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〇議長（東 千春議員） 本日の会議に１１番、

佐藤靖議員から遅れる旨の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１７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、

１番 富 岡 達 彦 議員

９番 清 水 一 夫 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。

地域医療の充実に向けて外１件を、東川孝義議

員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、地域医療の充実に向けて伺い

ます。名寄市立総合病院は、名寄市の市立病院で

あると同時に道北拠点病院としての役割を果たし

ており、平成２７年８月からは救命救急センター

の指定を受け、一般診療から高度、特殊医療、急

性期医療から慢性期疾患、一次救急から三次救急

まで全ての医療を担っているほか、サテライト診

療や地方への医師派遣など地域医療支援事業にも

取り組んでいると認識をしております。市立総合

病院は、まさに道北三次医療圏の救命救急センタ

ーであり、年間約 ０００件の救急車の搬入患者

さんの受入れ、またドクターヘリやドクターカー

を駆使した救急医療体制は、まさに広大な地域の

人々の命を守るために重要な使命を担っていただ

いております。そこで小項目の１番目、新名寄市

病院事業改革プランの評価について伺います。新

名寄市病院事業改革プランは、平成２８年度より

５年計画で進められ、令和２年度が最終年度とな

ります。平成３０年度には、経営形態を地方公営

企業法全部適用に移行し、病院収益を示す純損益

は計画の２億 １００万円を上回る８００万円の

純利益を計上しております。また、令和元年度の

詳細は決算審査特別委員会で報告されると思いま

すが、資料を見るとコロナ禍の影響を受けながら

も純損益は変更後の計画に対して２億 ９００万

円のプラスとなっております。この結果は、各部

門における目標の設定、達成度評価など総合的な

効果により反映されたものであると思います。そ

こで、この４年間における経営の効率化に向けて

の数値目標である経常収支比率、医業収支比率、

経費削減項目などについて、また地域医療構想を

踏まえた地域包括ケアシステムの構築についてど

のように評価をされているのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の２番目、新たなプラン作成に向

けての課題についてお伺いをいたします。新名寄

市病院事業改革プランの最終年度に当たり、予想

もしなかった新型コロナウイルス感染症の対応に

より、令和２年度第１四半期は計画を大幅に下回

る結果となっております。当面は新型コロナウイ

ルス感染症と並行した対応となると思いますが、

目標達成に向けて最終年度の主な取組について伺

います。また、今年度は新たな事業プラン作成の

時期と聞いておりますが、その作成に向けての課

題についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、上川北部医療連携推進

機構の進捗経過について伺います。名寄市立総合

病院と士別市立病院では、道内では初めての地域

医療連携推進法人の設立に向けて具体的な準備が

進められていると思います。先日上川北部医療連

携推進機構に対して９月１日付で北海道より認定

するとの報道がされておりました。そこで、事業

スケジュール、医療連携推進業務の内容、設立時

役員並びに当面の事業計画についてお伺いをいた
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します。

次に、大項目の２番目、継続的な除排雪体制の

確保に向けて伺います。小項目の１番目、現状の

除排雪についてでありますが、名寄市の除排雪の

歴史は昭和３３年に自衛隊の地区施設隊が訓練の

一環として除雪が実施され、同時に開発局による

除雪も開始されたとの記録があります。その後歴

史を重ねる中で、名寄地区は平成１５年に、風連

地区は平成２０年に除排雪業務の全面民間委託を

行い、現在に至っております。現在名寄地区の委

託先は、名寄三信環境整備事業協同組合８社の共

同体で、風連地区は風連環境保全事業協同組合９

社で業務を担当されております。除排雪委託費は

大きく除雪委託費、排雪委託費、積込み運搬委託

費、雪堆積場委託費に分かれておりますが、ここ

数年の実績内容について伺います。また、名寄地

区及び風連地区の除雪出動基準、除雪延長距離と

歩道除雪延長距離についても併せてお伺いをいた

します。

次に、小項目の２番目、道内他市における対応

状況を含めた考え方についてお伺いをいたします。

除排雪業務は、冬の安全な交通を維持し、市民の

通常生活を守るだけではなく、救急、緊急車両の

通行を確保することにより市民の生命、財産を守

るという責任感と使命感から、降雪量の多少にか

かわらず、降雪期に入ると除雪業者の方々は暴風

雪等の緊急時や異常気象時の対応を常に考え、出

動する体制を整えております。しかし、ここ２年

間は暖冬、少雪により国及び北海道は除雪体制の

維持、確保を図るために委託経費を実態に即した

算定に見直すとともに、委託先での経費削減に向

けて除雪機械の官貸車化を積極的に推進をしてお

ります。名寄市における除排雪車両の名寄地区、

風連地区の貸与の内訳並びに除排雪業務における

設計基準についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、安定した除排雪体制の

維持に向けてお伺いをいたします。除排雪業務が

民間に全面委託された頃は、一定程度の降雪量に

加え、夏場には土木事業が実施をされてきたとこ

ろであります。また、除排雪業務に携わる業者の

方々は、災害発生時にはいち早くその対応に向け

て、車両の維持管理も行っておりますが、特に除

排雪として冬場だけ使用する車両は年式も古く、

経年劣化も含めて維持管理費用が年々増加してい

るとのことであります。そこで、冬場だけに使用

する車両の機械損料並びに経費率の実態と北海道

単価との設計基準との比較も含めてお伺いをいた

します。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） おはよ

うございます。東川議員からは大項目で２件の御

質問いただきました。大項目１は私から、大項目

２は建設水道部長からとなりますので、よろしく

お願いいたします。

初めに、大項目１、地域医療の充実に向けての

小項目１、新名寄市病院事業改革プランの評価に

ついてお答えいたします。市立総合病院の令和元

年度の収支につきましては、病院事業収益で９８

億 ４２０万円、病院事業費用で９８億 ８５８

万円となり、差引き ４３８万円の単年度純損失

を計上しての決算となりました。この結果、経常

収支比率は９ ２％、医業収支比率９ ６％とな

り、赤字決算ではございましたが、改革プランで

の目標値をそれぞれ ０％、 ７％上回る良好な

数値となりました。決算の分析といたしましては、

患者数が入院で９万 １８３人、外来で２２万

７０７人となり、前年度と比較し入院で４６９人

の減少、外来では ２８２人の減少で、入院収益

は ７１５万円の減少となりましたが、外来収益

では１億 ６１６万円の増加となったことが収益

を支える形となりました。しかし、決算全体とい

たしましては、特別利益と特別損失の部分で前年

度より１億 ７４３万円の改善があったことが大

きく影響しています。改革プランの評価につきま

しては、まだ外部評価の結果を得ておりませんの
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で、公表する段階にございませんが、経営手法や

経営形態の見直しでの目標は達成できており、地

域医療構想を踏まえた役割についても地域医療連

携の充実や名寄市立大学との連携を強化するなど、

十分な評価を得られるものと考えております。

次に、小項目２、新たなプラン作成に向けての

課題についてでございますが、今年度第１四半期

の推計値では、入院と外来の収益が対前年同期比

で１億 １１９万円、率で ７％の減収となって

おり、新型コロナウイルス感染症に起因する影響

を大きく受けた結果となっています。４月からの

診療報酬改定で加算されました分を除きますと、

さらに影響額は大きなものになります。この影響

額を年度内で回復することは困難でありますが、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事

業による交付金や支援金において一定額の補填が

見込まれるほか、できる限りの増収対策等経費の

節減で経営の危機的状況は回避したいと考えてお

ります。しかし、今後の感染状況によりましては、

想定もできない状況になる場合もあると捉えてお

ります。改革プラン最終年次の取組といたしまし

ては、医業収支に対するアプローチは大きく変わ

りませんが、地域連携においてネットワークシス

テムの更新や機能追加を行うこととしています。

今後のプランづくりにつきましては、国から新た

なガイドラインが示されることとなっております

ので、その内容を確認した上で、現行の改革プラ

ンを見直す形で対応していくことを予定しており

ます。課題といたしましては、引き続き経営の健

全化が強く求められることになると考えておりま

す。

次に、小項目３、上川北部医療連携推進機構の

進捗経過についてでございますが、地域医療連携

推進法人上川北部医療連携推進機構につきまして

は９月１日付で知事の認定があり、法人の変更登

記手続を行って以降に活動を開始する予定となっ

ています。法人の設立目的は、少子高齢化や過疎

化の中で、地域医療構想の実現を図り、地域包括

ケアシステムの実現に寄与し、急性期から慢性期

までの医療を安定的に提供することとされていま

す。設立時役員は、佐古和廣先生を代表理事とい

たしまして、名寄、士別両市の病院事業管理者、

院長等の６名で構成されています。当面の事業ス

ケジュールにつきましては法人の理事会で協議さ

れることになりますが、事前の計画書の中では診

療機能の集約化や分担、両病院の効率的な収益改

善のための取組などを行っていく運びとなってご

ざいます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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、継続的な除排雪体制

の確保に向けてについてお答えさせていただきま

す。

まず、小項目１、現状の除排雪作業体制につい

てですが、本市の除排雪業務については除雪業務、

排雪業務、積込み運搬排雪業務、そして雪堆積場

の雪割り業務と４つに分けて、全てを民間企業に

業務委託しており、毎年度名寄地区については名

寄三信環境整備事業協同組合、風連地区について

は風連環境保全事業協同組合に業務委託し、実施

しているところでございます。御存じのとおり、

昨シーズンは近年で最も少雪であり、その降雪量

は６１５センチメートル、最大積雪深が７０セン

チメートルで、過去５か年の平均と比較いたしま

しても降雪量で９６センチメートル、最大積雪深

では４７センチメートル少ないシーズンでありま

した。お尋ねの除排雪業務に係る委託料のここ数

年の実績でありますが、名寄、風連の両地区の合

計で昨シーズンは除雪業務委託料で約２億 ７０

０万円、排雪業務委託料で約 ４００万円、積込

み運搬排雪業務委託料で約 ９００万円、雪堆積

場雪割り作業が約６００万円となり、委託料合計

で約３億 ７００万円となりました。平成３０年

度においては、除雪業務委託料で約１億 ２００

万円、排雪業務委託料で約１億 ２００万円、積
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込み運搬排雪業務委託料で約１億 ７００万円、

雪堆積場雪割り作業が約５００万円となり、委託

料合計で約４億 ６００万円でありました。また、

近年で降雪が最も多かった平成２９年度において

は、除雪業務委託料で約１億 ８００万円、排雪

業務委託料で約１億 ０００万円、積込み運搬排

雪業務委託料は１億 ５００万円、雪堆積場雪割

り作業は約５００万円となり、委託料合計で約４

億 ８００万円であったところです。

次に、除雪の出動基準ですが、名寄地区、風連

地区ともに１０センチ以上の降雪があった場合、

また１０センチ以上の降雪が見込まれる場合や降

雪はなくとも風の吹き込み等により道路に吹きだ

まりの発生がある場合に出動としているところで

ございます。また、昨シーズンの除雪の実施延長

につきましては、市街地域では名寄地区が約１３

６キロメートル、風連地区は約２２キロメートル、

郊外地区では名寄地区が約１４３キロメートル、

風連地区で約１３３キロメートル、歩道除雪延長

につきましては名寄地区で約４０キロメートル、

風連地区で約２１キロメートルとなっているとこ

ろでございます。

続きまして、小項目２、他市における対応状況

についてお答えいたします。まず、本市の除排雪

車両の貸与の内訳ですが、本市では名寄地区７台、

風連地区７台を貸与させていただいておりますが、

業者所有の車両が名寄地区４６台、風連地区１３

台となっておりますので、約１９％の貸与率とな

っているところであります。除排雪委託業務にお

ける設計基準ですが、除雪業務及び排雪業務につ

いては本市独自の基準により設計を行い、シーズ

ンの請負契約として発注し、契約の際には上下限

３０％の増減範囲を設定させていただいておりま

す。なお、積込み運搬排雪については全路線が交

付金対象となる雪寒指定道路であることから、設

計基準等については北海道とほぼ同様となってお

ります。

次に、小項目３、安定した除排雪体制の維持に

向けてについてお答えいたします。まず、車両の

機械損料の単価についてですが、機械損料は請負

業者の車両機械の減価償却費や維持修理費、管理

費等であることから、設計の積算に使用している

機械損料単価については基本的に北海道と同様で

あります。諸経費等については、積込み運搬排雪

は設計基準、諸経費ともに北海道と同様でござい

ますが、除雪業務と排雪業務は、さきにも述べさ

せていただいたとおり、本市の独自設計となって

いることから、諸経費についても独自の経費率と

なっております。安心、安全な冬の市民生活を守

る上で除排雪については重要な業務であると認識

しております。よりよい除排雪の在り方について

市民の皆様からいただいた声はもちろんのこと、

受託業者とも協議をさせていただきながら、より

よい冬の道路環境の創出に努めてまいりたいと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。

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） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの項目、御

丁寧な答弁をいただきました。改めて質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。

地域医療の充実に向けてということで、それぞ

れ小項目３点にわたって詳細な説明をいただきま

した。新名寄市病院事業改革プラン、経常収支比

率あるいは医療収支比率、それぞれ計画を上回っ

たというふうなことで今御説明をいただきました。

それぞれ各部門での取組が最終的な結果につなが

ったのかなと。令和元年度の結果については、

４３７万 ０００円、純損失というふうなことで、

これも最終的には純損失でありますけれども、先

ほど冒頭で壇上でもお話をさせていただいたよう

に、当初の計画に対しては大幅なプラスになって

いるというふうな形だというふうに思います。

それで、今細かい説明はなかったのですけれど

も、コロナ禍で経費削減という形の中では、先ほ

ど答弁の中でも若干お話があったような気もする
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のですけれども、材料費対医業費収支比率、この

辺も非常に影響してくるのかなというふうに思っ

ております。人件費の割合を示す職員給与対医業

収支比率、この辺は３０年度まで大幅に目標クリ

アをしているというふうに思うのですけれども、

令和元年度、材料費対医業費比率、この辺がどう

いうふうになっていて、昨年度からだと思うので

すけれども、共同購入、これも進められていると

いうふうに思うのですけれども、これらを絡めて

どういうふうな結果になっているのか改めてお伺

いを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） 経費削

減項目にございます材料費対医業収支比率という

ことでございますが、ここの部分についてはちょ

っと今数字を直接まだここの部分を出してござい

ませんでした。申し訳ございませんです。後ほど

正確な数値を報告させていただきたいというふう

に思いますが、ここの部分で材料費というものは

その時々の診療費によって、診療の内容によって

も大きく違ってくる部分がございます。特に近年

でありますと、高額の抗がん剤等が使用されると

いうことになりますと、物すごく高額な薬剤費、

材料費に響いてくるというようなことにもなって

ございます。薬剤を除く一般の診療材料等につき

ましては、事業者が行います共同購入のほうに参

加する方式を取ってございまして、細かい１点ず

つのこれまで行ってきておりました独自の交渉で

かなり安く購入できていたと考えていたものもそ

の共同購入によってさらに安く購入できるという

ようなこともたくさんございました。院内では、

この診療材料の部分を毎月見直すための会議を設

置いたしまして、医師、看護師、そのほか各部門

の職員が毎月チェックをするような形で、新たな

材料のほうが有効であればそれに切り替えていく

というようなことを協議をして、毎月の病院の経

営会議の中で確認をしていくというような作業を

継続しております。こうした部分でかなり材料費

が継続的に増加していく傾向のものを抑え込むこ

とができたかなというふうに思っております。た

だ、そういったスケールメリットというのは出て

くるのですけれども、直近でいきますとコロナの

関係で感染対策資材等につきましては物すごい価

格変動がしておりますので、ここは今共同購入で

購入していたものでさえもかなり高額な形に変わ

ってきているということでございますので、今年

につきましてはかなり影響が出てくるのではない

かというふうに見ています。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今改めて材料費対医

業収支比率の部分、細かい数字は別としてもそれ

ぞれ取り組んでいる経過について御答弁をいただ

きました。独自の購入よりもやはり共同購入をす

ることによってスケールメリットが出ているとい

うふうなお話だったのかなというふうに思います。

これも引き続き、今のコロナの部分についてはい

ずれにしてもこの状況の中で対応せざるを得ない

というふうに思いますので、それも含めた中で取

組をさらに強化をしていただければなというふう

に思います。

先ほど令和元年度の患者さんの取扱いというふ

うなことで御報告をいただきました。入院、外来

ともに減ったのですけれども、収益そのものは入

院のほうが減で、外来のほうが１億円ぐらい増え

たというふうな御説明だったかというふうに思い

ます。いずれにしても、今年、先ほど来お話出て

いるように、コロナ感染症の対応の施策、いろん

なもの、その状況に合わせた取組を進めていかな

ければならない現状にあるというのは十分理解を

いたします。それで、先ほどちょっとお話出たか

と思うのですけれども、４月以降の診療報酬の改

定の部分、これ正直この令和２年度にどのような

影響を与えていくのかなと。非常に厳しいような

お話も先ほどされたというふうに伺ったので、も

う少し詳細について分かれば改めてお伺いをさせ

ていただきたいというふうに思います。

令和２年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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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） 今年度

の診療報酬改定の部分、これは病院によっていろ

いろ影響が違いますけれども、平均値では一応診

療分ではプラス、薬価の部分ではマイナスという

ような形で改定をされておりました。それと、プ

ラスしまして、当院ではＤＰＣの係数が地域医療

係数でいきますと北海道で１番、全国で１３番と

いうような高い係数をいただいているところでご

ざいますので、その分の上乗せ分が本当は跳ね返

っていると、４月以降については。そういう中で

ありますけれども、やっぱり患者数の減少、制限

した部分への影響というのが出ていますので、実

質的に、先ほどお話ししましたとおり、実際の対

前年度比の数値よりも本来的には診療報酬として

は得られているというはずでございますので、影

響額としては大きくなるという考え方になるとい

うことでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 当初の改定の部分、

診療プラス、薬価はマイナスというふうな形の部

分ではあるけれども、やはり今回のコロナの部分

もまたここにも出てきているのかなと。今御説明

あったように、ＤＰＣの係数が北海道で常にここ

何年か１番というふうなこと、全国で１３番目、

これを維持しながら、さらにいろんな体制の取組

について強化を進めていただければなというふう

に思います。いずれにしても、最終年度という形

の中では非常に厳しい取組になっていくのかなと

いうふうに思いますので、先ほどお話出ていたよ

うに、例えば薬価の問題にしても各月それぞれの

ところで会議を開きながらそれぞれの情報交換を

して進めているというふうなお話もございました。

さらに、その辺の取組の強化をお願いをしたいと

いうふうに思います。

それに基づいて、今年最終年度で、新たなプラ

ン作成に向けての課題というふうなことで、先ほ

ど国から新たなガイドライン、この辺がまだ明示

をされていないというふうなお話もございました。

令和元年度の中で企業債、これを財源として人工

心肺装置だとか、あるいは放射線ＤＲパネル、撮

影台及び超音波内視鏡レポートシステム、これら

の医療機器、これを整備をされたというふうな報

告が出されております。今後に向けて医療機器の

更新を含めた大型の設備投資、現状を踏まえた中

でどのようにお考えになっているのかお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） いわゆ

る大型医療機器につきましては、これまでの中で

主なものに、特にＭＲＩですとかＣＴですとか、

こういったものは計画的に更新をしてきました。

また、医療機器とは言いませんけれども、多額の

経費を要します電子カルテ、こちらについても更

新をしてきたということでございます。次の改革

プランにつきましては、夏ぐらいに厚労省のほう

からガイドラインが示されるものというふうにな

っていましたけれども、ちょっといまだ示されて

いないということでございまして、ガイドライン、

プランをどんなふうにつくれということになるの

か、章立ての部分もまだ見えてこない。また、ど

の辺がポイントになるのかというところもまだち

ょっとはっきりしないというような状況になりま

すので、どんなふうになるか分かりませんけれど

も、大型医療機器につきましてはこれまでも行っ

ておりましたが、起債償還の圧迫にならないよう

にそうした今後の起債償還額のピークを見ながら、

計画的に数億円単位の医療機器については更新し

ていこうということで考えています。今直近で大

型医療機器で更新が必要なものというものにつき

ましてはない状況にございますが、電子機器相当

になりますので、長くても大体７年から１０年と

いったサイクルでは更新が必要になってまいりま

すので、それらを見越した上で新しい改革プラン

の中には盛り込んでいくことになるというふうに

考えてございます。
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〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 起債償還のピークと

いうか、その範囲内でというふうなお話もござい

ました。いずれにしても、名寄市立総合病院、先

ほど壇上でもお話をさせていただいたように、高

度、特殊医療、急性期医療というふうなものを担

っているというふうな形の中でもお話はありまし

た。やはり計画的な設備の更新、この辺をよろし

くお願いをしたいというふうに思います。

先ほど市立総合病院、ＤＰＣの係数、北海道一

というふうなことでお話がございましたけれども、

昨年のたしか１１月１９、２０日に日本医療機能

評価機構による訪問審査結果、訪問審査というか、

訪問審査を受審をされていると思いますけれども、

いろんな取組の内容が個々にあったと思うのです

けれども、この中で改善要望等の指摘だとか、そ

の辺の内容があったのかどうか、その辺の結果に

ついて御説明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） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 医療機

能評価につきましては、目的といたしましては医

療の質向上を図るということを目的としておりま

す。当院は平成１１年に初めて医療機能評価機構

の審査を受けまして、当時道内の公立病院で初め

て認定をされて、昨年が５回目の更新ということ

で受審をいたしまして、認定を受けたということ

でございます。これにつきましては、全国 ２７

３病院のうち １５０病院が認定を受けていると

いうことでございまして、それぞれの病院の規模

に応じた基準、バージョンがございますけれども、

当院といたしましてはサードグループバージョン

０という部分での一般病院に精神科病院という

カテゴリーで受けています。基本項目で９１項目、

副項目で２６項目の審査を受けているということ

でございます。これにつきまして、分類としまし

てはＳ、これは秀でています。Ａ、適切に行われ

ています。Ｂ、一定の水準にありますと。Ｃ、水

準に達していませんねという４段階で評価をされ

ておりまして、前回の審査と比較いたしまして、

Ａ評価では一般領域で１２％増、精神科領域では

２８％増加いたしました。特筆部分では救命セン

ターを有しているということとドクヘリ、ドクタ

ーカーの搬送体制をしいているということで、救

急医療の機能につきましてはＳ評価というところ

をいただいておりまして、これＣ評価があります

と認定になりませんので、そこは受けていないと

いうことでございます。今後も認定病院といたし

まして安全、安心、それから信頼を得られる医療

サービスを提供していきたいというふうに考えて

いるところでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ５回目の更新も無事

今までの取組の中で継続というふうなことでの御

答弁だったかなというふうに思います。それぞれ、

今御説明あったように、４段階の中で特に救命セ

ンター、ドクターヘリ、この辺の取組については

Ｓの評価というふうなことで、ふだんそれぞれの

部門で取り組まれている結果というのがここにも

現れているのかなというふうに思います。いずれ

にしても、今まで蓄積されたいろんな取組、この

新病院改革プランに基づいて次のステップに結び

つけていただくようにやはり医師、看護師はもと

より、職員の皆さんの連携をさらに求めておきた

いというふうに思います。

次に、今お話を伺えた中で特に今後連携を深め

ていかなければならない上川北部医療連携推進機

構、この辺についてお聞きをしたいというふうに

思います。先ほど設立時の役員等については代表

で佐古前院長が就任をされて、６名それぞれ名寄

市立総合病院と士別市立病院というふうなことで

分かれてスタートしていくというふうなお話でご

ざいました。いずれにしても、いろんな取組を進

めるに当たってもやはり人口減少というのは今後

その中では非常に厳しい取組になっていくのかな

と。ある資料によると、道内の人口ですけれども、
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２０４５年、ここには現在の人口から１２０万減

って、約４００万人になっていくのではないか、

高齢化率はさらに１０ポイント上昇して４３％に

なるのでないかというふうな予測もされておりま

す。その中にあって、やはり地域医療の体制とい

うのは医師の確保、あるいはその偏在と、あるい

は一方では働き方改革だとかというふうなことで

取組が二分をしていくというか、相反する部分も

あって、非常に今後この取組というのは重要にな

ってくるのかなと。いずれにしても、診療機能の

充実、あるいはその集約化、分担だとか、あるい

は病床規模の適性に合わせた取組、それぞれの特

性を生かしたというふうな形になっていくのかと

いうふうに思いますけれども、現状分かる範囲で

名寄総合市立病院と士別市立病院との、どのよう

な適性といいますか、運営を図っていこうとされ

ている、現状の分かる範囲でお聞かせをいただけ

ればというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 連携法

人につきましては別法人ということでございます

ので、その点につきましては御理解をいただきた

いというふうに思いますが、かねてから士別との

協議の中で、それから地域医療構想調整会議の中

で議論されてきたことにつきましては、役割の分

担をどうするのかということでございました。士

別市立病院につきましては、急性期医療を極力名

寄市立総合病院のほうに集約化をして、慢性期、

それから回復期の医療を担うという方向に転換を

されてきたということでございます。そういう形

になりまして、名寄市立総合病院といたしまして

は二次医療圏、それから道北の三次医療圏の中で

も急性期医療を担うことができる数少ない病院に

なってきたということでございまして、ここから

先で１つだけポイントになるのは、やはり若手の

医師を育てることができる病院しか大きな病院と

して残ることができないというのが、新たな専門

医制度などに参加できる機能を持っていなければ

ならないと。そのためには、一定数のやっぱり症

例数が必要になってきます。若手の医師を育てる

ためには、当然指導する医師もいなければならな

い。指導する医師の専門医の資格を更新するだけ

の要件を満たした病院でなければならないと。こ

こが医師を確保できるかできないかの決定的な境

目になってきたということでございます。そのた

めには、やはり一定程度の集約化を進めなければ

ならない。それでなければ、この地域から急性期

医療がなくなってしまうということになってしま

いますので、その辺につきまして事業管理者、院

長同士これまでも話を続けてきたということでご

ざいます。名寄と士別の大きな点といたしまして

は、そういった役割を明確化するということでご

ざいますし、今後につきましては名寄市立総合病

院ができるだけ各分野の医師を集めて、士別だけ

でなく、このエリアの中に診療応援もしていくこ

とが可能になるようにと、その礎をつくろうとい

うことで、まず２病院で連携推進法人をつくった

ということでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 役割を明確化、ある

いは分担をしていくという形の中で、名寄市立総

合病院については救急急性期医療というふうなこ

と、士別市立病院については回復期、慢性期と。

いずれにしても、その中では名寄市立総合病院、

毎年研修を含めて多くの方が来られていますけれ

ども、若手の医師を育てていくというふうなこと

の環境づくりといいますか、それも並行して進め

ていかなければならない、継続した取組になって

いくというふうなお話だったかというふうに思い

ます。いずれにしても、名寄市の人口の中でこれ

だけの三次医療まで担う病院があるという形で、

新たな連携を進めていくと。今はスタートとして

名寄市立総合病院と士別市立病院という形ですけ

れども、いずれにしても今後それをベースとしな

がらやはり道北地域の医療を担っていくというふ
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うな形の中でさらに取組をお願いをしたいという

ふうに思いました。いずれにしても、名寄市立総

合病院というのは名寄の市立病院であると同時に、

やはり道北の三次医療圏の救命センターの役割を

担っていただいているというふうに認識をしてお

ります。先ほどもお話しさせてもらったように、

新名寄市病院事業改革プラン、最終年度、予想も

しなかったことの中で非常に厳しい状況にありま

すけれども、地方公営企業法全部適用後のいろん

な前向きな取組、やはりこの中で書かれているの

が柔軟で効率的な組織運営と経営改善の継続に向

けてというふうな形の中で、いろんな施策が今も

実施をされているというふうに思います。さらに、

この施策にお話をしていただいた取組を進めてい

ただくことを御期待申し上げて、次の質問に移ら

せていただきたいというふうに思います。

継続的な除排雪体制の確保ということで先ほど

御答弁をいただきました。それぞれの年間の降雪

量、それから委託費の費用の内訳について御説明

をいただきました。令和元年度、平成２９年から

比べると非常に減っているというふうなこと、こ

こ２年ぐらい暖冬少雪というふうなことで、令和

元年度はここの５か年の平均で見ても降雪量が９

６センチ、積雪量も４７センチ少ないというふう

なお話だったかというふうに思います。それに伴

って委託金についてもそれぞれ令和元年、３０年、

２９年とお話、御説明をいただきました。２９年、

３０年から比較をすると、降雪量と併せてそれぞ

れの委託費の関係の費用、大幅に減っているとい

うふうなお話でございました。それで、各５か年

の先ほど年間降雪量、積雪量というふうなお話を

いただいたのですけれども、平年の降雪量、算定

といいますか、基準、これをどこをベースにして、

突発的に多いだとか少ないだとかというのは恐ら

く外されているのかなとも思うのですけれども、

設計基準というのはどこをめどにして出されてい

るのか、この点につい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） 今議員のほうか

ら設計の基準となる数量の考え方についてという

お話だったかと思っています。除雪の基準につき

ましては、過去の実績などから独自の設計数量に

該当する基準、いわゆる日数を設けさせていただ

いているところでございます。名寄地区、風連地

区それぞれの市街地、郊外地にこの日数を設定さ

せていただいて、発注のほうさせていただいてい

るところでございます。排雪につきましても同様

に名寄地区、風連地区それぞれに、こちらは排雪

量の基準となる運搬ダンプの台数として設定をさ

せていただいているところでございます。積込み

運搬排雪につきましては、北海道の基準で示され

ている基準に沿っているということから、名寄市

の積込み運搬排雪を行った前年までの実績、先ほ

どお話あったとおり、極端に多い年、少ない年を

除きまして、３か年の平均を基準の数量として使

用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） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今それぞれ除雪は日

数、それから排雪はダンプの数量、その基準に、

もう一度改めて、私もちょっと理解不足の点もあ

ると思うのですけれども、当然それには一定程度

の降雪量、これを予測した中でその辺の日数だと

か、そういうのも算定されるのかなという、先ほ

ど除雪の出動基準、１０センチというふうなこと

で、あくまでもそれに加えて降雪が見込まれると

いう形の中で除雪を行うと、出動するというふう

な基準で御答弁をいただいたかというふうに思い

ます。いずれにしても、この除雪、排雪それぞれ

の委託費を算定するに当たっては一定程度の降雪

量、この辺目安に算定をしていくのではないのか

なというふうに思いますので、その辺もう一度ち

ょっと御説明をいただければ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。
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〇建設水道部長（木村 睦君） 今お話しさせて

いただいたとおり、除雪、排雪につきましては名

寄市の独自の設計基準を使わせていただいており

ます。議員お話しのとおり、これまでの過去の平

均降雪量ですとか出動回数、稼働時間なども考慮

しながらその辺の日数、さらにはダンプの台数等

々をつくらせていただいて、設計の基準として利

用させていただいているということでございます

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今過去の平均降雪量

というふうな形の中で御答弁をいただいたかとい

うふうに思います。今ここ何年か非常に積雪とい

うよりも降雪量が少なくなって、当然積雪量も減

ってくるという形の中で、実は道のほうでも今ま

でそれぞれ設定をしていた基準の中で、やはり各

それぞれの除排雪の業者の皆さんというのは一定

程度の降雪量に合わせた機械なり、いろんなもの

を、人も含めてですけれども、手配をされている

というふうに聞いております。その中で先ほど名

寄市の除雪、排雪は名寄市独自の設計基準だとい

うふうなことで、シーズンの請負契約になってい

ると。基準日数の上下３割までは請け負い、超え

た分については設計変更の対象というふうな形だ

というふうに思うのですけれども、やはり一定の

最初の設計基準というのは当然予算の関係もある

し、必要だし、それは設定をしていかなければな

らないというふうには思うのですけれども、今後

暖冬だとか少雪が予測される中で、極端な少雪の

場合、やはり設計変更だとか、あるいはそれに基

づいた協議というのは、今もちょっとやられてい

るのか、詳しいのは分からないのですけれども、

その辺の考え方について改めてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 先ほどお話しさ

せていただいたとおり、除排雪につきましては冬

の安全な冬期間の道路空間を確保するため非常に

重要な業務だというふうに認識しているところで

ございます。ただいま委託させていただいており

ますそれぞれの請負業者様からもいろんなところ

で様々な課題というところで御提案いただいてお

りますし、そういったことから我々も少しずつそ

ういった協議をさせていただいて、除雪のほうを、

よりよい除雪体制のほう構築させていただきたい

というふうに考えているところでございます。そ

れで、今後におきましてもそういった協議をしな

がら、あくまでもこれにつきましては予算の制約

もございますけれども、少しでもよりよい除雪体

制の構築を目指して進めていきたいと思いますの

で、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） いずれにしても、そ

の年の降雪量が多い、少ないにかかわらずやはり、

先ほどありましたように、一定程度の降雪に合わ

せた各それぞれの除排雪の業者さんはそれぞれの

機械を持ちながら対応されているというふうな現

状にありますので、今、今後もそれらについての

協議を進めていかれるというふうなお考えをお聞

きをしました。改めてこの辺についてはお願いを

申し上げておきたいというふうに思います。

除排雪の業者さんだけではないのかもしれない

のですけれども、やはり新しい人、あるいは若い

人を養成をしていくというふうな中で、特にこの

除排雪というのは、例えば今までこっち、右回り

だったのを今度左回りにしてくださいという形に

されると、市民の方は自分のところばかり来るか

ら反対回りにしてくれたらまた違うというふうな、

でも本当に除排雪の業者さんというのは雪の降る

前にどういう状況なのかを見ながら実際に冬場の

除排雪に臨んでいるという中では一長一短に除排

雪のオペレーターは育たないというふうなお話も

伺っております。非常に育成者の対応については

苦慮されているということなのですけれども、直

接建設水道部に該当するかどうか別としても、こ

の育成者の養成に対してもしお考えがあればお伺
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いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 除雪機械の運転

手さん、さらにはオペレーターさんは非常に高齢

化が進んでいると伺っておりますし、若年層の担

い手不足というところも非常に叫ばれていらっし

ゃって、そういった中で大変御苦労されて除雪業

務に当たられているということは、我々のほうも

認識させていただいているところでございます。

現在そうした人材確保、さらには育成につきまし

ては、名寄市中小企業振興条例の名寄で人づくり

事業というもので今年度４月から改正のほうさせ

ていただきまして、支援の充実、強化というとこ

ろを図らせていただいたところではございます。

ただ、委員おっしゃられたとおり、育成とか技術

の継承というものについては非常に時間を要しま

して、育成を図るための手段や手法につきまして

は除雪業者さん含めて関係機関と協議をさせてい

ただきながら、将来の除排雪体制の維持がしっか

りできるように行政といたしましてもできること

について少し検討していく必要があるものかなと

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） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今部長から御答弁い

ただいたように、直接の部分ではないかもしれな

いのですけれども、ぜひその取組の強化をお願い

をしたいというふうに思います。

それで、他市における対応ということで、名寄

市の除雪、排雪、積込み運搬、それぞれ先ほど御

答弁をいただきました。積込み運搬排雪について

は、設計の考え方等については道に基づいている

と。除雪、排雪については、名寄独自の設計基準

というふうなことで先ほど御答弁をいただいたか

なというふうに思います。実際にかかる除排雪で

出動する経費といずれにしてもそれに伴う共通仮

設費だとか、あるいは現場管理費、一般管理費、

これは正直言って除排雪、積雪、降雪量の多い、

少ないにかかわらずこれは一定程度かかってくる

のかなというふうには思うのですけれども、どう

もこの辺の計算基礎というのがある面では水準の

部分、積込み運搬は道の水準というふうな形にな

っているのですけれども、実際除雪、排雪のこの

辺の名寄市独自の考え方、道単価の部分と比較を

してどのような現状なのかなと分かる範囲でちょ

っと御説明をいただければな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） 名寄市の除雪と

排雪の委託費につきましての委託設計の概念とい

うものが名寄市独自の積算手法とさせていただい

ておりますので、北海道と単純比較というものは

できないのかなというふうに思っております。た

だ、設計に使用させていただいています労務単価

ですとか機械損料、さらには燃料単価等につきま

してはほぼ北海道と同じ単価を使用させていただ

いているところです。先ほど来お話しさせていた

だいています積込み運搬排雪については、設計基

準単価については北海道と基本的には同じとさせ

ていただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 労務単価、燃料、機

械の損料、北海道と同じというふうなことでの御

答弁だと。降雪量、積雪量が減ることによってか

かる固定費の部分というのは、いずれにしてもそ

んなに大きく変わってこないというふうな現状で

お話を伺っております。この辺先ほどのお話をい

ただいた中も含めて、さらに協議の場の中で検討

をお願いを申し上げたいというふうに思います。

ちょっと時間がなくなってきたので、除排雪に

ついてはまたこの後同僚議員が質問する予定にな

っておりますので、その中でまたお聞きをしたい

というふうに思います。ちょっと私調べてみたの

ですけれども、人口１人当たりの除排雪費用なの

ですけれども、平成２９年の、単純にですけれど

も、札幌市は１人当たり ５３７円、旭川は ９
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６０円、名寄市が１万 ８１６円というふうなの

で、約倍ぐらい。当然札幌、旭川というのは住宅

街と、こういうところの除排雪はしておりません

ので、生活道路ですか、ですからこの辺はこうい

うふうな数字出てくるのかなというふうにも思い

ます。いずれにしても、高額な除排雪ですけれど

も、自分たまたま前期、経済建設常任委員会で除

排雪をテーマにそれぞれ道内の都市も視察をさせ

ていただきました。どちらかというと受ける側、

消費者の側って、市民の側に立ってのいろんな取

組だったのかなと。それはそれで非常に大切な部

分だと思いますけれども、やはりそれを支えてい

る除排雪の業者さん、これも非常に重要な対応を

していただいているというふうに思っております。

今後も除排雪、しっかり安定的、継続的に実施を

していくためには、やっていただく除排雪業者さ

んの受託の環境、ここもやはり改善をしていくこ

とが必要なのかなというふうに思いますので、こ

の辺の取組をさらに強化をして、あるいはその協

議、取組をしていただくことを要望して、私の質

問を終わらせていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 先ほど

御質問のございました材料費対医業収支比率でご

ざいますが、数字にいたしますと２ ３になりま

すので、よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

災害への対応について外２件を、山崎真由美議

員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名を受け

ましたので、通告順に従い、大項目で３点にわた

り質問させていただきます。

最初に、大項目１、災害への対応について、小

項目１、コロナ禍における災害避難対応について

お伺いいたします。名寄市においては、いつ何ど

き発生するか分からない災害からも命と暮らしを

守るために名寄市地域防災計画が作成され、取組

が進められています。しかし、今年はさらに新型

コロナウイルス感染症拡大予防への配慮が必要と

なることから、避難所運営についてお伺いいたし

ます。既に目的に応じた物品の準備も行われてい

ると思いますが、改めてその状況と各避難所にお

ける配置など具体的な避難所運営についてお伺い

いたします。また、避難所対応については自助、

共助、公助の観点から日頃の備えが大切であると

認識しているところでありますが、コロナ禍にお

ける災害避難について自分は何に気をつけ、どう

避難すればいいのか、その方法についての市民周

知はどのようになされているのか。コロナ禍にお

いても一人一人が自分の状況に応じた避難方法を

認識し、より具体的で適切な避難に結びつくよう

にするための方策についてお伺いいたします。

次に、小項目２、災害廃棄物の処理についてお

伺いいたします。地域防災計画や北海道災害廃棄

物処理計画を踏まえた本市の災害廃棄物の処理計

画についてお伺いいたします。さらに、その具体

的な処理方法について市民周知と市民理解はどの

ようになされているのか、その実際のところにつ

いてもお伺いいたします。

次に、大項目２、地域医療の充実について、小

項目１、新型コロナウイルス感染症に対応した環

境整備についてお伺いいたします。９月も半ばと

なり、季節は秋を感じる頃となりました。秋冬に

向けてはインフルエンザウイルスにより発熱をす

る患者の発生も増える傾向にあることから、発熱

外来の環境整備についてお伺いいたします。また、

感染症拡大予防に最大限配慮した公立病院の運営

について、診療までの待ち時間の短縮や診療から

会計を済ませ、病院を出るまでの時間短縮、救急

外来での感染症拡大予防対策についてお伺いいた

します。

次に、小項目２、医療従事者への対応について

お伺いいたします。負担軽減につながる医療従事
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者数確保については、さきの第２回定例会におい

て名寄市職員定数条例の一部改正が行われ、病院

事業に属する職員の定数が５００名から５５０名

に増員できることになりました。改正の趣旨につ

いては、診療機能の拡大及び医師を含めた働き方

改革に対応するためとのことであります。特に診

療機能拡大に対応しての職員数の確保について進

捗状況をお伺いいたします。また、新型コロナウ

イルス感染症に関する各地の情報が伝えられる中、

医療従事者の精神的負担は平時以上であると推察

しています。医療従事者のメンタルケアについて

どのような対応がされているのかお伺いいたしま

す。

最後に、大項目３、安心できる子育て環境の充

実についてお伺いいたします。小項目１、子育て

相談の状況と対応についてお伺いいたします。新

型コロナウイルス感染症拡大予防が日常的に求め

られる中において、新北海道スタイルでの生活習

慣も定着しつつあると感じています。しかし、子

育て中の家庭においては新たな悩みや課題も生じ

ているのではないでしょうか。既に取組が進めら

れている名寄市での子育て相談の状況と今後の対

応についてお伺いいたします。

小項目２、ブックスタートによる親子の絆づく

りについてお伺いいたします。コロナ禍の現況に

おいて、様々なストレスから我が子につらく当た

ってしまう母親の苦悩がテレビ等でも伝えられて

います。母親の孤立感を少しでも緩和し、広く子

供の成長を喜び、見守る取組の一つとして、ブッ

クスタートによる絆づくりについて提案させてい

ただきます。名寄市においては、以前から子育て

応援事業として１歳の誕生祝いに誕生餅が送られ

ています。初めての誕生日を迎えた幼子を囲み、

家族がその成長を見守り、喜び合う姿を想像する

と、それだけで心豊かになる気がします。その上

で、さらに親子の絆を深める事業展開を期待しま

す。子供を広く地域で育む、そのきっかけづくり

としてのお考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 山崎議員からは大項目で

３点にわたっての御質問をいただきました。大項

目１の小項目２について私から、小項目１を総務

部長、大項目２については病院事務部長、大項目

３については健康福祉部長からの答弁となります。

本年７月に発生をいたしました熊本県南部を中

心とした災害など、近年では集中豪雨による災害

が頻発しておりまして、被災地の復興には災害廃

棄物の処理が大変重要な鍵を握っております。災

害廃棄物の処理は、被害が発生してから考えたの

では遅くて、本市といたしましても災害廃棄物処

理計画の必要性は十分認識をしているところであ

りまして、計画の策定に向けて国などから情報収

集に努めているところであります。名寄地区衛生

施設事務組合において一般廃棄物の広域処理を行

っていることから、今後構成自治体とも議論を深

めてまいりたいと考えております。また、市民へ

の災害廃棄物処理に関する周知につきましては、

計画の策定と連動する形となりますが、できるだ

け分かりやすい周知方法について先進事例などの

研究を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目１

の小項目１、コロナ禍における災害避難対応につ

いてお答えいたします。

本年も異常気象による大雨や暴風などの自然災

害が発生し、全国各地で大きな被害をもたらして

おり、本市におきましてもいつ災害が発生しても

おかしくない状況になると考えております。さら

に、新型コロナウイルス感染症については全国、

全道的にもいまだ感染拡大が収まらず、先行きの

見えない状況となっており、今後も感染予防対策

が重要になっています。このような状況の中での

避難所運営は、これまでの避難所開設とは異なり、

感染症対策を講じた運営が必要となります。まず、

新型コロナウイルス感染症拡大予防に係る避難所
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での必要物品につきましては、非接触型の体温計

やマスク、フェースシールド、消毒液やハンドソ

ープ、卓上型飛沫飛散防止シートなど、国や北海

道で想定している受付時の物品につきましては既

に整えております。また、体育館や教室などで使

用する避難所用のマットやパーティションにつき

ましては、現在購入手続を取っているところであ

りますが、全国的にも在庫が不足している状況で

すので、まだ納入はされておりません。これらに

つきましては、使用予定のない段ボールベッドで

の代用や既に備蓄している折り畳み式テント等を

活用しながら感染症予防に対応してまいりたいと

考えております。

次に、避難所の担当職員については、原則災害

対策本部における事務分掌に従い、避難所対策を

担当する部署の職員が対応することとなりますが、

災害の規模や被災状況によっては職務に当たれな

い職員が出るなど人員不足も想定され、その場合

は対応できる職員によりまして避難所運営に当た

ることとなります。

次に、具体的な避難所運営については、これま

での災害時の運営とは異なり、発熱などの症状が

ない避難者と発熱や感染症の疑いのある避難者を

区分する必要がありますし、お互いの移動する通

路やトイレなども共有しないような配慮が必要と

なります。また、避難スペースにおいても感染症

拡大予防を考慮したレイアウト配置などの対策を

講じていく必要があります。具体的には、これま

では入り口で受付をし、避難スペースに移動して

おりましたが、感染症対策では最初の受付で検温

や体調の聞き取りを行い、感染症の疑いを確認し

た後に一般の方の避難スペースと感染症の疑いの

ある方の避難スペースの受付に移動いただきます。

それぞれの避難スペースにも受付を設置し、再度

検温等を行ってから避難スペースに誘導するとい

うことになります。さらに、避難スペースの中で

も身体的距離を考慮した配置の中で避難していた

だくということになります。

次に、コロナ禍における災害避難対応の市民周

知については、本年７月号の広報や市ホームペー

ジにおきまして避難所での感染リスクを避けるた

めの事前準備としてマスクや消毒液などの携帯や

避難所が過密状態とならないよう親戚や知人宅な

どへ避難する分散避難の検討などについてお知ら

せしております。また、出前講座の機会があった

場合にもコロナ禍における避難についてお話をさ

せていただいております。議員御指摘のとおり、

コロナ禍における避難方法につきましては分散避

難や感染症予防対策など市民の方一人一人が理解

して対策を講じることが感染拡大防止に非常に有

効になりますので、今後も引き続き市民周知に努

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） 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についてお答えいたします。

初めに、小項目１、新型コロナウイルス感染症

に対応した環境整備についてでございますが、例

年１１月から２月までがインフルエンザの流行拡

大期となっておりますが、厚生労働省では都道府

県に対して発熱患者等が帰国者・接触者相談セン

ターを介することなく、かかりつけ医等の地域で

身近な医療機関等相談、受診し、必要に応じて検

査を受けられる体制について１０月中をめどに整

備することとの事務連絡を９月４日付で発してお

りました。道の担当部局においては、今後早急に

医療団体との協議に入ることとしています。地域

においては、保健所が中心となって対応を協議さ

れることになりますが、医療機関に求められる役

割はさらに高まるものと見ています。市立総合病

院における今後の発熱患者対策については、新型

コロナウイルス感染症への対応と重複した対応が

求められていることから、院内の感染対策チーム

中心に随時情報を得ながら効果的な対策の検討を

進めている段階にあります。確定的な方針ではあ

りませんが、できるだけ発熱患者の動線を一般患
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者と分離することを前提として感染症病棟と救急

棟を活用することとしています。どちらの感染が

拡大するかとその人数に応じての対応となります

が、屋外にプレハブやバスなどを配備することで、

待合や検体採取に活用することも検討しています。

また、感染防止のための機材については、パーテ

ィションや防護具を用意することとしています。

外来受診では、４月から８月の患者数は感染症の

影響で昨年度と比べて１日平均１００人程度減少

しております。受付時間から会計時間までの院内

の滞留時間が一、二％程度短縮が見られますこと

から、混み具合は若干緩和されていると思います

が、診療科により大きく異なるため、大きな時間

短縮は難しいと考えられます。その他の対策とい

たしましては、このたびの国の新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援交付金事業の支援金を活用

して、待合フロアの混雑の解消を目的としました

自動精算機及び会計案内表示システムの導入を検

討しております。機器の導入によりまして、本館

フロア及び新館の憩いの広場でも会計完了が掲示

できるようにして、滞留場所が分散されるように

したいと考えています。また、自動精算機では、

クレジットカードなどの使用も可能となるように

準備をしておりまして、患者さんの利便性向上も

同時に進めていきたいと考えております。

次に、小項目２、医療従事者への対応について

ですが、市立総合病院の職員定数を５０名増やし

たことにつきましては、現状で定数オーバーする

ことが想定されたことを一番の要因としておりま

して、今後に向けた増員の趣旨を示して議決をい

ただいたところでございます。診療機能の拡大や

働き方改革への対応は数年間かけて取り組んでい

くこととなりますので、この部分での増員につい

ては現状を御報告できるような進捗はございませ

ん。新型コロナウイルス感染症が流行して以降、

医療従事者としては感染者への対応はもちろん、

自ら感染しないことへの配慮や万が一のときの家

族への配慮など多くの負担がかかっています。さ

らには、ＳＮＳや社会においても差別や批判にさ

らされています。このような中で、感染症に対す

るスタッフのメンタルケアはとても重要であると

認識しております。当院職員については、これま

で法定のストレスチェックを中心に対応しており

ますが、今後は必要に応じて相談体制の充実など

に配慮してまいりたいと考えています。また、メ

ンタルケアの分野で名寄市立大学との連携ができ

ないか、大学側の情報をいただきながら事例に応

じて検討してみたいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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３、安心してできる子育て環境の充実について

お答えいたします。

初めに、小項目１、子育て相談の状況と対応に

ついてですが、新型コロナウイルス感染症の終息

が見えない中、北海道全体で感染リスクを低減さ

せる新北海道スタイルを推進するため、名寄市に

おいても新北海道スタイル安心宣言を掲げ、市民

の皆様と取組を進めているところであります。そ

のため、本来であればお子さんの健やかな成長に

は保護者だけではなく、周りの人たちの様々な触

れ合いなど人との密接な関わりが必要となります

が、コロナ禍においてはいわゆる３密を回避する

対応が求められ、外出や家族以外の方との交流を

ちゅうちょされるなどの相談を受けることも少な

くありません。保健センターにおいては、３密の

回避が難しい集団で実施する離乳食教室やのびの

び親子教室などの一部事業は休止していますが、

乳幼児健診は健診当日の検温や体調確認、アルコ

ール消毒などの徹底、時間ごとに人数を区切って

受付を行い、人との接触を最小限にするなどの感

染対策を行いながら再開しております。また、こ

んにちは赤ちゃん訪問や産後ケア事業など個別性

と緊急性が高い訪問事業や来所相談については、

必要な感染対策を行いながら事業を継続し、お子

さんの健康状態の確認や感染予防対策、子育てに
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ついての電話相談を随時実施するなど個別支援の

充実に努めております。さらに、各種お知らせを

郵送する際にも子育てに関する不安や悩みを気軽

に相談して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同様のお知らせを掲載

し、周知に努めております。ファミリー・サポー

ト・センターについては、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため受付窓口の一つであるここほっ

とは休止をしておりましたが、電話による利用申

込みの受付は行っていました。しかし、コロナ禍

の影響があり、３月から６月の利用はありません

でした。６月２２日からは、感染予防対策を講じ

ながらここほっとは開所しております。また、地

域子育て支援センターひまわりらんどやこぐまに

ついては、予約制ではありますが、利用開始し、

子育て家庭の相談や孤立を防ぐ取組を含め、子育

て支援を行っております。今後も子育て家庭が孤

立しないよう子育て中の保護者が抱えている不安

や悩みに寄り添いながら、問題解決に向けきめ細

やかな支援を継続し、安心して子育てができる環

境を充実させてまいります。

次に、小項目２、ブックスタートによる親子の

絆づくりについてですが、ブックスタート事業は

絵本を読み聞かせる時間を通じて親子の絆を深め

てもらうために絵本を贈る事業であります。名寄

市では、ブックスタートによって単に本を贈ると

いうことではなく、乳幼児期から保護者と共に本

に親しんでもらえる環境をつくるため、図書館と

読書を身近に感じ、施設をより一層利用していた

だけるような取組を継続することが重要と考えて

おります。図書館では、乳幼児と保護者向けの事

業として赤ちゃんに読んであげたいお勧めの絵本

や３歳から６歳向けお勧めの絵本のブックリスト

を作成し、保健センターや保育所などの子育て支

援施設において保護者に配付しております。また、

赤ちゃん向け絵本６冊を収めたペンギンセットの

貸出し、図書館本館及び分室においてボランティ

ア団体の協力を得て、絵本の読み聞かせを通年事

業として実施しながら、絵本を通して親子の絆を

深めるための取組を実施しているところでありま

す。また、子育て支援については、安心して子育

てができる環境を整えるため各種支援策を推進し

ており、国や北海道の制度を活用しながら令和元

年１０月から３歳以上児の幼児教育、保育の無償

化を開始したほか、本年１０月診療分からは小学

生の通院に係る医療費の全額助成を開始します。

今後も限られた財源を有効に効果的に活用しなが

ら、子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て

支援の充実を図ってまいりますので、御理解をお

願いいたします。

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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御丁寧な御

答弁をいただきましたので、改めて再度質問させ

ていただきたいと思います。

先に災害廃棄物の処理計画について質問させて

いただきます。市長から十分認識しているという

御答弁をいただきました。その内容について、い

ろいろな他市の計画等もインターネット等で確認

させていただきましたが、やはり市長のお言葉の

とおり早急な計画の整備が必要というふうに思っ

ております。今後具体的なところでどのようなタ

イムスケジュールで取組を進めていただけますで

しょうか。改めてお答えお願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） 議員おっしゃいます

ように、計画につきましてはできるだけ早急な策

定を目指してまいりたいと考えておりますが、計

画につきましては名寄市単独か、あるいは広域で

の計画となるのかという、そういった協議ですと

か補助金なども見据えながらの予算協議など、今

後それらの調整を行った後に、調整後に北海道の

災害処理廃棄物の計画とか名寄市の地域防災計画

との整合性を図りながら取組を進めてまいりたい

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。
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〇３番（山崎真由美議員） 部長から御答弁いた

だきましたが、インターネット等、それから見て

確認できる計画等確認させていただきました中で

は、名寄市と同等の自治体におきましては災害廃

棄物の処理計画が整っているところ、およそ半数

というふうに出ておりました。ですので、なかな

かこれについては、予算もかかることですし、具

体的なところが難しいのかなというふうには思い

ますけれども、やはり災害についてはいつ何どき

起こるか分からないということもありますので、

早急な整備が必要であるというふうに思っていま

す。今現在その計画がないといいますか、ないわ

けではないのですが、防災計画の中にも箇条書で

は書かれているのですが、今もし何かの大きな災

害があって、対応しなければいけなくなったとき

には具体的にどのような動きになるのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） もし急に災害が発生

した場合ということになりますが、災害廃棄物の

処理につきましては収集運搬処分という形に流れ

ていくと思うのですが、その過程の中では仮置場

の確保というのが非常に重要になってくると考え

ております。現状では仮置場の想定される場所と

いうのは今後協議になってくることになりますが、

まず実際に災害が発生したとしたならば、取りあ

えずは仮置場の選定を行って、そこに廃棄物の確

保をしていくという形になってくるかと考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） しつこくて申し訳な

いのですけれども、何度も申し上げておりますと

おり、いつ何どき起こるか分からない状況につい

て今後協議ということについては、やはり余裕の

ない状況もあり得るという認識が必要かなという

ふうに思っております。テレビ等でも各地の災害

が本当に毎年大きな災害として伝わってきていま

す。本当に心苦しく思いながら、その地域の方た

ちの苦悩を推察させていただきながら見ていると

ころですが、それが名寄市においてはないとは言

い切れない。その中で、今現在の中でどのような

対応を進めていかれるおつもりでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 適正な廃棄物の処理

を行うためには、まずこの廃棄物の処理計画の策

定というのが非常に重要になってくると考えてお

ります。こういった計画を策定することで想定さ

れるごみの量を分析したりですとか、実際どれぐ

らい焼却できるのかということが進められること

になると思いますが、まず具体的な数値として場

所などを特定するためにコンサルの力なども借り

ながらそういった数値の特定をするための計画づ

くり、そのために予算づけをして対応していくよ

うな形となりますが、予算づけ等につきましては

今後の財政協議とかで関わってくる部分となりま

すし、先ほど申し上げましたように、それを名寄

市単独でつくるのか、広域での策定とするのかと

いう部分も広域での協議をしていかなければなら

ないという部分がありますので、それらのことを

迅速に進めてまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 宮本部長、それから

担当の職員の皆さんが今できることについて進め

ていただいているということについては、日頃か

ら話もさせていただいておりますので、理解はす

るところであります。しかし、これについては早

急な対応が必要と思っておりますことから、再度

加藤市長にお伺いしたいのですが、名寄市単独で

あっても、それから広域の衛生施設事務組合の対

応についてもやはり名寄市の占める役割は大きい

と思いますので、今お話しできる範囲で結構でご

ざいます。市長の頭の中にあります構想について

再度お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどもお話ししたとお

りでありまして、今回の熊本の人吉市の事例を見

ていても廃棄物の処分場に大変な行列ができて、



－39－

令和２年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

そのさばきだけでも相当な御苦労されているとい

うようなお話は聞いています。今お話しのとおり、

いざ起きた場合には具体的に仮置場をどうするの

か、そしてどう処理するのかということが求めら

れていくのだろうと思いますが、今計画のない段

階でも遊休地がどういった場所にあるかというこ

とが分かると思いますので、そうした頭づくりは

常にしておかなければならないと思いますが、よ

り精緻なものつくっていくためにはやはり早急に

この計画を策定していくことが重要だというふう

に思いますので、原課のほうにも指示はさせてい

ただいておりますので、広域での議論も含めて早

急に計画つくるようにしっかりと対応してまいり

たいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今の市長の答弁をい

ただきまして、今後の動向について少し安心させ

ていただいたところでありますが、やはり市民理

解、市民の皆さんが当然その該当者になられるわ

けですから、その方法についても具体的なところ

をできるだけ早く提示していただきますように求

めて、この点については終わらせていただきたい

と思います。

改めまして避難所運営のことについてでありま

すが、先ほどの御答弁いただきました内容につい

て、過密にならないように分散型の避難所という

ことがございました。例年よりも避難所の数は増

えておりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 避難所につきまして

は、災害、地域防災計画にもありますが、避難所

の数、全体的なものについては変更ございません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 変更がないところで

過密にならないようにということであります。知

人ですとか安心できる、御自身の判断できる避難

所ということもテレビ等でも言われておりますの

で、その動きにそれぞれの市民が想定した心積も

りを持っていなければいけないだろうなというふ

うに思いますが、避難所の中でもし感染者と感染

の状況が疑われる方がいらっしゃった場合の動線

の分けた避難所運営、先ほどの御答弁の中にも多

少あったと思うのですが、再度その点について詳

しくお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほどの答弁にも、

先ほども答弁させていただいたのですけれども、

通常でしたら避難所に来ていただいて、受付をし

て、そのまま避難所のほうに、避難スペースに行

ってもらうという形なのですが、まずワンポイン

ト、受付をした段階で検温ですとか聞き取りをさ

せていただいて、その中で一般の方といいますか、

熱もない方とちょっと検温で熱がある方ですとか

発熱のある方、疑いがある方を分けて、そこから

また次の段階にいっていただいて、そこでまた受

付させていただいて、また検温させていただいて、

それぞれの避難スペースに行ってもらうという形

になろうかということで、ツーステップ、スリー

ステップ多くなるという形になろうかと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御想定いた

だいていて、安心だなというふうに思いますが、

具体的なところで、動線を分けるということは水

を使うとかトイレですとか、そういうところも、

結局環境を分けなければいけないということであ

ります。今名寄市の中で指定されている避難所で、

それはそれぞれの避難所において確認がなされて

いるというふうに認識して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） 今の段階では、まず

この間職員の防災訓練を行ったところなのですが、

その際に豊西小学校を仮に避難所だと仮定して、

うちの防災の職員がそこで研修を行ったという形

で、ある程度の流れですとかフローをつくって、

それを次のステップとして避難所を担当するよう
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な職員に研修会を行ったという部分で、今後もそ

ういうこと行っていくのですけれども、ある程度

の職員の流れについては確認させていただいてい

るところです。それぞれの避難所につきましては、

その中の会議でお話が出たのですが、そこそこの

場所によって恐らく環境も違うし、トイレの数だ

とか場所も違うので、それぞれの研修をしたほう

がいいという職員側の意見もありましたので、今

後それについては調査していくという形で考えて

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） やっていただいてい

る研修について、生きているなというふうに認識

させていただきました。職員の方から出されたそ

れぞれの避難所、それぞれの地域の在り方という

ことが大事であると思います。そこで、その研修

の内容が地域の中にはどのように伝達されており

ますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） その研修につきまし

ては、基本的には内部の研修なので、特に外に出

しているとか、そういう形ではないのですが、今

後さらにもう少し踏み込んだ訓練もやる予定であ

りますので、それについては広報等も通じながら

その訓練の内容も含めて周知していきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） やはりコロナウイル

ス感染症が話題になるようになってからいろんな

ものの不安が地域の中には大きく渦巻いています。

特に高齢化が進んでいる地域におきましては、自

分がどんなふうになっていくのだろうという不安

が大きいものですから、先ほど申し上げました災

害の廃棄物につきましても今の避難所運営につき

ましても自分がどんなふうにすればいいのか、そ

こを知りたいという皆さんの声が伝わってきます。

やっていただいていることを十分理解しておりま

す。その上で、改めてそのことが市民の皆さんに

届いていくような方策を取っていただければあり

がたいなと思っております。そこは、求めたいと

思っております。なかなかホームページ開いてみ

ましても、感染対策本部からのものですとかコロ

ナウイルスに関わってずっと文章で出てきてはい

るのですけれども、それがでは自分はどうなのだ

というところまで読み取れないのが実態ではない

かと思っております。どうぞやっていただいてお

りますことが本当に市民に届いて、生かされてい

くような方法を取っていただきたいというふうに

思っております。

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

りだなと思います。ホームページですとか広報は

もちろんのことなのですが、出前トークなんかも

昨年も、今年はちょっとコロナの関係もあって、

そんなに多くはないのですが、出前トークなんか

でもうちの職員が、担当が伺いまして、町内会で

すとか学校も含めまして結構大きな機会、何回も

伺って周知しているところでありますし、そうい

う取組が、今年でしたら旭栄区さんですか、中心

に避難訓練、防災訓練なんかも行っていますので、

そういうのがつながっていくのだろうなと思って

おりますので、今後も引き続きそういうように努

力していきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今後も引き続き取り

組んでいただけるということですので、その点を

求めさせていただきました。よろしくお願いした

いと思います。

次に、大項目２の地域医療の充実についてのほ

うに移らせていただきますが、環境整備について

というところで一番気になるところは、やはり発

熱外来の状況です。いろんな地域の情報もテレビ

等で伝えられてきていますので、市民の皆さんは
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やっぱり自分がこの後風邪を引いてもし熱が出た

としたらどうしたらいいのだろう、私の友人の中

には熱が出てもすぐにはかからないで様子を見た

いという方もいらっしゃいますが、それが元で状

態が悪くなられた方も現実にいらっしゃいました。

そういう状況の中で、今後安心してかかれる発熱

外来について、先ほど部長からは外に発熱外来を

設置するようなお話も御答弁いただいたかと思い

ますが、その点についてもう少し詳しくお聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） もう少

し詳しくということでございますが、先ほども申

し上げましたとおり、今院内でそういった厚労省、

道からの要請を受けて、今後コロナとインフルの

対応ということで窓口機能がどのように整理され

るかと。ちょっと業者に委託というような、コー

ルセンター方式になるというところもありますし、

保健所が一時的に窓口を全て担うという体制から

変わりますということになっています。したがい

まして、院内ではまず一番先に相談中なのは市立

総合病院の中に相談窓口をどのように設置するか

ということについて現在協議中でございます。イ

ンフルの流行期までにどれぐらいの想定をするか

ということによりますけれども、やはり基本的に

は発熱症状のある方につきましては、一旦プレハ

ブ等を用意して、そこで状況を見させていただく

という体制をしかざるを得ないのではないかとい

うのが今現在の協議状況でございます。したがっ

て、そうした設備を今整えるための準備をしてい

るということでございます。ですから、１番目は

相談体制をどうするか、２番目には動線をどのよ

うに取るかということにつきまして、これは決ま

りましたらまたお知らせをしていかざるを得ない

ということになるかというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今部長から御答弁い

ただきましたことがはっきりしてくると、少し地

域の皆さんも安心できるのかなというふうに思い

ますが、これを再度伺ってもなかなか御答弁いた

だけないかもしれませんが、今御答弁いただきま

した内容は時期としては１０月半ばには整います

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） 国とし

ましては、都道府県に１０月中に整備するように

という指示でございます。北海道としましては、

今週から道内の保健所に対して調整の指示を出し

ているという状況になっています。したがいまし

て、当院でも今月末にはおおむね公的な医療機関

が打合せをする会議が設定をされております。そ

れに基づきまして整備されるということになれば、

当然１０月の半ばぐらいには方向性は決まってい

ないと準備は全くできないということになろうか

というふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ぜひそのように進ん

でいくことを願っております。そういう病院の中

の体制が整うということは、やはりそこで働いて

くださっている医療関係者の方たちも安心できる

状況が整えられるということではないかと思って

おります。先ほど５０人定数が増えた中での御答

弁の中で、それはオーバーしそうになったときに

対応できるようにということでありました。今医

療関係者、数が必要なのではないかと思っていま

す。それは分かっていても、なかなか看護師さん

ですとかそのほかの医療従事者、名寄の病院に来

ていただくことも難しい状況もあろうかと思って

おりますが、その数が増えていただけるための対

応はどのような取組がなされておりますでしょう

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） いろん

な考え方があるかと思うのです。このコロナに対

応するために増員が必要だということであれば、

これは医師、看護師のみならず、それを支えるス
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タッフも含めてということになろうかというふう

に思います。ここの部分で例えばコロナ対応専門

でというような形での募集、増員等を現段階では

行っておりませんが、これは看護師ですとか必要

な人員につきましては随時募集を常に継続して行

っています。一部では感染拡大地域から離職をし

て地元に戻られるといったケースも全国的には少

し起きているという情報は入ってきてございます

が、それがきちっとマッチするかどうかというの

は全く別の問題になります。現時点で感染対策の

ための増員というものにつきましては、それほど

進んでいないというのが現状です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 進んでいないという

その御答弁については少し残念な気持ちを持ちま

すけれども、逆に今感染者が出ていないこの地域

の状況にあるということも事実であろうと思いま

す。医療関係者の皆さん、本当に、今の名寄市の

状況もそうですけれども、全国的な状況を踏まえ

て精神的にも身体的にもやはり平時よりもストレ

スを抱えていらっしゃるのではないかと推察して

います。そのストレスを抱える原因というのはや

はり御自身が感染者になるのではないかという生

物学的なものもありますけれども、社会からどの

ように見られているのかですとか、家族に対して

の状況を考慮しなければいけないお立場の医療関

係者もいらっしゃると思います。それぞれの抱え

られているいろいろな意味でのストレスの緩和に

ついて相談窓口ということがありましたけれども、

具体的にはどのような対応がなされておりますで

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） 今現在

そうした感染者を大量に抱えているという状況に

ありませんので、実質的にはあまりそういう実例

はございません。ただ、相談窓口ということにつ

きましては、毎日の出勤する前の体調管理、例え

ば発熱があればちゃんと職場の上司であったり、

そこを統括している医師に対して、連絡をした上

で出勤することを決めるだとか、そういった体制

はしいてございます。これは、第一義的にそうい

った面でストレスがかかってくる状況があれば、

まずは各職場長が把握をした上で状況を見ながら、

院内にはそうしたカウンセリングのできる医師も

おりますので、そうしたところにつなげていくと

いうことについてはこれまでも行っておりますし、

これからも行う予定ですということです。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 状況についてお知ら

せいただきました。やはり病院内で心のケアをや

っていただくということも大事なことであると思

うのですが、名寄市には医療従事者を育む大学が

ございます。先ほどの部長の御答弁の中にも大学

との連携の部分も少しお話ししていただいていた

と思いますが、心のケアについて医療現場が分か

る、そして御自身もその経験がおありな方で、で

も今現在は同じ屋根の下にいらっしゃらない方が

心のケアに当たっていただける、そんなつながり

というのが持てないものかなというふうに思って

います。大学は大学でそもそも担っているものが

違いますので、それは本務とは違うというふうに

判断されるかもしれませんが、やはり連携という

ことにおいて名寄市の中に病院と大学両方がある

というこの財産を何とか生かしての心のケアにつ

ながる取組は持てないものかと思っておりますが、

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） 市立大

学とは昨年度末の中で病院と包括連携協定という

ものを結んでございます。それは、学術的な研究

ですとか、そうした交流の部分も含めてというこ

とでございます。このメンタルケアの部分で連携

できないかという御意見と受け止めさせていただ

きますけれども、これもなかなかそうした実例が

見当たらない部分はあろうかというふうに思いま

す。また、もう一つは大学の側にそうしたことを
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専門としていらっしゃる教員の方々がいるかどう

か、またいたとしてそういったものが対応可能な

のかどうなのかというところにつきましては、私

どもも情報は得ておりません。また、市立大学出

身の職員も多数おりますので、そうしたつながり

も活用してみてはというような御意見かというふ

うに思いますけれども、そうした面ではかねてか

らの関係性上活用できる部分はあるのかもしれな

いなというふうには考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御答弁をお返しする

ようで申し訳ありませんが、大学の中にそれに専

門的に関わられる関係者がいらっしゃらないとい

うお言葉があったかもしれませんが、私は……違

いましたか。申し訳ありません。私は、今回来て

いただきました野村学長先生におかれましてはま

さしく適任の方が来ていただいたというふうに思

っておりまして、まだコロナ禍において親しく学

長先生とお話を、協議等々、言葉を交わす機会が

いただけていないのでありますけれども、ぜひ今

後においてこの病院との大学の連携について、医

療スタッフの心のケアについても取組を何らかの

形で進めていただければなと思っておりますので、

引き続きこの点については今後も協議させていた

だければと思っております。今日のところはこれ

で次の大項目３に移らせていただきます。

安心できる子育て環境の充実についてでありま

すが、先ほど相談対応についてたくさん名寄市で

用意していただいております。その内容について

も御答弁の中で御報告いただきました。私が心配

しているのは、こういう相談対応の中にうまく出

てくることのできないお母さんのことであります。

自分から積極的に相談窓口を探して出ていかれる

方は、やはりまだエネルギーが残っているという

ことでありますが、なかなかその方に出会うです

とか気づくことは難しいのではありますが、こち

らからそういう方に声をかけるような情報がない

かどうか、そのところについて不安に思っており

ます。それで、具体的に乳幼児健診には全員が来

ていただいているというふうに認識してよろしい

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） 乳幼児健診につ

いては基本的には全員がということで、来れない

方については個別対応含めて、全く保健センター

で関わりはないという方はいないかというふうに

認識しております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） そのときに対応の中

で少し不安を抱えたりしたとき、その保健師さん

が継続的な見取りですとか相談対応についての声

かけなどはなされておりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 乳幼児健診等々

いろんな教室でそういった不安を抱えているよう

な親がおりましたら、通常の方よりも多く訪問し

たり、いろんな事業を紹介したり、当然その保護

者の状況を見て個別の対応も含めてしているとい

うことで御理解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） そういう対応を細か

くしていただいているということについて安心す

るところであります。改めてコロナ禍においてフ

ァミリー・サポート・センターのここほっとが閉

鎖されていたとき、その閉鎖されている状況の中

では電話対応を受けていたということでありまし

た。電話での対応は申込みがなかったということ

でありますが、ここほっとが閉鎖されています、

このように市としては受皿を用意していますとい

う、そういう周知についてはどのようになってお

りましたでしょうか。

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） コロナの状況の

中で、市の公共施設も含めてやっぱり感染拡大防

止の観点から休館とかしている状況の中で、そう

いった全体的なお知らせをしながら、ただ利用さ
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れている方についてはどうしても必要な方という

ことがおりますので、電話での相談を受け付けて

いるということで対応してきているところであり

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 一定程度の連絡です

とか広報はしていただいていると思うのですが、

実際に、例えばです。ここほっとの会場に掲示を

していただくとか、市民の目に触れやすい形、ホ

ームページであれば開かなければ見えません。広

報紙であれば広報紙が送られてきたものを開いて

見るのですが、常時そばにありません。まちの中

で動かれているときにその情報をキャッチするに

は、やはりポスターですとか、いろいろな意味で

の対応について掲示していただくことがいいので

はないかと思います。ひまわりらんどですとかこ

ぐまでですとか、そういうところではその対応が

なされているのかなというふうにも思いますが、

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） いろんな情報を

まちのあちこちに提供して、市民の目に触れるよ

うな状況をつくればいいのかもしれませんけれど

も、情報が膨大な情報になりますので、どうして

も公共施設の御案内になって、また全市民に緊急

的に知らせなければならない部分についてはそう

いった手段を取っていきますけれども、それぞれ

の施設の中での利用の案内というのは施設のほう

で掲示しながら対応したかというふうに認識して

おります。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今はいろいろなとこ

ろが動き出しておりますけれども、本当になかな

か発言をしにくい立場のお母さんの気持ちを拾い

上げていただきますようにこの後もいろいろな健

診の場面ですとか、相談対応に来てくださった方

たちの声を、そこで終わりではなく、継続的に担

当者のほうから声かけをしていただけるような対

応を要望したいと思います。

それから、ブックスタートについてであります

が、先ほども御答弁いただきました。名寄市では、

読み聞かせの対応もしていただいております。先

日も身近なところで子供たちが読み聞かせの活動

に参加している様子を見せていただきまして、本

当に長年の中で子供たちのほうも、それから読み

聞かせをしていただくスタッフの方たちのほうも

とてもいい環境をつくっていただいているなとい

うふうに思いました。その中で育っている子供た

ちについては、とても頼もしく思えたところであ

りますが、ブックスタートの読み聞かせと違うと

ころは本が手元に残るということであります。以

前風連地区でブックスタートの取組をしておりま

したときに、贈られる本はそんなに冊数多くない

です。予算的にはそんなに大きな予算ではないと

思いますけれども、その本をずっと残している。

それから、その本が贈られてきたときの手提げ袋

を持って本を借りに行くのです。その本が残って

いるということが大事なことではないかなという

ふうに思っての提案であります。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） ブックスタート

につきましては旧風連町のほうでは実施をしてい

て、旧名寄については実施をしていないというこ

とで、旧名寄においてもスタート時点に図書館を

中心にいろいろ議論をしてきたところであります。

その中では、本を贈るという事業であると、なか

なかその本が保護者だったり、子供が興味を示し

たりするかというとそうでもない状況があるかと

いうふうに思っています。そういった面では、い

ろんな本を紹介しながら、やっぱりその家庭に好

まれる、読まれる、そういった絵本を購入するの

が事業、情報を提供して、それによって親子の絆

が深まるほうの事業ということで進めていこうと

いうことで、読み聞かせのボランティアの皆様に

令和２年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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協力していただきながらいろんな情報を提供して

きているところであります。最近では先ほど言っ

たペンギンセットも含めていろんな絵本をそろえ

て、行ってすぐ借りられる、そういった体制を取

りながら、いろんな本を手に取っていただいて、

やっぱり子供が興味を示す、そういった方法を探

していただいて、それを購入したり、それによっ

て親子の絆を深めてもらう、そういったことで力

点を置いてこの間取り組んできておりますので、

御理解をよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 本というのは、あく

までも一つの手だてと考えております。やはり手

元に幼い頃の記憶が残って、それが例えば思春期

に思い悩んだときにも何かの大きな力になる、そ

ういうことを考えて、私は本がいいと思っている

のですが、このことについては部長の考え方はお

考え方で伺っておきますので、今後も議論させて

いただきたいと思います。

終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３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。

名寄市の防災についてを、遠藤隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問させて

いただきます。

大項目、名寄市の防災について５点、最初に小

項目の１、洪水ハザードマップの市民への周知及

び防災意識向上施策についてお伺いいたします。

近年の自然災害の状況は、地震だけではなく、台

風、豪雨による水害や土砂災害等の甚大な被害が

発生し、毎年貴い人命や財産が失われています。

名寄市には、水防法に基づく浸水想定対象河川は

天塩川、名寄川、風連別川、豊栄川の４つの河川

があり、自然災害の中でも本市の最も注意すべき

災害は河川氾濫による水害被害であります。２０

１５年の水防法改正で災害規模の想定が ０００

年に１度の大雨に拡大されたことによるハザード

マップ改定が義務づけられ、国や道から公表され

た浸水想定区域を基に本市においては適宜改定さ

れ、平成３０年８月に名寄市洪水ハザードマップ

を作成し、全戸配布されていますが、道内ではハ

ザードマップの改定、作成の終えていない作成対

象市町が３割あることやハザードマップで浸水想

定区域を住民にどう周知するかが課題であると言

われていますが、現在最大規模と想定している降

雨、浸水想定及び浸水想定区域における水害被害

の本市の考え方についてお伺いします。また、洪

水ハザードマップの市民への周知を含め、防災意

識の向上に向けた現在実施されている施策等につ

いてお聞かせください。

次に、小項目の２、自主防災組織設立施策等に

ついてお伺いいたします。大規模な災害が発生し

た場合、被害の拡大を防ぐためには行政と公的機

関が行う援助と公助だけでは限界があり、自分の

身を自分の努力によって守る自助とともに、ふだ

んから顔を合わせている地域や近隣の人々が集ま

って、互いに協力し合いながら防災活動に組織的

に取り組む共助が必要であり、自助、共助、公助

が互いに連携し、一体化することにより被害の軽

減につながると考えます。また、自助が困難であ

る高齢者や障がい者などの要支援者については共

助が必要であり、自主防災組織が重要な役割を果

たすと考えますが、本市における自主防災組織の

設立状況及び設立推進に向けた取組についてお伺

いします。

次に、小項目の３、小中学校における防災教育

についてお伺いいたします。学校教育における防

災教育については、防災教育に関わる人、児童生

徒の発達段階に応じた防災教育の内容、方法、家



－46－

令和２年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

庭、地域との連携と様々な課題があると言われて

おりますが、防災教育は様々な危険から児童生徒

等の安全を確保するために行われる安全教育の一

部をなすとともに、防災教育を通じて学んだこと

は在学中だけでなく、小中学卒業後も生涯活用さ

れ、災害から生き抜く力、命を守ることを身につ

けることができ、将来的に助けられる側から助け

る側へと社会の安全を担う存在となるためにも必

要な教育であることから、地域の特性に応じた防

災教育だけではなく、自然災害全般に対する児童

生徒の発達段階に応じた防災教育が必要であると

考えます。火災や震災等などの災害を防止するこ

とを目的とした避難訓練は消防法で義務づけられ、

実施されていますが、本市における小中学校の防

災教育の現状及び防災教育のお考えについてお伺

いします。

次に、小項目の４、避難所について３点お伺い

します。まず初めに、コロナ禍における避難所に

ついてお伺いします。災害から一時的に身の安全

を守る指定緊急避難場所及び一定期間生活の拠点

として活用できる指定避難所については、名寄市

地域防災計画で指定され、名寄市洪水ハザードマ

ップにも示されていますが、コロナ禍における感

染予防を考慮した避難所を運営するには様々な課

題があると考えます。先般防災担当職員及び市職

員を対象とした令和２年度第１回名寄市防災訓練、

避難所運営訓練において、避難所のレイアウト研

究、作成訓練及び研修会が実施され、コロナ禍に

おける避難所運営に関して職員管理の認識が統一

され、市民の安全、安心につながる訓練になった

ことと思います。そこで、第１回防災訓練を実施、

検証された中での課題及びコロナ禍における避難

所の在り方についてお考えをお伺いします。また、

第２回名寄市防災訓練、防災体制構築訓練が今後

予定されていますが、訓練内容についてお聞かせ

ください。

次に、福祉避難所についてお伺いいたします。

福祉避難所は、災害対策基本法施行例に災害対策

基本法による避難所の指定基準の一つとして規定

され、高齢者、障がい者のほか妊産婦、乳幼児、

病弱者等、避難所での生活に支障を来し、避難所

生活において何らかの特別な配慮を必要とする要

配慮者及びその家族が利用対象となりますが、道

内においても福祉避難所を指定していない市町村

が多くある中、本市においては総合福祉センター

が指定されていますが、福祉避難所として機能す

るために必要な平常時の施設等整備の現状と課題

及び災害が発生した場合の福祉避難所の運営体制

等についてお伺いします。

小項目の４の最後にペット対応避難所について

お伺いいたします。災害時には人命が優先されま

すが、ペットは家族の一員であるという意識が根

づいた今、災害時に自宅に置いてきたペットのた

めに家に戻った飼い主が二次災害に遭ったり、避

難所においてペット受入れを拒否された飼い主が

車上生活を余儀なくされた結果、エコノミークラ

ス症候群で亡くなった事例もあります。また、ペ

ットを放浪状態のまま放置することで住民への危

害をもたらすおそれもあります。こうした状況を

踏まえて、平成２５年６月に環境省から災害にお

けるペットの救護対策ガイドラインが示されてい

ます。また、平成３０年３月には適切な対策が講

じられるようにするため改定され、人とペットの

災害対策ガイドラインが示されています。市の地

域防災計画においてペットに対する対応の方針を

定め、ペットを連れた飼い主が同行避難をするこ

とを前提とし、その方針に沿って各避難所におい

て円滑にペットと避難者を受け入れるとともに、

ペットによる他の避難者の生活に及ぼす影響を最

小限にするためあらかじめ具体的な対応を検討し、

環境省ガイドラインや地域防災計画の内容を具体

的に解説する避難所におけるペット対応マニュア

ルを作成している自治体もあります。本市におい

てもペットを飼われている方は多く、今後避難所

におけるペット対応マニュアル及びペット対応の

避難所については必要になってくると考えますが、
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ペット対応避難所についてのお考えをお伺いしま

す。

最後に、小項目の５、防災情報配信システムに

ついてお伺いいたします。災害時における情報伝

達は、被害を最小限にするためにも全市民に対し

迅速、確実に行わなければならないものであり、

特に高齢者、障がい者等の災害時要援護者に対し

ては分かりやすい情報伝達が必要であると考えま

す。本年７月から運用を開始された防災情報配信

システムへの登録について、広報なよろ７月号に

同封の案内紙及び市のホームページで市民への周

知をされていますが、携帯電話を保有していない

方や携帯電話にメール機能を有していない方も自

宅の電話やファクス番号を登録することで災害時

の緊急情報を受信することができることから、携

帯電話を保有していない方や携帯電話にメール機

能を有していない方への積極的な登録を進めてい

ると思いますが、配信される情報内容及び受信要

領、登録の状況についてお伺いします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 遠藤議員からは大項

目１点について御質問いただきました。

大項目１の小項目１、小項目２、小項目４及び

小項目５につきましては私から、小項目３につい

ては教育部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市の防災について、小

項目１、洪水ハザードマップの市民への周知及び

防災意識向上施策についてお答えいたします。想

定最大規模の降雨による浸水想定及び浸水想定区

域についての考え方については、御存じのとおり、

天塩川、名寄川流域沿いの地域や名寄市街地の多

くが浸水する想定となっております。本市では、

大小合わせて多くの河川が流れており、天塩川と

名寄川の合流地点もあるため、水害の危険性は非

常に高いものと認識しておりますので、現在の浸

水想定については危機感を感じているところです。

近年の異常気象により全国的にも過去の最大降雨

を超えるような豪雨が発生しており、各地で大き

な被害が発生しております。本市においてもいつ

災害が発生してもおかしくない状況でありますの

で、常に危機感を持って防災、減災対策に取り組

んでいるところであります。洪水ハザードマップ

の市民への周知については、平成３０年８月に現

在のハザードマップを作成以降、全戸配布と併せ

て防災訓練や防災セミナー、町内会や各団体等へ

の出前講座などにおいて浸水深の説明や確実な避

難行動について継続的に周知してきております。

現在の取組としては、町中をハザードマップに見

立てるまるごとまちごとハザードマップの取組を

進めており、日頃から防災について意識していた

だけるような取組を進めております。

次に、小項目２、自主防災組織設立施策等につ

いてお答えいたします。名寄市の自主防災組織の

設立状況については、本年８月現在で７２町内会

中２１町内会で組織されており、町内会の組織率

としては約２ ２％となっております。議員御指

摘のとおり、自主防災組織の果たす役割は非常に

重要であると考えており、多くの町内会で組織化

していただけるように取組を進めているところで

す。具体的には、自主防災組織支援事業補助金制

度について町内会連合会総会や町内会と行政との

懇談会、広報なよろ等で組織化に向けた財政支援

についてのお知らせを行ってきております。また、

出前講座においても共助の重要性についてお知ら

せし、組織化を促しているところです。このほか、

自主防災組織の設立に当たり規約や計画書のひな

形を作成し、要望があった町内会へお渡ししてお

ります。場合によっては内容についての御相談も

ありますので、町内会役員の方と連携しながら作

成支援も行っているところです。自主防災組織は、

平常時においては防災知識の普及や啓発活動、災

害時においては救助活動や避難誘導など非常に大

きな役割を果たす組織となりますので、今後も引

き続き自主防災組織設立や活動の支援に向けた取
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組を進めてまいります。

次に、小項目４、避難所についてお答えいたし

ます。まず、コロナ禍における避難所についてで

すが、先日職員を対象とした第１回名寄市防災訓

練を実施しました。訓練では、避難所となり得る

小学校を想定し、廃校となった旧豊西小学校にお

いて実際に避難所を開設した場合に一般の避難者

と発熱者等を区分するための避難場所の配置、受

付場所の配置、必要物品など国や北海道の資料を

基にコロナ禍における避難所の検証訓練を行いま

した。また、検証訓練実施後には職員を対象とし

た研修会を開催し、検証訓練の成果等を含めて新

型コロナウイルス感染症を考慮した避難所開設に

当たっての具体的な説明をしております。訓練で

の課題としては、一般の避難者と発熱などの症状

がある避難者を区分することやそれぞれの避難場

所のスペースを広く確保し、身体的距離を考慮し

たレイアウトが必要となり、これまでとは異なる

避難所運営となります。また、避難スペース確保

のためにこれまで以上に避難所の開設が必要にな

ること、職員の人員配置に大幅な増員が必要とな

ることなどが挙げられます。いずれにしましても、

これまでの避難所運営とは大きく異なりますので、

迅速かつ円滑に避難所を開設し、安心して避難が

できるように災害対応と併せて感染症対策につい

てもしっかりと取り組んでまいります。

また、第２回の防災訓練については、これまで

市民を対象として冬の災害を想定した訓練を予定

しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大予防の観点から職員を対象とした訓練を

実施したいと考えております。内容としては、２

つの項目を検討しているところです。１つ目は、

防災体制構築訓練として気象情報、河川情報など

による災害対策本部の考え方などをワークショッ

プ形式で学ぶことにより、防災体制構築に係る職

員間の共通認識を深めていきたいと考えておりま

す。２つ目は、避難所運営訓練として実際の避難

での対応を想定した図上訓練を行い、避難所運営

能力の向上に向けて実施を考えております。本市

は、幸いなことにこれまで大きな災害がありませ

んので、避難所の開設の実績も少なく、実際に避

難所での対応を経験した職員が少ないことや災害

が見込まれるような気象状況などにおいてどのよ

うな考え方で防災体制を構築していくのか共通認

識を深めるためにも、今年度は職員向けの訓練を

重点に行ってまいりたいと考えております。

次に、福祉避難所についてですが、福祉避難所

は高齢者や障がいのある方など特に配慮を要する

方の滞在を想定した避難所となります。現在総合

福祉センターを福祉避難所として指定しておりま

すが、施設も耐震構造であり、浸水想定も浅いた

め、立地的にも適しているものと考えています。

また、施設の設備としてもバリアフリー化されて

いることや入浴設備、スペース的にも十分対応で

きるものと考えております。ただし、現在の感染

症対策における避難所対応では、避難者の受入れ

人数が大きく制限されてしまうことになりますの

で、多くの方が避難された場合の避難先について

の検討が必要になるものと考えております。避難

所としての運営体制については、ほかの避難所と

同様に市の職員が対応することになりますが、介

護等を必要とする方々への介助などについては専

門的な知識を有することも想定されますので、関

係する事業所へ協力を依頼しながら対応していき

たいと考えております。

次に、ペット対応避難所についての考え方です

が、避難所には動物が苦手な方やアレルギーを持

った方など様々な方が共同生活を送ることになり

ますので、鳴き声や臭いなどの配慮も必要となり

ますし、収容スペースの配置や受入れ可能な動物

の種類や頭数など多くの課題が想定されています。

また、ペットを同行する際にはキャリーバッグや

ケージに入れることやペットフード、皿、リード

やトイレ用品など適正な飼育に必要となる物品の

持参も重要となり、受入れ態勢だけでなく、飼い

主のマナーなども課題となっております。議員御
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指摘のとおり、避難所におけるペットの受入れ対

応等につきましては、国のガイドラインも示され

ておりますので、課題解消に向けて研究を進めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目５、防災情報配信システムについ

てお答えいたします。本システムについては、本

年７月から運用を開始し、周知については広報な

よろへの折り込みチラシや市ホームページで行っ

ております。また、併せて介護保険制度のサービ

ス事業者の方々に対しても携帯電話を持っていな

い方などへ登録を促していただくよう協力をお願

いしているところです。この防災情報配信システ

ムから配信する内容については、基本的に災害時

の緊急速報メールと同様の内容と考えております

ので、避難情報や避難所情報などの配信を行って

まいります。また、緊急速報メールについては、

利用規約に生命に関わる緊急性の高い情報を配信

するものという前提がありますので、配信項目が

定められておりますが、防災情報配信システムに

はそれがありませんので、発信が必要な情報を積

極的に発信していきたいと考えております。受信

要領については、市の担当者がパソコンで入力し

た内容が自動音声に切り替わって、登録された電

話番号に発信されるものですので、受信される方

は通常の電話に出ていただくだけになっておりま

す。ただし、登録者の受信を確認するために電話

を切る前にシャープボタンを押していただくこと

となっております。自動音声でのガイダンスはあ

りますが、この操作を行っていなかったり、電話

に出なかった場合は同じ電話が最大３回までかか

ることとなっております。本システムの登録状況

についてでございますが、９月１５日現在での登

録者数として電話、ファクス、メールの全て合わ

せて１０２件となっており、電話番号の登録につ

きましては１９件となっているところでございま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の小項目３、小中学校における防災教育の現状に

ついて申し上げます。

近年地震や風雪害などの様々な自然災害が発生

しており、今後も災害の激甚化や巨大地震等の大

規模な災害が懸念されていることから、児童生徒

等の命を守り抜くためにはこれまで以上に防災教

育の充実を図ることが求められております。防災

教育では、児童生徒が自然災害等の危険に際して

自らの命を守り抜くために災害に対する正しい知

識の習得や危険な状況を適切に判断し、回避する

ために最善を尽くそうとする主体的に行動する態

度を育成することが重要であると考えております。

このような防災教育の狙いを達成するためには、

学校の教育活動全体を通して防災教育に取り組む

ことが必要となっております。本市の各学校では、

例えば理科では地震や津波の発生の仕組み、社会

科では雪害などの自然災害の防止、保健体育では

危険の予測や回避の方法等を指導し、児童生徒に

防災教育の基礎となる知識を習得させております。

また、学校行事では地震や災害を想定した避難訓

練を年に１回から３回程度実施し、児童生徒が安

全かつ迅速に行動できる態度や資質、能力を育成

しております。そのほか、台風による風雪害や吹

雪などの自然災害が予想されるときは、安全な行

動の仕方についても適宜学級での指導を行ってお

ります。さらに、児童生徒の防災意識の一層の向

上を図るため、学校として北海道シェイクアウト

に参加したり、北海道教育委員会が発行した防災

教育啓発資料、学んＤＥ防災を朝の会や帰りの会、

学級活動などで活用をしております。とりわけこ

の防災教育啓発資料、学んＤＥ防災を用いた指導

の中では、児童生徒が一人で自宅にいるときに災

害が発生した場合の対応について日頃から家族で

話し合っておくように指導しております。例えば

地震が発生したときには、学校での避難訓練の経

験を生かし、慌てず丈夫な机やテーブルの下に隠

れること、また大雨により家が浸水しそうな場合、
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危険を感じたら速やかに２階などの高い場所へ避

難したり、近所の住民に助けを求めるよう指導を

しております。また、児童生徒は将来的に日本各

地で社会を担う存在として生活していく可能性が

あることから、地域の特性に応じた防災教育だけ

でなく、本市では発生しない津波などに対応する

ための指導も行っております。教育委員会といた

しましては、今後想定される地域の災害事例をシ

ミュレーションしたり、名寄市洪水ハザードマッ

プ等を活用して、本市の災害状況に応じた危機管

理マニュアルの見直しや文部科学省が作成した防

災教育のための参考資料、「生きる力」を育む防

災教育の展開等を活用して、各学校における児童

生徒の発達の段階や地域の実情に応じた防災教育

の一層の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁いただ

きました。何点か質問させていただきます。

まず、洪水ハザードマップの市民への周知及び

防災意識向上施策ですが、平成６年に河川洪水を

対象に始まったハザードマップですが、本市にお

いては従来想定のＬ１想定から想定し得る最大規

模のＬ２想定とした場合、市街地のほとんどが洪

水浸水想定区域の範囲となり、西地区の全域、北、

東、南の一部が浸水深３メーター以上というふう

になるというふうなハザードマップからもありま

すとおり、１階部分が浸水すると予測されるとの

ことですから、さらなる市民への周知及び防災意

識の向上というものが重要であるというふうに考

えます。近年の異常気象等による自然災害は、い

つどこで起きても不思議ではありません。被害に

遭われた方の中には、長年ここに住んでいるが、

今までここまで水が来たことない、だから避難し

なくても大丈夫という考えから避難が遅れ、災害

に遭われたという事例も少なくありません。また、

毎年報道で何十年もここに住んでいるが、まさか

ここまで水が来ると思わなかったというようなコ

メントもよく聞きます。防災意識は、子供から大

人まで全ての人が持たなければならないと思って

おります。特になかなか行動してもらえない高齢

者に対する災害時の避難については、家族間での

声かけ、これが重要ではないかというふうに考え

ます。例えばですけれども、親というものは子供

から言われてもなかなか聞き入れないものです。

それが孫から言われれば有効性が高まり、もしか

したら避難するかもしれません。そういったこと

も含めまして、現在本市では防災意識を高めても

らうことを目的に今月２９日まで北国博物館企画

展で名寄の水害、洪水被害の歴史紹介も行われて

いますが、引き続き出前講座による洪水ハザード

マップの市民への周知、防災意識の向上につなが

る取組をしていただきたいというふうに思います。

そこでまず、名寄市洪水ハザードマップに関連

をして、平成２７年８月に発行し、全戸配布され

た名寄市防災マップについてお伺いいたします。

平成２８年１０月に国土交通省が想定最大規模の

降雨による洪水浸水想定区域、 ０００年に１度

の確率を公表し、本市においては国の想定を反映

するように洪水ハザードマップの修正がされてい

ますが、本年３月に発行され、全戸配布された名

寄市暮らしのガイド２０２０子供版の防災、救急

の項目の中で平成２７年８月に発行し、全戸配布

された名寄市防災マップについても活用するよう

に記載されておりますが、名寄市防災マップの中

の洪水ハザードマップについては従来想定、Ｌ１

想定のおおむね１００年に１回の大雨を想定した

浸水想定のものであり、平成３０年８月に発行さ

れた名寄市洪水ハザードマップの ０００年に１

回の大雨を想定した浸水想定、Ｌ２想定との整合

性を図るべきではというふうに考えるところです。

また、水害において本当に必要とされている情報

というのは、今住んでいる家はどこまで浸水する

のか、今住んでいる地区の避難所はどこなのかと

いうことでありまして、やっぱり防災マップは見
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やすく、分かりやすいものでなければなかなか活

用もされないのではないかというふうに思います。

平成３０年８月に発行された名寄市洪水ハザード

マップ、１枚物については名寄市全体の状況を確

認することができ、本部等の指揮所や、また自主

防災組織にとっては必要であるというふうに思い

ますが、見づらいとの市民意見もあることからも

平成２７年８月に発行された名寄市の防災マップ、

横開き冊子のタイプのものを早期に改定、修正を

していただいて、見やすく、分かりやすい表現に

修正をした防災マップの全戸配布をと考えるとこ

ろですけれども、名寄市防災マップの改定、全戸

配布についてのお考えをお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 平成２７年に発行い

たしました防災マップにつきましては、議員おっ

しゃるとおり、１００年に１度の大雨を想定した

浸水想定で策定しており、水害だけではなくて、

地震や火災、雪害などを含めた情報も掲載してい

るというところでございます。一方、平成３０年

に発行したハザードマップにつきましては、国が

０００年に１度の大雨による浸水想定を公表し

まして、新たに家屋倒壊等の氾濫想定区域や浸水

の継続時間などが示されましたので、洪水に特化

したハザードマップとして作成しているというと

ころでございます。このため、今の現状の考え方

としましては洪水については平成３０年度作成の

洪水ハザードマップ、そのほかの災害につきまし

ては平成２７年作成の防災マップを活用していた

だければという考えでおります。ただ、議員御指

摘のとおり、２つのハザードマップについては一

番リスクの高い水害において浸水想定が異なって

おりますし、洪水ハザードマップが見づらいとい

う意見も過去にはいただいているところもござい

ます。今後サンルダムの完成等によりまして浸水

想定の見直しも想定されますので、その状況を踏

まえまして、より分かりやすいハザードマップの

作成について議論を深めてまいりたいと考えてい

るところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） なかなか予算の問題も

あると思いますので、厳しい状況であることは分

かりますけれども、やはりせっかく予算をかけて

全戸配布されたものが廃棄されることがないよう

に、しっかりと各家庭で手に取って見てもらえる

最新の情報が記載されたものというのは絶対必要

となってくると思いますので、今サンルダムの完

成に伴って想定の見直し、その後多分解決されて

もらえるのかなという、前向きな回答もらったの

かなというふうなことも今見えましたので、また

来年には分かりづらさからレベル４での避難勧告

の表現が廃止されたり、それで避難指示に一本化

するといった改正案とか、コロナ禍においての非

常持ち出し品ですか、そういったところも足しま

すというところで体温計、消毒液、マスクといっ

た、そういった部分もあると思いますので、その

辺も含めて今後検討していただきたいというふう

に思います。以前差し替え可能なものであれば低

コストでいけるかもしれないねというような話も

されたと思うのですけれども、本当に例えば今後

改定する場合、当初の費用はかかると思いますが、

改定しても低コストでできる差し替え可能な防災

マップ、今後作成してみてはというふうに考える

ところなのですけれども、もしこれがうまくいけ

ば、今まで名寄市で子供版で出しているものは名

寄市の暮らしガイドとかごみの分別ガイドブック

等があると思いますので、そういうところも生か

せて、将来的に一つのファイルにですか、まとま

れば、また家庭でも手に取って見てもらいやすい

ような感じにもなるのではないかというふうにも

思いますので、ぜひそういったところを、予算の

問題はあると思いますけれども、そういったとこ

ろを検討してもらって、サンルダムの想定、また

見直しがあったときには早期の改定、修正をした

名寄市の防災マップということも要望したいと思
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います。

次に、本年度行われている、先ほどの御答弁に

もあったのですけれども、まるごとまちごとハザ

ードマップ整備事業についてお伺いいたします。

浸水深、避難所等に関する情報を水害関連標識と

して看板等設置して、生活空間である町中に表示

することによって日常時から水防災の意識を高め

るといった、いろいろな発災時には命を守るため

の住民の主体的な避難行動を促して、被害を最小

限にとどめることを目的としたまるごとまちごと

ハザードマップ整備事業ですけれども、現在本市

において行われているまるごとまちごとハザード

マップの整備事業の進捗状況及び今後のスケジュ

ール等についてちょっとお伺いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） まるごとまちごとハ

ザードマップの進捗状況等についてということで

ございます。まるごとまちごとハザードマップに

つきましては、洪水ハザードマップのさらなる普

及、浸透ですとか市民の水害に対する危機意識の

醸成、避難所の認知度の向上などを図るために生

活空間である町中に浸水深ですとか避難所の情報

を表示しようとするものでございます。現在の進

捗状況でございますが、各避難所等への看板設置

につきましては既に工事を発注しておりまして、

現在看板設置に向けて、少しずつついていると聞

いていますが、準備が進められているというとこ

ろでございます。避難所等の看板の枚数につきま

しては８９枚、設置する施設の数としましては６

６施設に設置しようと考えております。このほか、

名寄市街地につきまして避難所等への進行方向や

浸水深などを示した看板を幹線道路を主体に電柱

の３５か所に設置させていただきます。避難方向

や設置場所につきましては、関係機関にも相談し

ながら調整を進めているというところです。いず

れの看板につきましても本年１１月２０日には工

事完了すると、そういう予定になっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひ設置される町内会

等の意見も聞きながら、できるだけ多くの方の目

につく場所へ設置していただいて、防災意識の向

上につながる事業となるようよろしくお願いいた

します。

では次に、自主防災組織設立施策等についてお

伺いをいたします。先ほど設立数は７２町内会中

２１町内会ということで、約３割弱ということに

なると思いますけれども、まだまだ少ないなとい

った状況であるというふうに思います。やはり自

主防災組織の設立に当たっては様々な課題がある

と思いますけれども、共助の部分で最も重要な役

割を持つ組織だと思いますので、今後も引き続き、

今出前講座等、一生懸命やられていると思います

けれども、出前講座等含めて自主防災組織設立推

進に向けた取組をしていただきたいというふうに

思います。

そこで、自主防災組織、共助の部分にも関連す

るところで、避難行動要支援者への支援等につい

てお伺いをいたします。災害発生時において自ら

避難をすることが困難な避難行動要支援者につい

ては、市及び自主防災組織、自主防災組織を設立

されていない町内会においても把握はされている

ことと思いますが、名寄市地域防災計画において

避難行動要支援者対策については定められており

ますけれども、災害発生時の高齢者や障がい者等

要支援者の避難誘導についてはやはり自主防災組

織、共助においても様々な課題があり、行政、共

助とのさらなる連携が必要であるというふうに考

えております。そこで、災害発生時に避難行動要

支援者に対する本市として可能な支援内容及び自

主防災組織との連携等による要支援者の避難行動

についてのお考えをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 本市として避難行動

要支援者への支援等についてでございますが、災

害発生時におきまして避難行動要支援者等に対す
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る可能な支援内容についてでありますけれども、

行政としましては避難行動要支援者の方々が早め

に避難していただけるように避難準備、高齢者等

避難開始などの避難情報を適宜発令しようという

形でございます。避難に支援を要する方々への災

害時の具体的な支援としては、避難行動要支援者

名簿へ登載されている方々への連絡が主な取組と

なろうかと思います。自主防災組織との連携でご

ざいますけれども、現在のところ自主防災組織と

行政との役割分担ですとか、そういう具体的な協

議についてはまだ行っている状況ではないという

ところでございます。ただ、これまでの取組とい

たしまして、自主防災組織の設立の有無にかかわ

らず、避難情報を発令する際には各地域の町内会

長の方に対しましてそういう避難情報が出るよと

いう形、それぞれの町内会におきましてもそうい

う災害、避難行動要支援者の方々については把握

している部分もございますので、そういう方々へ

の支援などについてお願いしているというところ

でございます。避難行動要支援者の方々につきま

しては、早めの避難が必要になるということで、

地域での共助の力を高めていただきまして、速や

かな避難行動に結びつけていただきたいと考えて

おります。行政としても確実な避難行動に結びつ

けるために情報の持つ意味や避難の重要性などに

つきまして平常時から御理解いただけるように町

内会の皆様や自主防災組織の方々と今後連携した

取組を進めていこうと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） やはり要支援者の避難

行動については、本当に共助の部分が重要になっ

てくると思います。行政で行うところには限界が

あると思いますけれども、やはり双方に多分課題

はまだまだあると思います。例えば町内会におい

ても、高齢化となっている町内会、車椅子の方に

はどういうふうに対応するのだなどといった、そ

ういった様々な課題もあって、これからもやっぱ

り共助と公助の部分については本当に連携をして

いかなければならないのかなというふうに感じて

おります。そこで、やはり様々な課題の解決に向

けて調整や協議もこれから必要となってくると思

いますので、今後そういった場を含め、いろんな

ところで町内会会長であったり、自主防災会長で

あったり、役員の皆さんであったり、そういった

調整や協議をする場をつくっていただきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

次、小中学校における防災教育についてですが、

学校保健安全法においても防災教育と防災管理を

一体的に捉え、学校防災の充実を図ることが求め

られていますが、地震や津波の甚大な被害を経験

した地域、近年災害が多発している地域、あるい

は今後災害の切迫性が高い地域等は積極的な取組

が行われているが、その一方で避難訓練が火災発

生時の対応に関する指導のみとなっているなど、

児童生徒等の災害に適切に対応する能力を高める

ような取組が行われていると言えない地域も見ら

れ、防災教育の取組が地域によって大きな差異が

あることに文部科学省も懸念をされているようで

すが、本市においては、先ほどの御答弁にもあり

ましたが、しっかりとした児童生徒のことを考え

た教育をされて、教育に対するその取組というも

のには非常に安心するとともに、やはり感謝をい

たします。子供たちがやっぱり将来的に社会の安

全を担うという存在になりますので、先ほど文部

科学省の教材であったり、いろんな教材も参考に

されていると思いますが、そのほかにもいろいろ

な教材等が出ていると思いますので、そういった

ところもぜひ参考にしていただきたいなというふ

うに思います。また、防災教育、防災訓練という

ものは、恐怖心をあおるような教育、訓練になっ

てはいけないというふうにも言われております。

特に障がいのある子供の中には、過敏に反応して

しまう子たちもいます。そういったところ含めて

興味を持って、防災意識が高まる教育となるよう



－54－

令和２年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。

次に、避難所についてですが、コロナ禍におけ

る避難所については、先般の訓練において様々な

課題も見え、職員間の認識も図られたと思います。

第１回訓練での課題、避難所の在り方等について

は分かりました。また、第２回名寄市防災訓練の

内容についても了解いたしました。ぜひそういっ

たいろんな課題を解決し、在り方というものを追

求しながら今後の第２回訓練つなげて、市民の安

全、安心につながる訓練となるように期待をして

おりますので、よろしくお願いいたします。

道内のまちも避難所で新型コロナウイルスの感

染予防に必要な備蓄等については総定数を確保で

きていない市町村も多くあるというような新聞報

道もありますけれども、確かに全国的に取り組ん

でいるところなので、そういったさらに必要とす

る資材等も完全にそろうまでに時間もかかると思

います。また、今度は、今後は主要事業を含めた

避難所の見直し、それも当然必要です。また、市

で行われる第１回、第２回、行われる訓練、それ

をやっぱり市民に周知するということも非常に重

要になってくると思います。

そこで、コロナ禍における市民参加型の研修等

についてちょっとお伺いをいたします。市民参加

型の大規模な避難訓練等については感染予防の観

点からも厳しい状況にあると思いますが、しかし

ながら市民組織と行政との関わりは不可欠であり

まして、コロナ禍の今こそお互いの役割について

一緒に考える機会が必要であるというふうに考え

ております。また、自主防災組織の長や町内会長

といった人数を限定し、研修会等に参加してもら

い、そこで学んだことを戻ってから普及してもら

うというような方法もあるというふうに考えます。

本市においては、職員を対象とした１回目の訓練

の実施、今後も２回目が予定されていますが、そ

ういった先ほど言った自主防災組織の長であった

り、町内会長といった人数を限定した研修会等、

コロナ禍における市民組織と行政とのお互いの役

割について一緒に考える機会を何らかの形で実施

していただきたいというふうに考えるところなの

ですけれども、そのお考えについてちょっとお伺

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） 本年の防災訓練につ

きましては、先ほども申し上げましたけれども、

当初は市民参加による冬の災害想定で実施を予定

していたところでしたが、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を、終息、なかなか見通せないと

いうところでもありまして、予定していた訓練を

断念して、職員の訓練を重点的に実施しようとい

う形になったところであります。町内会などの代

表者による例えば小規模な訓練や研修会の開催に

ついては、申し訳ございませんが、今のところ予

定はないというところでございますが、私どもと

しましても地域の皆さんと行政との意見交換です

とか情報交換につきましては必要であるという部

分については認識しているところでございます。

先ほど来何回か申し上げているところでございま

すけれども、出前講座、出前トークですか、なの

ですけれども、例えば令和元年度でしたら防災の

部分は１６回、令和元年度、８００人以上の方が

出前トークに参加していただいているというとこ

ろでございまして、今年度も一定程度コロナのほ

うが落ち着いてきてから今４回やっていまして、

今後も何件か依頼があると聞いているところでご

ざいます。そういう部分の中で、私どももそうい

う話があれば積極的にお邪魔させていただきまし

て、お話をさせていただきたいと思います。なか

なか大分終息、収まってきたのですけれども、今

の感染症予防の観点からなかなかそういう研修会

等の実施は難しいところもあるのですけれども、

そういう要望等ございましたら、繰り返しになる

のですけれども、積極的に足を運んでお話をさせ

ていただきたいということもありますので、ぜひ

御活用していただきますようよろしくお願いした

いと思います。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） やはりコロナ禍におい

て安全、安心を追求すればそういった出前講座が

有効かもしれません。防災担当の方からも、町内

会の役員さん、７名程度ですか、に対しても出前

講座を行ったというふうに聞いておりますので、

行政のほうからもそういったＰＲをしていただい

て、今後またさらに行政と市民組織といろいろな

役割について一緒に考えるような機会を増やして

いただきたいなというふうに考えます。よろしく

お願いいたします。

次に、福祉避難所についてですが、現状、課題、

体制等については了解をいたしました。まさしく

現在本市においては福祉避難所として総合福祉セ

ンターが指定されておりますけれども、感染予防、

高齢者、先ほどの答弁にもありましたけれども、

確かに収容する人員というのはかなり減になると

いうふうに思います。名寄市強靭化計画において

も二次的な避難所となる福祉避難所の指定数を増

やすというような計画もあると思いますが、先ほ

ど増やしていきたいなという考え、お答えがあっ

たと思いますけれども、現在の公共施設を福祉避

難所に指定するにはやはりいろんな条件があって、

機能条件を満たす整備が必要となってきて、コス

ト的に問題があるというふうに思います。そこで、

本市には老朽化した公共施設が数多くあり、今後

整備が行われていくと思います。今後新しくそう

いった公共施設等を建設されると思いますけれど

も、それらを利用し、福祉避難所として活用でき

ないかというふうに考えるところでありますけれ

ども、今後そういった福祉避難所の指定数を増や

していく上での本市のお考えというものをお聞か

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） 福祉避難所の指定の

増加についての考え方ということだったと思いま

す。議員お話しのとおり、新型コロナウイルス感

染症の関係もありまして、福祉避難所につきまし

ては大規模災害がありましたら収容人数が大幅に

減少してしまいますので、全ての避難者の収容は

難しくなるというところでございます。現在市内

の公共施設では、それぞれ福祉避難所の条件に適

したような施設がなくて、総合福祉センターのみ

を指定しているところでございますが、今後既存

施設の改修ですとか新たな施設の、老朽化施設の

建て替えなんかも想定されますので、その際に活

用できる施設については適宜避難所ですとか福祉

避難所などとして指定させていただきたいという

ふうに考えております。また、現状において災害

時に指定避難所ですとか福祉避難所でも避難者の

受入れが難しい、対応が難しいという場合になり

ましたら近隣市町村への広域避難ですとか、あと

旅館ですとかホテルなどへも協力依頼も行いなが

ら適宜対応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） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 名寄にはそういった大

きい災害はまだ発生していないということで、福

祉避難所については今まで設置はされたことがな

いとは思いますけれども、やっぱり今後いざとい

うときいつでも設置できるといった体制とか、要

配慮者のための避難所といいますか、それが複数

あることによってまた安心、安全にもつながって

いくと思いますので、ぜひ積極的に考えて、前向

きに考えていただいて、平常時の支援も併せてで

すけれども、引き続きよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

次に、ペット対応避難所についてなのですけれ

ども、やはりコロナ禍における避難所をはじめ、

様々な課題解決が優先されるというふうには思い

ますけれども、今後避難所におけるペット対応マ

ニュアル及びペット対応避難所については考えて

おく必要があると思いますので、ぜひ前向きに検

討していただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。
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次、防災情報配信システムについてですが、ま

だ始まったばかりですので、今後課題等が出てく

ると思います。その中でも災害時における迅速、

確実な情報伝達、特に高齢者、障がい者等の災害

時の要援護者に対しては本当に分かりやすい情報

となるように、いろんな課題が出てくると思いま

すけれども、よろしくお願いしたいというふうに

思います。

名寄市には日本一精強とされる部隊が駐屯する

駐屯地もあり、いざというときの最も信頼できる

心強い存在である自衛隊があり、安心をするとこ

ろなのですけれども、防災においては基本となる

のはまず自助、自分の命は自分で守るということ

なので、次にですか、次に自助が困難である方へ、

要支援者等への支援を含めて、近隣の人々がお互

いに助け合い、地域で守る共助、さらに公的機関

の援助と公助によって災害被害の軽減につなげる

ことができることからも自助、共助、公助という

のがやっぱり互いに連携して、一体化することが

重要でないかなというふうに思いますので、今後

そのような名寄市になっていけばいいなというふ

うにも考えております。本市においては、このコ

ロナ禍においても防災に関する様々な取組が行わ

れており、先般実施された新型コロナウイルス感

染症を考慮した避難所運営訓練ですか、避難所の

レイアウト、研究、作成、検証訓練及び職員研修

会の実施というのは道北の市町村の中では最初に

実施されたというふうに伺っております。また、

まるごとまちごとハザードマップについても ０

００年に１度の想定、Ｌ２想定を反映したものは

道内１７９市町村の中でも最も早い試みであると

いうふうにも聞いております。さらに、先ほど最

後にやった防災情報配信システムについても低コ

ストで市の研究成果による情報伝達手段の多様化

の拡大や携帯電話を持たない方、耳の不自由な方

へも対応できるといった取組でもあり、市民の安

全、安心につながる事業であるというふうに思い

ます。

最後になりますけれども、様々な課題がある中、

名寄市の防災力向上、市民の防災意識向上に尽力

されている、３名で頑張っている防災担当職員の

皆様にまず感謝とお礼を申し上げるとともに、今

後も防災については危機管理の行動原理にある疑

わしいときは行動せよ、最悪事態を想定して行動

せよ、空振りは許されるが、見逃しは許されない

の３つの原理を意識していただいて、引き続きさ

らなる市民の防災意識の向上、安全、安心なまち

づくりにつながる取組をしていただくことを要望

して、質問を終わりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

中心市街地の活性化について外２件を、佐久間

誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、中心市街地の活性化につい

て、小項目１、まちづくり会社と行政のタイアッ

プについて。中心市街地の活性化を目指して名寄

商工会議所で議論され、１０月にも設立を予定し

ているというまちづくり会社について行政は今後

どのようにタイアップしようと考えているのか。

現在までの関わり方と今後の展開について考え方

を伺います。

小項目２、人の流れを呼び込む仕組みづくりに

ついて。立地適正化計画による公共施設の配置、

都市整備計画、観光振興計画などとも関係するも

のであり、人の流れを町中に誘導し、中心市街地

の活性化につなげようとする試みであることから、

行政としての指針を的確に示さなければ進まない

し、頓挫してしまうと考えるものであります。町

中での市の所有地を生かした活性化施策など考え

られる可能性について伺います。

小項目３、コーディネートの在り方と市の支援

について。中心市街地の活性化は、民間と行政相
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互の連携や市民のニーズと協力があって初めてう

まく進むものと思うことから、今民間、名寄商工

会議所サイドからの発信がある中で行政は現在の

公共施設再配置のタイミングでしっかり指針を示

し、中心市街地活性化を目指した具体的な形をつ

くっていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

次に、大項目２、北海道縦貫自動車道について、

小項目１、整備の進捗状況及び期成会の取組状況

について伺います。高規格幹線道路である士別剣

淵インターチェンジから名寄インターチェンジ、

名寄美深道路に至る延長約２４キロメートルにつ

いて整備が進んできております。高規格幹線道路

の整備により救急搬送の安定が期待され、高速ネ

ットワークの拡充による道北圏と道央圏の物流の

効率化に大きな期待が寄せられています。そこで、

高規格幹線道路のこれまでの整備の進捗状況と、

この間期成会もつくられておりますが、期成会の

取組状況についてお伺いいたします。

大項目の３、コロナウイルス感染症対策につい

て、小項目１、緊急包括支援交付金事業を活用し

た市立総合病院の対策について。緊急包括支援交

付金事業を活用した市立総合病院のコロナ対策と

して、交付金対象となった場合に患者の待合室と

して位置づけたバス配置での発熱外来待合、簡易

陰圧ハウスの設置、自動精算機会計表示システム

などの導入を予定していると聞きますが、具体化

する時期はいつ頃か、また予定どおり導入された

場合の費用負担面と効果等について伺います。

小項目２、コロナによる市立総合病院経営の影

響について。コロナウイルス流行が病院経営に与

える影響について、全国多くの病院でコロナ治療

に積極的に取り組む病院ほど経営が厳しくなる悪

循環が生じていると言われておりますが、本市の

市立総合病院の場合、経営にどのような影響を及

ぼしているか伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 佐久間議員から

大項目３点について御質問いただきました。大項

目１については私から、大項目２については総務

部長から、大項目３については病院事務部長から

答弁させていただきます。

まず、大項目１、中心市街地の活性化について、

小項目の１、まちづくり会社と行政のタイアップ

についてですが、これまで名寄市立地適正化計画

の具体化に向けて名寄商工会議所主催による官民

連携事業の勉強会が開かれるなど取組を経て、本

年６月２５日に開催された名寄商工会議所通常議

員総会で官民連携事業の受皿となるまちづくり会

社設立を目指すことが表明されました。現在名寄

商工会議所においては、８月に官民連携に向けた

特別委員会を設置し、１０月末を目途にまちづく

り会社の設立に向けた議論が進められており、市

としても中心市街地活性化に向けたこうした民間

の動きに期待しているところでありまして、今後

も情報交換を行いながら連携してまいりたいと考

えております。

次に、小項目の２、人の流れを呼び込む仕組み

づくりについて及び小項目の３、コーディネート

の在り方と市の支援について一括してお答えいた

します。本市では名寄市都市計画用途地域におけ

る商業地域を中心市街地として位置づけ、これま

での中心市街地活性化の取組については平成１２

年に中心市街地活性化基本計画を市が策定すると

ともに、商工会議所など民間では中小小売商業高

度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想を策定するな

ど行政と経済界が連携を図りながら、中心市街地

の活性化に取り組んでまいりました。その後、名

寄市都市再整備計画に基づきコンパクトなまちづ

くりを進めるに当たり社会資本総合交付金を活用

し、駅前交流プラザよろーなや市民文化センター

ＥＮ―ＲＡＹホールなど、ＪＲ名寄駅から浅江島

地区までの施設整備を行ってきたところです。今

年度施行した立地適正化計画においては、中心市

街地を含む区域を都市機能誘導区域として定め、

文化交流、商業、医療、保健、介護、福祉、子育
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てといった機能ごとに誘導施設を設定しており、

人々が集いにぎわう魅力と活力あふれる拠点地区

の形成を目指して、誘導方針の一つである拠点へ

の公共施設の再配置、複合化による市民交流の促

進を進めるため、道内における横断的な議論を深

めるとともに、官民連携による施設整備や空き店

舗や空き地などの放流、憩いの空間としての有効

活用などの誘導施策を通して中心市街地の活性化

に向け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、

北海道縦貫自動車道について、小項目１、整備の

進捗状況及び期成会の取組状況についてお答えし

ます。

北海道縦貫自動車道は、函館市を起点とし、旭

川市、士別市、名寄市などを経由して稚内市に至

る延長約６８１キロメートルの高速自動車国道で

す。このうち士別剣淵から名寄間は、高速ネット

ワークの拡充による道北圏と道央圏の連絡機能の

強化を図り、地域間交流の活性化及び物流効率化

等の支援を目的とした士別剣淵インターチェンジ

から名寄インターチェンジに至る延長２ ０キロ

メートルの整備計画となります。令和２年度にお

ける事業進捗については、国からの説明によると

用地取得の進捗率が約８９％、全体事業の進捗率

が約７６％となっております。また、本年度の予

算規模については２０億円となっており、事業内

容は多寄から風連区間の用地買収の推進のほか、

風連から名寄区間の補償工事として用排水路の付

け替え工事となっております。

次に、期成会の取組状況については、道路整備

に必要な道路予算の確保及び老朽化対策予算の別

枠確保と新たな財源の創設及び北海道縦貫自動車

道士別剣淵名寄間２４キロメートルの早期完成な

どの要望項目を掲げて、毎年度旭川開発建設部及

び北海道開発局、国土交通省や財務省、道内選出

国会議員へ要望活動を行っているところです。本

年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、

書面による要望活動となることが多いですが、様

々な機会を捉えて積極的な要望活動を行っている

ところです。その他の期成会の取組としては、民

間団体が主催する北・北海道高速交通フォーラム

への参画や民間団体が発行するきたのみち通信へ

の発行に対する協力などを行っております。引き

続き救急搬送の高速化、安定化を図る命の道とし

て、また災害時の緊急輸送ルートの確保、冬期悪

天時の走行性、信頼性の向上のため北海道縦貫自

動車道士別剣淵名寄間２４キロメートルの早期完

成に向けて市民一体となって取組を進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、コロナウイルス感染症対策につい

てお答えいたします。

初めに、小項目１、緊急包括支援交付金事業を

活用した市立総合病院の対策についてでございま

す。山崎議員への答弁と同様の回答となりますが、

例年１１月から２月までがインフルエンザの流行

拡大期となっておりまして、厚生労働省では、都

道府県に対して発熱患者等が帰国者・接触者相談

センターを介することなく、かかりつけ医等の地

域で身近な医療機関と相談、受診し、必要に応じ

て検査を受けられる体制について１０月中をめど

に整備することとの事務連絡を９月４日付で発し

ており、道の担当部局においてはその後早急に医

業団体との協議に入ることとしています。地域に

おいては、保健所が中心となって対応は協議され

ることになりますが、医療機関に求められる役割

はさらに高まるものと見ています。市立総合病院

における今後の発熱患者対策については、新型コ

ロナウイルス感染症への対策と重複した対応が求

められていることから、院内の感染対策チームを

中心に随時情報を得ながら効果的な対策の検討を

進めている段階にあります。確定的な方針ではあ
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りませんが、できるだけ発熱患者の動線を一般患

者と分離することを前提として、感染症病棟と救

急棟を活用することとしています。どちらの感染

が拡大するかとそのニーズに応じての対応になり

ますが、交付金事業を活用して屋外にプレハブや

バスなどを配備することで、待合や検体採取に活

用することも検討しています。また、感染防止の

ための機材については、パーティションや防護具

を用意することとしています。外来受診では、待

合フロアの混雑の解消を目的とした自動精算機及

び会計案内表示システムの導入を検討しておりま

す。機器の導入により本館フロア及び新館１階、

憩いの広場でも会計完了が掲示できるようにして、

滞留場所が分散されるようにしたいと考えていま

す。また、自動精算機ではクレジットカードの使

用も可能とするよう準備しており、患者さんの利

便性向上も同時に進めていきたいと考えておりま

す。これらの事業につきましては、院内での確認

や道庁との連絡調整の最中でございまして、同意

を得て、準備の整う部分から順次対応していく予

定でございます。該当する事業に係る費用は、１

０分の１０の補助と施設規模に応じた交付金の範

囲内で賄うこととしています。実施時期は、基本

的に全て年度内に完了することが求められていま

す。

次に小項目２、コロナによる市立総合病院経営

の影響についてでございます。新型コロナウイル

ス感染症対策による病院経営の影響については、

規模や機能にかかわらず全ての医療機関で減収、

減益、費用負担増などの影響が出ております。特

に陽性患者を受け入れた医療機関においては、感

染対策や他の診療の制限などで多大な負担が強い

られています。市立総合病院においては、これま

で陽性患者の受入れはありませんが、緊急事態宣

言期間を中心に病床の確保や予定手術の延期など

の制限をかけたことと外来の受診控えなどが影響

し、入院、外来ともに大幅な患者数の減少となっ

ています。今年度第１四半期の推計値では、入院

と外来の収益が対前年度比で１億 １１９万円、

率で ７％の減収となっており、新型コロナウイ

ルス感染症に起因する影響を大きく受けた結果と

なっています。４月からの診療報酬改定で加算さ

れた分を除くと、さらに影響額は大きなものにな

ります。陽性患者を受け入れた病院の実例から推

察した場合には、外来診療の中止や予定入院の延

期、スタッフの業務変更や待機施設の設置、検疫

体制の強化など１か月単位で数億円の影響が試算

されています。今後当院が対応を行う場合には同

様の影響が想定されますので、事前に対応可能な

ものは実施しておけるよう検討を進めているとこ

ろでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。なるべく順を追って再質問させてい

ただきたいと思います。

それでまず、まちづくり会社の関係でございま

す。それぞれ答弁いただきまして、官民の勉強会

をやっているというようなこと、連絡を取りなが

ら、情報交換しながら、連携しながらやっていく

ということで先ほど室長のほうからお答えをいた

だきました。それで、大きな流れで見ますと、こ

れまでも中心市街地、西３条南６丁目に公共施設

を持ってきて、複合施設として、官民連携によっ

て中心市街地の活性化を図っていくのだというプ

ランが出ておりました。しかし、進展しなかった

という経緯がこの間あったわけでございます。そ

れで、中心軸となる民間側の受皿が今回改めて、

意思表明でありますけれども、まちづくり会社を

つくるのだと。そして、やっていくということで、

これらの、過去の障壁を乗り越えて、そしてまと

まって対応していくという、そういう動きが法人

化を含めてやっていくという議論、そして克服し

なければならない課題についてはこれから克服す

る、そのための議論を今後詰めていきますよとい

う民間側の意思表示だというふうに思っておりま
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す。そこに対する行政側の対応ということで、先

ほど室長のほうから都市機能、あるいは誘導方針、

それから複合化に対する考え方含めて庁内横断的

な議論を進めるというような形でお答えをいただ

いたというふうに私思っているのですけれども、

大変そういう庁内横断型の対応していくというこ

とがこれから非常に必要だというふうに思ってい

るのです。それで、ここら辺の考え方について、

さらに民間側の考え方とこれらの民間側からのア

クションに対してすり合わせて発展をさせるとい

うところの考え方について改めて伺いたいという

ふうに思うので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 各部横断的にわたる

部分ですので、私がどこまでお話しできるかとい

うのはちょっと先にお許しをいただきたいと思い

ますが、今佐久間議員から言われたように、これ

までの課題があったわけです。その中の一つとし

て、今回は経済団体でまちづくり会社を目指して

進めているということだというふうに思います。

私ども先ほど室長のほうから期待をするという言

葉を述べさせてもらいましたけれども、少し時間

をかけて検討会など踏まえながら今のまちづくり

会社ということですので、しっかりと目的、ある

いは取組について、今定款など取組を進めている

というふうに伺っておりますので、その中で明ら

かになると思いますけれども、これまでよりもよ

り官民連携の民のところを担える組織として設立

がされるだろうというところで期待をしていると

いうことで、そういう表現をさせていただいたと

いうことであります。一方で、庁内のほうでも、

先ほど室長が申し上げたように、副市長を先頭と

する庁内の横断的な検討組織が立ち上がりました

ので、この中で公共施設の今後の在り方というか、

配置等も含めての検討がこれから進められること

だというふうに思いますけれども、ここは公共施

設ですので、中心市街地の中から少し広いエリア

での検討になるのだろうなという思いもしている

ところでありますが、一方で中心市街地のところ

については商工会議所のほうで今後議論がされる

と。少し組織とするとエリアが違う部分はあるか

もしれませんし、ある意味でまちづくり会社は経

済行為を優先しながら議論する。行政のほうでい

くと、公共施設ですので、そこだけでなく、より

広い視点からの議論をするところになるというふ

うに思いますけれども、いずれにしても今後官民

連携の民のほうの役割を担う一つの会社として、

行政としてもまちづくり会社から来る提言、ある

いは提案等についてはしっかりと受け止めて、そ

の是非も含めて検討させていただきたいと考えて

おりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 臼田部長のほうから

も改めて考え方について示されたわけですけれど

も、どちらかというと今の現在の状況としては商

工会議所側、民の側が少し走っているかなという

感じがいたしまして、そこに合わせて行政側も、

今先ほどの答弁ありましたけれども、橋本副市長

を中心にして庁内の中での検討を進めていく、そ

ういう横断的な協議を進めていくのだというお答

えありましたから、このまちづくり会社のところ、

官民が足並みをそろえるような、そういう取組が

なかったらうまくいかないというふうに思います

から、ぜひそこら辺を、まちの形成に関わってき

ますから、庁内の検討部会立ち上げていただいて、

しっかり行政側の受皿をこういう形で整備しまし

たと、整理しましたというところで一致を見なが

らまちづくりを進めていただきたいなというふう

に思っております。それで、特にタイミングとし

て、公共施設の配置についてもどこに何を建てる

か、これまでの行政側の答弁ではちょうど今年、

今年度中には決めていくのだということにもなっ

ていますから、ぜひ民間の意見を聞きながら、そ

して行政側の意見、行政側のイメージ、意見、こ

このところをしっかり相手側にも伝えていただき

たいというふうに思っているのです。この辺りに
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ついてどういうふうに考えているかお伺いしたい

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） 若干答弁重複してしま

いますけれども、私を委員長として名寄市公共施

設等再配置検討委員会というものが６月に立ち上

がったところであります。この中で、先ほど臼田

部長のほうから答弁ありましたけれども、公共施

設そのものの再配置について必要とされる状況の

分析等については今手がけているところです。具

体的に言いますと、これ今年度中の公共施設の個

別計画、そちらのほうともリンクしながらの進め

方になるのですが、老朽度具合、あるいは恐らく

これが一番の鍵にはなるかと思いますけれども、

土地の状況、議員から御質問にありましたけれど

も、例えば都市機能誘導区域内に市の所有地がど

れぐらいあるのか、あるいは一定程度使えるよう

な土地がどういう状況にあるか等も含めて、今そ

の状況の整理等について着手しているところであ

ります。今後は、せっかくまちづくり会社設立と

いう機運が高まってまいりましたので、これはど

ういうようなチャンネルになるか分かりませんけ

れども、やはり必要な情報交換、あるいは市とし

ての考え方については一定の整理を加えた上でき

め細かくいろんな形で進めていかなければならな

いなと思っております。ただ、公共施設の再配置

につきましては、やはり様々な課題があるのも事

実でありまして、先ほど申しました土地の問題、

あるいは財源の問題、それから公共施設そのもの

の順序の問題、これは老朽化度合いにもよります

ので、その中で一番必要とされるものはどうなの

か、順序はどうなのか、かなり難儀されるところ

でありますけれども、場合によりましては長い期

間をかけてという下にこういうパターンはどうだ

ろう、こういうパターンはどうだろう、Ａパター

ンどうだろう、Ｂパターンどうだろう、そういう

ような形での整理になるかもしれません。いずれ

にしろ、鋭意進めてまいりたいと思いますので、

改めて様々な形で整理して、できれば節目、節目

にいろんな形でお話しさせていただければと思い

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 副市長のほうからお

答えいただきましたから、ぜひよろしくお願いし

たいということで、それに尽きるのですけれども、

やはり特に民間活力の利用、それから市民や企業

との連携を進めていくということでこの間議論し

てきたところでいうと、ＰＦＩ、あるいはＰＰＰ

という形で、考え方に基づいてそれぞれ公共施設

や都市計画の再配置、再配備について議論をして

きたところでありますけれども、マスタープラン

の中にもこういったことも含めて行政側がしっか

り誘導を図っていくのだということで意思表明し

ておりますから、ぜひ、先ほど言われたように、

民間の今回手を挙げていただいた意味合いも含め

て、しっかり連携を取って、それから先ほど副市

長おっしゃられましたけれども、行政で手のつけ

づらい面、特に店舗の、個店の移転だとか、ある

いは土地の売買だとか、ちょっと細かな面につい

て民間でできるところについてはお願いして、そ

こに例えば公共施設の何と何を持ってくるのだと

いうようなことなどの考え方については庁内の中

で意思統一、議論していただいて、そしてすり合

わせて、ぜひ市街地の活力ある再整備をダイナミ

ックに進めていただきたいというふうに思います。

次に、北海道縦貫自動車道についてお答えいた

だきました。令和２年度のこの名寄のインターチ

ェンジまで来る高規格道路の予算が２０億円つい

たということでありますから、少しは進むかなと。

ただ、高規格道路でありますから、１キロ進める

のに３０億円ぐらいかかるとかちまたで言われて

おりますから、遅々としてなかなか思うようには

いかないのでしょうけれども、しかし動きが見え

てきたということであります。それで、高規格幹

線道路の関係について、相手が国なので、なかな
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か状況聞く機会がないので、確認のためお尋ねし

ますけれども、名寄市を通る高規格幹線道路の乗

降口がつながったときに風連の乗り降り口はどう

なるのか。それから、２つ目には名寄市内は豊栄

１９線インターチェンジ、それから名寄北インタ

ーチェンジ砺波があって、３つ目に智恵文の上り

口、降り口は残るのかどうか、現状知らされてい

るところについてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 現時点におきまして

国における風連ですとか智恵文の部分で設置計画

はないと聞いておりますけれども、地域の皆さん

の思いもございますので、市としては今後も継続

して国に対して要望してまいりたいと考えており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 答えづらいところも

多々あると思うのですが、私も旭川の開発建設部

のほうにどんな状況になっているのかということ

一応尋ねてあります。その中でお答えいただいた

以上のことをあまり答えられないところがあるみ

たいで、まだ未定のところが非常に多いというこ

とで、それと東風連のところに橋桁が見え隠れし

てきておりますから、市民にとっては非常に気に

なるところなのです。大分進んできたなという。

しかし、構造物を先に造るということであります

から、橋桁見えてもなかなか道路の完成したもの

はつながるのは容易ではないというふうには思っ

ております。それで、この間……すみません。名

寄市の都市計画マスタープランの中では、北海道

縦貫自動車道の名寄インターチェンジまでの開通

に向けてインターチェンジ周辺の物流拠点、広域

防災拠点としての整備等について検討しますと、

こういうふうになっているわけであります。それ

で、先ほど言ったような状態で、名寄までの開通

が日に日に期待されるところでありますから、そ

こで都市計画マスタープランでいうところのこの

インターチェンジ周辺の物流拠点、広域防災拠点

としての整備等について、これはサービスエリア、

あるいはパーキングエリア、これらをイメージす

るものか、それか高規格道路における道の駅をイ

メージするものかについてお伺いをしたいと思い

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） ここでいうインター

チェンジ周辺という表現でございます。サービス

エリアですとかパーキングエリアになりますと、

道路の中という形になりますので、そういうこと

ではなくて、インターチェンジ、降り口の周辺の

土地を使って、それを拠点にしたいという意味合

いでありまして、道の駅というように限定してい

るものではないということで御理解いただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） サービスエリア、パ

ーキングエリアは道路のところに敷設されますか

ら、ただ降りたところの直近のところに整備をす

るものであっても、いわゆる降り口のところに例

えば広めのパーキングエリアなどについて、これ

は国に要望して整備してもらうと随分助かるとい

うこともありますし、しかる後名寄の乗降口周辺

のところの開発をどういうふうに形づくるかとい

うことについて知恵を出してもいいのではないか

と。かなりお金かかりますから。

それとあと、道の駅についてお話しさせていた

だきましたけれども、風連に、国道４０号線に特

産館の名寄の道の駅ということで銘打ってござい

ますけれども、これちょっと私も確認したのです

が、道の駅というのは１自治体１個なのかという

ことで教えていただいたのですけれども、必ずし

も１つではないのだということが言われました。

それと併せて、ただあまりにも近接していたら駄

目だというふうに言われることもあるというよう

なことでありますから、ぜひこれ少し研究してい

ただいて、特に物流の拠点化構想、ここについて
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打ち出すのであればインターチェンジ周辺をどう

いう形で整備をしていくのか、考え方を整理した

上で名寄市内への誘導拠点としてこれはしていく

ことが必要ではないかというふうに思うわけであ

ります。

それで、これまでいろんなところ私どもも見せ

ていただきましたけれども、バイパス一本通るこ

とでかなり流れが変わると。まちの流れが変わる。

売上げが大幅に伸びたということなどもあります

し、それから名寄でまず降りてもらうことが大切

だというふうに私は思っていますから、名寄のイ

メージアップ、それから特産品の宣伝の効果、そ

れから稚内方面は農産物の需要が見込める。それ

から、もう少し言うと南に向かって家畜、牛など

の配送が非常にスピード化して持っていけること

から、いわゆる畜産の需要の拡大、こんなところ

が期待として非常に見込めるわけであります。そ

れと、港でいうと苫小牧があって、稚内があって、

紋別があるのですが、苫小牧から名寄を考えます

と３時間半ですよね。稚内までは３時間というこ

とで、中間地点に面しております。それから、紋

別の港から名寄までで約２時間ということで、こ

こら辺の地の利としては非常にいいのではないか

というふうに思っておりますから、高規格道路の

全線開通を見通して、新たな広域道路ネットワー

クなども織り込んだものにしながら、いわゆる物

流拠点、広域防災拠点として基本構想の検討に着

手することについて急がなければならないのでは

ないかというように私は思っているのですが、考

え方があれば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） 今佐久間議員の

ほうから広い範囲での御質問いただきました。ま

ず、１９線の周辺の考え方の整理ですけれども、

あの高規格道路が着手されてから名寄のインター

チェンジが１９線にできるということで、そこに、

議員お話しいただいたとおり、いかに人が名寄で

降りていただけるかといったような観点から、あ

そこでの例えばトラックの休憩所であるとかとい

った部分を造ったらどうだといったようなことが

商工会議所青年部のほうから、フォーラム等開催

していただきながら将来的な絵をつくっていこう

というようなある意味提言をいただいた経過がご

ざいます。そのところから始まり、現在について

は、議員御存じのとおり、実は王子の敷地をどう

していくかといったような議論が現在展開されて

おりまして、今おっしゃっていただいた物流の防

災拠点の関係についても王子の敷地をどうしてい

くかということでの議論で、３本柱のうちの一つ

にしっかり入って、現在物流の協議会を会議所が

主導して、主導というか、主体となって、今行政

はオブザーバーとして参画しながら進めさせてい

ただいているというところになっております。お

話しいただいた紋別であったりとか、北のほうで

あったりといった部分も、当然物流の拠点化を目

指すに当たってはやはり集約するという意味では

そういったものをいかに名寄に集めることでどん

な効果が出るのかといったことで、そこは荷主さ

んにメリットがなければ、経済活動ですので、そ

こについては動きがついてこないと。そういった

ことも含めて６月１日から本市ではヤマト運輸か

ら職員を派遣いただいて、そこを専門的な知見で、

共同で本当に膝交えながら研究させていただいて

いるといったところでございます。今現在は、も

ともとターゲットとしてはやはり高規格道路の降

り口といった部分を絞って本来であれば物流の拠

点化等、議論してきたというか、目指してきたと

ころですけれども、現在は王子の敷地の部分も視

野に入れながら、ある意味広い範囲で可能性につ

いて今研究をさせていただいております。現在も

日々一生懸命会議所と連携しながら研究を進めて

おりますので、ここについてもしっかりと具現化

していけるように努力していきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。
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〇４番（佐久間 誠議員） ぜひ密な、コロナは

３密駄目ですけれども、密接な連携取っていただ

いて、名寄に活力をやっぱり与えるような、元気

の出るような御提言をいただきたいというふうに

思っております。

この項目最後になりますけれども、加藤市長に

お伺いしたいというふうに思うのですが、先ほど

来お話ししましたように、豊栄１９線の名寄イン

ターチェンジ、これが高規格道路がつながれば、

先ほど来言われているように、道路の利便性の問

題、格段に増して、様々な効果も生まれて、将来

構想も広がりを見せるのではないかというふうに

期待されております。そしてまた、医療において

は命の道路になることは間違いないというふうに

思っております。私も近隣自治体のところで実は

令和２年３月２８日に高規格幹線道路として深川

留萌自動車道が全線開通いたしまして、留萌の道

の駅がこの７月１１日にオープンしたということ

から、先般調査に行ってまいりました。それで、

留萌信金の愛称ですけれども、るしんふれ愛パー

クという管理棟を中心にして、駐車場は乗用車８

０台、それから大型車が９台で、周りにはいわゆ

るチャレンジショップとアンテナショップがあっ

て、並んでいて、売店もやっていたのですけれど

も、こうした売店は現在仮設プレハブに入ってお

りましたけれども、２年後には管理棟に連結して、

本格的な配置となるということで言われておりま

した。それで、道の駅はるしんふれ愛パーク、船

場公園に隣接していることから、必要な施設が出

てくれば、奥行きがあるので、どんどん暫時広げ

られるようになっておりました。したがって、２

年後、３年後とこの留萌の道の駅も内容も充実が

非常に期待されるところであります。そこで、豊

栄１９線の名寄インターチェンジ乗降口付近の周

辺にサービスエリア、あるいはパーキングエリア

になるか、もしくは道の駅というふうな名前にな

るのか、留萌の道の駅も幹線道路を降りて５分ぐ

らいの場所に設置しているのです、町中に目がけ

て。だから、ぜひここら辺に例えばガソリンスタ

ンド、トイレの設置、それからドライバーなど旅

行者の休憩施設、それから農産物や特産品の販売

など名寄市の高速道路の玄関口として、高規格道

路から市内へと誘導する拠点として整備される考

え方はないか、イメージですけれども、お伺いし

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言ありがとう

ございます。佐久間議員からお話しいただいたと

おり、今般の都市計画マスタープランの見直しの

中で名寄インターチェンジ開通に向けてインター

チェンジ周辺の物流拠点、広域防災拠点の整備と

いうことを書かせていただきましたが、これは広

く含めてそうした可能性も今後具体的に検討して

いく材料の一つになっていくのではないかと思い

ます。お話しいただいたとおり、名寄はもともと

交通の要衝として栄えたまちでありますが、今般

また高規格道路が、改めてあそこが接続するに当

たって、東西南北の物流の拠点としてもう一度こ

の地域の自治特性がさらに注目されるのでないか

と、そんなことを三、四年ぐらい前から開発局を

交えて、ある程度総論は皆さん理解していると思

いますが、今後より具体的な実証実験や検証を進

めていかなければならないのだろうというふうに

思います。その中で、この周辺にどのような絵を

描くのかというのはまだまだばふらっとした青写

真の段階でありますが、大きな可能性を秘めてい

るというふうにも思います。広域の拠点というふ

うにうたっておりますので、ぜひ北海道、あるい

は国の大きなお力やそうした財源も、あるいは理

解もしっかりと得ながら民と官も一緒に連携をし

て、より魅力ある、ここに物がすごく集まって、

そのことで地域が活性化して、豊かになっていく

と、そんな地域をつくれるように、今お話あった

王子の問題もありますけれども、そこもプラスに

変えながらしっかりと対応していきたいというふ

うに考えておりますので、今後とも御提言、御指
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導よろしくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 市長からお答えいた

だきました。それで、留萌市は平成３０年８月に

実は道の駅基本構想案を策定して、それからオー

プンまで丸３か年かかっているのです。それで、

併せていわゆるこの構想を練り上げる前の期間、

すぐ冊子になって出るわけでないですから、相当

な検討はなされたというふうに思うのです。した

がって、そういう期間も織り込みながらぜひこの

名寄のまちの活性化に向けて大胆な、ダイナミッ

クな御提言をいただければというふうに思ってい

ますから、ぜひ御検討よろしくお願いしたいと。

次に移りたいと思います。それで、コロナウイ

ルス感染症対策について先ほど岡村事務部長から

お答えいただきました。それで、そこで発熱外来、

待合バス車両、これが実現すれば、できれば仮に

患者の発生具合で市立総合病院だけで手が回らな

くなった場合に地域の他の病院に発熱外来待合を

移動して、機能分担を図れるということも可能な

のですが、そうしたことも考えてのバス車両の配

置なのか、あるいはスペース上の問題か、そして

そのバスというのはこれリースだと思いますから、

例えば市立総合病院で使わぬということなったら

返してしまうのか、それから名寄地域の中では市

立総合病院だけがこのバスの配置が計画されてい

るのかどうか、その辺についてお伺いしたい。

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） このバ

スだけに限ったことではございません。先ほど申

し上げましたけれども、ここから先どれぐらいの

感染が予測されるか、それがコロナなのかインフ

ルなのかというところが問題になってくるという

ふうに考えています。人数が少ない場合ですと、

プレハブ等を設置するまでもなく、バス等で対応

が可能ではないかというふうに考えているという

ことでございます。そのバスをほかの医療機関に

回して対応していただくというようなことは全く

想定をしておりませんし、それらに係る費用につ

きましては役割として指定を受けた医療機関でな

ければ補填されませんので、他の診療機関ではで

きないということになってしまいます。ここから

先ちょっと体制が、先ほども申し上げていますけ

れども、変わってきているということがございま

して、プレハブ等につきましては早い段階で用意

をしなければ準備が整わないということもありま

すので、そこの部分について病院内で感染対策チ

ームと現在協議をしている最中ということでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 先ほどバスだけでな

いということで、バスだけではなくて、それこそ

様々な会計表示システムであるとか簡易陰圧シス

テムによる患者のクラスター発生の防止みたいな

ことも含めて様々準備されていると思いますが、

たしか事務部長のほうはこれ予算がついた場合に

こういうことできるのですという御答弁をずっと

この間いただいていた思うのですが、私もちょっ

と調べてみましたら、新型コロナウイルスの関係

に関しては結構予算前倒しでやっているという、

後づけで国や道からの資金が回されてくるという、

それだけ緊急事態であるということ認識した対策

になっていると思うのです。この辺りについて、

先ほどまだ道のほうで協議中というお話だったと

思うのです。１０月末ぐらいまでにこれらがはっ

きりすると。ということは、１０月末にはっきり

した段階から例えばバスを発注したり、そういう

ことになるのでしょうか。その辺りちょっともう

少しお願いしたい。

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） この交

付金事業につきましては、国、道として病院医療

分として二十数種類あると。その中の市立総合病

院として対処可能になってくるのが４つか５つぐ

らいと。その中でも補助、それから支援金、交付

金といったように分かれています。ですから、議
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員がおっしゃられるとおり、前倒しして着手して

いいものもございます。そこについては、例えば

バスですとかこうしたプレハブとか、そういった

ものについては順次対応していって構わないと。

後からそのリース費用については補填をいたしま

すということが可能になってきます。ただ、区分

によりましては対象とならないメニューもござい

ます。そこの部分につきましては、十分な協議、

それからどういったものを用意するのかというも

のが確定しなければ協議も調わないということに

なりますので、随時協議をしているということで

ございます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 理解いたしました。

バスや当面留意されているものは、前倒しで発注

しながら、新型コロナウイルス、発生しなければ

これにこしたことないのですが、対応も市立総合

病院としては万全に、盤石に準備を立てていると

いうことで、それを聞いて安心いたしました。

それと、病院関係でもう一つ、市立総合病院の

経営についてなのですけれども、第１四半期収支

で前年度比２億 ３５３万円減の３億 ８４９万

円の赤字というふうに報道などで聞いているとこ

ろでありますが、かなり厳しい経営状況にあると

いうふうに認識しているわけなのですが、ただ国

が創設した緊急包括支援交付金の ６兆円の支給

手続、これが今後進んでくれば、重点医療機関に

対して国の二次補正予算で特に中等症患者を受け

入れる病床の補助上限というのは１床当たり４万

０００円というふうに聞いておりますけれども、

患者は発生していないものの、道からの要請に基

づいてこの間空きベッドの確保、準備してきた部

分の補償についてどのようになっているのかお伺

いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） ８月１

日付で北海道としては重点医療機関、それから協

力医療機関を指定したということは公表しており

ますが、どこの病院を指定しましたということに

ついては一切公表されていないということでござ

います。そちらの点については御理解いただけれ

ばというふうに思いますが、制度といたしまして

は道としてこの間４月から７月末までに対応した

医療機関については空きベッドの補填という形で、

それから８月１日以降については協力、それから

重点、指定を受けた医療機関がそれぞれ報告済み

のベッド数について３月末日までの分を計算をし

て、申請をしなさいということになっています。

それらにつきましては、道としては６月の議会で

補正を組んでおりますので、まずその分で９月中

に概算払いを行うということでございます。それ

以降につきまして、９月での補正で精算をすると

いう段取りでございますということでございます。

制度としてはそのようになっておりますというこ

とで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 答弁いただきまして、

理解いたしました。コロナの感染症対策では、医

療従事者はじめとして関係機関の方々には大変な

御苦労いただいておりまして、感謝をしたいとい

うふうに思っております。これから冬期を迎える

ことから、インフルエンザの発症など新たな心配

も出てまいりますけれども、ぜひ地域の医療機関

の連携をしっかり取っていただいて、感染防止に

努められますようお願いいたしまして、私の質問

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） 以上で佐久間誠議員の

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 ２時５５分
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