次補正予

算が可決、成立いたしました。名寄市における今

後の対策についてお聞かせください。

以上、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） 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については総務部長から、大項

目３については総合政策部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いします。

まず、大項目１、安全な教育環境の確保と対策

について、小項目（１）、新型コロナウイルス感

染症予防に伴う衛生管理についてでございますが、

学校を再開するに当たり、文部科学省から児童生

徒や教職員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

るため学校の衛生管理の観点から学校における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル、学校の新しい生活様式について通知がござ

いました。主な内容につきましては、新しい生活

様式で示されている基本的な感染症対策をしなが

ら学校教育活動を行うこととなります。具体的な

取組としては、１つ目の基本的な感染症対策とし

て、感染源を断つために発熱等風邪症状の場合は

自宅での休養を徹底する、登校時の健康状態の把

握をする、感染経路を断つために手洗い、せきエ

チケット、消毒を励行する、抵抗力を高めるため

に十分な睡眠、バランスの取れた食事に心がける、

２つ目に３つの密を徹底して回避する、３つ目に

児童生徒等への感染症対策に関する指導を行うの

３点の取組が示されており、これに地域ごとの行

動基準を踏まえた取組が必要になってきておりま

す。名寄市は、地域ごとの行動基準がレベル１で

あることから、身体的距離について１メートルを

目安に確保し、十分な感染対策を行った上で感染

リスクの高い教科活動、部活動、学校給食を実施

することになりますが、感染レベルに関係なくマ

スクの着用を徹底する必要があります。例外的に

熱中症の心配があるときや体育の授業中は外す場

合もございますが、それ以外の活動時には息苦し

さはあるものの常時マスクの着用が必要であり、

夏期間における暑さ対策に取り組む必要があると

考えております。具体的な対策としては、さきの

山崎議員の質問にも触れましたが、文部科学省の

学校再開に伴う感染症対策学習保障等に係る支援

事業を活用し、暑さ対策と新型コロナウイルス感

染症対策の強化を目的に教室内の大型換気扇、扇

風機の配置、マスクによる息苦しさを軽減し、飛

沫防止にもなるフェースシールドの配置、また非

常接触型体温計などの保健衛生用品を準備すると

ともに、引き続き特別教室などの窓に網戸の設置

を進めていきます。今後においても各学校では感

染防止をするため新しい生活様式を踏まえ、地域

ごとの行動基準に基づいた対応をするとともに、

熱中症対策として児童生徒に対する小まめな水分

補給や適切な環境を行うよう指導してまいります。

次に、小項目（２）、学校給食の安定供給に向

けた確保と対策についてでございますが、学校給

食の安定的な供給には食材業者の協力が不可欠と

なります。今年はコロナの影響で２月２７日から

臨時休校が始まり、４月７日から１７日までを除

き長期にわたり学校給食が停止となりました。５

月２５日からの分散登校においてコロナ感染症に

配慮した給食を再開し、６月１日からは通常の献

立による提供となってございます。この間各食材

業者の協力により欠品等もなく、休業前と変わら

ず安定的に食材の供給をしていただいております。

また、児童生徒からも改めて給食の楽しさ等につ

いての声が届き、調理をする側としてもうれしく、

また感謝をしているところでございます。

さて、この間の休業に伴う食材業者への支援に

ついてでございますが、令和２年３月に国におい

て食材業者への支援を目的とした学校臨時休業対
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策費補助金が創設されました。この事業は、令和

元年度事業であることから、令和２年２月２７日

から３月２５日の臨時休業期間が対象となり、補

助対象の経費としては給食センターが発注した食

材のうち転売などができずに実損が生じたものや

米飯等の加工手数料となっており、各食材業者に

この事業について案内をしたところ、市内２社か

ら申請があり、現在申請業者へ補助金の支払い事

務を進めているところでございます。今年度４月

２０日からの休校に係る給食事業者への支援措置

については、令和元年度と同様の支援事業が創設

されることを期待しておりましたが、今のところ

今年度については実施しない旨の通知がございま

した。このため、今後も再度休業等になった場合

には食材業者の状況等を確認し、必要があればど

のような支援ができるかなどについて検討してい

きたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２、

名寄市公共工事入札の実施に関する基本的事項の

定めについてお答えします。

初めに、小項目１、本年度の入札執行状況につ

いてでございますが、今年度は本日までに工事で

３０本、業務委託で１１本の入札を執行しており、

そのうち３本の工事において入札金額が予定価格

を上回ったことから、最低価格入札業者と事後協

議を行い、随意契約により契約を締結しておりま

す。また、２本の工事において入札金額が調査基

準価格を下回ったことから、それぞれ低入札価格

調査委員会を開催し、最低価格入札業者からの事

業聴取の上、当該工事の内容に適合した履行がさ

れると確認し、契約を締結しております。なお、

予定価格に対する落札額の割合である落札率は、

工事が９ ６％、業務委託が９ １％となってお

ります。

次に、小項目２、公共工事における入札及び契

約の適正化の推進と品質確保の促進について申し

上げます。本市における公共工事発注業務は、地

方自治法など国の定めによるほか、名寄市契約規

則、名寄市建設工事執行規則、名寄市公契約に関

する指針など市で定めた規則にのっとり、適正な

処理を行っております。また、工事の設計に当た

っては、御質問にありました公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律及び公共工事の

品質確保の促進に関する法律の基本理念にのっと

り、現在及び将来の公共工事の品質を確保するた

め公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成

及び確保されるための適正な利潤を確保すること

ができるよう市場における労務及び資材等の取引

価格、健康保険法等の定めにより事業主が納付義

務を負う保険料等、公共工事の実施の実態を反映

した積算を実施しておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。

次に、小項目３、建設業者の格付基準について

申し上げます。建設業者の格付は、名寄市市内業

者及び準市内業者の認定基準により認定された建

設業者のうち土木と建築に登録された建設業者に

対して名寄市建設工事請負業者格付基準に定めた

方法により格付を行っております。格付は、建設

業法の定めによる総合評定値、資格審査を行う年

の前年及び前々年に施工した工事の成績評定点、

本市との災害協定の有無や公共施設等への愛護活

動、地域における奉仕活動の状況等により評定数

値を算定し、資格審査委員会にて審査をし、２つ

のランクに格付しております。本年度の格付は、

土木部門で登録業者２０社のう、Ａランクが１１

社、Ｂランクが９社、建築部門で登録業者１４社

のうちＡランクが１０社、Ｂランクが４社となっ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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３、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の活用についてお答えいたします。

初めに、小項目１、実施計画作成に伴う事業の
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取組についてですが、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金については、令和２年４

月３０日の第一次補正予算成立を受け、５月１日

付で制度要綱の通知があり、実施計画策定時に補

正予算として提案したく、計画していた事業のう

ち交付金の対象となる事業として、中小企業融資

保証料、運転資金利子補給補助事業のほか計６事

業を登載した実施計画を５月１２日に提出したと

ころでございます。実施計画の提出及び当該実施

計画に基づく交付金の交付決定は２段階に分けて

実施することとなっており、今回提出した一次分

は既に補正予算として審議いただき、可決してい

ただいた事業を実施計画に登載いたしました。な

お、二次分の実施計画の提出時期については国庫

補助事業等の進捗を見ながら別途通知されること

となっており、その際、一次提出時に想定してい

なかった事業の追加による実施計画の変更が可能

となっております。

次に、小項目２、臨時交付金の取組事業におけ

る執行残の取扱いについて申し上げます。当該交

付金の限度額は、人口や財政力、感染者数の割合

等により算定されており、名寄市においては、１

億 ２２８万４０００円となる旨通知を受けてお

ります。御質問のとおり、一次提出時における実

施計画登載事業の合計は２億 ７００万円となっ

ておりますが、執行状況によっては交付限度額に

届かないことも予想されます。緊急事態宣言が解

除され、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と

経済活動の両立を図るための新しい生活様式の推

進が求められており、当市におきましても新たな

施策を進めていく必要があると考えております。

これら事業については、実施計画登載事業の執行

状況も勘案しながら二次提出時に実施計画に登載

してまいりたいと考えております。また、第二次

補正予算により追加された交付金につきましては、

制度要綱が近く発出されるものと思われます。新

型コロナウイルス感染症による地域経済や市民生

活への影響に対し、本交付金を活用してどのよう

に施策を展開していけるか十分に検討をしてまい

ります。

次に、小項目３、実施計画に盛り込まれていな

い事業の取組と活用について申し上げます。第一

次の当該臨時交付金の実施計画には、先ほど申し

上げたとおり、６本の事業を登載していますが、

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大が市民生

活や地域経済に大きな影響を与えることを踏まえ、

今後もさらなる支援が必要と考えており、本定例

会の最終日に提案予定の一般会計補正予算につい

て、経済対策や市外学生の支援など追加の支援策

を提案する予定となっております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。幾つか掘

り下げて質問をさせていただきたいというふうに

思います。

まず、子供たちのマスクの着用というふうなこ

とで、熱中症対策というのがやはり出てくるのか

なというふうに思っています。新しい生活様式、

今御答弁いただいた衛生管理マニュアルも国のほ

うから示されておりますし、それにのっとって進

められているというふうなことで認識をするとこ

ろでもあります。一つ、私も３０年９月の第３回

定例会で暑さ対策ということで各種学校のこの暑

さ対策に対する状況というものもいろいろ部長と

話をさせていただいたというふうなところで、や

はりこのときには網戸の部分と、それから扇風機

に関する部分で議論をさせていただいたというと

ころであります。網戸対策については、しっかり

とした対策もその後講じていただいて、今現状網

戸が入って、通気性のいい状況にはなっていると

いうふうに思います。しかしながら、昨日の答弁

の中でもありましたけれども、２方向の開いてい

るところでいうと風の流れがいいけれども、そう

でなければどうしても風が籠もるというふうなこ

とで、これらの部分としては恐らく扇風機も対応
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しながら空気を循環させるというようなことで暑

さをしのぐ、それからこのコロナウイルスに関す

る、この扇風機使うことによっていろいろコロナ

に関する部分として議論あるみたいですけれども、

暑さ対策という部分についてはやはりこれしか方

法はないのかなというふうな感じは受けています。

その中で、大きな扇風機を設置をするというよう

なお話もいただきました。ただ、確かに大きな扇

風機で風を動かすということは非常に大事だし、

子供たちにとってはいいことというふうなことで

ありますけれども、ただ非常に音がうるさいとい

いましょうか、我々も市民との意見交換会のとき

にも学校使わせていただいて、その扇風機も使わ

せていただいたりするのですけれども、なかなか

声が通らないとかいうふうなところもあって、な

かなか使い切れないという状況にはあります。そ

んなことも踏まえて、この辺については学校サイ

ドと恐らくいろんな詰めをされたのだというふう

に思いますが、この辺についてこういうふうに決

めてきた、この経過についてもしあれば、お知ら

せいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今回の国の補正事業

の中で学校再開に関する支援事業という形でメニ

ューが出ましたので、そのメニューで、各学校に

対して、どのようなコロナの感染症対策と暑さ対

策ができるというようなことで協議をしてきまし

た。その中で、ウイルスの飛散の関係もあるので

すけれども、やはり暑さ対策を十分しなければな

らないということもありまして、網戸の設置はも

ちろんなのですけれども、やはり大型扇風機で空

気を循環させるのも一つの手だてだということで

も御意見もいただきました。ただ、教室の中に入

れてしまうと、やはり近くにいる子供たちについ

て、音が大きいものですから、影響があるという

心配もいただきましたので、学校それぞれの教室

に対する児童数、生徒数というのもございますか

ら、例えば廊下に扇風機置いて、２方向から来る

空気を循環させるという方法も一つだということ

もありますし、その辺はある程度学校のほうに任

せたいと思いますけれども、それともう一点、ど

うしても先生もマスクをしながらしゃべるという

ことで遠くまで声が聞こえない場合もあるという

ことで、マイクスピーカーみたいなものを導入す

る、希望する学校についてはそういう導入も進め

ていきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 分かりました。そう

いうふうな部分については各学校で恐らくいろん

な工夫をしながら進めていくのだろうというふう

に思いますけれども、いろんな学校の意見も取り

入れながら進めていくということで、教育委員会

としてしっかり御相談に乗っていただきたいなと

いうふうに思います。

それと、もう一つは水飲み場の部分かなという

ふうに思いますけれども、ソーシャルディスタン

スの関係でいうと、先ほどうちは１メートルとい

う間隔ではあるけれども、ぞろっと休み時間に給

水をするというようなことになると思いますので、

全部並ぶわけにいかない、１つ置きというふうな

ことに恐らくなるのかなというふうに思うのです

けれども、そんな中、やはり小まめに熱中症対策

として水分補給するというふうなことで、今月の

１５日から水筒は持ち込むことといいましょうか、

携帯することについてお認めいただいたというふ

うなことで非常に私も喜ばしく思っているのです

けれども、この部分についてもどういう経過、今

までの流れとしては衛生管理上水道水について特

段問題はないというふうなことで、子供たちの給

水に関わる部分としては水道水、そして蛇口、ち

ょっと難しいのです。下に向けて手を洗い、そし

て上に向けて水を飲むという、こういう、要する

に触れなければならないという状況もあって、こ

れが衛生管理上どうなのかなというちょっと懸念

はあるわけですけれども、いずれにしてもそれな

りの対策を講じながら進めていってくれているの
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だなというふうに思いますけれども、水筒携帯が

許されるようになった、許されるというか、なっ

たという、その背景についてもお知らせいただけ

ればありがたいです。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 水筒の関係でござい

ます。これまで名寄市においては児童生徒の水筒

の利用につきましては誤飲、間違って人のを飲ん

でしまうですとか衛生管理上の問題がありました

ので、持参は御遠慮くださいというようなことで

保護者のほうにも御協力をいただいてきたところ

ですけれども、今般のコロナウイルスの関係等も

ございましたし、また学校再開後ウイルスと共生

していくというやはり学校の新しい生活様式を踏

まえた中で、当然児童生徒にマスク等の着用もお

願いしてきているところですけれども、ただその

反面、水飲み場等で水を飲む場合もある程度テー

プ等で距離を置いて、間隔を置いて順番待ちをし

ていただくというような状況も今回の中で、新し

い学校スタイルの中で出てきたものですから、ひ

ょっとすると面倒くさくて時間かかるということ

で飲みに行かないですとかいうような子供たちが

出てきて、十分に水分補給ができないで熱中症に

かかってしまうというような危険性もあるという

ふうに判断をさせていただきました。その中で、

子供たちの健康を確保しながら、水筒の持参を認

めたといいましょうか、お持ちしたのですけれど

も、その中の脱着式のコップ式の水筒は誤飲とか

の問題もありますし、やっぱり消毒の問題等もあ

りますから、そういう水筒は避けていただいて、

開けるとすぐそのままの直接水を飲めるタイプの

水筒がありますので、そういう水筒については希

望する児童生徒については、それぞれの学校で決

め事はございますけれども、その中で使用しても

いいということに今回させていただいたところで

ございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。水筒の携帯については一応期限を切って、８

月の夏休み中の授業を再開といいますか、続ける

ということですから、それらの暑さ対策という形

で一応決めているようですけれども、８月の後半、

９月の初めというのはまだ暑いわけですから、そ

こら辺のところも時期的なことも考慮しながら対

応していただきたいというふうに思います。

次に、学校給食に関する部分として、当然学校

給食は行政として安定的に供給する義務があると

いうふうなことで、しっかりとした対応していか

なければならない。先ほど御答弁をいただいた部

分については、実質６月１日からということで、

５月２５日から分散登校がありましたから、それ

で給食の提供始まったということでありますけれ

ども、納入業者に関しては特段要するに納品状況

に影響あるというわけではなく、スムーズにこの

給食提供がなされているということで安心をいた

しました。しかしながら、このコロナ関係でいう

と学校給食が止まったということは事実ですし、

実際に納品というふうなことでいうと、学校給食

は年間１億円を超えるということになりますし、

月平均で１０００万円ほどの食材を実際納品をし

ていただいているという背景を考えると、相当な

影響はあったのかなというふうに思います。した

がって、この部分については学校給食も提供する

前月に実際入札して契約をするという形を取って

いるわけですから、非常にその辺もつらいところ

はあるのかなというふうに思いますが、実際に今

後の安定的に給食を提供していただくためにはし

っかりとした納品業者が安定的に提供してもらわ

なければならないと、これはもう当然のことであ

りますから、それらについていろいろお困りの部

分も業者等についてはあるのかなというふうに思

いますが、いろんな策を講じていただいていると

いうことでありますけれども、文科省の実際に補

助事業といいましょうか、２社お使いになったと

いうこと、それ４月以降は文科省の制度がなくな
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って、これは臨時交付金を活用して、どういうメ

ニューにするかは別にしてもそういうふうな適用

の仕方というふうに変化をしていくというふうな

ことで、これについても実際には文科省から各都

道府県の教育委員会、そして教育委員会から各市

町村の教育委員会に、これは通達といいましょう

か、事務連絡という形で、この辺のことに配慮を

すべく流れているというふうに思いますので、そ

こら辺も含めて、先ほども御答弁いただきました

けれども、しっかりとした対応をしていただきた

いというふうに思うのですが、この辺のこの交付

金の活用メニューという中でお考えがあるのかど

うなのか。例えば考えがあるからどうだというわ

けではないのですけれども、そこら辺の利用の仕

方、適用の仕方というふうなことで何かございま

したら、御答弁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） 確かに議員御指摘の

とおり、昨年につきましては補助事業という形で

食材供給業者の中で転売等できなかった部分につ

いての助成というのが４分の３ございました。今

年度も４月２０日から相当期間、約１か月にわた

って給食が停止したということで、年間食材費が

１億 ０００万円程度ですから、一月にすると

０００万円程度、それについては地元の納入業者

についてはやはり直接的なダメージなのだろうと

いうふうに考えております。私たち教育委員会と

しましても、市としましてもやっぱり学校給食を

止めるわけにいかないという、これは当然のこと

だと認識しておりますので、ただ、今年度につき

ましては国からも新型コロナウイルス感染症に伴

う主な支援策というような形で持続化給付金です

とか、また市においても事業継続支援給付金等の

制度がございます。そういうような御紹介も給食

センターのほうから各業者のほうにもさせていた

だいておりますし、つなぐことができればつなぐ

というようなことで進んできております。ただ、

今後第２波、第３波、どのような形で、想定はし

たくはないのですけれども、再度また休業という

ような対応が、そういう措置を取らなければなら

ない状況が出ないとも限りませんので、その辺に

つきまして今後もいろんな方面で支援も含めて、

当然支援を第一にといいましょうか、そういうよ

うな形で進め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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは次、公共事業に関する部分としてお聞

きをしたいと思います。実際に現在の入札、契約

等々については公正公平、当然適正にされている

ということは重々承知、認識をしているところで

あります。その中で、今回４月２８日に入札のあ

った案件については低入札の標準価格を下回る価

格というふうなことがあって、調査になったので

す。調査委員会を開いてというふうなことであり

ますけれども、この中で実際に落札の率を見ると

９ １７％ということで、相当低い落札になって

います。それと、５月１２日の入札ですけれども、

これも８ ５８％の落札率ということで、非常に

低い状況だというふうにこの状況から見られるわ

けですけれども、入札ですから、競争原理が働く

わけですから、こういうふうにならざるを得なか

ったという背景は重々承知はしているところであ

りますけれども、ただ先ほども御答弁をいただい

たわけですし、こちらのほうからも質問させてい

ただいたという部分では適化法と、それからこれ

はもう一つの部分でいうと品確法、この部分でい

うと業者がしっかり担い手の確保ですとかその他、

いろんな内容等について考えていくと、ある一定

程度の利潤というふうなことも御答弁の中にあり

ましたけれども、やはり確保してやらなければな

らないというふうな状況あるのかなというふうに

思っています。実際に建設事業者、地元のこの部

分でいうと、地方における公共事業の数というの

はどんどん減ってきているという背景もあって、
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非常に苦しい、厳しい状況になっているのかなと

いうふうに思います。その中で、実際に建設業者

は今災害があったときにこの対策というふうな形

ではなくてはならない業者でありますし、また冬

の除雪においてもこれは市民生活をしっかり守っ

ていくというためには欠かせない業者だというふ

うに認識をしています。しっかりとこの２法の趣

旨にのっとって、そして進めていっていただきた

いなというふうに思うのですけれども、今残念な

がらこういう低額の落札があったというふうなこ

とで、この部分、今後の入札の在り方というふう

な部分で何か改善をできるものというような部分

でお考えがあれば、お知らせ願いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今塩田議員のほうか

らお話がございました。建設業者の皆様におかれ

ましては、本当に災害の場面ですとか、あと冬の

除雪の部分も含めましてなくてはならないという

ことで、守っていかなければならないと、そうい

う部分で十分認識しているところでございます。

ただ、先ほどの答弁にも申し上げましたけれども、

基本的にはそれぞれの法律にのっとりながら適正

に入札執行しているという部分で御理解いただき

たいというところでございますので、よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） そのとおりのことに

なろうかと思いますが、実際に道のほうで低入札

価格の調査制度、そのほかに最低価格の基準価格

を設定する制度というふうな部分でこれを適用し

ているのです。そんなことも含めて、名寄市は低

入札の関係については実際適用しているというふ

うなことでありますけれども、これらについてど

んなふうにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 最低制限価格制度の

導入についての御質問だと思います。御案内のと

おり、本市では低入札価格調査制度を導入してい

るというところで、最低制限価格制度については

今のところ導入しておりません。当面は、現行の

低入札価格調査制度を実施しながら最低制限価格

制度についても研究してまいりたいと考えており

ますので、御理解願います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは次に、質問としては入札の執行に関す

る部分として予定価格の事後公表についてお伺い

をしたいと思います。この予定価格の事後公表、

根拠と、それから事後公表の時期についてお願い

します。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 予定価格の事後公表

の根拠と予定価格の公表時期ということで御質問

いただきました。予定価格事後公表の根拠につき

ましては、名寄市の訓令でございます予定価格の

事後公表及び低入札価格調査制度に関する事務取

扱要領、そういう訓令がございまして、第２条に

おきまして対象工事等と定めておりまして、１件

１３０万円を超える建設工事につきまして事後公

表と低入札価格調査制度を併せて行うというよう

に規定されております。ただし書がございますけ

れども、通常はこの規定にのっとりまして予定価

格の事後公表及び低入札価格調査制度を実施して

いるというところでございます。また、事後公表

における予定価格の公表でございますけれども、

この訓令の第３条に予定価格の公表等は一般競争

入札及び指名競争入札の終了後、適宜の方法によ

り行うものとすると規定がありまして、現状の取

扱いといたしましては、通常落札された場合は当

日の夕方頃に掲示板、ホームページで公表と。低

入札の場合についても当日の夕方頃に掲示板、ホ

ームページで公表と。調査基準価格は公表しない

と。不落の場合は、最低価格業者と随契協議をし

た後に掲示板、ホームページに公表というような

取扱いを行っているところでございます。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今事後公表の根拠に

ついては、事務要領があって、その事務要領に沿

って行われているということであります。この中

で予定価格の公表時期という部分でいうと、今お

っしゃったように、３条で公表等の方法というふ

うな部分で、この部分では入札の終了後適宜の方

法によりというふうな部分ですけれども、これに

ついて具体的に教えてください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 具体的にということ

なのですが、３パターンありまして、通常落札さ

れた場合のときは当日の夕方頃に掲示板とホーム

ページで公表すると。低入札の場合は、同じく当

日の夕方頃に掲示板とホームページで公表と。不

落の場合は、最低価格業者と随契協議をした後に

掲示板とホームページで公表という形になってい

ます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今の御答弁でいきま

すと、低入札価格を設定をした入札については公

表は実際に契約後ということではなくて、通常で

いうと、私の理解でいうと、最初の部分でいうと

落札して、落札額が決定をして、契約をして、そ

して事後公表といいましょうか、その流れになっ

ていくのだろうなというふうに思うのですけれど

も、低価格の部分については調査が入っていると

いうふうなことで、これは基準価格に達しないか

ら、結果的に、調査委員会ですか、調査委員会を

設置をして、入札、要するに札入れの価格が妥当

であるかどうかというのを調査する期間があるの

です。したがって、今の部分でいうと調査をする

には結構時間がかかるのです。今、入札が終わっ

た、夕方に公表というふうなことであれば、この

要綱の中でいうと落札者はこの時点で決定しませ

んから、決定は後ですよね。ましてや最低で入れ

た、価格で入れたら落札をしていないのですけれ

ども、入札を入れた業者に落札させるか否かは調

査後でないと分からないし、それが履行がなされ

ないというふうに判断した場合は次の場面に移っ

ていくのです。ですから、次順位の業者のほうに

移っていく。それが低入札価格よりも下回る部分

であれば、同じような調査委員会を通して調査を

し、どうするか決定をする、そういう流れだとい

うふうに思っていまして、その中で決定者が出な

い場合はこれは再公告入札になるのです。そうい

うふうに書いてあると思うのですけれども。それ

が予定入札価格がもう既に公表されているという

ふうなことになることは、これどうなのでしょう

か。副市長、お答えいただけますか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今予定価格の事後公表

及び低入札価格調査制度に関する事務取扱要綱、

ここの議論になるかと思っておりますけれども、

まず低入札調査価格になりますと、低入札の調査

価格自体はこれは公表していないと思います。予

定価格については、今の取扱いではオープンにな

っているということ、予定価格については低入札

とした段階で調査の入る前に夕方の掲示板という

ことでありましたから、その中で出てくるという

ことになります。私どもについては、予定価格は

下回っているのだけれども、低入札価格のところ

での、それは見えない調査基準価格での調査とい

うことになっておりますので、そこについては伏

せた状態でありますから、公正性、公平性は担保

されていると思っておりますけれども、最終的に

この事務取扱要綱においては第３条、予定価格の

公表等は一般競争入札及び指名競争入札の終了後

というところの読み方が非常に曖昧な状態だとい

うふうに私も今認識したところであります。改め

てほかの市町村の取扱いの状況、あるいは公共工

事の取扱いの状況等も踏まえて、適宜ここは検討

させていただきたいと思います。最終的に低入札

の調査が行われて、順次下のほうからやっていく

わけなのですけれども、結果的に落札される方が、
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業者さんがいらっしゃらないということになれば

今度、おっしゃるとおり、再公告になります。そ

のときには、改めてこの予定価格をどうするのか

という議論になりますので、そこのところまで踏

まえると、同じ予定価格でいいのかどうかという

のは調査の中でまた判断しなければなりません。

そういうことも踏まえて、今のところは予定価格

前段で見える状態でもそれは大丈夫だろうという

ふうに思っておりましたけれども、改めてここの

第３条の読み方についていろんな形で研究、検討

して、適切な形に仕上げてまいりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今副市長がおっしゃ

るとおりだと思うのです。実際にはこれは公正性

に欠くというふうなことになると思うのです。た

だ、事例が事例というふうなことで、これが再公

告入札というふうなことになったときに、今予定

価格をいじるような話がありましたけれども、公

表していなければその必要もないわけですし、実

際に原課が積算をしたこの積算の内容については

恐らく問題はないというふうに思いますから、そ

うすればその後、先ほどの落札に至らなかったケ

ースを除いて、新たな公告入札を行う。そのとき

には、公表していなければその予定価格で再度入

札が行えるというふうに私は理解します。したが

って、この流れはおかしいというふうなことを御

指摘をしたいというふうに思います。

それと、不落の部分でありますけれども、この

部分についても同じことが言えると思います。今

回の、要するに不調に終わった３件の案件があり

ますけれども、この部分についての予定価格の公

表というのは同じ考え方でよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 不落の場合は、先ほ

ど最低価格業者と随契協議をした後に掲示板とい

う形なのですが、基本的には協議が調った段階で

出しているというところで御理解いただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） この案件についても

同じように、この要領を見ると、これは再公告入

札です。再公告入札を行って、そこに落札者が出

なかった場合、基本的には最低価格、要するに予

定価格に一番近い業者とこの部分については協議

というふうなことになると。そして、随意契約と

いうふうになるのだというふうに私は思うのです

けれども、そうではないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ちょっと問題を整理さ

せていただきます。最初に話題になったのは低入

札価格の部分でありまして、これは調査基準価格

があって、それより下がっている金額で入札され

た方については一度調査してと。その場合は、予

定価格より下回っているので、そこは今見える状

態にしている。今、前段の不落の場合、予定価格

よりも高止まっていて落ちなかったときの状況で

すが、これについては業者さんが決定するまでは

予定価格については公表はしておりませんので、

そこは決まってから、全て整ってから公表であり

ます。ですので、低入札の場合と不落随契になっ

たというルートでは予定価格の取扱いが違うとい

うのも御指摘のとおりだと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 私の理解が違うのか

分からないですけれども、この不調に終わってい

る案件については、私は翌日見ているのですけれ

ども、公表されている部分については。予定価格

公表されています、既に。ですから、おかしいな

というふうに思ったわけです。したがって、今副

市長が答弁されたような内容が正しいのかなとい

うふうに思いますので、この在り方についてしっ

かりと、公正性を欠くようなことにつながるとい

うことはこれはよくないことだというふうに思い

ますから、しっかりとした対応をしていただきた

い。

それと、予定価格の公表についても税込みで公
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表したり、税抜きで公表したりという部分あるの

です。どっちが正しいのか分かりませんが、こう

いうふうな公表もあるということも含めてこの辺

についてしっかりとした対応をしていただきたい

というふうに思います。よろしいですか。

次に移ります。

〇議長（東 千春議員） 答弁聞きますか。

〇１４番（塩田昌彦議員） もしよければ。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ちょっと状況について

も、私も現場離れておりますので、再度確認させ

ていただきたいと思いますが、少なくとも不落随

契の場合についてはその業者さんが決まってから

の予定価格公表というのは大前提でありますので、

これが違うということになりますと大変なことで

すので、改めて見させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは、時間なくなりましてすみません。地

方創生の臨時交付金の関係でありますけれども、

６事業に絞ったという状況については承知をしま

した。その中の一つとして事業継続の支援給付金、

これ見ているのですけれども、実際には５月１９

日現在ということですから、まだ締切りまでは日

にちがあるので、一概に言えないのですけれども、

実績でいうと３２９件ですよね。経済部長、３２

９件で間違いないですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１４番（塩田昌彦議員） ですよね。というこ

とで、予定をしている部分よりも相当下回ってい

るという状況が見られるなというふうに思ってい

て、これらについて当初事業計画というふうな形

で見ていたのも変更しなければならないのかなと

いうふうに認識をしていました。先ほど部長のほ

うからの答弁で、一次と二次というふうなことが

あって、これは二次はまだこれからの部分であり

ますから、いろんなことを想定をしながら、要す

るに地域経済をどのようにしていくかというふう

なことになると思いますので、これらについてい

くのだろうなというふうに思っていますので、し

っかりとした市民に寄り添った経済対策というよ

うな形でつくっていただきたいというふうに思い

ます。

それと、まだ実際に提案されているということ

で、明日、どうなのか分かりませんけれども、私

５月８日の臨時会の中で質問させていただいた、

市内から道内外に大学等に通うお子さんがいて、

要するに保護者のほうに何らかの、同じように厳

しい状況にあるわけですから、支援がないのかと

いうふうなことでその検討をしてくださいという

要望をさせていただいたというところで、いろい

ろ御検討いただいたということで、感謝をすると

ころであります。トータルでいうと、これから二

次の計画を策定するというふうなことであります

から、いろんなことを考慮しながらというふうな

部分で、１つだけ、実際にどうなるか分かりませ

ん。勝手に考えている部分でありますけれども、

町場に行くといろいろパーティーとか、少年団の

育成、いろんな部分での育成というふうなことで、

パーティーを開いていました。しかしながら、今

のこの現状からいうと、それがなかなかままなら

ないというところであります。しかしながら、こ

れからの状況でいうと、少しずつ改善をしていっ

たりすることで開けるようになるかもしれない。

今まで３００人、４００人規模でなっていたもの

が半分の規模でやるとかいうふうなことも想定と

しては考えられるというところで、しかしながら

そのくらいの数でやると、しっかりこの少年団で

育成につながるかというと、なかなかつながり切

らないというところがありますから、それらに対

する部分として助成制度か何かあれば、そういう

ふうなものが開かれて、開かれることによって実

際に飲物だとか食べ物だとか市内で循環して動く

わけですから、これは当然経済動くというふうな

ことになりますので、そのようなことも含めて、
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思いつきで失礼なのですけれども、そんなことも

考えたところがあって、こういうふうな支援策と

いいましょうか、どうなのでしょうかということ

でちょっとお伺いをしたいと思います。それに対

してもし御答弁いただけるのであれば、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） 今塩田議員から御提

言をいただいたと認識しております。今回補正の

関係で様々な部分、経済対策ですとか先ほどの学

生の部分も上げさせていただきました。今後もさ

らにまたいろんな状況が、厳しい状況が続くと思

いますので、そういう塩田議員の意見も参考にし

ながらまた新たな支援策も含めて検討してまいり

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

地球規模の気候変動問題に関わって外１件を、

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、大項目２点について通告順に質

問をさせていただきます。

大項目１、地球規模の気候変動に関わって。地

球規模の気候変動の脅威とそれに対処する緊急の

必要性を認識し、産業革命前から地球の気温上昇

を２度未満に抑え、 ５度未満に抑える努力をす

ることを目標とした国際条約、パリ協定が２０１

６年に発効されました。しかし、その後も世界の

ＣＯ２の排出量と世界の気温は観測史上最高値を記

録を続け、現在既に １度上昇しています。国連

は、パリ協定に基づく各国のＣＯ２削減目標が達成

されなければ、今世紀末には世界の気温は３度上

昇し、人間の力では元に戻せない状況に陥ると警

告を発しています。既に気温の上昇と地球全体の

過熱化によって世界各地では熱波、台風、ハリケ

ーンなどの巨大化、大規模森林火災、豪雨、洪水、

海面上昇、干ばつ、氷床融解や逆転極化の大寒波

や豪雪、猛吹雪など極端な気候変動が頻繁に引き

起こされている現状です。日本国内でもこれまで

に経験したことがないと言われる異常気象が常態

化し、気象災害が深刻化しています。地球４６億

年の歴史の上、類を見ないスピードで気候変動は

進行し、世界各地で人々の生命や暮らしが危険に

さらされ、地球生態系や生物多様性が損なわれて

います。今世界を震撼させている新型コロナウイ

ルス感染パンデミックもこれら人間の産業活動の

グローバル化による地球規模での気候変動、気候

危機によってもたらされた災禍であると言われて

います。皮肉なことに新型コロナパンデミックに

よって世界の経済産業活動が停滞、縮小されたこ

とでＣＯ２排出量が８％ほど減少する見込みがある

とＩＥＡ、国際エネルギー機関は発表しています。

しかし、国連のグテーレス事務総長もコロナ禍に

よってＣＯ２の排出量の減少は認めているものの根

本的な解決には至らないと述べ、これを機に再生

可能エネルギーへの投資を強化すべきと発してい

ます。このような深刻な状況下の中、昨年の国連

気候行動サミットでは世界の７７か国が２０５０

年までにＣＯ２排出量を実質ゼロにするカーボンニ

ュートラルを表明しました。小泉環境大臣も気候

変動の現状はもはや気候危機であると警告を発し、

昨年スペインのマドリードで開催されたＣＯＰ２

５での議論を踏まえ、２０５０年までにＣＯ２の排

出ゼロを目指す先進的な取組を推進していくこと

を表明されています。それらを踏まえ、以下小項

目３点について質問をさせていただきます。

小項目１、本市における地球温暖化対策につい

て。温室効果ガス、ＣＯ２削減の取組の現状と課題

について伺います。そして、今後の取り組み方と

目標について伺います。

小項目２、脱炭素社会実現への再生可能エネル

ギー導入に向けた考え方と取組について。今定例

会の行政報告にも発せられておりました、王子マ

テリア名寄工場の継続が難しい場合を想定した新

しい産業の創出の一つに掲げられておりました再
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生可能エネルギーも一つの柱と位置づけて検討し

ながら進めていくとのことですが、再生可能エネ

ルギー導入に関する具体的な選択肢の検討と可能

性について導入に向けた取組の考え方と進め方に

ついて伺います。

小項目３、２０５０年ＣＯ２排出ゼロ表明につい

て。昨年９月のグローバル気候マーチにはスウェ

ーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん

の怒りの演説につき動かされた未来世代の若者を

中心に１８５か国、７６０万人が参加をしました。

また、昨年１１月のグローバル気候マーチでは、

持続可能な未来を守るべく国内２５都道府県で若

者を中心に ０００人が参加をしています。５月

７日までに全国９１の自治体が表明をしている２

０５０年ＣＯ２排出ゼロへの表明参加についての考

え方についてお知らせください。また、世界で

１００を超える自治体が宣言を発している気候非

常事態宣言の表明に対する考え方についてもお知

らせください。

大項目２、ＪＲ宗谷本線維持存続に関わって。

新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミッ

クは、世界のあらゆる経済や産業に急ブレーキを

かけました。本市内においてもほぼ全域にわたっ

て多くの事業者がマイナス影響を受け、市の中小

事業者への支援を受けながら、活用しながら、あ

えぎながらも生き残りを模索しているところです。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う国や道か

ら発出された緊急事態宣言によって不要不急の移

動、特に県境をまたぐ移動は自粛するよう要請さ

れ、とりわけゴールデンウイークを一つの書き入

れどきとしていた業者、事業者にとってはこれま

でに経験したことがない減収の打撃を被ることと

なりました。ＪＲ北海道は２０３１年度の経営自

立を掲げ、２０１９年度から経営改善の一歩を踏

み出した途端コロナの災禍に見舞われ、出ばなを

くじかれた格好になっています。２０１９年度、

ＪＲ北海道全線区は６年連続の赤字計上となり、

営業損益は過去最大の５５１億円を超えたと報じ

られております。本年５月の鉄道運輸収入は前年

度比で７４％の減少、最新の予測では今年度の減

収額は２００億円から３００億円に達すると見込

まれています。緊急事態宣言が解除され、明日６

月１９日から移動自粛要請も緩和されるようでご

ざいます。７月１日からは間引きされていた列車

についても全便通常ダイヤで運行に戻るようです

が、この夏はどうみん割やＧｏＴｏキャンペーン

の施策を投入したところで一朝一夕に観光客、と

りわけてインバウンドの回復は見込めそうにあり

ません。ＪＲ北海道が単独で維持することが困難

とされている線区については、これから一層危機

感が募る状況となりそうです。今定例会の行政報

告によりますと、宗谷本線維持存続に向けた事業

計画アクションプラン１年目の目標達成率が９０

％という高い評価でありますが、前途多難が予測

される今後、宗谷本線活性化推進協議会は沿線自

治体を取りまとめながらどのような対策を講じて

いくのか、以下２点について伺います。

小項目１、宗谷本線アクションプラン１年目の

取組と成果について、項目ごとの具体的な取組と

その成果について評価を含めてお知らせください。

また、コロナ禍の影響を鑑み、２年目の取組の仕

方についても伺います。

小項目２、ふるさと納税の財源実施項目への明

記について。本市にふるさと納税をされている方

の希望する納税金使途選択項目に宗谷本線の維持

存続や市内の駅維持管理、改修などの項目を加え

ることができないかについてお伺いします。

以上、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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 富岡議員からは、大

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２の小項目１は総合政策部

長から、小項目２は総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、地球規模の気候変動問題に
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関わって、小項目１、名寄市の地球温暖化対策に

ついて申し上げます。現在の地球は過去 ４００

年で最も暖かくなっていると言われており、地球

規模で平均気温の上昇のみならず気候の変化や水、

生態系などあらゆる面で深刻な影響が生じている

と考えられています。地球温暖化の主な原因は人

間の活動による温室効果ガスの増加である可能性

が極めて高く、特に二酸化炭素の影響が最も大き

いと言われています。本市におきましても地球温

暖化防止対策の推進に関する法律に基づき名寄市

地球温暖化防止実行計画を策定しており、現在第

３次計画により名寄市役所の全事業拠点を対象と

したＣＯ２の削減に取り組んでいるところです。ウ

オームビズや公用自転車の活用など各施設での省

エネルギーの取組により、平成３０年度のＣＯ２換

算排出量は基準年の平成２８年度と比べて ２％

の減少となりました。また、昨年度は新たな取組

として、一般財団法人省エネルギーセンターによ

る省エネ無料診断を１０か所の公共施設で実施い

たしました。診断の結果、設備の更新だけではな

く、設備運用の工夫で省エネルギーに取り組める

事項も多く見つかり、今後の施設運営に参考とな

る情報を得ることができました。今後も公共施設

の診断に活用するとともに、民間企業にも情報を

発信することによりＣＯ２削減の取組の広がりを図

ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２、自然再生可能エネルギー導入

に向けた取組についてお答えいたします。本市に

おきましては、名寄市総合計画（第２次）の基本

目標３、自然と調和した環境に優しく快適で安全

なまちづくりの中において環境との共生を主要施

策の一つとして掲げており、化石燃料の燃焼が主

な要因である地球温暖化問題の解決に向け、豊か

な自然環境の保全と環境負荷の減少を目指してお

ります。再生可能エネルギーの普及推進には、市

民一人一人が地球温暖化問題やエネルギー問題を

自らの地域の問題として認識することが必要であ

ることから、昨年度は名寄消費者協会主催の消費

生活展において燃料電池自動車普及啓発展示ブー

スを開設し、一般市民向けに普及啓発を行ってき

たところであります。今後も市民への普及啓発に

努めるとともに、新たな公共施設整備や大規模改

修の事業の際には再生可能エネルギー導入に向け

た検討を進めてまいります。

続きまして、小項目３、２０５０年ＣＯ２排出実

質ゼロ表明についてお答えいたします。２０１５

年に合意されたパリ協定では、平均気温の上昇幅

を２度未満とする目標が国際的に共有されていま

す。また、２０１８年に公表された国連の気候変

動に関する特別報告書では、気温上昇を２度より

リスクの低い ５度に抑えるためには２０５０年

までにＣＯ２の実質排出量をゼロにすることが必要

とされ、全国９４の自治体で２０５０年までにＣ

Ｏ２排出実質ゼロを表明しております。地球温暖化

の問題は、世界規模で非常に重要な問題であり、

引き続きＣＯ２の削減に向けた取組や啓発を進めて

まいりますが、現時点におきましては名寄市とし

てＣＯ２の排出実質ゼロ、また気候非常事態宣言な

どの表明を行う考えにはまだ至っておりませんの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、ＪＲ宗谷本線の維持存続に関わって、小項

目１、宗谷本線アクションプラン１年目の取組と

成果について申し上げます。

平成３１年４月に策定されました宗谷線アクシ

ョンプランの１年目の取組の成果につきましては、

本年４月にＪＲ北海道より検証結果の報告がされ

ております。１年目の目標達成率９０％とされた

成果といたしましては、利用促進及び経費節減の

各項目ごとの取組に対しての達成率となっており、

利用促進の取組では、観光列車風っこそうやの運

行による観光誘客、沿線の活性化や利用促進、観

光事業の創出につながったほか、宗谷線フォトコ

ンテストの受賞作品のパネル展を行い、宗谷本線



－127－

令和２年６月１８日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

の魅力ＰＲやマイレール意識の醸成が図られたこ

となどから、目標達成となっております。また、

経費節減におきましては極端に利用の少ない駅の

廃止についての協議実施などが挙げられており、

目標達成及び達成見込みを合わせて９０％を超え

た結果となっております。コロナ禍における今後

の取組としては、アクションプランの着実な実行

に向け進めてきたところですが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により十分な取組が行えない現

状に加え、５月２０日、宗谷本線の特急列車の運

休実施が発表されました。この発表を受け、宗谷

本線活性化推進協議会をはじめ影響のあるほかの

沿線地域の各期成会と合同で、５月２２日にＪＲ

北海道に対し新型コロナウイルス感染症終息後に

おける早期運行再開の申入れを行ってきたところ

です。その後、５月２５日の緊急事態宣言の解除

を受け、６月１０日のプレス発表では、先ほど議

員からお話があったとおり、７月１日からの減便

特急の再開が発表されたところです。また、今年

度は観光列車、花たびそうや号の運行が中止とな

りましたが、協議会としては引き続き利用促進策

として宗谷線フォトコンテストを実施し、受賞者

へは応募作品を掲載した宗谷本線活性化推進協議

会公式オリジナルカレンダーを作成し、贈呈させ

ていただくことや昨年度好評でありましたステー

ションカードを発行させていただくなど沿線地域

とＪＲ北海道が協力し、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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２

の小項目２、ふるさと納税の財源実施項目への明

記についてお答えしたいと思います。

本市では、平成２０年に名寄市ふるさと応援寄

附条例を制定し、寄附金の使途を５つの事業の中

から指定する形でスタートいたしました。その後、

平成２９年度からの名寄市総合計画（第２次）の

策定に併せまして、重点プロジェクトに位置づけ

られている施策や申込みの際にその他の事業で指

定されることが多かった分野の中から特色ある事

業として農業と子育ての２つを加えて、全体で７

つの分野に関する事業を掲載することとし、また

併せて利雪・新雪を含む冬季スポーツの拠点化事

業の見直しを平成２９年３月に行いました。その

見直しの際の議論の中では、先ほど申し上げた分

野のほかにも幾つか項目を追加してはどうかとの

意見もありましたが、選択肢を増やすことで一つ

一つの印象が薄まり、本市の特色が分かりづらく

なる可能性があることから、使途事業の項目につ

きましては７つにしたところでございます。今般

使途項目の選択肢に宗谷本線の維持存続や市内の

小さな駅の存続、それを加えることはできないか

との御質問をいただきましたが、宗谷本線の維持

存続に向けては現在宗谷本線活性化推進協議会に

おいてＪＲ北海道と一体となって利用促進等の取

組を進めている、そういうところでございますの

で、今後も沿線自治体が一つになっての活動を推

進することが大切であると考えております。また、

個別の事業を使途項目に加えることは、平成２９

年の議論経過から考えますと難しいと判断してい

るところでありますので、御理解をいただきたい

と思います。

なお、本市ではいただきました寄附金につきま

して、名寄市ふるさと応援寄附条例に基づきまし

て地域振興基金等に一度積立てを行い、その翌々

年度の予算編成時に使途指定に合致した事業で寄

附金を活用させていただいておりますので、宗谷

本線や駅の存続のためなど使途を指定した寄附が

あった際には寄附者の意思に沿う形で活用させて

いただきますし、寄附のあるなしにかかわらず、

その事業が本市の施策等と照らし合わせて必要で

あると判断した場合には、これまでも予算や補正

の審議を経て対応してきておりますので、その点

につきましても御理解をいただきたいと思います。

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） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれに御答弁をい
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ただきました。再質問をさせていただきたいと思

います。

第３次名寄市の地球温暖化防止実行計画におい

て、平成の２８年から２０２１年、令和３年の目

標値、３％の削減目標を掲げておりました。その

中で平成３０年、おととしですか、早くも目標値

をクリアした ２％の削減を達成されたというこ

とは大変これ評価に値することだなというふうに

考えるところでございますけれども、令和元年度

の行政評価結果報告書によりますと、温暖化対策

の啓発、公害対策事業などなど見ますと、一次評

価のランクがＢランクということで、理由には今

後監視業務のみならずＳＤＧｓやＣＯ２の排出抑制

など国の動向、気候変動適応法とかパリ協定など

の潮流に鑑みて、総合的な施策の展開と研究、拡

充を必要とされるというようなことが書かれてい

たわけでございますけれども、今後その辺につい

てはどのような検討を重ねていくおつもりでいる

のかお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今議員のほうから御

指摘がありました様々な部分につきましては、な

かなか一朝一夕にＣＯ２の削減をしていくというの

は難しい部分があると考えております。また、先

ほどの答弁の中でも触れさせていただきましたが、

身近なところから見直しを行っていく省エネ診断

ですとか、また第３次名寄市地球温暖化防止実行

計画に基づく取組を着実に進めていくことで成果

につながっていくと考えておりますので、御理解

をいただきたいと存じます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 身近なところから、こ

ういう大きな問題というのは一朝一夕にはなかな

かいかない部分があるのかなというふうにも思う

のですけれども、１つ疑問があったのですけれど

も、本市はＳＤＧｓというものを掲げてはいない

ようではあるのですけれども、導入自治体が全国

的に増えて、２０３０年にありたいまちの姿を目

標に進んでいるという部分があり、行政評価調書

の中にもＳＤＧｓという文言が出てくるわけです

けれども、本市においてはＳＤＧｓが掲げている

この１７の大項目と１６９の小項目というものが

ほぼほぼこの名寄市総合計画（第２次）の中に網

羅されているというような位置づけとして捉えて

いいのかどうなのかということをちょっとお伺い

したいと思います。

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） ＳＤＧｓという

ことで御質問いただきましたけれども、議員がお

話ししたとおりだと思いますが、実はＳＤＧｓは

非常に広範囲な、人権の問題からいろいろな課題

が網羅されて、それを分かりやすく配置したもの

が最終的には１６９というふうに分割されて表示

されていますけれども、ここについては総合計画

との整合性というのは当然そこは包含された考え

が全て収まっているというような位置づけという

認識ではあります。ただ、今現状その部分につい

ては名寄市としてはＳＤＧｓという部分について

強く意識した形での位置づけについてはまだ至っ

ていないというような現状でございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 分かりました。広範囲

で、この中に、総合計画の中に様々な部分が網羅

されているというのは文言を読むと読み取れる部

分があるので、その辺は理解させていただくとこ

ろなのですけれども、国の気候変動適応法が発せ

られて、これを受けて、北海道が北海道気候変動

適応計画というものを立てて、さらなる次へ向け

たビジョンを描いていこうとしております。その

中で、昨日佐久間議員の名寄市総合計画（第２

次）の補強に対する答弁の中で、環境負荷の軽減

と気候変動に対応したことも考えていくというよ

うな御答弁があったかと思うのですけれども、今

こそ温暖化防止の実行計画の中に名寄市が定めて

いる第３次の温暖化防止実行計画の中にも気候変

動適応計画というのを包含させていく必要がある
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と思うのですが、その辺というのは多分恐らく各

部、各課、横断的に捉えた視点、論点が必要にな

ってくるかと思われるのですけれども、その辺に

ついてのお考えがあればお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 現在の温暖化の第３

次計画につきましては、平成２９年度から令和３

年度までの５か年の計画となっておりまして、今

後見直し作業を進めていくことになりますが、そ

の中で、今議員のほうからおっしゃられました気

候変動の適応計画ですか、こちらの部分も盛り込

んでいけるのかどうかも含めて研究してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひよろしくお願いい

たします。そういった形で一つ一つ進めていくこ

とによって一朝一夕にはできなかったものが恐ら

く実現に近づいていくのだろうなというふうに考

えます。

平成の２６年５月に名寄市は低酸素まちづくり

計画というのを策定しております。名寄市総合計

画（第２次）の中にも恐らくその辺が盛り込まれ

るのかなと思いますし、あとは２０年後の名寄市

の姿を見据えた中で都市計画マスタープラン、そ

れとこれから進んでまいります立地適正化計画、

こういったものとも恐らくその辺は連携、リンク

していくものではないかなというふうに考えてお

ります。その中にカーボンオフセット、こういう

機能を含めた森林整備の計画というものも恐らく

入ってこようかと思います。この辺については、

またの機会に森林の全般の質問とさせていただき

たいところではあるわけですけれども、森林環境

譲与税の独自的な配分とか取組なども森林組合な

どと連携しながら、恐らく気候変動の抑制とか気

候災害防止の観点から進めていく必要があるので

はないかなというふうに考えております。また、

公共交通網形成計画の中でも過度な自動車の利用

脱却に向けたという文言もありますので、その辺

交通機関のシームレス化と利便性の向上によって

自動車をあまり使わないで済むようなやり方とい

うのもできるのかなというふうにも思います。そ

して、昨日清水議員の防災に対する質問にもあり

ましたけれども、これから極端化する気象災害を

視野に入れた中での防災計画、この中にも災害時

の初動態勢として、より実効性のあるものとして

市内業者との災害協定は結ばれていると思うので

すけれども、その辺の具体的な進捗と連携の強化

というのも日頃から話を進めていく必要があるの

ではないかというふうに考えております。その辺

について何か御答弁していただけるものがあれば、

お願いしたいなと思うのですが。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 市内業者との災害協

定ですとか、その関係で御質問があったと思いま

す。建設業ですとか、あと建設業等、様々な部分

で協定を結んでおりまして、その都度協議させて

いただきながら連携しているというところで御理

解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らくその辺市民との

共同作業としても、午前中にも五十嵐議員からも

質問がありましたけれども、ごみの削減ですとか

省エネルギーですとか、そういった取組というの

はやはり市を挙げて、そして市が音頭を取りなが

ら、民間も巻き込みながら進めていくということ

が恐らくこれからのＣＯ２排出削減目標を達成させ

ていくビジョンを明確に打ち出すことにつながっ

ていくのではないかなというふうに考えておりま

す。

小項目２のほうに移らせていただきます。地域

の低酸素のまちづくりや温暖化防止の計画によっ

て一層実効性を高めていく上で、再生可能エネル

ギーの模索は重要な課題であり、現時点で活用度

としては民間の企業のメガソーラーが旧風連町の

中学校の跡地にあります。それが ５００キロワ
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ットですか。あとは、名寄小学校の北側校舎の屋

上に太陽光パネルが出力１０キロワット、そして

雪氷冷熱の利用としては低温倉庫としてのゆきわ

らべ雪中蔵や農産物出荷調整利雪施設というのも

あるようですけれども、今後コロナ後の社会の基

盤の大きな変化というものを視野に入れて考えた

ときに、恐らく地域における産業構造の転換とか、

また新たな産業振興の面から見ても地産地消型の

エネルギー開発というのが必要になってくるので

はないかなというふうに考えておりますけれども、

その辺について見解をお伺いしたいと思います。

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） 答弁の中にも条

約の話が出てきたりとか、日本国内というよりも

世界的な人類としての課題というような位置づけ

のお話ですけれども、ここを我々の立場で具体的

な話を進めていくというのは難しい規模の話も出

てきますので、なかなか御期待に沿える答弁がで

きるかどうか分かりませんけれども、基本的には

世界的な課題ですので、その中でやはり国がしっ

かりとリーダーシップを取って、世界基準に追い

つくような施策を展開していただきながら、それ

が都道府県に下りてきて、そしてそれをまた実践

を市町村がしていけるような形が一番できればい

いのかなというふうに日々感じているところであ

ります。その中で市町村としてやり切れる範囲の

ことをしっかりと見極めて、議員がおっしゃるよ

うに、これから、本日答弁をさせていただきまし

たけれども、いろいろな周知活動、啓発活動、い

ろいろしながら意識を醸成していく、ここが市町

村の役割、一丁目一番地なのかなというふうな認

識でいるところであります。

それから、地産地消のエネルギーの話がござい

ましたが、それが我々自治体のレベルでやり切れ

るかどうかを今検討しているところですけれども、

王子の跡地の活用について再生可能エネルギーと

いうことで今可能かどうかということを検討を始

めさせていただいたところです。これがもし、当

然プレーヤーとしては民間事業者になりますけれ

ども、民間の方たちがこういったものを着手して

いただいて、行政としてどんなお手伝いができる

のかといったところが今後の議論の行き先になる

のかなと考えておりますが、その中で相手として

は例えば王子のグループ会社だったり、そんなと

ころが参画していただけるかどうかということ、

可能性を探りながらしっかりと進めてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） いろいろと昨日も王子

の跡地についての話というのは王子グループの中

にもそういうエネルギーを開発する会社があると

かという話もお聞きしたところではあるわけです

けれども、名寄市も、ちょっと歴史を遡ってみま

すと、１０年ほどぐらい前には木質バイオマスに

関連した検討地域協議会とか庁内委員会とかとい

うのもあったようでございます。私その頃はまだ

名寄市民ではなかったので、分からないわけです

けれども、再生可能エネルギーとして考えられる

のは本市の持つポテンシャル、あるいは立地特性

に鑑みてみますと太陽光が一番なのかなというの

は挙がってくるわけですけれども、あと最近風力

に関してもいろいろなものが出てきている。あと

は、雪、氷というのはもちろんのことですけれど

も、あと川がいっぱい流れている地域であります

ので、中小水力の発電、あるいは６２％でしたか、

森林に覆われている名寄市ですから、木質バイオ

マス、あるいは下水汚泥や家畜のふん尿バイオガ

スというものも一つ選択肢として挙げられるとは

思います。その中では、賦存量ですとか利用可能

率とか、そういったもろもろがあって、あるいは

経済性との整合性、そういったものによってでき

る、できないというものは精査されてくるのだろ

うというふうに思うのですけれども、この気候危

機のさなかにある中、やはり何かしらこの喫緊の

課題として再生可能エネルギーに関するロードマ
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ップというものを描いて取り組んでいく必要とい

うのが大切になるのではないかなというふうに考

えておりますけれども、その辺についていかがで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今議員のほうから太

陽光をはじめとして様々な自然再生可能エネルギ

ーの部分で御提言をいただいたと思います。現状

におきまして議員が納得できるような取組が市と

してできているかというと、今やっている部分に

つきましてはそれぞれ、先ほども議員おっしゃっ

ていただきました再生可能エネルギー、一長一短

あるという部分もあろうかと思いますので、今現

状としては各種イベントなんかで普及啓発活動、

それをメインに行っているというところでござい

ます。今の御提言も踏まえまして、また内部協議

しながら研究してまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

北海道では、こんな条例があるようでございます。

新エネルギー導入加速基金条例というのがあるよ

うでございますけれども、新エネルギーを導入す

るための基金の様々な助成をするものらしいので

すが、エネルギーの地産地消を目指すためのスタ

ートアップ支援というのもあるようでございます。

ですので、ぜひともその辺の話を進めていく中で

こういったスタートアップ支援のお金も上手に使

いながら進めていっていただけるとありがたいな

というふうにも考えるのですけれども、いずれに

しましても省エネルギーと低炭素社会、温暖化防

止実行計画、これらを実効性を高めていく上でも

今後もたらされるであろう気象災害の防災の観点

からもやはりこの持続可能なエネルギーの供給シ

ステムという、地産地消のエネルギーを持つとい

うことは、非常に大切になるのではないかなとい

うふうに考えております。小規模分散型で自給を

していくという考え方がふさわしいなという部分

もこれから出てくるのだろうと。おととしのブラ

ックアウトの経験等も含めて思うわけですけれど

も、あるいはいろいろ再生可能エネルギーに関連

する企業とか、そういうもの誘致することによっ

て雇用の創出という部分にもつながっていく。新

たな、これからコロナの後の社会を形成していく

上で名寄市が持続可能であるためにそういったも

のというのを取り入れていく必要があると思いま

すけれども、その辺についてちょっとお伺いした

いなと思います。いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 様々な側面がこの再生

可能エネルギーのところにあると思います。行政

側のほうで今いろいろ議論させていただいており

ますけれども、供給側からの視線が今どうしても

行政側からありますけれども、よくよく考えてみ

ますと再生エネルギーを使う需要者側のほうの意

識を変えていかなければならないのがありますの

で、それが前段出てきました市民の皆さんにどう

いうふうに周知するかということにつながるかと

思っております。既に大きな電力を消費するとい

うことで制度的システムとして組み込まれている

社会になっておりますので、ここを変えていくの

はやはり容易なことではありませんけれども、こ

のコロナの中で次の暮らし方というのが見えてく

ると、そのあたりの意識も変わってくるかと思い

ます。ほかの事例も参考にしながら、今御提言い

ただきました例えば基金ですとか、あるいは小規

模のモデルとしての事業というのも一つ手がかり

になるかもしれません。庁内でまた様々な議論は

させていただきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 名寄市市民も含めて、

この気候変動について自分事として問題を共有し、

動機づけていくためにも、名寄市に今後も住み続

けていきたいという姿をつくっていく上でも再生

可能エネルギーへの取組というのは避けて通るこ

とのできないことなのではないかなというふうに
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考えます。ずっと住まいる応援事業というのが一

つありますけれども、この中に新エネルギーの導

入とか、あるいはペレットストーブ、二次燃焼型

のまきストーブを導入する方に対する補助制度と

かというのも取り入れていくというのも一つの案

かなというふうに思うのですけれども、低炭素ま

ちづくり計画、あるいは温暖化防止、マスタープ

ラン、立地適正化、それらを含めてその辺という

のをちょっと考える余地のあるものではないかな

というふうに考えるのですけれども、その辺いか

がでしょうか。

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） ずっと住まいる

応援事業は、昨年度からスタートしたもので、そ

れまでの住宅改修等支援事業の後継としてつくら

れました。その新たな制度つくるときに庁内のワ

ーキンググループといいましょうか、検討した中

ではそういったものも上がってはきておりました

が、今回の制度の中ではそこまで実現に至ってお

りませんでした。この制度なのですが、事業者さ

んですとか利用する市民の皆様から長い制度をと

いうことで希望ありましたものですから、今のと

ころまずは４年間ということで、その後も、引き

続く４年間も４年目を迎えるときに検証して見直

すということで、延長できる仕組みになっており

ますので、その見直しの際にまた検討させていた

だこうと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともこの辺拡張し

ていくような方向でお願いしたいなというふうに

思います。

小項目３のほうに入っていきます。２０１９年

の世界各地で猛暑や森林火災、豪雨、洪水が起こ

った年になったわけですけれども、記憶に新しい

ところでは７月にフランスやパキスタンでの記録

的な寒波、９月にはアマゾン、インドネシアでの

大規模森林火災、年末年始にはオーストラリアも

大規模森林火災が発生しています。日本でも夏場

の酷暑が常態化して、海水温の上昇によって巨大

化した台風の相次ぐ襲来によって各地で大きな被

害が出たところは本当に記憶に新しいところだと

思います。北海道でも２０１６年に複数の台風が

上陸して、鉄道や主要国道、道道などがあちこち

で寸断されて、収穫期を迎えていた農産物が大打

撃を受けた、天塩川も氾濫寸前の危機にあったと

いうことは記憶に新しいことかなと思います。ま

た、おととしの石狩川、雨竜川の氾濫というのも

なかなか映像として非常にインパクトのあるもの

だったのではないかなと思います。年々増すばか

りの気候変動による脅威というものは、環境白書

においても気候危機と表現されるに至っているわ

けですけれども、北海道議会、３月の定例会で北

海道知事が排出ゼロを表明しています。札幌市も

３月の定例会の中で代表質問の答弁で排出ゼロを

表明しております。２０５０年のあるべき姿と２

０３０年、４５％ＣＯ２オフ達成に向けた取組を示

したところですけれども、気候変動、エネルギー、

単純にはその辺は比較はできないと思うのですけ

れども、新型コロナウイルス感染パンデミック以

前に世界の人々は気候危機というものにさらされ

ていたとも言えるのかなというふうに考えます。

とすれば、ＣＯ２排出ゼロを目指して、表明をして、

先に表明してもいいのではないかなと思います。

表明した中でそれに追いつくような活動をこれか

ら進めていくというやり方もあるのかなというふ

うにも思うのですけれども、この辺について考え

方あればお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 先ほど北海道、ある

いは札幌市が排出ゼロを宣言されたというお話を

伺いました。名寄市としましては、本市のような

積雪寒冷地におきましてはどうしても暖房ですと

か車に係る化石燃料をなかなか減らすことができ

ないといった状況がございますが、先ほどの答弁

でちょっと触れさせていただきましたように、ま

ずは身近なところから少しずつ対応を行っていく
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という部分や計画を着実に進めていく、あるいは

産業界の協力などもいただきながらその延長線上

に排出ゼロを宣言するような形で進めていければ

いいなというふうには考えておりますが、現状に

おきましては先に宣言をするということではなく、

ある程度状況を進めて、成果が見えた段階で考え

てまいりたいと思っておりますので、御理解お願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） もろもろ化石燃料を減

らしていくのなかなか難しい部分ありますとか、

そういう生活様式の急激な変更ってなかなか難し

かったりもするわけでございますけれども、一応

その辺というのはやっぱり市がある程度のビジョ

ンというものを明確に打ち出していくということ

も必要になってくるのかなというふうに考えてお

ります。この先の名寄市をどう考えていくかとい

うことになりますと、恐らくこの議場にいる人間

のためではないと思っているのです。未来のある

若者たち、そしてまだ今まだ見ない子々孫々、そ

ういった人たちにどのような名寄市をバトンタッ

チ、受け継いでいくことができるかということが

非常に大事なことになるのかなというふうに思う

のですけれども、やはりこの再生エネルギー導入

についてはこのまちに暮らしてよかった、このま

ちで子育てができてよかった、このまちで年を重

ねることができてよかったと思えるような持続可

能な未来、安心、安全の都市、名寄というまちづ

くりのグランドデザインを描いていく上で、２０

５０年ＣＯ２排出ゼロの表明をしてもよいのではな

いかなというふうに思うわけでございますけれど

も、改めてこの辺市長の見解をお伺いしてよろし

いですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどから壮大なテーマ

での御議論がなされておりまして、本当に賛同す

るところだと思います。今回の新型コロナウイル

スと共生という話がありましたけれども、これは

まさにコロナの共生というのは自然と人間がどう

共生していくかという、そうした大きな転換を迫

られているのでないかと。その上で、改めて集中

から分散だろうし、さらには都市から地方という

流れも今後つくっていかなければならない、そう

信じて、我々もまた地域の振興、しっかりとやっ

ていかなければならないと。その上で、方向性は

再生可能エネルギーなのだろうし、分散型という

と物の流れがということになってくると、やっぱ

り物流という話もあるし、ＩＣＴとかということ

で、いろんな地域においても選択肢がさらに広が

っていくような、そうした流れが必要なのだろう

というふうに思います。大きな流れとしてはそう

した方向でいくということでありますが、具体的

に数字的な目標を掲げるということはもう少しし

っかりといろんな角度から検証していかなければ

ならないのかなというふうに思っております。先

ほど来年度に向けて新しい計画も策定するという

ようなお話もありますけれども、その中でもこう

した目標の設定等も含めてしっかりと検討し、大

きな流れをつくっていくこと、また市民の皆様に

もそうした理解の上で共に進んでいくということ

が大事なのかなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともその方向で進

めていただきたいと思います。気候変動がずんず

ん進んでいくと、やはり気温が上昇してというこ

とになりますと、冬は本市にとっては雪質日本一

というのが一番の自慢の部分だと思いますし、そ

れが自慢できなくなるどころか、降雪すらも危う

くなるということになれば、観光や冬季スポーツ

拠点化プロジェクト事業、こういうのも怪しくな

ってくるという部分もあろうかと思いますので、

ぜひとも名寄市総合計画（第２次）の中で一層に

これ充実化を図っていただきながら温暖化防止実

行計画、低炭素まちづくりを前へ進めていくよう

な活動に期待をしたいと思います。

そして、次の大項目２のほうに入ってまいりた
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いと思います。令和元年度の行政評価結果報告書

によりますと、先ほど部長が答弁されたように、

鉄道という公共インフラを守っていくということ

は社会や市民のニーズにも適合して、宗谷本線の

維持存続というのは沿線自治体や経済団体が連携

して今後も取り組んでいくための、必要のあると

いうことでございますけれども、昨年の１２月の

第４回定例会の一般質問でも申し上げたところな

のですけれども、宗谷本線の存在がもたらす社会

インフラ、公共財としての公共性とか公益性、こ

ういったものを享受し合うこの沿線自治体全部が

宗谷本線を一本の大きな川として考えたときに沿

線自治体同士の連携、そういったものというのに

関してどのように考えているか。結構温度差があ

るように感じているのですけれども、その辺は活

性化推進協議会の会長と事務局を務めている名寄

市としてどのように考えているかお聞かせいただ

きたいと思います。

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） 質問の意図がう

まくのみ込めているかどうかというのはちょっと

分からないのですけれども、議員おっしゃるよう

に、地域によっていろいろな空気感だったり温度

差というのはあるのは、それは正直あるのだと思

います。それは、人口規模だったり、その地域の

鉄道の使われ方だったり、それぞれがいろいろな

便利さを感じたり、ある意味不便さを感じたりと

いったようなところで、それぞれ地域と鉄道の関

わり方というのは若干違いが出てきているのかな

というふうには感じております。そんな中でいろ

いろな維持存続をさせていくための議論させてい

ただいておりますから、その中でたくさん議論、

意見をいただいて、その中でこの宗谷本線全体と

して北海道の中の今対象線区になっている、線区

ごとに出される意見の同じテーブルに出すときに

この意見を宗谷本線の意見としてまとめて、出し

ていきましょうといったような視点で事務局とし

て一応まとめさせていただいているつもりでおり

ます。ですので、各地域の意見というのはこの協

議会の中ではこんな意見が出ているというのは共

有できておりますし、全体のエビデンスを得た中

で宗谷本線としての意見はこちらで、こういう方

向でまとめていくということもエビデンスが取れ

ているということで私は認識しながらこれまで進

めさせてきていただいております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 分かりました。という

のも、なぜこういうこと聞いたかというと、昨年

運行されました風っこそうやでは沿線の自治体そ

れぞれがおもてなしのアイデアを出しながら、し

かも車両の珍しさというのもあったのですけれど

も、乗車率７０％をたたいたと。かなりの高評価、

好調であり、また乗ったお客様からも大変高い評

価を得ていたというふうに思います。その中で１

月１８日に音威子府で開かれました宗谷線の未来

を語る会、その中の前段として風っこそうやの総

括、検証をした部分があって、そこには加藤市長

も出席されていたりとか田畑室長がおられたりと

かしたわけでございますけれども、反省点として

一番挙がっていたのが沿線地域全体の一体感とい

うのが得られたとは言い切れなかったという部分、

それぞれにそれぞれの動きはあったのですけれど

も、なかなか全体がまとまって、一つ、同じ方向

を向いた足並みがそろったかというと、どうもそ

うではない。一体感といいますか、足並みといい

ますか、それがそろわなかったというのはこのた

びＪＲからの提案がありました宗谷本線２９駅に

対する存続、廃止の打診があった、その問題の中

にも恐らく表れているのではないかなというふう

に思っています。本市でも該当する駅、３駅があ

って、一つの駅は北星駅ですけれども、廃止はや

むを得ないという結論に至ったようでございます

けれども、その経緯と結果についてというのがな

かなか各市町村ごとに、恐らくいろいろなその市

町村ごとの事情というのがあるようですから、そ

れが一概にどうこうという、どこがよくて、どこ
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が悪いという判断にはならないかなというふうに

思うのですけれども、なかなかその辺がばらばら

感があって、この活性化推進協議会の中でその提

案を受けたときにその駅、廃止対象になっている

２９駅に対して全体でひとつもんでいくというよ

うなプロセスがあってもよかったのではないかな

というふうに私は思うのですけれども、その辺に

対してどうお考えでありますか。

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） 今回の利用の極

端に少ない駅の議論経過ということですけれども、

実は議員がおっしゃるような意見というのも実際

にありました。協議会の中ではあったのですけれ

ども、やはり一番最初私申し上げたとおり、それ

ぞれの地域でそれぞれの関わり方があって、例え

ばここの極端に利用の少ない駅は非常に観光資源

として残したいという意見の強い駅だったり、あ

るいは地域住民の利用というほうの目線で判断す

ると、いろんな考え方がそれぞれの自治体であっ

て、しかもその後の、判断した結果残すとなると、

自治体の費用負担、経費負担で残さなければなら

ないということになると、同じ基準で数多くある

駅の判断の基準を統一化するというのは、それは

やっぱり難しいという全体議論の結果、今回それ

ぞれの自治体で判断願いたいというような経過に

なったということでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） その辺の経緯に関して

は想像しやすい部分、分かる部分であるのですけ

れども、やはりそのまち、まちによって様々な財

政事情ですとかその駅の置かれている部分、その

駅の利用価値だとか、そういったものというのは

恐らくどこもかしこも違うという状況はよく理解

できる部分ではあるのですけれども、何とかこの

２９駅の廃止提案があったときに一つでも多くの

駅を残せるような形で沿線全体として宗谷本線を

活性化させていくために、駅を廃止することが恐

らくＪＲに対する協力という、１００％そうなる

と私は思っていないのです。駅があってこそよそ

からのお客さんを呼び込むことというのも可能に

なる部分があろうかというふうに思うのですけれ

ども、様々な事情というものは理解した中でも全

体として様々な角度、多角的な角度から駅の検証

というのを、自分のまちの駅ではなくて、人のま

ちの駅にも何かしら意見をし合いながら出し合っ

ていくような形で残すことができたらいいのかな

と思っているのですけれども、今のところ１２駅

が廃止される、来春、来年の春にということにな

っていますけれども、まだ一つ稚内市では一つの

駅が協議継続という形になっていますけれども、

あそこの駅に関しては非常にいろんな価値がすご

く高い日本最北の木造駅舎と言われたり、いろい

ろな観光、テレビドラマ、映画のロケに使われた

りとかされている駅ですが、そういったところに

対するこの側からのアプローチというのも必要に

なってくるのかなと思うのですけれども、越権行

為にならない程度にその辺というのは進めていく

必要もあるのかなというふうに思うのですけれど

も、この辺についていかがですか。

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） 民間の団体の方

がいろいろな駅に対してそういった意見を管理す

る、担当する、掌握する自治体のほうにぶつけて

いただくというのは、それは非常に背中を押すと

いうか、そういったようなことにつながるのかな

と思いますけれども、行政の立場としてそれぞれ

の基礎自治体の考え方に対して異論をぶつけると

いうようなことについては不可能かなというふう

に思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 理解しております。宗

谷本線をやはり守っていきたいという思いという

のは皆さん共通であるのかなというふうに思うの

ですけれども、市長もパネリストとして参加され

ました、１月１８日に音威子府村で開催された宗

谷本線の未来を語る座談会、これは妄想含みのい
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ろいろな座談会だったわけですけれども、その中

でＪＲ北海道旭川支社長が１人パネリストとして

含まれていたわけなのですけれども、様々いろい

ろなアイデアとか種まきはされたのですけれども、

その中で私がすごく印象に残っていたのが旭川支

社長がひょっとしたらこのテーマの種は実現可能

かもしれないというお話を、答えをされていたこ

とがあったのです。ですので、そういったことを

どうやって沿線自治体が拾い上げながらそれを育

てていって、発芽させていくかということがすご

く大事になってくるのかなというふうに考えてい

るところであります。振興公社の在り方の中でも

ありましたけれども、足元マーケットに目を向け

たという話があります。今コロナ禍の中において

大きな人の移動ができない状況の中では、沿線地

域の人たちに宗谷本線の沿線の地域の魅力を再発

見させるような、そんなような企画という、取組

というのもあってもいいと思いますし、ＪＲ北海

道側への提案というのがあってもいいと思うとこ

ろであります。いずれにしましても、アクション

プラン２年目とその先を見据えながらＪＲ側への

利便性向上の提案、提言というのはもとより、沿

線自治体が宗谷線によってつながっていることを

意識し合える活動とバスとかタクシーとかデマン

ド交通などとの、二次交通との連携、これを図り

ながらより実効性のある取組をつかさどっていく

ということの上に立って、いま一度改めて見解を

お伺いして、終わりにしたいなというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 最後、非常に頑

張れよと応援された気でいます。おっしゃるとお

り、鉄道だけではなくて、いろいろな交通機関の

こと総合的に考えながら、やはりそこは幹線とし

て鉄道は必要なのだという位置づけは多分揺らが

ないのだと思います。そういったものを各道北沿

線地域で共有しながら今後も国に対して、北海道

に対してやはり宗谷本線は必要だという活動を力

強く進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

コロナ禍から暮らし、雇用、介護、障がい者福

祉、保育サービスを守り抜くさらなる支援を外２

件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

してまいりたいと思います。

まず初めに、コロナ禍から暮らし、雇用、介護、

障がい福祉、保育サービスを守り抜くさらなる支

援をということで進めさせていただきます。小さ

い項目その１、暮らしを守り抜く施策について。

新型コロナウイルス感染の影響で家計が急変した

困った方々がたくさんおられます。休業要請を受

け、仕事がなくなった方、内定を取り消された方、

派遣社員で雇い止めを受けた方、会社が倒産され

た方等々、様々な事情で経済的支援が必要とされ

ております。緊急事態宣言後、雇い止めや休業を

余儀なくされた北海道派遣社員３万８３０人中、

６月３日現在で ０２５人が解雇や派遣切り、ま

たは倒産によって職を失った方が全国で１３１万

人に上ると言われております。テレビや新聞では、

財布に ０００円しかない方や２２円しか入って

いない方の報道が出ておりました。本市の生活困

窮者支援対策はどのように進めておられるのかの

御見解をお願いします。

また、子育てと仕事を一人で担う低所得者の独

り親世帯は、直近の収入が大きく減少しており、

独り親家庭への支援をどのように進めるのかとい

うふうに思っております。国では、臨時特別給付
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金、世帯５万円、そして２子から３万円、さらに

収入減で５万円を追加する給付の予定はあります

が、独り親世帯の本市としての取組と対策につい

てお知らせをいただきたいと思います。

２月２６日からの北海道緊急事態宣言を受け、

幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校の休校や

休園に伴い親は子供をどこに預けていいか、児童

クラブに頼んだが、預かってくれなかった。親も

身近に、近間にいなく、仕方なく家に小学校の低

学年の子供２人は留守番するしかなかった。また、

給食がなく、毎日の食事の用意と毎月それほどか

からなかった電気代と灯油代等の光熱費や食費が

増えて大変でしたという連絡がありました。国で

は、特定定額給付金のほかに児童手当、別に子供

１万円の支給という政策があります。休校や休園

に伴う子供たちの生活への支援をどのように進め、

取組と対策を進めておられるのかお知らせをいた

だきたいと思います。

家計が急変し、生徒、学生が学業を断念するこ

となく名寄市で学業と青春を夢に向かって過ごせ

るよう支援を続ける必要があります。名寄も給付

金が生徒に送られましたが、学生支援緊急給付金

が国から給付されることになりました。この取組

状況と給付状況の取組と保護者の失業等生活費を

自力でアルバイトしている大学地の支援をどう進

めておられるのか。暮らしを守り抜くさらなる支

援の取組についての理事者の御見解をお願いいた

します。

小さい項目その２、雇用を守り抜く支援策につ

いてであります。国、北海道や名寄市を含め持続

化給付金、雇用調整金、休業支援、資金繰り支援

が進められておりますが、２月からのコロナ問題、

緊急事態宣言に伴う休業要請が長期化する中、６

月１日には解除がされましたが、経済や宿泊業、

飲食業、観光業は厳しい状況が続いております。

休業補償の６割で生計をされている方もおられ、

従業員の雇用を守るためにもさらなる支援が必要

とされておりますが、現状の支援策と今後の取組

について理事者の御見解をお願いいたします。

ちっちゃい項目３つ目、介護、障がい者福祉、

保育サービスの支援についてであります。施設、

事業所における感染予防の支援策と対策について

お聞きしたいと思います。高齢者、障がい者の施

設、事業所では新型コロナの感染のために訪問、

または来所等ができなくなり、自宅で籠もった生

活をしている高齢者がたくさんいると言われてお

ります。そのため、住民サービスの再開、支援と

つなぎ直しの支援についての状況、そしてまた保

育所、幼稚園の感染防止対策と取組の支援につい

て理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目２つ目、地域住民の生活を守る災害

発生時の情報共有についてお尋ねいたします。近

年大規模震災、大規模水害、また大規模風害と想

定を超える災害が勃発しております。これからの

大規模災害に対し、現場の正確な情報を関係者が

共有し、的確な判断の下、適切に対応することが

重要であります。今日ＩＣＴの進歩により被災現

場の様々な情報をリアルタイムに収集し、活用す

ることが可能になってきております。住民の安全

確保のために内閣府の戦略イノベーション創出プ

ログラムにて基盤的防災情報流通ネットワークが

開発され、地域が被災した現場の様々な情報を迅

速に整理し、電子地図上に表示するものでありま

す。平成３１年度から内閣防災担当等が運用して、

災害時情報収集支援チームで本格的に運用されて

おります。基盤的防災情報流通ネットワークを共

有する情報の活用の考え方について理事者の御見

解をお願いいたします。

ちっちゃい項目２つ目、ネットワークの活躍に

より変化する被害推定情報やインフラ被災推定情

報を地図上に表示することにより地域ごとの避難

指示等の発令が的確に進められます。また、避難

所の避難者数、道路の通行止め箇所、給水拠点な

どを同じ地図上に表示、物資の支援の配布に際し

て最適な巡回ルートを選定することができます。

災害廃棄物の収集においても同一地図で表示する
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ことでスムーズな災害廃棄物の移動が可能となっ

ております。公民館や学校の体育館の指定避難所

への避難生活が長期化することもあり、避難所の

変化が刻々とリアルタイムに情報共有が進められ

るシステムであります。災害現場、避難所、学校、

関係機関との情報共有するためのクラウドを活用

したシステム構築の理事者の御見解をお願いいた

します。

小さい項目３つ目、地域の災害が発生した場合、

地元建設業者の皆様、産廃業者の皆様、そして災

害支援企業は真っ先に復旧のため被災現場に駆け

つけてまいります。このような災害時応援協力隊

と結んでいる業界団体の現場での情報は、正確に

信頼ある情報を共有することが大事であります。

スマートフォンによる活用と共有するシステムの

導入と有効に使う考えがあるか、理事者の御見解

をお願いいたします。

大きい項目３つ目、避難所の感染症対策につい

てであります。今太平洋には２個目の台風が発生

し、日本にはこの影響により毎日のように梅雨前

線が到来してまいります。台風や集中豪雨、災害

が発生する季節となりました。いつ名寄でも災害

が起きるか分かりません。コロナウイルス感染症

による感染拡大が不安視される中、災害時の速や

かな避難所の開設のための事前準備、２つ目には

住民周知と開設時の対応について、３つ目には避

難後の避難所の対策の考え方について、４つ目に

は発症時の対応と考え方と取組についての理事者

の御見解の質問を壇上で終わらせまして、質問と

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） 高橋

議員から大きく３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１につきましては私から、大項目２及

び、大項目３につきましては総務部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、小項目１、暮らしを守り抜

く支援策についてお答えいたします。初めに、生

活困窮者支援対策についてですが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により様々な事情で経済的支

援が必要となっている状況にあります。本市が社

会福祉協議会へ委託している生活困窮者自立支援

総合支援事業の窓口へは、３月から５月にかけて

３５件の相談がございました。そのうち道社協が

窓口となり、収入が減ったことにより家計の維持

が難しい世帯に対し無利子、無保証の特例貸付け

を行う２つの貸付け制度の利用状況ですが、上限

１０万円を１回限りで貸付けを行う緊急小口資金

制度の利用が２５件、月額上限が１５万円で原則

３か月間の貸付けを行う総合支援資金制度の利用

が５件となっております。また、名寄社協が窓口

となり、上限３万円の貸付けを行う名寄市生活資

金貸付け事業の利用は６件となっております。住

居確保給付金については、離職等により住居を失

った、または失うおそれがある世帯に対し原則３

か月まで家賃の実費分を直接家主へ支給する制度

となりますが、５月末までに相談が４件、うち１

件へ支給開始がされたところでございます。

次に、独り親家庭への支援についてですが、国

の二次補正予算により給付がされます独り親家庭

への臨時特別給付金として、第１子目に５万円、

第２子以降に１人３万円の給付金の支給を行うた

め準備を開始しております。また、さきに説明し

ました名寄市生活資金貸付け事業についても、独

り親家庭への支援を実施しております。

次に、幼児教育や保育施設における休校や休園

に伴う子供たちの生活への支援についてでござい

ますが、現在特別定額給付金の１０万円と子育て

世帯への臨時特別給付金の１万円の支給により支

援を実施しております。独自の支援策ではありま

せんが、保護者に早く給付金が届くように手続を

実施しておりますので、御理解願います。

続きまして、市立大学に在籍する学生への支援

についてでございますが、１人当たり１０万円の

学生支援給付金の給付のほか、国で創設されまし
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た家庭から自立して、アルバイトなどにより学費

を賄っていることやその収入が減少していること

などの要件を満たす学生を対象とする学生支援緊

急給付金制度について５月２９日から申請受付を

始め、６月１９日までに取りまとめて、日本学生

支援機構に提出をする予定となっております。ま

た、保護者の家計急変等による学生への支援につ

きましては、高等教育の新たな就学支援制度の下

で給付奨学金及び授業料等減免で支援を図ってま

いります。新型コロナウイルス感染症につきまし

ては、北海道での感染者の発生が続いている状況

にあり、今後においても国や北海道が行う各種施

策や対策などを注視しながら対応をしてまいりま

す。

次に、小項目２、雇用を守り抜く支援策につい

てお答えいたします。本市においては、中小企業

等の事業継続を支援することにより雇用の確保に

資するという考えの下、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

て外出の自粛などにより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、さらにその後の影響

の長期化と拡大を見据え、第３弾として影響の大

きい市内中小企業及び個人事業主の事業継続を支

援するための給付金を実施しております。この給

付金は、市内中小企業及び個人事業主を対象に本

年２月から５月までのいずれか１か月の売上げが

３０％以上減少している場合に一律２０万円を給

付するもので、国の持続化給付金や北海道の休業

要請への協力に対する支援金を受給しても申請可

能であり、市内中小企業等を幅広くかつ迅速に支

援する制度と考えております。５月８日から原則

郵送による申請の受付を開始し、６月２６日支給

予定分までの総支給件数は３７７件、総支給額は

５４０万円となっております。市独自の融資制

度については、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、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こちらへの申

請が主となる傾向が見られるものの、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。プレミアム付き商品券事業につきまして

は、国の緊急事態宣言及び北海道の緊急事態措置

の期間が終了するまで実施を見合わせておりまし

たが、５月２４日から同商品券の販売を開始し、

多くの市民に御購入いただき、６月１２日に１万

０００セットが完売したとのことです。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

ります。具体的には飲食業、宿泊業、バス、タク

シー業など業種ごとに特徴的な固定費に着目した

経済対策を検討しております。こうした対策を通

じ、雇用の場の確保に努めたいと考えております。

次に、小項目３、介護、障がい者福祉、保育サ

ービスへの支援についてお答えいたします。１点

目の各施設事業所における感染症予防対策と市の

支援につきましては、市内の介護サービス事業所

において従来より国から示されております感染対

策マニュアルや新型コロナウイルスへの対応に係

る通知に基づき、施設や事業所内での感染予防の

対策を徹底し、集団感染の防止を図ってきており

ます。施設における家族の面会では、みとりの場

合を除き制限したり、タブレットを活用したオン

ライン面会を実施するなどそれぞれの施設が工夫

しながら対応してきております。居宅介護支援の

モニタリングでは、国の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

的な取扱いについてに基づき利用者の事情により

利用者宅を訪問することができない場合には、電

話などの方法で利用者の状況を把握するなど感染

予防に考慮し、対応をしております。マスクやア

ルコール消毒液などの衛生用品の確保につきまし

ては、流行期から品薄となり、各施設ではマスク

を複数回使用できるペーパー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
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対策を行っております。現在はマスクやアルコー

ル消毒液につきましては徐々に入手できるように

はなってきておりますが、十分な状況ではありま

せん。引き続き各事業所の備蓄状況について調査

し、安心して介護サービスなどが受けられるよう

国の支援策も含め必要な支援をしてまいります。

２点目の高齢者、障がい者施設や事業所の休業

後のサービス再開への支援とつなぎ直しの支援に

つきましては、１点目で答弁させていただいたと

おり、介護サービス事業所や障がい者の福祉施設

においては新型コロナウイルス感染症の予防対策

しながら休業することなく、継続してサービスを

提供してきております。

３点目の保育所、幼稚園の感染防止対策とその

取組につきましては、先ほどお答えした各施設、

事業所における感染症の予防対策と同様に国の通

知に基づき保育所内などでの対策を講じてきてお

ります。また、令和２年第１回定例会において令

和元年度補正予算として対策費を計上し、消毒液

や空気清浄機、赤外線体温計の購入などを実施し

てまいりました。本年度においても令和２年度第

１回臨時会において補正をしておりますが、今後

においても国の補助事業を活用しながら感染予防

の対策に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２、

地域住民の生活を守る災害発生時等の情報共有に

ついてと大項目３、避難所の感染症対策について

お答えいたします。

初めに、大項目２の小項目１、基盤的防災情報

流通ネットワークで共有される情報の活用につい

て申し上げます。議員のお話にありました基盤的

防災情報流通ネットワークと災害時情報集約支援

チームにつきましては、政府指導により研究開発

され、昨年から本格運用が開始されております。

この基盤的防災情報流通ネットワークは、大規模

災害が発生した場合に政府が現地へ派遣する災害

時情報集約支援チームが活用し、災害情報を集約、

地図化して提供し、自治体等の災害対策を支援す

るものと認識しております。この情報提供は、都

道府県の災害対策本部の情報が同じ地図上で把握

できますので、災害時での情報共有には非常に有

効な手段になると考えております。災害時情報集

約支援チームは、都道府県の災害対策本部が基本

的な活動場所となっており、都道府県単位で集約

した情報が中心になりますが、市町村からのオー

ダーを受けることも前提とされております。現時

点では、基盤的防災情報流通ネットワークとの具

体的な情報連携の方法などが示されておりません

が、議員御指摘のとおり、大規模災害発生時には

有効なシステムになると考えますので、今後シス

テムの活用や連携について研究してまいりたいと

考えております。

次に、小項目２、災害現場、避難所、学校、関

係機関と情報共有するためのシステムの構築につ

いてお答えいたします。現在市の自治体クラウド

については、住民基本情報ですとか税情報を管理

する総合行政システムを士別市と今金町で構成し

ておりますが、防災についてはシステム化されて

おりません。自治体クラウドを活用した防災情報

の共有については、システムの構築と導入する自

治体同士で合意が必要となること、加えてインタ

ーネットを介した情報共有はセキュリティー上の

問題が生じることなど現状では困難と考えますの

で、御理解願います。

なお、市と学校との情報共有については、現在

使用しているグループウエアにおいて不審者情報

などタイムリーに情報共有できるようになってお

ります。

このほか、クラウド化の防災情報の共有化とい

う点であれば、内閣府で設計、開発を進めていた

物資調達輸送調整等支援システムが本年４月から

運用されております。このシステムは、国と地方

公共団体の間で物資の調達や輸送等に必要な情報

を共有し、支援物資の調達、輸送などの調整を効
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率化することで迅速かつ円滑な物資支援を実現し

ようとするものです。ただし、運用からまだ２か

月程度ですので、具体的な活用事例はございませ

んが、今後国や北海道による訓練も予定されてお

りますので、有効に活用できるよう努めてまいり

ます。

次に、小項目３、スマートフォン等の活用と情

報共有システムの導入についてお答えいたします。

現在災害予防及び復旧等の対応としましては、担

当部局から建設業協会及び市内業者に対して協力

を依頼し、現場で対応していただいているところ

です。災害現場の情報共有についてですが、水害

時での予防の時点では市職員が河川等のパトロー

ルをしておりますので、河川の増水、氾濫状況な

どを確認しながら排水ポンプや大型土のうの製作、

設置などを依頼しております。また、応急の復旧

作業につきましても依頼先の業者と市職員で現場

の状況を確認しながら作業依頼をすることとなり

ますので、現場での状況は共有できているものと

考えております。スマートフォン等での情報共有

につきましては、現場確認や初動準備までの時間

短縮等のメリットもあると思いますが、システム

の構築や費用負担、情報項目の設定など課題もあ

るかと思いますので、現在の状況も踏まえ必要性

も含めて今後研究させていただきたいと考えてお

ります。

次に、大項目３、避難所の感染症対策について

お答えいたします。初めに、小項目１、避難所開

設のための事前準備についてですが、避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防

するために国や北海道からも感染対策を講じるよ

う通知されているところです。感染症対策の物品

などの準備としては、マスクやフェースシールド

などを備蓄しておりますが、避難所での物品につ

いては全国的にも需要が高く、消毒液や体温計に

ついては購入に時間がかかっている状況となって

おります。消毒液やマスクなどの備蓄品について

は、新型コロナウイルス感染症対策本部と共有し

ておりますので、連携して対応いたします。

御提言いただきました新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の活用についてですが、

今定例会で可決いただきました消防費におきまし

て避難所用パーティションなどの購入に当たり準

備を進めており、交付金の対象としてリストに計

上しているところです。今後の避難所における新

型コロナウイルス感染症対策用の備蓄品など交付

金の対象になるものがあれば、関係部局と協議し

ながら有効に活用してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目２、住民周知と開設時の対応につ

いてですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大が不安視される中で避難所を開設する場合には、

通常の避難対策のほかに避難者の感染症対策とし

てマスクの着用や消毒液の持参など、避難者自ら

の感染予防についても促すことが必要と考えてお

ります。御指摘のありました事前の周知につきま

しては、広報７月号において避難所への持参品や

親戚、知人宅への避難などについて周知してまい

ろうと考えております。また、避難所の設営につ

きましては、掲示板などを活用し、感染予防につ

いて周知を行うことや避難場所の十分なスペース

が確保できるよう避難場所を増やすこと、避難所

のレイアウト、避難者が移動する動線を分けるな

どの対応を検討しております。発熱等の症状があ

る方などは、一般の避難者の方と部屋を分ける必

要もありますので、専用のスペースの確保やトイ

レなどの区分けなどの対策も講じてまいります。

次に、小項目３、避難後の避難所における対策

の考え方についてお答えいたします。避難所での

感染症対策についてですが、感染症予防対策とし

て手洗いや消毒の徹底はもちろんですが、避難し

てきた際にチェックリストを活用して、体調の聞

き取りや検温などを行うことにより感染予防に努

めてまいりたいと考えています。また、避難者に

対しても感染予防に関する取組の周知などを行っ

てまいります。避難所運営に関しての感染症対策
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などにつきましては、国や北海道などからマニュ

アルや注意事項が通知されておりますので、参考

としながら適切な運営に努めてまいります。

次に、小項目４、発症時における対応の考え方

と取組についてですが、避難所において避難者が

発症した場合、もしくは感染の疑いのある症状が

出た場合につきましては、隔離するための専用ス

ペースへの移動や消毒などの対応により感染拡大

を防ぐ取組が重要と考えております。感染者が確

認された場合には、市の新型コロナウイルス感染

症対策本部と連携して対策を講じることになりま

すが、消毒の方法やその範囲などについては保健

所との連携が必要となりますし、感染者の移送に

ついては消防署や医療機関との連携が重要になり

ますので、各関係機関と共に適切な対応が取れる

よう努めてまいります。

私からの答弁は以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） それぞれ御丁寧な答

弁をいただきまして、ありがとうございます。再

質問させていただきます。

まず、ちょっと順番違うのですけれども、地域

住民の生活を守る災害発生時の情報共有というこ

とで答弁いただきました。渡辺部長から本市では

なかなか難しく、研究していくということなので、

ぜひ研究をして、市民の安心、安全につながる部

分をつくっていただきたいなというふうに思いま

す。そして、国の物資調達支援システムですか、

それが今年から活動されるということで、大変い

いなと思うのですけれども、物資的には名寄は災

害が起きたときに対応できる物資というのがもう

保管されているのかどうか。名寄市として十分な

体制整っているのか。この調達支援システムがで

きれば、ある程度災害起きたときに引っ張れると

いう考えはあるのですけれども、そこら辺の考え

をちょっと教えて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） 災害が起きた場合、

避難所における部分で、備蓄がどこまでというこ

となのだろうなということであります。通常の災

害時ということで、今まで食料の関係ですとか、

食料でいえばアルファ米、パン、水ですとか、そ

ういう部分の備蓄、あと長靴ですとか、あとポリ

タンク、オイルフェンス、あと段ボールベッドで

すとか毛布、それぞれ毎年のように備蓄している

というところでございます。ただ、これで十分か

といえば、恐らくもし大規模災害になれば十分で

はないだろうというところもありますので、毎年

備蓄について進めながら、関係機関とも連携しな

がら、もしそういう災害が発生したときに対応で

きるようにやっていきたいと思いますし、感染症

対策ということになりましたら、それは例えば今

回、この間の補正でパーティションですとか床マ

ットですとか、また消毒液だとかマスクだとか、

そういうのの備蓄というのはやり始めたばかりと

いう部分もありますので、今後そういう部分も考

慮しながら購入して、災害に必要な物品を備蓄し

ていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。

その中で、先ほど情報共有していくという、学

校、公民館等々の市役所との連携をするというこ

とで、市は学校とはグループラインでつながって

いるということなのですけれども、これは全小学

校、そして文化センター等々の、今名寄には６０

か所ですか、避難所。６４かな。これ場所も入っ

ているから。避難所がありますけれども、避難所

全部とつながっているのか、それとも公共機関の

部分、だから市役所と文化センターだとか、市役

所と学校だけしかできないのかだとか、それはど

ういう状況になっているのかちょっと教えていた

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） 市のグループ、サイ

ボウズという部分ですけれども、基本的には市の
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職員ですとかいる公共施設ということであります

ので、全ての避難所ではないという、そういう部

分でありますが、避難所を開設するときには学校

ですとか大学ですとか智恵文支所、そういう公共

施設使う形になるので、おおむねそういうのは整

っているという感じであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。

避難所の感染症対策、ちょっとお聞きしたいと

思います。先ほど部長言われて、コロナ対応地方

創生臨時交付金が第１回目、１億 ０００万円来

ました。その中で避難所感染対策事業ということ

で、床マット２８セット、そして仕切り、パーテ

ィション含め２１３万 ０００円がお使われにな

られたという。国と北海道から市町村向けに事前

準備の要綱だとか住民周知だとか連絡が来ていま

す。その中で、今部長がマスクとフェースシール

ドはオーケーだけれども、消毒液と体温計がない

というふうに、対策本部を含めて共有するという

ふうに言われていますので、安心なのですけれど

も、一つは住民周知の中にマスク、アルコール消

毒液、体温計を持ってきなさいという、これが持

参するものに入っているのです。この対応はやっ

ぱり住民周知の中にしっかりと入れていかない限

り、何か災害あったときに体温計まず探して、マ

スク探して、アルコール消毒液探してといったら

死んでいます。そのやっぱり対応がこの住民周知、

早めにしてほしいという部分だと思いますし、そ

の対応はどうされるのか。１回の広報ではきっと

これ周知されないと思うのです。だから、どこま

でこの部分をやっていくのかちょっと教えていた

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） 住民周知ということ

で、事前の準備についての広報ですとかＰＲ、周

知ということなのだろうと思います。今回７月号

の広報で出させていただきます部分につきまして

は、事前の準備、まずこういうものを準備してお

きましょうというところで、マスクですとか、ま

さに議員おっしゃられた消毒液、体温計、あとう

がい薬等、そういう必要なオーラルケアの用品な

んかを事前に準備しておいてくださいという部分

と避難前には避難先や避難方法を確認してくださ

いと。その中には、きちんとした、３密にならな

いように、例えば親戚や知人宅なんかも検討して

くださいよですとか、３密を避けるため自分に適

した避難計画を立ててくださいという部分です。

また、予防を心がけましょうということで、避難

所内のことですけれども、手洗い、消毒、まさに

マスクの着用、せきエチケット、３密を避ける、

距離を取るというところと、避難所の入所時、避

難所内においては体調が悪いときはまずそこにい

る市の職員、いますので、スタッフに知らせまし

ょうという形で今回７月号広報でお知らせしよう

と思っています。まさに議員おっしゃりますとお

り、一回で終わると思っていませんし、まだまだ

長い期間この感染症が、コロナ絡みは続くものと

思いますので、適宜状況に応じてまだ周知してま

いりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当にいつ災害が起きるか分からない状況で

ありますので、準備だけは進めていただきたいな

と思います。

その中で、先ほど部長が３密を避けるというこ

とで、この名寄の防災計画を見ると、風連日進コ

ミュニティセンター、東風連子供と老人福祉会館、

風連の西風連地域のコミュニティー、名寄の大町

地区、智恵文の農業作業管理センター、保養セン

ターだとか北国博物館だとか高見区町内会という

のは、きっと３密を避けて２メーター以上離しな

さいよという部分の避難所でしたら、本当に数人

しか避難できない状況になると思うのです。その

中で部長先ほど、国と道の方針ではまず親戚の家



－144－

令和２年６月１８日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

に行く、友人宅に避難する、そしてホテル等を利

用すると書いてあるのです。このホテルというの

は、名寄もこういう災害が起きたときにホテルと

して利用できる部分というのは確保されているの

かどうかをお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ホテル、旅館等、避

難所としての活用ということなのだろうと思いま

す。市内でまさに３密を避けるという形で何か所

も避難所をつくらなければならぬとか、そういう

部分もあろうかと思いまして、ホテルですとか旅

館などの検討も必要となると考えるところでござ

います。現在市として宿泊施設と災害協定等結ん

ではおりませんが、北海道と協定を結んでいる宿

泊施設が市内に複数ございます。宿泊施設を避難

所とする場合には、施設側への依頼ですとか詳細

な打合せなども必要となってきますので、北海道

を通じて避難者の受入れについて協力をお願いす

ることになると考えておりますし、今後市として

もそういう部分も含めて協定の必要性も考えてお

りますので、市内のホテルの業界の方々と協議し

てまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。災害起きたときにはきっとその状況にな

っていないと大変厳しい状況だと思いますので、

早めな取組をして、この必要な部分、しっかりと

整えていただきたいと思います。取りあえずはマ

スク、体温計、消毒液、そしてマスク、きっと忘

れてこられる方、またない方がおられると思うの

です。そして、急いでこられて、マスクがないと

いう方いますけれども、この道のものには警視庁

でキッチンペーパーと輪ゴムを使用してマスクを

作るという部分が載っていますので、ぜひキッチ

ンペーパーと輪ゴムも追加して買っていただけれ

ばなというふうに思いますので、よろしくお願い

します。

最後に、暮らしを守るための施策についてをお

聞きしたいと思います。５月２９日、うちの党で

旭川でこのコロナ対応地方創生臨時交付金の勉強

会をさせていただきました。いろんな部分で使え

るなという部分もありましたし、各市町村の部分

でこういう取組もやっているのだという部分を見

せていただきまして、本当に今日それを全部言お

うかなと思ったら、明日何個か出るものもありま

すし、それを避けてちょっとお話を進めさせてい

ただきたいと思います。暮らしを守る中には、企

業もありますし、一般の方もいるのですけれども、

行政手続に関わる臨時措置で収入減の世帯には市

民税の猶予だとか、昨日固定資産税をという同僚

議員がいまして、駄目だと言われたのですけれど

も、固定資産税、あと国保税徴収、そして上下水

道、そして市営住宅の猶予、無担保、延滞金なし

の分割にすれという部分もありますし、逆に留萌

さんは飲食店、２、３、４だったかな、下水道料

金ただにしている部分もございます。いろんな部

分でこれからも臨時交付金が来ると思います。そ

の中でしっかりと対応できる体制をつくっていた

だきたいのと先ほど暮らしを守るでいろんな部分

で言っていただきました。今名寄でもこの臨時措

置で車の税金や何か猶予ありますよとやっている

のですけれども、今現状そういう方々って大分来

ているのでしょうか。教えていただきたいと思い

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） 税の猶予の関係につ

きましては、法人で４件申請が上がっております。

これは、法人住民税と固定資産税の部分になりま

す。また、申請予定として１件あるという部分と

相談件数としては１１件の御相談をいただいてお

りまして、６月１０日に個人住民税の普通徴収の

納付書が送付されたこともございますので、今後

もこういった相談なんかも増えてくるのではない

かと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。
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〇１３番（高橋伸典議員） しっかり対応してい

ただきたいなと思います。

またそして、生活困窮者、これ見ると相当多い

ですよね、状況から見て。３５件の方々、今まで、

リーマンショックのときでもここまでいなかった

のでないかなというぐらい多いのではないですか。

３５件、道社協のもので基金の小口、１０万円が

２５、そして月々１５万円の総合支援が５件、３

万円の生活資金が６件ということで、住居も３名

おられるという状況の中です。この生活困窮者の

部分でも支援をしっかりと入れていただきたい。

逆にこの道のものと名寄市の生活資金のものなの

ですけれども、返さなければいけないですよね、

きっと。だから、なかなか借りられないという生

活困窮者もすごくおられるという現状があるとい

う部分だと思うのです。社協に行っても何か月後

返さなければいけないという部分があるというふ

うにちょっと相談されたことあるので、ぜひその

方々も含めて支援をしていただきたいというふう

に思います。これだけ来ているということは、相

当の方々が生活、大変な思いされているなという

部分だと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

そして、独り親の部分は臨時特別交付金が国か

ら満額、１００％、もう先月のうちに決まってい

ましたから、世帯５万円の、２子から３万円とい

うことで、先ほど言った２人のお子さんを持つ独

り親のお母さんが電話来たのは、先ほど言ったの

はそこなのです。本当仕事休めない、子供を預け

たいのだけれども、駄目だった。そして、泣く泣

く２人をアパートにいさせて、本当は冬なら燃料

もたかない、食事も要らない、そして電気も使わ

ないのだけれども、そのような状況だったのです

よねと。そして、その後にこの独り親の臨時特別

給付金が来たのです。そして、本当よかったなと

いうふうに私は思いますし、そういった場面で学

校を２月２７日から５月１８ぐらいまでかな、休

んでいた中で、本当片親の人、また両親の人も、

両親も大変な思いで子供と生活をして、仕事をさ

れていました。そんな意味で小学校、中学校の生

徒を持っているお母さん方に子供たちのためにあ

るところでは４月から７月まで給食費を２分の１

助成する市町村もあります。これ給食費でしたら

名寄 ９００人いますから、約三千何ぼですから、

８００円にしても一月２６２万円、そして５、

６、７で７８６万円ぐらいです。また、小中学校

の世帯１人に、先週室蘭の青山市長が本当にやっ

ぱり大変な環境で生活をしていただいているから、

１人に ０００円の商品券を差し上げますという

ことで出ていました。本当やっぱりそういう部分

が私は必要かなというふうに思って、今回第１期

目のときにはなかなかこの小学校、中学校の部分

が出ていないなというふうに思ったのですけれど

も、次がどういう部分が出るか分からないのです

けれども、小中学校の生徒のためにどう支援して

いくかというのが私は本当に必要かなと思うので

す。そして、青山市長が言った商品券、 ９００

人の小中学校の生徒に配るとすれば ５００万円、

安いですよね。それだけの価値は私はすごくある

と思うのですけれども、次の交付金のときでもい

いです。どういう考えでいるのか、ちょっと考え

があれば聞きたいし、検討する上でも、検討する

といったら終わってしまうから、ぜひ支援してい

きたいのお話を聞きたいなというふうに思うので

すけれども、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財政問題にも多少関わ

りますので、私のほうから答弁させていただきま

すけれども、恐らくこのコロナの影響については

ちょっと長丁場になるのは間違いないと思ってお

りますし、今の経済情勢が実際に景気感となって

表れてくるのもまだ時間かかる、タイムラグがあ

ると思います。この間いろんなところでお話聞か

させていただいておりますけれども、様々なとこ

ろでお困りの方がいらっしゃると思いますので、

一つずつまたそこ丁寧に拾い上げていきたいと思
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います。財源としましては、やはり臨時交付金が

創設されておりますので、この中でどのように組

めるか。予定では、そろそろ限度額、あるいは取

扱い要領の詳細も来るとは思っていたのですが、

まだ到着しないようですから、次の段階に向けて

様々な状況を拾いながらどこが一番効き目がある

のか、そして経済問題ということから考えると、

やっぱり市内の経済の活性化にそれがつながるよ

うな施策として打ち出すのが一番有効かなと思い

ますので、改めて庁内挙げて努力してまいりたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。本当前回１億 ０００万円ですから、

私は３億 ０００万円が頭に入って、これだけか

かるのだという部分しか頭にないものですから、

ぜひよろしくお願いします。この商品券発行する

ことによってやっぱりお母さん、お父さんも助か

りますし、そして地域の商店街の方も本当に助か

ると思うのです。予算の分もありますけれども、

ぜひよろしくお願いします。

あとは、先ほど名寄大学の臨時交付金の中の学

びの継続、学生支援緊急支援金のお話がありまし

て、５月２９日から取りまとめて、６月１９日に

出すというふうに言われていますけれども、取り

あえず住民税非課税世帯の学生が何人、そして上

記以外の学生は何人なのかちょっと教えていただ

きたい。住民税非課税は２０万円ですよね。そし

て、上記以外の学生は１０万円ですから、名寄大

学に何名の方が住民税非課税の方、そして両親等

々が失業して、この上記以外の学生になる人が何

人ぐらいいるのか、概算、分かる範囲でよろしい

ですけれども、教えていただきたいなというふう

に思います。

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） 大学全体で

今７８１名在籍しておりますが、そのうち住民税

非課税世帯が何件あるのかというのは現在把握し

ておりませんが、今回国が制度設計しましたこの

制度、今取りまとめているところですが、この制

度要綱に関して９６名の学生さんが該当するとい

うふうに考えておりまして、その９６名を日本学

生支援機構のほうに大学から推薦する予定で今準

備を進めているところです。そのうち生活保護世

帯ついては２９件、およそ３０件というふうに把

握してございます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。これ

だけいるというのはびっくりしました。生活保護

３０名、そして全体で９６といったら１８％ぐら

いなのかなと思いますけれども、この中で、これ

はだから学生、学びの継続のための支援ですから、

その生徒たちはやめないと思うのです。そして、

そういう状況下、やめなければいけないという状

況下になる生徒というのはこのほかにいないとい

うことですね。何とか継続して学生生活を送れる

という方、この給付を、金額少ないですけれども、

受ければ、あとは授業料免除だとか何かで頑張っ

ていくという部分ですから、やめるということは

ないと思うのですけれども、その状況というのを

ちょっと教えていただきたいなというふうに思い

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） 先ほど申し

上げた今回国の制度設計した内容の数字でござい

ますが、そのうち生活保護世帯の方については、

新たな就学支援制度というのが今年度４月から立

ち上がっておりまして、給付型の奨学金を受給し

ているというのが前提になっておりまして、さら

に給付型の奨学金を受給された学生さんは授業料

も減免措置取るような制度設計になってございま

すので、就学の継続が極めて困難だというふうな

把握はしてございません。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

名寄大学をそのような形でやめるという子を出さ
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ないように努力をしていただきたいと思います。

最後に、本当にこの感染症でいろんな部分で生

活が困窮されている方、そして家を失った方もお

られますし、名寄市として全力でこの地方創生臨

時交付金を最大限活用していただいて、安心して

暮らせる名寄の市民をぜひ守っていただくことを

お願い申し上げ、私の質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

新型コロナウイルス感染症に関する支援につい

て、三浦勝秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より指名いただき

ましたので、通告に沿って質問させていただきま

す。

新型コロナウイルス感染問題も５月２５日に緊

急事態宣言の全面解除で新たな局面を迎え、終息

には至らない中、外出自粛の解除、公共施設や飲

食店など営業が再開されたところであります。ま

た、イベントの開催においても今週末から都道府

県をまたぐ移動が緩和されるなど段階的に実施の

予定をされている地域もあり、多大な痛みを受け

た社会経済活動の立て直しが求められております。

この期間で会社経営の悪化、店舗の閉店、雇用の

減少により収入が減少した学生の暮らしなど、改

めて人間社会での交流、接触の重要性を感じてい

るところでございます。これからは終息に向かう

べく国や北海道の動向を注視し、自治体として社

会現象の実態分析とリスク管理、対策は今後のた

めに確実に実施していただきたいと思います。本

市におきましても、経済を守るため融資制度や各

給付金や支援等に対する膨大な量の事務作業やホ

ームページや広報による市民への情報共有、市民

からの相談対応など現在も御尽力いただいている

職員の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。

大項目１、新型コロナウイルス感染症に関する

支援について、小項目１、飲食業界に対する支援

について。５月２４日から販売された市内飲食店

の利用促進と関連企業に波及すべく飲食店で使用

できる ０００円の負担で ０００円分の商品券

と引換えとなるなよろ地域商品券、プレミアム付

き商品券が発行され、実行委員会の市民周知によ

り６月１２日に完売の報告を受けているところで

ございます。そこで、なよろ地域商品券の利用状

況について、購入された年齢層や男女の比率、利

用者からの要望等、どのような分析をされている

のかお伺いいたします。また、この地域商品券の

実施について課題があるとすれば、併せてお伺い

いたします。さらに、消費拡大に向けた新たな支

援策等があれば、お考えも併せてお伺いいたしま

す。

次に、飲食業の現状について。４月末に行いま

した名寄料飲店連合会のアンケート調査の結果に

よると、売上げが前年度比５０％以上減少してい

る事業者が７０％あり、このままの状況が続くと

半年以上事業継続することができないとの回答も

７０％以上でした。特に家賃や人件費が大きな負

担となっているとの声が多くありました。本市の

対策におきましても、事業継続支援給付金として

国や道の支援が行き届かない事業者に対しても幅

広く迅速かつ柔軟に御対応いただいているところ

でございます。しかし、依然として経営が厳しい

現状が続いており、調べによると外出自粛要請か

ら今月末までに９件の事業者が閉店、または閉店

をする予定と聞いております。このように事業継

続ができないと関連業者の経営悪化や雇用されて

いた方々の生活が苦しくなることももちろん、名

寄市の経済が疲弊していくことも言うまでもあり

ません。市としてこの飲食業界の現状をどのよう

に捉えられているのかお伺いいたします。

一方で、このような社会情勢であってもここ３

か月の間に４件の新規オープンがあったと認識し

ております。この新規事業者は、国の持続化給付

金や北海道の協力金の支援を受けることが難しく、

経営に苦慮しているとの声も受けております。そ

こで、新規事業者に対する支援についてお考えお
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伺いいたします。

次に、小項目２、観光、宿泊業に対する影響と

支援について。新型コロナウイルスの感染が広ま

った今年２月から、御存じのとおり、名寄市内で

ホテルや旅館の予約キャンセルが相次ぐなど観光

業を中心に大きな打撃を受けています。宿泊や旅

行業界の影響が深刻化する中、感染終息のタイミ

ングを見極め、市内外から観光客を呼び込む取組

を進めていくべきだと考えます。また、感染拡大

防止に伴うイベントや外出の自粛、世界的な供給

網ストップによる生産縮小など幅広い業種に影響

が及んでいる現状でございます。今後の観光と宿

泊業、また関連産業の在り方を考えることも今す

べきことの一つであり、名寄市がどのような観光

のビジョンを思い描いて復興を目指すのか考え始

めなければならないと思います。今回改めて観光

市場と関連産業が外的要因に依存していることを

強く思い知らされたところであり、不測の事態が

起こるたびに緊急対策を講ずるだけでなく、いつ

来るか分からないが、いつかは来るという備えが

必要であると考えます。このようなことが起こっ

たときの被害を最小限に抑える仕組みづくり、そ

して観光に関わる産業や地域が立ち直る力を支援

する仕組みづくりが必要であると考えます。そこ

で、市内の観光業や宿泊業の落ち込みをどのよう

に把握、分析をし、追加の支援策等の検討がなさ

れているのかお伺いいたします。

また、国では内閣や経産省、国交省、農水省が

連携して、観光やイベントなどに関わる支援とし

て新型コロナウイルス終息後に国内の人の流れや

まちのにぎわいを創出し、地域活性化を図る官民

一体のキャンペーン、ＧｏＴｏキャンペーンを実

施するとあり、北海道も北海道民の旅行代金を最

大半額補助するどうみん割など進めているところ

であると認識しております。タイミングを見なが

らになると思いますが、観光客や合宿の誘致につ

いてどのように対応していくのかお伺いいたしま

す。

次に、アフターコロナの捉え方について。新型

コロナウイルスで経済の冷え込みが懸念されてい

る中、その中で多くの事業者が知恵を絞り、感染

リスクを減らすためにビニールカーテンや消毒液、

検温器の設置など新北海道スタイルを実践し、必

死に事業と雇用の継続を日々闘っているところで

あります。今後もしばらくは新型コロナの感染リ

スクに対して慎重にならざるを得ない状況は続く

と思われます。このような状況下では、新型コロ

ナの問題が起こる前のような経済状況がすぐに戻

ってくるとは考えにくく、コロナ終息後のいわゆ

るアフターコロナやウイズコロナといった捉え方

について考える必要があると思います。旅行客が

いつ戻ってくるかめどが立ちにくいこともあり、

インバウンドだけではなく、国内における人の流

れとにぎわいをつくり出すために日本人の集客に

も目を向けることが必要であると考えます。そこ

で、観光客や宿泊者に対する割引や補助制度など

の支援も今の段階から考えていくことについて御

見解お聞かせください。また、民間の取組に対す

る市の受け止め、市内経済効果へのつなぎ方につ

いてお考えお伺いいたします。

以上、この場から質問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） 三浦議員から大

項目１点について御質問いただきました。初めに、

大項目１、新型コロナウイルス感染症に関する支

援について、小項目１、飲食業に対する支援等に

ついてお答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済

対策の一つとして、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、商工団体等による実行委員会が実施するプレ

ミアム付き商品券に対して支援することとし、さ

きの第１回定例会において議決いただきました。

このプレミアム付き商品券は、飲食店限定なよろ

地域商品券として実行委員会において新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止のため国の緊急事態宣
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言及び北海道の緊急事態措置の期間が終了するま

で実施を見合わせておりましたが、５月２４日か

ら同商品券の販売を開始し、多くの市民に御購入

いただき、６月１２日に１万 ０００セットが完

売したとのことでございます。リアルタイムの利

用状況を把握するのは難しいのですが、実行委員

会から参加店への支払いは基本週に１回と聞いて

おりまして、６月１７日、昨日現在で８６店、８

２６万 ０００円の経済効果となっております。

ただ、先ほど御質問ありました購入層ですとか男

女の比率とか、そこについてまでまだ商工会議所

から報告をいただいておりませんので、これにつ

いてはまた今後ヒアリングしたいと思っておりま

す。

販売、利用開始から３週間以上経過いたしまし

た。商品券取扱店の選定方法や周知方法に課題が

見えており、具体的には選定方法については開始

当初の考え方として実行委員会構成団体に属する

飲食店を基本としたとのことでしたが、その後市

及び実行委員会に対して構成団体に属さない飲食

店も取り扱えるようにしてほしいとの要望があり、

実行委員会でも検討した結果、一定のルールを設

け、構成団体に属さない飲食店も取り扱うことが

できるよう改善されたと聞いております。また、

周知の方法につきまして、商品券販売時に配布し

た取扱店一覧のチラシの情報が随時更新されるこ

とについて実行委員会において検討し、名寄商工

会議所ホームページでの更新で周知を図るととも

に、チラシや新聞広告などを通じて取扱店が随時

更新されることについて周知を図るとのことでご

ざいました。このような課題を踏まえつつ現行の

プレミアム付き商品券に続く消費喚起先を検討中

でございます。

飲食業界の現状把握ということですが、事業継

続支援給付金の支給状況を業種ごとに分析をいた

しますと、６月２６日支給予定分までの３７７件

のうち飲食業が１３３件、３５％と最も多く、新

型コロナウイルス感染症の影響は飲食業で特に甚

大であり、厳しい経営環境に置かれている実態が

把握できたところでございます。

次に、小項目の２、観光業と宿泊業に対する支

援等についてお答えいたします。観光業と宿泊業

への影響につきましては、名寄商工会議所及び風

連商工会が３月に実施した緊急アンケート調査か

ら外出の自粛や歓送迎会のキャンセルなどにより

飲食業や宿泊業の影響が大きいということを把握

いたしまして、中でも特に影響の大きい飲食業を

対象としたプレミアム付き商品券の支援を受けて

いただいたところです。その後、４月に名寄商工

会議所及び風連商工会において実施した幅広い内

容のアンケート調査を基に業種ごとの影響を分析

し、飲食業及び宿泊業の影響が大きいことを改め

て把握をいたしました。さらなる影響の長期化及

び拡大への対策として、次の段階の制度設計に当

たっては事業継続支援給付金への相談内容や申請

内容から業種ごとの影響の傾向を把握するほか、

各業界のキーパーソンから影響の状況を直接ヒア

リングするなどしており、より効果的な対策とな

るよう検討しているところでございます。

新型コロナウイルスによる影響の終息を見越し

た観光客や宿泊者への支援につきましては、国の

第一次補正予算で計上されたＧｏＴｏキャンペー

ンのほか、北海道においてはどうみん割について

実施されるところでございます。今後こういった

国や道の支援内容も注視をしてまいりたいと考え

ております。

落ち込む市内経済を相互に支え合う連携の動き

として、市内運送事業者が国土交通省の特例を活

用して委託し、タクシーで市内飲食店のテークア

ウト料理を運ぶサービスを実施しているほか、地

元青年団体が市内飲食店の出前やテークアウトの

利用促進のために実施しているスタンプラリーに

対しては、活動の趣旨に鑑み、景品である市指定

ごみ袋を提供させていただいたところです。この

ような民間事業者が相互に連携した取組が重要で

あると考えておりまして、市としても可能な範囲



－150－

令和２年６月１８日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

で支援を講じることで取組を後押しし、広げてい

き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） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御答弁いただ

きました。この２日間、経済対策に関しましてほ

かの議員の皆さんからも質問が幾つかありますの

で、重複しない項目のみの再質問とさせていただ

きます。

まず、１点目、商品券についてなのですが、今

交換されたのが８２６万円ということで、大体２

０％ぐらいですか。こちらあと残り、まだ未換金

であったり、使われていない方、まだ期間もあり

ますので、いると思うのですが、さらなる市民へ

の追加の周知などお考えありましたら、お聞かせ

ください。

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） １万 ０００セ

ット販売しているところでございまして、今８２

６万円ということです。これ週１回事業者さんか

らは実行委員会事務局のほうに都度申請といいま

しょうか、来て、お支払いを週１回ということで、

昨日一つ更新されたわけなのですけれども、利用

の周知につきましては実行委員会のほうで新聞広

告ですとかホームページのほうでされるものと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） これから状況見てとい

うことであります。こういった市民周知のＰＲに

対しての効果検証というのってすごく難しいと思

うのです。こういった商品券に交換できるという

ことは、見てくれた市民の皆様が来ていただいた。

だから、どういった媒体で理解して来ていただい

たのかなというデータを取る一つのチャンスにな

ると考えております。なので、こういった分析も

必要と考えるのですが、そういった点に対してど

うお考えでしょうか。

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） そのような分析

については、これ実行委員会のほうでやっていた

だいている事業ですので、実行委員会のところで

どのように考えるか、実行委員会を形成している

名寄商工会議所、風連商工会とは常に連携取り合

っておりますので、今後この情報を伝えて、その

分析についても情報提供していきたいと思ってお

ります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 先ほどの高橋議員の話

ではないのですが、どういった広告媒体が市民の

どういった年齢層に伝わるのかといったところも

調査研究必要になると思いますので、併せてよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、２つ目です。こちら事業に対する支援に

ついて御理解させていただきました。特に大型、

数十人入るような大きい店舗の皆さん、こちら人

件費や家賃などほかの事業者さんに比べて多くか

かってしまうといったことがありまして、持続化

給付金の２０万円、これではちょっと厳しいので

はないかといった声もあるのですが、そういった

点に対してどうお考えでしょうか。

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） 議員おっしゃる

とおり、大きな店舗のほうが大きな経費がかかる

ことは承知しております。大型店に対しましては、

人件費や家賃に対する支援ということで、６月１

２日に成立をした国の第二次補正予算に関連予算

が計上されております。例えば厚生労働省の関連

では、雇用調整助成金に関連して休業、教育訓練

の助成額の上限額が ３３０円から１万 ０００

円に拡充された、そういったものありますし、解

雇を行っていない中小企業の場合は助成率を１０

分の１０に引き上げるといったような特例措置も

さらに拡充されたところです。それから、経済産

業省の関連では地代、家賃の負担を軽減すること

を目的としてテナント事業者に対し給付金を支給

する家賃支援給付金が盛り込まれておりまして、
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中小企業などの法人は最大６００万円、個人事業

主は最大３００万円が支給されるところでござい

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、本市としてもその次の段階とし

て影響の度合いに応じてめり張りをつけた支援が

必要だと考えておりまして、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考えているところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 本当に国や道からも様

々な支援もされていただいていると思いますので、

全部行政が、市が、市がというわけではなくて、

こういった制度もありますよといった、先ほどと

一緒になるのですが、周知、こちらやっていただ

ければ市内業者の方々も助かるのではないかなと

私も思いますので、よろしくお願いいたします。

飛ばして飛ばして、最後、昨日市長からの御答

弁にもありましたように、観光に関して、今村議

員の御答弁でもありましたように、このコロナ、

追っかけではないのですけれども、地方にスポッ

トが当たる可能性が本当にあると私も思っており

ます。この本市のＰＲであったり、交流人口の増

加であったり、そういったところにも、もちろん

限りある財源の中でですが、ほかの事業との兼ね

合いもあると思いますが、この観光や産業に関し

て積極的に御協力いただけるという認識でいさせ

ていただいてもよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今田畑室長のほうからも

お話ありましたけれども、とりわけ観光業、宿泊

業に関しては影響が甚大であるというふうに我々

も考えておりまして、それぞれの業種ごとにそれ

ぞれの影響が見えてきていますので、まためり張

りをつけた、まずは目先の支援をしっかりとやっ

ていくということが大事でありますし、議員がお

っしゃられるように、国や道の様々な支援策もし

っかりと丁寧に周知をして、いろんな形でしっか

りとそうした政策が行き届くようにしていくとい

うことがまずは大事だろうというふうに思います。

このコロナの終息がなかなか見えていかない中で、

観光に対してでは次どういう手を打っていこうと

いうのはなかなか難しいものがあるのかなという

ふうに思いますが、いろんなところでも議論がな

されておりますが、まずは足元のマーケットから

少しずつ回復をしていくということが肝要ではな

いかというお話も出ているというふうに思います。

そうした観点から、そして事業者さんが活動しや

すいような支援もしっかりとやっていくことも視

野に検討に入れながら、これから長い闘いになっ

ていくというふうに思いますので、その都度適時

効果的な施策をできるようにしっかりと注視をし

ながらまた検討していきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

このたび様々な支援いただいて、改めて事業者の

皆様が、市の施策に協力したいなどとおっしゃっ

ていただける事業者さんも出てきておりまして、

名寄市が本当ウィン・ウィンになるような施策の

展開をお願いして、質問を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） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時３７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。
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