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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、

２番 倉 澤 宏 議員

１７番 黒 井 徹 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。

子供の学習に関わる費用について外１件を、五

十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） おはようございます。

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いたします。

まず初めに、大項目１、子供の学習に関わる費

用についてであります。子供が生まれてから自立

して巣立っていくまでの間、国や自治体から様々

な子育てに関する支援を受けることができます。

本市においては、令和２年より第２期名寄市子ど

も・子育て支援事業計画を策定し、各種事業が展

開されているところであり、また昨年１０月から

は幼児教育、保育の無償化も始まりました。医療

費においても入院、通院の保険診療分については

本年１０月受診分から全額助成の対象となり、子

育てしやすい環境が整えられつつあります。しか

しながら、中学生、高校生ともなると部活や塾、

習い事など子供の成長に合わせて出費が増えるの

に対し、児童手当も中学生までと保護者にとって

は将来の不安があるのも事実であります。子育て

に係る費用は、それぞれの家庭や状況で様々では

ありますが、少しでも負担が減り、ここで育てて

よかったと思えるような取組が大事であります。

そこで、小項目１、義務教育に係る保護者負担

の考え方について、義務教育の中において各家庭

が負担する費用について小学校、中学校別にお知

らせください。給食や教材、物品、制服や上靴、

修学旅行や宿泊研修など様々です。家庭が負担す

るものと公費で賄えるものの選別の考え方につい

て御見解をお伺いします。

続きまして、小項目２、スキー授業のための準

備についてであります。小学校、中学校では、年

に２回スキー授業が行われており、ピヤシリスキ

ー場を利用しています。冬季スポーツ拠点化事業

など冬のスポーツを推進しているところですが、

一方でスキー人口も減少している中、名寄の特色

を生かし、冬季スポーツの振興を推進する上でも

大切な取組であります。シーズンが始まり、スキ

ー場がオープンすると、小学校から始まるスキー

授業に備えてスキー教室に通わせる家庭、一緒に

ゲレンデで練習する家庭など事前準備をしている

姿が多く見られます。そこで、ピヤシリスキー場

でのレンタルスキーの料金助成についてお伺いし

ます。保護者がスキーをレンタルする場合や転勤

で道外などスキー授業のない地域への移動がある

など買換えが厳しい家庭がレンタルで対応できる

よう料金の助成をするお考えはないのかについて

お聞きいたします。また、子供の成長に合わせて

小学校入学から中学校卒業まで最低でも３回から

４回は買い換えなくてはいけません。もちろんそ

れぞれの御家庭において、知り合いや親戚などに

譲ってもらうなど工夫をされています。保護者に

とってサイズの変わって使えなくなってしまうス

キー用具一式を準備することは、とても大きな負

担となります。そこで、スキー用具のリユースに

対する市としての考え方と現在の取組についてお

伺いいたします。風連スキー場では、使わなくな

ったスキーの譲渡がされていると伺いました。物

を大切にするという観点からもこの取組を広げる

可能性についての御見解をお聞きします。

続きまして、大項目２、男女共同参画の推進に
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ついて、小項目１、労働の場における男女平等の

推進の評価と課題についてお聞きいたします。平

成３０年度の名寄市労働実態調査の結果では、市

内で働く男性従業員 ０２５人中、常用雇用され

ている従業員は ６２０人で全体の８０％、季節、

臨時、パートや派遣の従業員は合わせて４０５人

で、２０％となっています。一方、市内で働く女

性従業員 ５６３人中、常用雇用されているのは

７４６人で全体の４ ７％、季節、臨時、パート、

派遣の従業員は合わせて８１７人となり、女性従

業員全体の５ ２％となっています。男性従業員

については圧倒的に常用雇用の割合が高いのに対

し、女性従業員では常用雇用は半数にも満たない

ということが分かります。本市においては、広報

なよろでの周知やセミナーを開催するなど市民意

識を高める取組を進められているところですが、

職場においての男女共同参画が進まない現状にお

いてはやはり事業主や管理職の方の理解と協力だ

と感じています。そこで、第二次名寄市男女共同

参画推進計画の基本事業、労働の場における男女

平等の推進に関連した個別事業２点についてお伺

いいたします。１点目の個別事業、職業訓練、機

能訓練、資格取得に関する各種講座の受講促進、

もう一点は事業所における差別撤廃に向けた啓発

の以上２点についてそれぞれの評価と課題につい

てお知らせください。また、本市で行われている

出前トークでは、暮らしの中で仕組みが難しい、

制度が分からないことを担当職員が出向き、詳し

く教えてくださる取組ですが、その中に男女共同

参画社会を目指して女性への暴力根絶、デートＤ

Ｖなどというメニューがございます。利用の実績

についてお知らせください。

次に、小項目２、名寄市特定事業主行動計画第

２期の評価についてお伺いします。国や地方公共

団体が事業主としての立場にある場合を特定事業

主といい、法の中で一般事業主と同様に行動計画

の策定を命じられています。女性職員の活躍のた

めの行動計画でもあり、数値目標や取組内容とそ

の実施時期等が定められています。本市において

は、前期計画が平成２８年４月１日から令和３年

３月３１日までの５か年とおおむね終盤に差しか

かっていますが、これまでの実績と評価について

お伺いいたします。

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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

五十嵐議員からは大項目２点の御質問をいただき

ました。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の答弁となりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、子供の学習に関わる費用につ

いての小項目１、義務教育に係る保護者負担の考

え方についてですが、義務教育の中で御家庭が負

担していただいている費用につきましては学校の

取組や特色により使用する教材等の違いがあり、

さらに学年ごとでも違いがありますので、ここで

は給食費を除いた市内小学校、中学校、それぞれ

の全体的な負担額の年間当たりの平均額について

お知らせをしたいと思います。小学校では、負担

いただいている項目の主なものとしまして、テス

トやドリル、画用紙などの教材、ＰＴＡ会費やス

ポーツ振興センターの掛金、また希望者のみです

が、リコーダーや習字セット、スキー道具などを

含めると７小学校で６年間の負担額平均は年額２

万 ５３９円となっています。特に新入学児と修

学旅行がある学年の負担額が大きくなっておりま

す。中学校では、小学校と同様に教材やＰＴＡ会

費などの負担に加え、部活動費や生徒会費などが

追加となり、４中学校の３年間の負担額平均は年

額８万 ４８５円となっています。特に中学校入

学時には、学校指定の制服などの新入学学用品や

修学旅行費の負担が大きなものになっております。

公費で負担するものと保護者が負担するものの区

分の考え方につきましては、その考え方の基本と

なるものが教育基本法などで定められております。

教育基本法では、国民はその保護する子女に９年
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の普通教育を受けさせる義務を負うと定められ、

さらに国または地方公共団体の設置する学校にお

ける義務教育については授業料はこれを徴収しな

いと定めております。また、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律に基づき、昭和

４４年度から小中学校全学年に教育用図書が無償

供与されてきたところでございます。以上のこと

から、公費負担分としては授業料と教科用図書が

該当となり、それ以外に必要となる経費について

は保護者負担となっているのが現状でございます。

ただし、経済的な理由などにより就学困難な児童

生徒の保護者に対しては、学用品費や学校給食費

など、学校で必要な費用の一部を援助する就学援

助制度が適用されておりますので、御理解を願い

たいと思います。

次に、小項目２、スキー授業のための準備につ

いてですが、学習指導要領では自然と関わりの深

いスキー、スケートなどの指導については学校や

地域の実態に応じて積極的に行うことに留意する

ことと示されております。ゲレンデスキーについ

ては、現在学校、学年によって若干の違いはあり

ますが、多くの小学校と中学校１年、２年生では

１０時間前後の時数を確保し、実施しております。

小学校１年生は学校の校庭や築山などを使って学

習をし、２年生以上につきましては風連スキー場

やピヤシリスキー場で授業を行っております。ま

た、教育委員会ではスキー授業を推進するためス

キー場までのスクールバスや貸切りバスの運行、

スキー用具の運搬費やリフトの利用料金を負担す

るなどの対応をしているところでございます。ピ

ヤシリスキー場でのレンタルスキーの料金助成に

関しましては、指定管理者である名寄振興公社に

おいては例年イベントカレンダーにレンタル１日

無料券を添付しているほか、市民スキーの日には

レンタル料金を半額としています。また、今後に

おいては市民の皆様により使いやすい新たなレン

タル方式について検討したいとの意向を伺ってい

るところです。また、風連スキー場は小学校低学

年などの初心者には最適なゲレンデを有しており、

さらにスキー用具につきましても無料でレンタル

しておりますので、御利用いただきたいと考えて

おります。不要となったスキー用具のリユースに

つきましては、これまで風連町スキー協会が中心

となり、不要となったスキー用具の寄附を受け、

譲渡会を実施していましたが、風連町スキー協会

が解散したことにより平成２９年度を最後にこの

取組は中止となっております。その後この取組を

引き継ぐ団体はいない状況ですけれども、今後不

要となったスキー用具のリユースの取組などを実

施しようとする団体がいた場合などにつきまして

は、教育委員会といたしましても協力していきた

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） おはようございます。

私からは、大項目２、男女共同参画の推進につい

てお答えします。

初めに、小項目１、労働の場における男女平等

の推進の評価と課題について申し上げます。本市

では、平成２９年３月、本市における男女共同参

画の基本的な考えを示すとともに、地域社会全体

で男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的

かつ計画的に推進するため、第二次名寄市男女共

同参画推進計画を策定し、その主要施策として男

女が働きやすい職場づくりの推進を掲げ、労働の

場における男女平等の推進を図ることとしており

ます。あわせて、名寄市男女共同参画推進委員会

において各個別事業の外部評価を受け、今後の方

向性について御意見をいただいているところです。

令和元年度の計画登載の個別事業実施状況につい

てですが、職場訓練、技能訓練、資格取得に関す

る各種講座の開催状況については開催回数が９５

回、延べ受講者数 ７６２人で、男女に限ること

なく、多くの研修機会が提供されております。事

業所における差別撤廃に向けた啓発の取組状況に

ついては、広報なよろに男女共同参画コーナーを
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設け、男女雇用機会均等法や育児休業、セクシュ

アルハラスメントなどについて周知啓発を行って

きたほか、市ホームページでは相談窓口を周知し

ているところですが、男女共同参画をテーマとし

た出前トークの利用につきましては令和元年度、

実績なしという結果でありまして、今後働く場で

の男女平等を目指し、より積極的な周知、啓発活

動が求められているところと考えております。ま

た、現在女性活躍推進法では事業者規模が３０１

人以上の事業主に女性の活躍に関する様々な目標

を設定する一般事業主行動計画の策定を義務づけ

ていますが、令和４年４月からは１０１人以上の

事業所に対象範囲が拡大されることとなっており、

さらなる女性の活躍推進が期待されるところです。

今後におきましても、国の動きや社会的意識の変

化に合わせて市内企業に向けて周知、啓発に努め

てまいります。

次に、小項目２、名寄市特定事業主行動計画第

２期の評価について申し上げます。本計画は、第

２期計画期間を平成２８年４月から平成３８年３

月末までの１０か年としており、議員御指摘のと

おり、前期計画期間を令和３年３月末までとして

おります。本計画は、大きく次世代育成支援対策

に関する事項と女性職員の活躍推進に関する事項

を内容としており、それぞれに目標値を設定し、

実績については毎年９月にホームページにて公表

しているところであります。令和元年度の実績に

つきましては、全ての職員が子育てに関わるため

の基礎条件であります１人当たりの時間外勤務の

縮減に関しては、基準年度の平成２６年で月平均

１ ３時間であったものが令和元年度には同 ３

時間、年次有給休暇の取得日数については同年比

で ２日から１ １日と改善しておりますが、そ

れぞれの目標値である８時間以内の月時間外勤務、

１２日以上の年次有給休暇の取得については達成

できていない状況にあります。また、直接の就業

と家庭の両立を示す指標としては、配偶者出産休

暇の取得率では令和元年度で１００％と目標であ

る５０％を達成したものの、育児休業取得率につ

いては令和元年度において女性が１００％の取得

率に対し、男性職員の取得はない状況であります。

その他目標値の設定はありませんが、各役職別女

性職員の割合は本庁係長相当職で２ ２％、同課

長補佐相当職で３ １％、同課長相当職で１ ８

％、同部次長相当職で１ ８％となっております。

昨年度は女性部長職の配置を行い、本年度は女性

次長職の配置を増やすなど、職員の適性や能力を

踏まえ、管理職についても男女の別なく配置を行

っているところであります。評価といたしまして

は、基準年度からは多くの指標で改善が見られて

いるものの、目標値を全て達成しているものでは

なく、今後も引き続き職場環境の改善や職員周知

により職員が家庭に関わることのできる環境づく

りに取り組むとともに、育児休業については先進

的な団体の事例も参考にしながら取得につなげて

いくよう努めてまいりますので、御理解願います。

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） 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、順次質問してまいります。

まず、大項目１に関して全体を通して再質問さ

せていただきます。保護者にとってはどのような

ものにお金をかけられ、またどのようなものには

お金をかけることがもったいないと思ってしまう

のか、そういったことからの質問になりますが、

まずスキー授業について、やはりこの地で育った

からには体験できるのがスキー授業ではないかな

と思っております。個人個人でレベルも体験する

回数も様々ではありますが、やはりこの経験が将

来北海道で、名寄で育ったことのいい思い出だっ

たり、経験になるのではないかなと思っています

ので、これからもこの取組に対してはぜひ続けて

いただきたいと思っております。

そんな中で、まず親がリフトの乗り降りができ

るまで一度教えてあげたりするようなことがある

と思うのですが、子供にはスキーはもちろん準備
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するのですけれども、少し教える分でしか乗らな

いスキーをまた親が買うということはなかなか難

しいなと思っていましたので、それでスキーのレ

ンタルに関しての質問させていただいたのですが、

今現在スキーのレンタルセットで１日 ５００円、

それに親子のリフト代など必要になるので、ちょ

っと大きな出費になるのではないかなという状況

です。もちろん先ほどもおっしゃっていましたが、

風連のスキー場に行けばレンタルは無料になって

いて、リフト代も少し安いので、皆さん最初はそ

ちらのほうで練習していることが実際多いのです

が、名寄のスキー授業になると座って乗るリフト

にまずは乗れるようにしたいというのが親心でし

て、やはりピヤシリスキー場でも教えてあげたい

なと思っている方が多いのです。それで、先ほど

部長の答弁では前向きに検討したいということで

したので、それはすごくありがたいなと思います。

また、転勤してくる方が多いのがこの名寄でもあ

るなと思うのですが、卒業まで例えば１年しかな

い、そういった場合は買うのはもったいないなと。

またあと、収納の問題もありますので、例えば１

年だったらたった２回なので、全額ではなくとも

少しでも助成があればレンタルでその１年、シー

ズンを乗り切ることができると思うのです。そう

いった意味からもまたレンタルの助成、お願いし

たいなと思ったところです。これは検討していた

だけるということなので、ちょっと質問のほうは

しないで終わってしまいます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇７番（五十嵐千絵議員） では、すみません。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 子供たちが、特に初

心者の子供たちが、リフトの乗り方ということも

いろいろあると思うのですけれども、そのために

特に小学校１年生の段階でスキー場に行かないで、

自分の学校の中でそういう乗り方だとかをまず教

えるということも含めて授業の中でさせていただ

いております。スキー授業については、先ほど申

したとおり、バスの手配ですとかリフト代等につ

いては行政のほうで負担をさせていただいており

ますので、それ以上の負担ということについては

なかなかできないということもあります。ただ、

レンタルにつきましては先ほど振興公社さんの御

意向をお聞きしたところ、新たなレンタルの方式

等についても検討していきたいというようなお考

えがあるそうですので、そちらはそちらにお任せ

をしたいと思うのですけれども、先ほどちょっと

出ました保護者の負担ということ、視点から見ま

すと、やはり結構スキーというのも成長段階に合

わせて、小学校１年生から中学校３年生まで９年

間の間で２回、３回と買換えをしていくというこ

とは当然承知をしておりますし、先ほど言いまし

たとおり、就学援助費の中でもスキー代につきま

しては実費支給ということで、これにつきまして

も９年間で３回予定しているということですから、

当然３回ぐらいは買い換えるのかなということも

あります。今までもやはりなかなか買って更新し

ていくというのは難しいという、厳しいというよ

うなお話も聞いてはおります。これからちょっと、

ちょっとと言ったらあれですけれども、校長会の

役員さんとも各学校、特に保護者の方の考え方が

どうなっているのかということも含めて協議をさ

せていただいて、行政としてやらなければならな

いエリアかということは、そういう判断にはちょ

っとならないかとは思うのですけれども、先ほど

申しましたとおり、委員会としてお手伝いできる

こととか、そういうことについては検討させてい

ただければというふうに思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公社にお任せというこ

とでありましたので。市のほうとしても冬季スポ

ーツの拠点化、あるいは冬季スポーツに親しんで

いただくという最初の入り口をどうするかという

ことは非常に大事だということも考えております。

公社のほうの今回の様々な問題におきまして、コ
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ロナもありまして、足元マーケットをどうしよう

かというのが第一のところ出ておりますので、こ

れスキーレンタルに限らず様々な料金体系の見直

しに着手して、できるだけスキー場に来ていただ

いて、スキーに親しむと、そういうような体制を

つくろうということで、今公社の中では検討中と

いうことで進んでいるところであります。先ほど

議員のお話の中でまずリフトに乗れるまでのとこ

ろをどうするかというのがありまして、これはや

っぱり大きな、もしスキーに子供が親しむところ

では親御さんも含めて非常に、まず第１のハード

ルなのかなと思っております。様々な方の御意見

をお聞きしまして、本当に様々この間御提言いた

だきました。例えばスノーエスカレーターですか、

乗ればずっと進んでいくようなもの、そういった

ものについても内部でどういうようなやり方が一

番いいのか、今その検討はしています。ただ、か

なり高額なものになりますので、さらに工事も含

めると相当の金額がかかると。それから、設置場

所についても検討が必要ということでありますけ

れども、そういった様々な手法からまず最初の入

り口をしっかり親しんでもらえるようなところま

でつくり上げる、ちょっと時間かかるかもしれま

せんけれども、先ほどのスキーレンタルの料金体

系の在り方と併せて公社の中でも検討して、でき

るだけ早期にこのところは、シーズン、もうすぐ

ですので、早めにまたお知らせできればと思って

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） 先ほど副市長もおっ

しゃっておりましたとおり、足元マーケット、今

回かなりいろんなところで言われてきていたので、

その関係もあって、やはり地元の人もいっぱいス

キー場には行ってほしいですし、行きたくても用

具をそろえるのにちょっとハードルが高かったり

するようなところもあったので、そういった点で

助成していただけたりですとか、再度検討してい

ただけるということで、本当にありがたいと思い

ます。

では、次の質問に移らせていただきます。スキ

ー用具のリユースの関係についてなのですが、こ

れも先ほども言っていましたが、知り合いや、ま

た地域のコミュニティーの中でうまく回していら

っしゃる御家庭の方もたくさんいらっしゃいまし

て、その中で譲ったり譲られたりという方もいる

のですが、先ほども申し上げましたとおり、転勤

してこられてまだ間もない方とかも多くいらっし

ゃる中で、なかなかそこに入り込んでうまく譲っ

ていただけるかどうかというところになるとちょ

っと厳しいのではないかなと思っております。そ

ういった声もあったので、なかなか、この前風連

ではやっていたよということを聞いていましたの

で、まだもしかしたらやっているのではないかな

と思ったのですが、今はちょっとできていないと

いうことなので、もしそういった意味でまたリサ

ーチしていただいて、父母の声など聞いていただ

いて、できるのであればまたお願いしたいなと思

います。なるべくお金をかけずにかつ家庭の負担

も減らすことができる取組だと思いますので、そ

ういった譲渡会などが広がれば、また皆さん子育

てにお金がかかるのは仕方がないのですが、なる

べくそこは抑えたいなと思っているのが本心です

ので、そういった意味でお願いしたいと思います。

スキー用具ももちろんなのですが、保護者にとっ

てはもったいないと思うものというのが年に２回

しか使わないものであったりですとか、本当に数

を使わない教材などにこれお金をかけるのはどう

なのだろうというところがやはりありまして、あ

と環境の問題もあって、新しいものを常に常に新

しく導入していくというのもここ最近の考え方と

してはもう一度検討していただきたいなと思った

ので、以上、要望として終わります。

次、大項目２のほうに移らせていただきます。

労働の場における男女平等の推進の評価、そちら

のほう聞かせていただきました。職業訓練などに

ついては、９５回で約八千七百六十何人というこ
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とでお伺いしました。こちらのほう、男女共同参

画に限ってということでよろしいのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 男女共同参画の実施

計画に入っているのですが、研修の内容につきま

しては男女別なく、分け隔てなくこういう研修を

実施して、そういう参加者がいるよというふうな

結果ということで受けとめていただきたいと思い

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） ということは、全体

のということで分かりました。

先ほどおっしゃっていただいた出前トークの件

なのですが、令和元年度は実績ゼロということで

おっしゃっておりましたが、これ令和元年度以前

はどのような数字になっていますか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ずっと調べているわ

けではないのですが、その前、平成３０年度、そ

して令和元年度、そして今年度、今までなのです

が、実績なしというところで、今後広報なんかを

通じまして、広報は男女共同参画について毎月コ

ーナーみたいな形で載せている部分もありますの

で、そういうのを利用しながら出前トークについ

ては啓発していきたいと思います。

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） 利用が一度もないと

いうことで、実際この問題の根深さを表している

のではないかなと思っております。内容的にも男

女問わず広く関心を持つような話題ではないなと

いうことが実際のところではないかなと思ってお

りますが、例えて言うならばもしその出前トーク

を女性従業員ですとか女性の方が受けようと思っ

たときに、例えばそれを職場で受けようと思った

ときに男性の事業主の方ですとか上司のほうに出

前トークで男女共同参画についてやってほしいな

なんていうことはなかなか言いづらいのが現状で

はないかなと思っております。そういった意味か

らも女性のほうからではなく、やはり事業主です

とか管理者の方への働きかけというものが必要に

なってくるのではないかなと思うのですが、その

件に関してはどう思いますか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるとお

り、そういう部分、事業主さんですとか、そうい

うのが必要だと思いますし、毎年セミナーなんか

も実施しておりますが、そういった中でもやっぱ

り関心のある方が参加するという形で、なかなか

事業主さんとか、そういう参加が少ないという現

状はあろうかと思います。これまでも議員からも

様々なお話を伺っているところでありまして、今

回、商工会議所なのですけれども、ともお話しさ

せていただきまして、事業主さんとかが集まる例

会みたいなのが毎月あるというところでありまし

て、そんなに時間は長くないのですけれども、講

話ですとか、そういうことをすることは可能だよ

という話は聞いておりますので、そういうこと、

今講習をどうするかという形もあるのですけれど

も、実施に向けて前向きに検討、事業主さんに向

けてのそういうハラスメントですとか男女共同の

関係の研修会、講話みたいな形で実施できる、実

施に向けて検討していきたいと思います。

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） ありがとうございま

す。商工会議所のほうなどともお話しいただいた

ということで、こういうふうに市のほうから働き

かけていただけると、やはり地元で働く女性従業

員の方にとってもすごくありがたいなという感じ

でありますので、ぜひよろしくお願いいたします。

私も去年の「フィンランドで生きる個人と家族か

ら見た仕事と余暇」というテーマの男女共同参画

セミナー、参加させていただいて、その後の意見

交換会も出させていただいたのですが、当事者で
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ある女性の方が多かったのと、男性の方でも問題

意識を持ってきていらっしゃる方はたくさんいら

っしゃったのですが、やはり届いてほしいところ

には届かないのがこの男女共同参画なのだなとい

うふうにちょっともどかしい思いも感じたところ

でありますので、ふだんそういったものに自分か

ら行かないような人たちに向けても発信していた

だけるようにお願いしたいと思います。

次に、企業の規模によってそういったワーク・

ライフ・バランスの取組などは非常に難しい問題

ではないかなと思っているのですが、そういった

課題に対しての個別の支援なんかがあるかどうか

についてお聞きしたいと思います。例えば工事契

約に関する優遇制度ですとか評価制度、あと個別

の優遇金利の設定をしたような融資制度などを設

けている市町村なんかもあるのですが、そういっ

たことに関してはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） それぞれ男女共同参

画を推進している企業に対する優遇措置みたいな

形だったと思うのですが、一つ名寄市の建設工事

の格付基準あるのですけれども、育児休暇制度を

設けている場合に、若干ですけれども、点数を加

点するという制度がございます。それ以外につき

ましては、今のところ普及啓発をメインにしてい

るものですから、先ほど来話があった出前トーク

ですとかセミナーというのがメインになっていま

して、直接的な支援制度なんかは今現状ではない

状況でありますけれども、他市のそういう、例え

ばワーク・ライフ・バランスで研修会開くときの

助成だとか、そういうことをやっているという例

も聞いておりますので、そういう部分につきまし

て、すぐできるかどうかは別として、担当のほう

で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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。すぐ効果が出るようなものではないと思いま

すが、将来の子供たちのためにも男女共同参画が

より進んでいけるような取組をこれからも継続し

ていただきたいと思います。

次、小項目２のほうに移らせていただきます。

特定事業主行動計画の数値目標に対する進捗状況

の職員への周知はどのようになさっているのか。

ホームページで公開されているのは確認しており

ますが、そこに対する職員の関心などはどうでし

ょうか。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） 特定事業主行動計画

の進捗状況、先ほどホームページで公開している

という形で答弁させていただきましたが、基本的

に公開というか、ホームページでやっているのみ

という形になっております。ただ、職員向け、職

員については名寄市の中に労働安全衛生委員会と

いう組織を設置しておりまして、その中には職員

団体も入りながら、年に数回ですけれども、開催

しているところでありまして、その中で例えば時

間外勤務の時間数ですとか有給休暇の取得率、代

休の消化だとか、そういう部分で議論していると

いうところもありまして、そういう部分を今後も

積極的に行いながら縮減ですとか目標達成に向け

て努めていきたいというところでありまして、毎

年だんだん、例えば時間外でしたら少しずつ減っ

ているという部分もありますので、そういう部分

が効果出ているのか、職員についてもその部分に

ついては関心はあるのだと考えております。

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） 先ほどの進捗状況で

もそういった意味では残業時間ですとかが徐々に

減っていっているという事実もありますので、や

はり皆さんそういった今のワーク・ライフ・バラ

ンスですとかには大分浸透してきているのだなと

いうことも実感させていただいたところでありま

すが、この実施状況の取組内容のところで平成２

８年度には特定事業主行動計画についての研修な
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どが開催されておりまして、その後２９年度には

モチベーションアップキャリアデザイン研修、ま

た監督者のためのコーチング研修を開催というふ

うに職員の方の研修が開催されているようになっ

ているのですが、その後については特に記載がな

かったのですが、その後はこういったような研修

はされているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 直接的な研修につい

ては、今年度管理職を対象にハラスメント研修を

行う予定となっております。あと、毎週水曜日に

市のグループの掲示板で、一般事務職なんか全員

見ることができるのですけれども、その掲示板の

中で毎週水曜日に早帰りの日ということで、あと

プラスワン休暇の取得もということで、特定事業

主行動計画にのっとって毎週水曜日に周知してい

ると。その中には特定事業主行動計画の計画を毎

回載せているという形で、重点項目としては例え

ば時間外勤務縮減ですとか休暇の取得促進ですと

か、そういうのを掲げながら毎週水曜日、職員に

対して周知しているというところで研修に代えて

そういうことを実施している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） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 研修のほうはしてい

るということで確認させていただきました。先ほ

ど部長おっしゃっていたように、部長、次長クラ

スでも今現在１ ８％ということで、これ若干そ

のほかの役職の方も増えていっているのだろうと

思いますが、この先さらに増えていくことになる

には女性の部長職である方がやはり見本、お手本

となって、皆さんその方の存在があるからこそ自

分もできるのではないかという勇気をもらえるの

ではないかなと思っておりますので、この先さら

に進んでいくのではないかと期待しております。

最後に、加藤市長は輝く女性の活躍を加速する

男性リーダーの会の行動宣言への賛同をされてい

るとのことで、女性としても心強く感じていると

ころでありますが、賛同された加藤市長の目指す

男女共同参画とはどのようなものでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来から様々な御提

言や、あるいは具体的な事例を基に男女共同参画

の推進に御意見をいただきましてありがとうござ

います。先般菅総理大臣も誕生して、そこの場で

もお話をされていましたけれども、今後の日本社

会は女性の活躍なくして日本の振興はあり得ない

というお話をされておりました。地域においても、

女性がこの地域で生き生きと活躍することなしに

まちの発展、地域の発展はないだろうというふう

に思いますし、これはみんなも総論としては十分

承知しているのだろうというふうに思いますけれ

ども、いざ各論になっていくとなかなかやっぱり

難しい現実もあるのではないかと、そんなような

認識でおります。先ほど来庁内においても特定事

業主行動計画等で一定の管理職等の女性活躍の比

率等も打ち出し、公表している、あるいは男女共

同参画計画の中でも名寄市が抱える各種審議会だ

とか委員会の女性参画比率も２０２２年まででし

たっけ、に５０％まで引き上げるというような目

標を設定して、できるだけ女性が活躍をするステ

ージ、そして女性の意見が市政に反映されていく

ということを意識しながら、我々も様々な政策を

展開をしていく努力をしています。一方で、今お

話あったように、育児休暇の男性取得がいまだゼ

ロということは、こうした意識がなかなか進んで

いかない、いろんな障害があるというのもやっぱ

り現実なのかなというふうに思っています。意識

の啓発もしっかりやってくということも大事だし、

今議員がお話しいただいたとおり、少し具体的な

インセンティブを与えていくような政策も、必要

なのかという御提言もいただきましたので、この

辺が、どのようなことができるか分かりませんが、

ぜひ検討していくように指示を出したいと思いま

す。議員もまさに働きながら、そして子育てもし
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ながら、そして今議員もやられているということ

で、こうした場面でこうした発言をされていると

いうことも地域の働く女性の大きな励みになって

いると思うし、こうした発言をまたさらに発信を

していただきたいと思いますし、たまたまこの４

月に、ちょっと話が変わりますけれども、名寄市

立大学の学長が短大以来初めて女性が学長に就任

されたということもこれは大きなニュースであり

まして、野村学長にもぜひ地域の女性の働くリー

ダーとして、シンボルとして活躍をいただきたい

と思います。私もこの働く女性の活躍を加速する

男性リーダーの会の行動宣言に賛同しています。

こうした責任ある立場として女性の活躍こそが地

域社会の大きな発展につながるのだということを

あらゆる場面で私もしっかりと発信をしていきた

いし、啓発していく、また具体的な行動にさらに

磨きをかけていきたいというふうに思いますので、

引き続き御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 市長がおっしゃって

くださって本当にありがたいのですが、私もそう

いった立場からなるべく自分からも発して、男女

共同参画が進んでいくように努力してまいりたい

と思います。また、市長という立場、また組織の

トップという立場であられる加藤市長がそういっ

た宣言をしてくださって、社会的に影響のある地

元の名寄のリーダーの方たちに広く広めていただ

ければと思いますので、これからも周知をしてい

ただきたいと思って、期待しております。

以上、質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

名寄市の課題解決に向けて外２件を、佐藤靖議

員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をして

まいります。

最初に、名寄市の課題解決に向けてお伺いしま

す。今年２月以降新型コロナウイルスの感染が全

世界で拡大しています。幸い名寄市を含む上川北

部管内からは行政や住民の皆さんの尽力でいまだ

発生ゼロとなっており、感染拡大防止の観点から

のマスク着用、不要不急の外出自粛、ステイホー

ム、３密防止などが徹底的に取り組まれている成

果として評価されるところであります。しかし、

この感染防止のための自粛行動が市内の経済行為

に多大な影響を与えているのは御承知のとおりで

あります。さきの行政報告の中でも市長は北海道

が公表する今年４月から６月までの地域別経済動

向調査を引き合いにしながら、上川北部管内の地

域景況は依然として厳しい状況とし、生産、消費

動向は低調、総合でも低調と述べられました。こ

の状況からの脱却を目指し、市ではこれまで国か

らの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を財源として様々な施策に取り組んできた

ことも評価されるべきことでありますが、終息が

見えない新型コロナウイルスの感染状況に加え、

来年末の王子マテリア名寄工場生産品集約を控え

る中、市内経済の現状と課題に関わりお伺いしま

す。

まず、新型コロナウイルス感染症に関わる商工

業支援施策の成果と今後についてですが、前年同

月比３０％減の事業所などに一律２０万円を給付

する名寄市事業継承支援給付金を受けた４７６件

は全対象事業所のどの程度を占めたのか。給付効

果を含めどう分析されているのか。その後の給付

事業者等の経営状況は改善されたのか。さらに、

その後事業別に給付額を設定した名寄市がんばる

中小企業応援給付金も７月末で３５６件と報告さ

れましたが、事業継承支援給付金の支給を受けた

事業所などのどの程度が再度申請されたのか。給

付の効果、経営状況の現状、地域景況の依然とし

ての厳しい状況、低調とした判断の改善につなが

ったのかを含め、認識をお伺いします。

加えて、この市内経済状況を踏まえ、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の名寄
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市限度額７億 ３３５万 ０００円とこれまで計

上した３４事業、６億 １１２万 ０００円の差

額、 ２２２万 ０００円の今後の活用について

お伺いします。

いずれにしても、昨年の名寄振興公社内の不適

切資金調達などの問題、さらには今年のコロナ禍

による市内経済影響、そして王子マテリア名寄工

場生産品集約に関わる市内経済への問題などの諸

課題は、いずれも経済部、産業振興室が所管すべ

き事象です。市は、一部において総合政策部との

連携で乗り切ろうとされております。当然庁内組

織において横断的連携で難局に取り組む姿勢を否

定するものではありませんが、本来の業務の在り

方とは言い難いものであります。改めて加藤市長

就任時に立ち上げた営業戦略室を発展的に改組し、

産業振興室とした成果、各種課題を抱える中での

業務量、職員体制の適性についての認識をお伺い

します。さらに、総合政策部と産業振興室の役割

と庁内連携の在り方についての見解もお願いいた

します。私は、加藤市長の今任期も残り１年半と

なり、来年は加藤市政３期目、１２年目の集大成

の年となるとともに、名寄市が抱える課題を将来

の禍根としないための１年になると思います。そ

の意味では、改組を含め庁内組織の見直し、新た

な組織の立ち上げが必要と思いますが、見解を求

めます。

次に、これまで述べたように、今年度も上半期

を終えようとしていますが、コロナ禍によって行

政、団体を含め各種事業の自粛が続いています。

今年度における不用額の見通しについて、コロナ

禍の影響を含めお答えをいただきたいと思います。

加えて、各種団体などにおいては事業の自粛から

一定の繰越金の発生が見込まれます。繰越金につ

いては、これまで各所管部局から厳しく改善を求

められる事項であることから、新年度に向け補助

団体などの繰越金についての姿勢及び考え方をお

伺いします。

次に、公園の在り方についてお伺いします。平

成２８年３月に策定した名寄市公共施設等総合管

理計画では、計画期間を２０年間とし、適正な管

理などに関する基本的な考え方を示しました。そ

の中で、公園を含むインフラ施設について施設種

別ごとにその役割や機能、整備状況、老朽化の度

合いなどから方向性を検討し、必要に応じて個別

の長寿命化計画などを策定し、既に策定されてい

る各計画についてはそれを基本としながら、当計

画との整合性を図り、適時見直していきますとし

ていますが、改めて公園、特に総合公園に関わる

長寿命化計画の現状と課題についてまずお伺いし

ます。加えて、名寄市における総合公園である名

寄公園と浅江島公園の役割及び現状の受け止めに

ついてお伺いします。名寄公園はその名のとおり

名寄市を代表する公園であり、浅江島公園も市街

区にある公園として来訪者からも高く評価されて

おります。維持管理についてはそれぞれ丁寧に取

り組んでいただいているものの、市民の皆さんの

憩いの場としてしっかりとした整備が必要と考え

ますが、所管部の定期的状況把握体制を含めお伺

いします。

最後に、コロナ禍における名寄市立大学の課題

についてお伺いします。開学から１０年という大

きな節目を踏まえ、将来構想を含めさらなる飛躍

に大きな功績を残していただいた佐古和廣前学長

に代わり野村陽子学長を迎え、新たな名寄市立大

学像が推進されると期待され、集めていた最中、

新型コロナウイルスが感染拡大し、同大学におい

ても感染防止対策を講じての新年度となりました。

さきの定例会初日の補正予算審議の中で川村幸栄

議員からの質問もありましたが、改めて事業の現

状と今後の見通し、さらには従来と違う手法で取

り組まれたオープンキャンパスの参加状況を含め、

そして今後の学生確保の見通しについてお伺いし、

この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 佐藤議員から大

項目で３点にわたり御質問いただきました。大項
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目１、小項目１については私から、大項目１、小

項目２及び３については総務部長から、大項目２

については建設水道部長から、大項目３について

は大学事務局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、名寄市の課題解決に向けて、

小項目１、新型コロナウイルス感染症に関わる商

工業支援施策の成果と今後についてお答えいたし

ます。本年５月から６月末まで申請受付を行った

事業継続支援給付金は、市内に事務所または事業

所を有する中小企業及び個人事業主を対象とし、

本年２月から５月までのいずれか１か月の売上げ

が３０％以上減少している場合に業種の区別をせ

ず一律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、公平感とスピード

感を重視した支援として４７６事業者に ５２０

万円を給付したところでございます。給付金の対

象事業所は、平成２８年経済センサスの名寄市内

の農林漁業を除く産業 ３８４事業所を基礎とし、

名寄商工会議所及び風連商工会が実施したアンケ

ート調査結果から売上げが３０％以上減少となる

対象事業所を６００事業所と算出しておりました

ので、このうち７ ３％が申請したことになりま

す。この間数件の廃業はありましたが、新型コロ

ナウイルスの影響であるとは確認されていないこ

と、また現時点で給付を受けた中小企業等から倒

産や廃業は確認されていないことなどから、中小

企業等の事業の継続を支援するという本給付金の

目的に一定の効果があったものと認識しておりま

す。本年６月に申請受付を開始したがんばる中小

企業応援給付金は飲食店事業者、バス、タクシー

事業者、宿泊業事業者、それ以外の事業者と４つ

の区分を設け、新型コロナウイルス感染症の影響

が大きい業種を重点的に支援することとし、９月

１１日時点での支給件数は４３０件、支給額は

７５９万 ０００円となっております。なお、こ

のうち事業継続支援給付金の給付を受けた事業者

は４０２事業者、８ ５％になります。本給付金

の申請期限は９月３０日となっており、さきの事

業継続支援給付金受給者の中に未申請の事業者も

見受けられますことなどから、申請を促す事業概

要チラシを広報なよろ９月号に折り込み、全戸配

布するなど経済団体と連携し、受給対象者の申請

漏れがないよう周知に努めているところでござい

ます。事業者からは、給付金を活用して店舗にア

クリル板を設置した、マスクや消毒液を購入した

などコロナ対策に役立ったとの声や運転資金の一

部に活用したといった好意的な意見をいただいて

おりまして、事業の継続にとどまらず新北海道ス

タイルの導入など積極的な投資を後押しする効果

があったものと認識しているところです。また、

道内各地域の金融機関による評価である北海道公

表の地域別経済動向調査では、７月から９月まで

３か月の見通しは下落傾向を示しておりますが、

北星信用金庫の直近の８月発行の景況レポートに

よりますと、７月から１２月まで６か月の見通し

では全業種の業況ＤＩは横ばい、影響が特に大き

く、市の事業継続支援給付金などの給付件数も多

い飲食業や宿泊業を含むサービス業の業況ＤＩは

マイナスの数値ではあるものの、１月から６月ま

での評価と比べた対前期比では好転となっており

ます。さらに、産官金連携なよろ経済サポートネ

ットワークにおいても各金融機関から地元中小企

業等に使い勝手のよい融資制度や２段階の給付金

など速やかな市の経済対策について高い評価をい

ただいており、市内経済の下支えに寄与している

ものと認識しております。

次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の限度額と既に予算計上させていただ

いた事業費との差額分の今後の活用について申し

上げます。本市における新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の地方単独事業に係る

限度額は７億 ３３５万 ０００円となっており、

今定例会の初日に可決していただきました令和２

年度一般会計補正予算（第７号）までに計上した
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事業のうち臨時交付金の対象となる事業費の合計

６億 １１２万 ０００円との差額は、 ２２２

万 ０００円となっております。臨時交付金は、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び感染症

の影響を受けている地域経済や市民生活への支援

のほか、地域の実情に応じた事業継続や雇用維持

などの対策、新しい生活様式を踏まえた地域経済

の活性化に向けた取組などが対象となっており、

これまで様々な施策を提案させていただきました

が、現在これまでの取組で網羅できていなかった

部分についての施策展開について検討、精査して

いる状況でございます。これら事業につきまして

も御提案のできる段階となりましたら改めて御提

案させていただきますので、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１

の小項目２及び小項目３についてお答えいたしま

す。

初めに、小項目２、諸課題解決に向けた組織体

制の見直しについて申し上げます。現在名寄市は、

議員御指摘のとおり、多くの政策課題に加え、新

型コロナウイルス感染症に対する対応も新型コロ

ナウイルス感染症対策本部を中心に実施している

ところであり、産業振興室は市内経済の下支えの

ため年度をまたいで数次にわたる市独自の経済対

策を担っていることに加えて、昨年度想定外であ

りました名寄振興公社や王子マテリア名寄工場に

関わる業務など新たな課題にも対応しているとこ

ろであり、営業戦略室を産業振興室とし、所管業

務を見直し、スリム化した成果と認識していると

ころです。このような中、同室では昨年１２月に

課長職２名を一旦市を退職する形で名寄振興公社

に派遣させていただきましたが、そのうち１名を

本年４月に復帰させ、主幹職として配置するとと

もに、係職を１人増員し、管理職を含めた対応を

図ったところであります。王子マテリアの課題に

関する事務分掌につきましては、市内の経済に限

れば産業振興室の所管と言えますが、大規模事業

所の撤退の影響が直接の人口減や市内の各種担い

手の減少、学校教育への影響など市の様々な分野

に波及することが想定されることから、総合政策

部の所管としておりますので、御理解願います。

庁内連携につきましても、市として対応が必要な

事項におきましては事前に綿密な意思疎通を図る

とともに、必要に応じて総合政策部と産業振興室、

双方の職員が会議などに参加するなどの対応をし

ているところであります。市の組織の見直しにつ

きましては、現在の業務量や政策課題の進展の度

合いなどによっても左右されると考えられます。

例年ですと、新年度の組織体制については各職場

からの意見を参考に各政策課題に対応する形で検

討しておりますが、本年度は、議員御指摘のとお

り、新型コロナウイルス感染症に対する対応業務

が今後どの程度市の業務としてのボリュームを占

めることになるかを慎重に見定めながら、産業振

興室を含めて今後人事配置と適正な組織の在り方

について検討してまいりますので、御理解願いま

す。

次に、小項目３、コロナ禍における不用額と各

種補助金等の対応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により本市におき

ましても多くの事業が中止や延期といった対応を

取らざるを得ない状況となっております。しかし

ながら、感染症拡大防止のために様々な制限や自

粛が求められている生活の中で少しでも潤いがあ

るものとするため、これら事業についても、例年

どおりの内容とはなりませんが、工夫を図り、感

染リスクを軽減した形式での開催について検討し

ている場合もあり、現状において正確な不用額に

ついては把握しておりませんので、御理解のほど

よろしくお願いします。また、各種団体における

繰越金と補助金についてですが、議員御指摘のと

おり、各種団体におきましても感染症の影響によ

り中止した事業があり、繰越金の発生が見込まれ
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ることは認識しております。繰越金と補助金の関

係でありますが、これまでも各団体で活動してい

く中で多額の繰越金が生じている場合は市から補

助金額の見直しを協議させていただいております。

これは、一律に幾ら繰越金が生じたから見直すと

いうものではなく、その団体の事業内容、事業規

模、財政状況などによって検討させていただいて

いるところです。コロナ禍におきましてもこの方

針は変更せず、その事業内容、実施団体の財政状

況等に応じて適正な補助金を執行していく考えで

ございますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。

以上で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） 私からは、大項

目２、公園の在り方に関わって、小項目１、公園

長寿命化計画の現状と課題について申し上げます。

本市では、今後老朽化していく公園施設を長期的

に効率よく活用するよう効果的に維持管理や保全

改修を行うとともに、改築並びに更新費用の平準

化を図る観点から平成２２年度に名寄市公園施設

長寿命化計画を策定いたしました。長寿命化対策

はおおむね２０年を基準とし、安全確保と機能保

持を図るべく総合公園や街区公園では平成２３年

度から社会資本整備総合交付金を活用して遊具や

照明灯、石積み擁壁、人道橋の更新など計画的に

行ってまいりました。街区公園の遊具更新では、

今年度から公共施設等適正管理推進事業債を活用

して麻生公園とハルニレ公園の２公園を整備し、

次年度残っている３公園の遊具更新を行うことで

当初予定しておりました施設更新が一巡すること

になります。今後も水回りやあずまや、照明灯な

ど更新が必要とされる公園施設もあるため、関係

各所の御意見を伺いながら計画的に維持管理や改

築、更新を行うとともに、長寿命化計画へも反映

できるよう努めてまいりたいと思っているところ

でございます。

次に、小項目２、公園の役割について及び小項

目３、総合公園である名寄公園及び浅江島公園に

対する現状の受け止めについて申し上げます。議

員御承知のとおり、両公園は高齢者から小さいお

子さんまで誰もが安らぎや潤い、癒やしを求める

施設であるとともに、都市計画、都市機能の観点

からも必要不可欠な施設であると認識しています。

特にこのコロナ禍の中ではミズナラや桜といった

四季折々の草木、利用者の絶え間ない笑い声など

市民の憩いの場として活用されてきたものと思っ

ております。今後も市民の財産である公園施設を

有意義に活用していただけるよう温かみと癒やし

の空間、サードプレースとなるよう維持管理を含

め取り組んでまいります。

次に、公園施設の維持管理や整備、定期的な状

況把握体制についてでありますが、公園の開設は

５月から１０月までの期間で開設しております。

街区公園では、シーズン当初に所管の担当職員に

より遊具の点検を行い、維持管理は公園愛護とし

て草刈りや清掃などを地区町内会に依頼して実施

いただいております。それ以外にも委託している

公園パトロールを週１回実施し、都度報告を受け、

何か起きている場合には順次対応しております。

総合公園では、名寄公園は道北センター福祉会へ、

浅江島公園は名寄市高齢者事業センターへ委託し、

維持管理を行っております。委託先で実施いただ

いている定期的なパトロールで気づいた点や修繕、

改修などについては随時報告を受け、状況把握に

努めておりますが、財政的な観点から早急に復旧

できない場合もございます。そのため、応急的な

対応を行った後、抜本的な改善については後年度

にまたがる場合もあることから、利用者への周知

も含め真摯に対応してまいりたいと思いますので、

御理解いただきますようお願いいたします。

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） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 私からは、

大項目３、コロナ禍における名寄市立大学の課題

についてお答えいたします。
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小項目１、授業の現状と今後についてですが、

市立大学では新型コロナウイルスの早期発見のた

めの健康チェック期間として、４月７日の授業開

始を２週間延期して以降学生の学習機会の確保を

最優先として、前期授業を予定どおり開催するこ

ととし、授業形式は遠隔授業を原則として、学生

については自宅等の学外において授業を受講する

など学生、さらには教員も慣れない環境の中で学

習機会の確保に取り組んできました。この間本学

に設置している危機管理委員会において、感染拡

大防止のための名寄市立大学行動指針、これはレ

ベルゼロからレベル４でありますが、を定め、国

の緊急事態宣言が解除された後、準備期間を経て、

６月８日から本学の行動指針をレベル２、制限中

と位置づけ、感染予防対策を徹底した上で今年度

入学され、一度も学内で授業を経験していない１

年生、今年度卒業を控えている４年生の一部授業、

さらには学外実習を控え、実習の事前指導を行う

授業についてのみ学内において対面授業を開始し

ました。７月１０日からは、北海道が示した外出

自粛等の段階的緩和がステップスリーに移行する

ことに伴い、本学の行動指針をレベル１、制限小

と定め、相談や指導が受けられる体制を整えると

ともに、制約がある中でもさらなる学びの機会を

提供するため授業ガイドラインの制定、学内にお

ける各学科が授業として使用できる教室をエリア

別に設定、３密を回避するための教室の収容人数

の設定など、学内における感染拡大防止策の徹底

に取り組みながら演習や実験、対面授業でなけれ

ば教育効果が得にくい授業を中心に学内施設にお

いて対面授業を行うこととし、学生も学内施設を

利用する機会が増えてきたところであります。９

月１４日から後期授業を開始するに当たり、新型

コロナウイルスと共存する時代の教育体制及び学

生生活等の在り方について改めて危機管理委員会

で検討した結果、学生及び教職員がこれまで以上

に自主的に感染防止対策の励行に努め、学習、研

究活動、さらにはサークルなどの係活動に取り組

んでいくことを決定しました。今後準備期間を経

た後、感染防止策の条件が整った授業については

対面授業を実施していく予定にしており、様々な

学内施設の利用についても利用制限を緩和する予

定ですので学内において多くの学生が見られる光

景が少しずつ戻ってくるものと考えております。

次に、小項目２、オープンキャンパスの状況に

ついてお答えいたします。毎年７月から３回実施

しておりますオープンキャンパスについて、今年

度はコロナウイルスの感染防止対策を考慮して実

施方法を検討した結果、７月１１日、８月２日の

オープンキャンパスにつきましてはウェブオープ

ンキャンパスとして実施することにいたしました。

参加実績につきましては、１回目が１１２名、２

回目が１８７名で、前年度実績と比較して１回目

が８９名、２回目が３５名の減少となりました。

しかし、ウェブ上での開催ということもあり、道

外からの参加者数については１回目が１７名、２

回目が３６名で、前年度実績と比較して１回目が

８名、２回目が１５名の増加でありました。ウェ

ブオープンキャンパスの内容として、大学の概要、

学科及び入試説明などのガイダンスメニューはオ

ンデマンド配信で自由に視聴できるようにし、さ

らに事前に希望した高校生については時間帯を区

切り、双方向通信で教員と学生が個別に相談に応

じる形式で行いました。参加された高校生からの

感想として、ガイダンスがオンデマンド配信であ

ったため見直したいところを再確認することがで

きた、学生と個別に話ができ、より進学したい気

持ちが強まったなどの声を聞くことができた反面、

実際に学内施設等を見ることができなかったこと

に対する残念な気持ちを抱いた高校生の声も多く

聞きました。これらの結果を踏まえ、１０月に開

催予定のオープンキャンパスについては感染予防

策を十分に講じた上で、高校生の要望に応えられ

るように準備を進めていきたい考えております。

次に、小項目３、学生確保の見通しについてお

答えいたします。例年学生確保対策の一環として
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取り組んできました道内において開催される各種

進学相談会等が新型コロナウイルス感染症の影響

により相次いで中止され、また本学が独自に予定

していた道北進学相談会も開催を見合わせたこと

により、高校生への直接的な情報提供の機会が減

少したことから、道内各地の高校及び道外の高校

訪問を学生確保の主な取組として教員が手分けを

して取り組んでいます。高校訪問の際には、進路

担当教員との面談のほかに、ミニ進路相談会とし

て直接高校生に説明をする機会を設けてもらうな

ど独自の取組も依頼し、実施してまいりました。

また、面談の際に教員、高校生から直接本学のキ

ャンパスを見学し、自分の目で確かめたいとの声

に応える形で、急遽感染防止対策を講じた上で高

校生、保護者を対象とした大学見学を随時受け入

れることといたしました。先ほども答弁をいたし

ましたが、後期授業の再開に向けて本学の行動指

針のレベルを緩和する方向で考えていることから、

９月下旬の本学独自の札幌での進学相談会、さら

には１０月開催予定のオープンキャンパスについ

ては感染防止対策の徹底を図った上で、これまで

と同様に直接的に高校生への情報提供を行う機会

として実施していく方向で準備をしているところ

です。学生確保の見通しについては、高校の授業

進捗の度合いや高校での進路指導内容の変化の有

無など、把握しづらく、不透明ではありますが、

高校生はもとより、保護者からの要望について可

能な限り学生確保の取組に組み入れ、本学の魅力

を発信する機会を創設し、学生確保に努めてまい

りたいというふうに考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。順序が逆になると思いますけれど

も、最初に大学のほうから少しお聞きをしたいと

思います。

今回、来週決算委員会始まりますけれども、野

村学長も御臨席いただけるということですので、

またそこで議論をしたいと思いますけれども、初

日に川村議員も質問されました。事務局に届いて

いるかどうか分かりませんけれども、学生や、あ

るいは父母から相当不満がやっぱり聞こえてくる

と。なぜ授業ができないのだと。うちの大学はレ

ベルが上がってきているので、一生懸命勉強して

入学したけれども、結局は授業もしてくれない、

対面授業してくれないと。あるいは、連絡が非常

に先生方遅いと。テレビでは最近は大学生が授業

料返せという動きも出てきているようで、そこま

ではいっていないですけれども、そうするとそこ

をいろいろ考えると、うちはやはり保健、医療、

福祉というまさに最前線で活躍する人たちを育て

ていく大学であるということからすると、もっと

対応は取れたのではないかという気がしますけれ

ども、まずいろいろ危機の委員会も立ち上げて検

討されているようでありますけれども、今回の新

型コロナウイルス感染防止の観点から、対応につ

いては全国一律ではなくて、各大学の許容範囲と

いうのはあったかどうかというのをまずお知らせ

をいただきたい。

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） 文科省、そ

れから北海道、そういった行動基準、規範、これ

については原則としてあったかというふうに思い

ます。それに基づいた中で、名寄としてどういう

ふうな形で対応するのが望ましいかというのを本

学の危機管理委員会で検討してきたというふうな

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） なぜそれを聞くかと

いうと、今非常に難しくなったとはいえ旭川大学

が対面授業やっているのです、ずっと。その中で

は、やっぱり感染防止の拡大と教育研究活動の両

立に向けた７つの習慣化を対応方針として対面授

業を続けるということで、学生や教職員のマスク

着用、小まめは手洗いに取り組みますということ

を含め７項目、徹底をして対面授業をしていると。
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そういうことからすると、例えばうちの大学で、

極端ではないですけれども、いろんな全国各地か

ら来てくれる学生が２週間体温管理をしていただ

いて、あるいはそれで熱がないということになれ

ば徹底した感染対策をして授業はやれるのではな

いかということが多分保護者の皆さん、あるいは

学生の皆さんの不満につながっているのかなとい

うふうに思います。しかも、これから国家試験と

かいろいろな状況を考えるときにぜひうちの大学

の特徴を生かした対応をすべきで、これからちょ

っと見直すみたいでありますけれども、その辺に

ついては徹底して、これから大学同士、ある意味

では少子化の中でやっぱり差別化をどう図ってい

くかということが大切だと思っておりますので、

ぜひその辺は徹底して検討すべきというふうに思

いますけれども、事務局ではどういうふうにお考

えになっていますか。

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） 後期からは

全体的な見直しをしておりまして、制限も緩和す

るということでありますが、その前提は感染防止

策を徹底するということでありまして、その中で

も３密を回避すると、ここは基本だというふうに

考えてございます。こうした３密回避、あるいは

感染防止対策を徹底する中で、そうした上で対面

授業をできる限り増やしていきたいというふうな

ところであります。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） いずれにしても、こ

れから残り半年、いろいろな国家試験もあると思

いますけれども、今こそうちの大学の特性を生か

して授業徹底をして、学生にとって名寄に来てよ

かったと言えるような対応すると。そういう意味

では、大学側としては徹底した感染防止対策をす

るための設置者への予算要求もしっかりして、熱、

きちっと体温計は設置するだとか、ちゃんと顔で

認知できるような体温計を必ず教室の前に設置し

ておくとか、いろんな対応をしっかりしていくこ

とが大切だというふうに思いますし、なぜそれを

言うかというと、学生の悪評を一番やっぱり買う、

今後の来年以降の学生募集に私は大きく影響して

いくのかなというふうに思います。そういう意味

では、これから先生方が学校訪問、学生募集され

ると思いますけれども、私としていいなと思って

いるのは今大学のホームページで掲載しているテ

レメール全国一斉進学調査調べ、先輩が入学を決

めた理由というのが名寄大学のホームページに掲

載しておりますけれども、なぜ先輩方が名寄市立

大学を選んだかという、簡潔に書いて、実名は載

っていませんけれども、書いているので、ＯＢ、

ＯＧの皆さんが名寄大学に来た、よかったという

声を小冊子にまとめるぐらいで、ちゃんと各学校

にお届けすると、そういう取組もやっぱりすべき

だと。先ほども言いますように、差別化を図るた

めにやっぱり先輩の声が一番、教師陣の声が悪い

というわけではないですけれども、先輩方の声が

一番だと思いますので、ぜひそういうことも、も

しお金ないのなら設置者に要求していただければ

と思いますので、考え方をお伺いしておきたいと

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） これまでも

卒業生に名寄に来てよかったというふうなことを

言っていただいていて、それをある意味言ってい

ただくための４年間であろうというふうに考えて

おりました。実際にそういった声が届き、ホーム

ページで公表もできるというふうな状況でありま

す。卒業生の声というのは非常に重要だと思いま

すし、大学４年間の大学としての成果の一つだと

いうふうに考えておりますので、これについては

次の学生確保の一つのツールとして、提言いただ

いたとおり、何らかのアイテムとして、学生確保

のための一助として検討してまいりたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） その他のことについ
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てはまた野村学長が来たときにお伺いをすること

になるかと思いますけれども、次に公園のお話で

ありますけれども、多分通告をし、聞き取りが終

わると木村部長が現地に行かれて、状況はもう既

に認知されているというふうに思いますけれども、

浅江島公園を考えると一部で老朽化が非常に激し

いと。以前産業まつりの会場となっていたときに

は積極的に年１回使っていたものもありましたけ

れども、ステージの老朽化や破損、あるいはベン

チの塗装、これはもう剥げている状況、一方名寄

公園も入り口に立派なコンクリートの名寄公園と

いう表示ありますけれども、その奥に木で、昔か

らある名寄公園という表示はもう朽ちて、倒れか

かっていると。あるいは、遊具も下のチップが痩

せてしまって、土が見える状況、こういう状況で、

正直言えば子供たちにとって非常に危険なもので

あるというふうに認識しましたけれども、そうい

う意味では早急に抜本的な改修が、特に建設水道

部長については前任が財政課長でありますので、

財政にもお詳しいとは思いますので、ぜひ抜本的

な改修をして、なぜをそれを言うかというとコロ

ナで、少しでも外に出て健康づくりをするためウ

オーキング、散歩を含めて名寄公園なり浅江島公

園を利用して、やっぱり憩うというのは大切なこ

とだと思いますので、改めて部長の見解をお伺い

しておきたい。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部。

〇建設水道部長（木村 睦君） 見させていただ

いております。議員お話しのとおり、総合公園で

ございます名寄公園、さらには浅江島公園の設備

につきましては、経年劣化や故障によって使用で

きないものも非常に多く、利用される方には大変

御不便をおかけして申し訳ないなというところで

思っているところでございます。本市に総合公園、

名寄公園、浅江島公園、そして風連には緑町公園

と３つそれぞれ設置させていただいておりまして、

それぞれ歴史があって、古くからの歴史を有して

いる公園でございまして、本市の基幹的な公園に

なっているものだと思っています。特に名寄公園

におきましてはミズナラですとか、さらには野鳥

ですとか四季折々の草木も見られますし、浅江島

公園におきましてもそれぞれたくさんの方々が植

樹もされていますし、また今議員おっしゃられま

したように、市民の方々からのウオーキングコー

スとしても十分利用されているものだというふう

に認識しているところです。さらに、この間、先

日の地元の新聞記事にも出ておりましたけれども、

商工会議所さんの青年部によって中高生の座談会

というところで、浅江島公園と大学公園につきま

しては生徒の憩いの場としても報告というか、利

用がされていて、非常にそういった面からも幅広

く市民の方々に憩いの場としてそれらの公園が扱

われて、親しまれているものだなというふうに思

っているところでございます。公園の整備につき

ましては、先ほど議員のほうからもお話ございま

したけれども、先ほど答弁させていただきました

とおり、まず先行して遊具の改修を長寿命化計画

の下、進めさせていただいているところでござい

ます。ただ、今後につきましては、先ほどもお話

あったとおり、名寄公園の入り口の看板ですとか

ベンチだとか、そういった老朽化に伴って少し御

迷惑かけているものにつきましては、少し丁寧に

修繕を施すことで今まで以上に安らぎのある公園

につながっていくものだというふうに認識してお

りますから、そういったところをこれから少しず

つ細かくチェックさせていただきながら、次期の

長寿命化計画においてまた改めて公園全体の中で

どのようなものが今早急にやらなければならない

か含めて検討させていただいて、しっかり対応さ

せていただきたいと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） もう一つ、水に対す

る考え方なのですけれども、名寄は、アイヌ語で

ナイオロプトというようにやっぱり川が合流する

まちということで、水が非常にいいと。そういう
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意味では、酒造会社が名取さんをはじめいっぱい

あった、あるいは智恵文のジャガイモがポテトチ

ップになったときはやっぱり水がおいしいので、

野菜がおいしいのだという、水と名寄というのは

非常に密接な関係があったというふうに思うので

すけれども、そういう意味からすると、二十数年

前になりますか、Ｏ１５７が発生して、いろんな

ところに出たときに名寄は全部止めてしまったの

です。川の、例えば浅江島公園の真ん中の遊具の

ところも滝があったのもやめてしまう、あるいは

大学公園もせせらぎがあったのを止めてしまう、

そういうことすると、やっぱり今もずっとそのま

んまたまっている状況なのです。そして、特にや

っぱり噴水が、名寄公園は噴水もなくなった、浅

江島公園、大学公園はせせらぎもなくなったけれ

ども、水さえも、水道水さえも飲めないと。ある

いは、浅江島公園もステージ側のところは水道が

止まったまんまという状況からいうと、やはり水

はどういうふうに対応するのか。例えば噴水、あ

るいは文化センターも入り口に滝が流れています

が、あれは撤去してしまっている状況であります

ので、そういうことからすると水のせせらぎもや

っぱり憩いのムードということになると思います

けれども、水に対しては建設水道部、どういう認

識をお持ちですか。

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） まず、噴水につ

きましてはやはり特に夏場の暑い時期におきまし

てはそういった噴水を活用していただいて、小さ

なお子さんが水場で涼んでいたり、目でそういっ

た噴水を見て潤いを感じるなど癒やしを求めるも

のだというふうに考えています。ただ、本市の公

園施設の噴水につきましては、先ほどお話しさせ

てもらったとおり、経年劣化ですとか故障によっ

て相次いで休止させていただいている状況になっ

ているところでございます。なかなか噴水の修繕

に対しましてはちょっと財源が多くかかってしま

うものですから、現状まずは、先ほどもお話しさ

せてもらったとおり、公園全体の中でどれを優先

するかというところを次期の公園の長寿命化計画

と併せながら少し検討はさせていただきたいなと

いうふうに考えているところでございます。水飲

み場につきましては、それぞれ名寄公園と浅江島

で今４か所ずつございまして、こちらにつきまし

ても、大変申し訳ないのですけれども、破損、さ

らには衛生管理の問題から、全てでないものの、

利用の制限をして、利用制限というか、休止、故

障のための使用ができない状況になっているもの

もございます。ただ、こちらのほうにつきまして

も今のある予算の中で少し対応はさせていただき

たいなというところもございますが、それぞれ安

全面を考慮した修繕を先行させていただいている

ことから、多少時間を要しているかなと考えてい

るところでございます。水飲み場につきましては、

ただコロナ対策や熱中症対策から、水飲み場って

手洗いのところと水飲むところ、２つセットでつ

いていると思うのですけれども、設置当初は水飲

み場も必要ということもあったかもしれないので

すけれども、今現状衛生管理の面から果たして本

当に水飲み場の部分が使用がどうなのか、必要な

のかというところも少し検討していく必要がある

かなというふうには実は考えているところでござ

いまして、この辺の必要性も含めて、繰り返しに

なるのですけれども、長寿命化が一巡しますので、

そちらのほうも併せて検討はさせていただきたい

と考えているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 水に対しては基本的

に理解しますけれども、例えば大学公園というの

は、あそこは緊急避難場所でもあるところの水が

出ないというのはいかがなものかという感じはし

ますので、あるいは今これだけやっぱり高温、気

温が高くなってくると、やっぱり熱中症を含めて

水を補給しなければいけないというところも考え

ると、そんなに悠長にしていられる課題ではない
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というふうに思いますので、これは財政にもお詳

しい部長でありますので、ぜひ早急に取り組まれ

ることを期待をしておきたいというふうに思いま

す。

もう一つ気になっているのは、浅江島公園のサ

ンピラー館でありますが、サンピラー館は今ロー

プが張られて、一部では床が落ちている危険施設

でありますけれども、なかなか財政課題でも主な

公共事業の状況には盛り込まれていない施設だっ

たり、予算上もサンピラー館の予算が出てこない

という状況からいうと、どうなっているのかなと

いう感覚がありますけれども、所管する教育部で

はこのサンピラー館についてどういうふうにある

べき、どういうふうに対応しようというふうにお

考えになっておりますか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 浅江島公園のお話が

出たので、サンピラー館についてもお話が来るの

かなと思って、どきどきしておりましたけれども、

議員御指摘のとおり、サンピラー館につきまして

は平成４年に建築をされているということでかれ

これ３０年ということでございます。３０年とい

うことで、老朽化に伴いまして特に木造部分の外

壁、バルコニー等について破損、劣化が見られる

ということで、その都度修繕などで利用できるよ

うにはしているのですけれども、それとて限界が

あるということでございます。施設の今後につき

ましては、来年度からスタートします名寄市公共

施設等の総合管理計画の個別計画、個別施設計画

の策定する中で上げさせていただいて、今後の施

設の在り方等について検討させていただきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） このサンピラー館に

ついては、北海道の横路知事時代の戦略プロジェ

クトの一つであった利雪・親雪の指定を受けたと

いうことを機に道からの補助でつくった施設で、

本来なら町中でサンピラーの現象が見えるのだと

いうのが売りでつくった施設でありますけれども、

どうもやっぱりつくってから数年たつと、非常に

言葉的によくないのかもしれないですけれども、

迷惑施設になりつつあると。例えば所管はまちづ

くり推進室でつくって所管していたのがそれが企

画に行って、企画も余して、今度はいろんなとこ

ろ行って、最後は教育委員会が鍵だけ管理してと

いう状況からいうと、しかもあの施設をロープで

張って利用できない、床が落ちていても知らぬ顔

ということにはならないと思いますので、名寄は

利雪・親雪というのは条例を持っているまちで、

冬を楽しく暮らす条例を持っているまちでありま

すので、そんなにこれも悠長に構えないで、しっ

かりとした教育委員会の方針、教育施設として活

用するなら活用する、移設するなら移設する、解

体するなら解体するという方針をしっかり明確に

して、やっぱり名寄、浅江島公園が本当に市民の

憩える場にするべきというふうに思いますので、

これは強く求めておきたいと思います。

１番目の名寄市の課題について、これ一つ決算

委員会の総括でまた関わるものでありますけれど

も、田畑室長は今回のコロナウイルスの関係で事

業縮小、あるいは解雇、あるいは倒産を含めて数

件という表現をされております。数件というのは

何件ですか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 確認してお

りますのが名寄地区で２件、風連地区で１件でご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） これから名寄地区２

件、風連地区２件ということでありますけれども

……１件か。これから考えると、コロナ、この状

況が改善をしないという状況が続いていくと、ワ

クチンができるまでということになるのかもしれ

ませんけれども、これで抜本的に経済が復興する

という状況、私はやっぱり非常に難しいというふ
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うに思いますし、これから、去年１０月に消費税

１０％に上がったとき、それもなかなか払えなく

て、ここにある納税の猶予ということを例えば求

めている企業にとってみれば、最大１年間であり

ますので、来年、今度延長した猶予を持った１年

とさらに今年度の分を含めて消費税を払うという

ともう先はいいということもあり得るというふう

に思いますけれども、今後の見通しについてどう

いうふうな認識をお持ちになりますか。市内経済

について。

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） 先ほどの答弁の

中で北星信用金庫さんの景況リポート、引用させ

ていただきましたが、あそこでいきますと直近、

これから３か月についてはマイナスといいましょ

うか、見通しでは悪化しているのですけれども、

７月から１２月までの６か月の見通しでは横ばい、

あるいはサービス業では対前期比、１月から６月

までの評価と比べたところでは好転というふうに

なっているところです。ただ、議員おしゃるとお

り、まだ今後どうなるかというのは見通せないと

ころもございます。コロナウイルスの状況もまだ

分からないところもあります。私どもとしては、

まず２月来の未曽有の経済状況から融資、給付金

やらせていただきましたけれども、やはり手を打

つだけで終わると思っておりませんので、今後商

工会議所や商工会とも連携しながら調査、分析を

し、また産官金の会議体などで金融機関の御意見

も伺いながら今後の見通しを定め、見極めて、必

要な対策などについて検討してまいりたいと思っ

ておりますので、御理解願います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） おっしゃるように、

横ばいという数値も出ているみたいでありますが、

私は何で横ばいか全然分からないのですけれども、

名寄市事業継承支援給付金、７ ３％が申請して

いる、あるいはがんばる中小企業が８ ５％とい

うことになると相当やっぱり経営が苦しい状況が

あるというふうに認識せざるを得ないのですけれ

ども、例えば令和２年度の市税概要で元年度の市

税総額は３１億 ０９４万 ０００円、このうち

４ ６％を占める個人市民税１２億 ３６７万

０００円、 ５％を占める法人市民税２億 １１

９万 ０００円、この推計についてはこのコロナ

の影響がどういうふうにあるというふうに市民部

長は思っていらっしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 個人市民税や法人市

民税につきましては、景気ですとか個人消費の動

向、さらには雇用情勢などの影響が大きく関係し

てくると考えております。コロナ禍における影響

といたしましては、とりわけ法人市民税では外出

自粛によります個人消費の落ち込みですとか、営

業時間の短縮に伴う飲食業、また宿泊業などのサ

ービス業の収益の低下、それによります小売や卸

売業の受注件数の減少など本市の経済にも大きな

影響を及ぼしていると考えております。今後の見

通しにつきましては、個人、法人とも減収が想定

されておりますけれども、特に法人市民税につい

ては落ち込みが大きくなるのではないかと懸念し

ております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 同じく課税標準金額

区分別納税義務者調べというのが発表されており

ますけれども、２年度７月１日現在で全納税者１

万 ３１８人のうち１０万円から１００万円以下

が ４１５人、３ ８％、１００万円から２００

万円以下が ３８８人、２ ５％と２００万円以

下の納税者が ８０３人、実に全体の６３％を占

めているという。この人たちにとってこのコロナ

禍の収入というのはどういうふうな影響を与えて

いるというふうに考えていらっしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 収入の減少という部

分がまだ数字的には見えてきていないというとこ

ろもございますけれども、今後コロナウイルス感
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染症の影響によりまして雇い止めですとか解雇な

どの影響が出てくるおそれもあると考えておりま

すので、注視していく必要があると思っておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） この財政的なもの、

あるいは市内経済状況についてはまた決算に絡ん

で総括でやりたいと思いますけれども、市長は感

染拡大防止に最大限努めているということで、特

に経済界出身でありますので、いち早く国のお金

が決まるまでに第一次の対応取りましたけれども、

このコロナの影響、この状況を打開するために必

要な判断だというふうに思いますけれども、この

半年間続いた自粛、あるいは今後のコロナの状況

を踏まえて、名寄市の経済は率直に元に戻るとい

う考えをお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この間、影響を最小限に

食い止めるべく様々な施策もやってきたところで

あります。先ほど御説明させていただいたとおり

でありまして、これは市だけでなくて、北海道や

国のほうもかなり中小企業、あるいは小規模事業

者に対して手厚い支援があったというふうに思っ

ていまして、この間非常に厳しい状況ではありま

したけれども、何とかそのおかげで影響は最小限

に食いとどまっているのかなというふうな情報も

聞いています。一方で、まだまだ消費行動とかも

１００％に戻っていない状況の中で、感染症の防

止をしっかりと取り組みつつも日常にやっぱり戻

していくということがこれから非常に重要になっ

てくるのでないかというふうに思います。８月、

９月にかけてまた市のほうでも様々なイベントだ

とか文化活動も再開をさせていただいていますし、

今週末、あるいは来週ぐらいから少しまた国のほ

うの、あるいは道のほうのイベント等の制限もさ

らに緩和されるような状況でありますので、それ

も鑑みながら、我々としても少しまたさらに正常

に戻していくような動きも検討していきたいとい

うふうに思います。いずれにしても、１００％リ

スクはゼロにはできないのでありまして、しっか

りとこのことは気をつけましょうという周知はし

つつも、皆さんでそれぞれこうした感染症対策を

しっかりとやりつつも、それを気をつけながらい

ろんな活動を再開していただきたいというふうに

願っていますし、そのために我々もしっかりとそ

うした活動を支えていきたい、そのことによって

できるだけ早急にそうした経済の活性化も含めて

日常に戻していく、そうしたことを努力していき

たいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩します。

休憩 午前１１時５４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。

成年年齢の改正に伴う成人式の対応について外

３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、成年年齢の改正に伴う成人式の対

応についてお伺いをいたします。小項目の１、成

人式の時期や在り方について。２０１８年６月１

３日、成年年齢を２０歳から１８に引き下げるこ

となどを内容とする民法の一部を改正する法律が

成立いたしました。この改正は、２０２２年４月

１日から施行されます。これまで成人式の時期や

在り方に関しては法律による決まりはなく、各自

治体の判断で実施されており、名寄市では１月の

成人の日前後に２０歳の方を対象に実施をしてお

ります。２０２２年４月からの成年年齢の引下げ

を見据え、名寄市として成人式の実施時期や在り

方について考えをお伺いいたします。

次に、大項目の２、名風聖苑の衛生設備につい
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てお伺いをいたします。小項目の１、和式トイレ

の改修について。名風聖苑は、不特定多数の方々

が利用する施設であり、その利用者は子供から高

齢者まで幅広い年齢層が対象となります。多いと

きは同じ時間帯で３親族が利用されることもあり、

トイレの利用においては不都合が生じています。

高齢者にとって膝の影響などかがむことが厳しい

方や子供にとって見慣れない和式トイレは利用を

控える状況にあります。速やかな改修の必要があ

ると思いますが、お考えをお聞かせください。

次に、大項目の３、中心市街地からのイベント

等の情報発信についてお伺いをいたします。小項

目の１、デジタル広告等についてお尋ねをいたし

ます。名寄市開拓１００年を記念し、名寄市から

の情報発信のシンボル塔として名寄駅前に設置し

たデジタル広告塔の現状とその活用についてお知

らせください。

小項目の２、よろーなに設置されているピアノ

の活用について。にぎわい創出の拠点、よろーな

に２０１３年、名寄中央ライオンズクラブからピ

アノが寄贈されていますが、ピアノの活用状況に

ついてお知らせください。

大項目の４、新型コロナウイルス感染症予防の

対策の現状についてお尋ねをいたします。小項目

の１、地方創生臨時交付金を活用する事業実施計

画について。第一次地方創生臨時交付金を活用し、

実施計画登載事業６事業は既に取り組まれており

ます。国は、第二次補正予算２兆円を原資として

第二次地方創生臨時交付金を配分をしております。

名寄市の配分額が決定しているところであります

が、新型コロナウイルス感染症による地域経済や

市民生活への影響を鑑み、国や道の施策、市の経

済状況を注視をしながら必要な対策を講ずるとし

ておりますが、実施計画登載事業の申請に係る協

議経過などお知らせをください。

小項目の２、経済対策の現状と実態調査につい

て。自粛要請の影響から国や道及び名寄市は地域

経済の下支えのための支援をはじめとする施策を

展開しておりますが、現状における効果と事業者

の強化等の把握についてお知らせください。また、

コロナ禍における自粛の影響から廃業に至ったケ

ース、非正規雇用者の雇用実態など現状把握につ

いてお知らせください。

小項目の３、コロナ禍における名寄市独自の緩

和措置の可能性について。新型コロナウイルス感

染が終息しない中、感染予防と経済活動の両立は

厳しいと認識しております。新北海道スタイルの

実践期間中ですが、感染者の確認がされていない

自治体として自粛及び３密対策を重視しつつもコ

ロナ禍における名寄市独自の緩和措置の可能性に

ついてお聞かせください。

小項目の４、自粛がもたらすジュニア育成の影

響とその対応について。コロナ禍において各種大

会や催しが中止せざるを得ない状況にあります。

文化スポーツ団体では、例年ジュニアの育成を図

るため資金造成を目的とした催しを開催すること

ができず、苦慮しているところでございます。将

来を担うジュニアの育成のため、現状を踏まえつ

つ政策として時限的な対応措置が図れないものか

お聞きをいたします。

以上、この場から質問とさせていただきます。

どうぞ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） 塩田議員からは大項

目で４項目にわたり御質問いただきました。私か

らは大項目１について、大項目２については市民

部長から、大項目３と大項目４の小項目２につい

ては産業振興室長から、大項目４の小項目１、３、

４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、成年年齢の改正に伴う成人式の対応につ

いてですが、名寄市では現在２０歳を迎える年度

の１月の成人の日の前日に成人式を行っています。

２０２２年４月以降成年の年齢が引き下げられる

ことに伴い成人式をどの年齢で実施するのか、名

称や内容をどうするのかなど早急な検討が求めら

令和２年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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れております。国の成年年齢引下げを見据えた環

境整備に関する関係府省庁連絡会議の成人式の時

期や在り方等に関する分科会では、本年３月に成

人式の時期や在り方等に関する報告書を取りまと

めました。報告書に掲載されている国が平成３０

年１１月から１２月、１６歳から２２歳までの若

者とその親の世代を対象に実施したアンケートで

は、若者の７ ９％、親世代の５５％が対象年齢

として２０歳がふさわしいと回答しております。

また、報告書では多くの自治体が現在検討中とな

っておりますけれども、決定している６７の自治

体のうち９１％の６１自治体が２０歳で実施する

としております。これらの全国的な状況や他市町

村の動向、さらには成人式実行委員会や有識者の

御意見をいただきながら対象年齢、名称などの方

向性を決定していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。

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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２、

名風聖苑の衛生設備について、小項目の１、和式

トイレの改修についてお答えいたします。

今年は新型コロナウイルスの影響があり、名風

聖苑待合室の利用者は少なくなっておりますが、

通常は年間 ０００人以上の利用をいただいてお

ります。トイレの設備としましては、男性専用の

設備を除いて男女ともに洋式と和式が１基ずつ、

多目的トイレに洋式が１基となっており、利用し

やすい施設づくりのため昨年それぞれの洋式トイ

レを温水洗浄便座に改修したところです。加えて、

本年和式トイレの洋式化への改修を検討いたしま

したが、男女ともにトイレの構造上スペースが足

りないため、大がかりな改修が必要となります。

現状施設の改修は難しいと考えておりますが、こ

れからの課題として施設の老朽化対策などがござ

いますので、高齢化社会なども見据えながら総合

的に判断してまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目３、

中心市街地からのイベント等の情報発信について

お答えいたします。

まず、小項目１、デジタル広告塔の活用につい

てですが、名寄駅前の広告塔は平成１２年１０月、

名寄市開拓１００周年を記念して、日本宝くじ協

会公益事業の助成を受けて設置したもので、産業

振興課で運用を開始し、平成１３年４月から名寄

観光協会に運用を委託しました。この間案内表示

板や温度計表示部分など修繕を繰り返し、運用し

てきましたが、平成２５年２月、表示データ送信

用パソコンやシステムなどの老朽化が著しいため

案内表示部分の運用をやむを得ず停止せざるを得

なくなったものの、開拓１００周年の重みを受け

止め、天気と気温を表示するモニュメントとして

維持管理することとなりました。その後、平成２

８年５月には名寄市観光交流振興協議会が北海道

観光振興機構の助成を受け、案内表示部分に看板

を設置することで情報発信の機能を確保し、適時

の情報発信に努めてきたところでございます。し

かしながら、本年１月、市民の方から広告塔の天

気と気温が正しく表示されていない旨御連絡をい

ただき、対応を検討したところ、６００万円を超

える修繕費用がかかることが分かり、市、観光協

会、商工会議所と協議し、関係団体に御了解をい

ただいた上で本年３月、天気と気温表示部分の通

電を停止したところです。議員御指摘のとおり、

名寄駅前は本市の玄関口であることを踏まえ、駅

前交流プラザよろーなと併せた情報発信について

観光協会や冬季スポーツ拠点化を担うＮスポーツ

コミッションなどと連携して検討してまいります。

次に、小項目の２、よろーなに設置されている

ピアノの活用についてですが、よろーなに設置さ

れている電子ピアノにつきましては平成２５年度、

名寄中央ライオンズクラブの３５周年記念事業と

して御寄贈いただいたもので、このほか演台２台、
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腰かけクッション型ベンチ７台、ミニテーブル１

台も併せて御寄贈いただき、今もよろーなで大切

に活用させていただいております。電子ピアノに

つきましては、よろーな利用者のうち希望する団

体にお使いいただくことはもとより、館外におい

ても公共等の目的で使用する場合には貸出しを行

うなど幅広いニーズに応えております。令和元年

度の利用実績は、館内での利用で合唱やオーケス

トラなど音楽関係の団体や楽器の個人レッスンな

どに合計２８回利用いただいているほか、館外で

の利用では北国博物館や市立総合病院などでそれ

ぞれ年１回利用いただきました。名寄中央ライオ

ンズからの寄贈であることを改めて感謝し、その

思いを踏まえ、今後とも電子ピアノの活用方法に

ついてよろーなを中心としたさらなるにぎわい創

出のため、指定管理者であるなよろ観光まちづく

り協会と協議しながら検討してまいります。

次に、大項目の４、新型コロナウイルス感染症

予防対策の現状について、小項目２、経済対策の

現状と実態把握についてお答えいたします。本市

では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する

経済対策として、まず第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、外出の自粛や

歓送迎会のキャンセルなど特に影響が大きい飲食

業を支援するためのプレミアム付き商品券を発行

する実行委員会に対する支援を行いました。融資

制度については、８月末時点の申請件数は５７件、

借入金額２億 ９５０万円となっております。本

年５月に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、無担保になり、市の制度

より借入限度額が大きいことや借換えができるこ

となどから、こちらの利用が伸びる一方、利率が

有利で手続が簡素な市の融資についても引き続き

御利用をいただいているところです。事業継続支

援給付金については、市内に事務所または事業所

を有する中小企業及び個人事業主を対象とし、本

年２月から５月までのいずれか１か月の売上げが

３０％以上減少している場合に業種の区別をせず

一律２０万円を給付するもので、公平感とスピー

ド感を重視した支援として４７６事業者に ５２

０万円を給付いたしました。本給付金の支給状況

を業種ごとに分析したところ、４７６件中飲食業

が１４８件、３１％と最も多く、また平成２８年

経済センサスによる業種ごとの市内事業所数に占

める申請者数では宿泊飲食サービス業が７４％と

なり、新型コロナウイルス感染症の影響は飲食業、

宿泊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す。その後の

がんばる中小企業応援給付金については、今申し

上げた分析のほか、事業者ヒアリングなどを踏ま

え、飲食店事業者、バス、タクシー事業者、宿泊

業事業者、それ以外の事業者と４つの区分を設け、

新型コロナウイルス感染症の影響が大きい業種を

重点的に支援しています。９月１１日時点での支

給件数は４３０件、支給額は ７５９万 ０００

円となっています。２つの給付金事業を通じて、

事業者からは廃業をとどまることができた、運転

資金の一部に活用した、給付金を活用して新北海

道スタイルに対応した店舗に改装したなど好意的

な意見をいただいているところです。また、産官

金連携なよろ経済サポートネットワークにおいて

各金融機関から早い時期に簡素で迅速な制度によ

り市内事業者が融資を受けられたことはよかった

との評価をいただき、２つの給付金に対しても高

い評価をいただいており、市内事業者の事業継続

はもとより、市内経済の下支えに寄与しているも

のと認識しております。なお、国が実施している

持続化給付金、家賃支援給付金、また北海道の休

業要請に対する支援施策などについては都道府県

別、あるいは市町村別の情報が公表されておらず、

市内事業者の申請状況等を把握できないことを御

理解願います。この間、廃業につきましては３件

確認しておりますが、新型コロナウイルスの影響

であるとは確認されておりません。また、非正規

雇用者の雇用実態につきましては、現時点では確

認できておりませんが、今年度が２年に１度行う
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労働実態調査の調査年でありますので、そこでの

調査を見て検討してまいりたいと思っております。

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４、新型コロナウイルス感染症予防対策の現状

について、小項目１、小項目３及び小項目４につ

いて申し上げます。

初めに、小項目１、地方創生臨時交付金を活用

する事業実施計画についてですが、臨時交付金は

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び感染症

の影響を受けている地域経済や市民生活への支援

のほか、地域の実情に応じた事業継続や雇用維持

などの対策、新しい生活様式を踏まえた地域経済

の活性化に向けた取組などが対象となっており、

各担当からの要望を精査し、一般会計補正予算

（第７号）まで計上をさせていただいたところで

す。現在本市の配分額に満たない部分につきまし

ては、これまでの取組で網羅できていなかった部

分などを検討、精査している状況でありますので、

今後準備が整いましたら御提案をさせていただき

ますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、小項目３、コロナ禍における名寄市独自

の緩和措置の可能性について申し上げます。現在

北海道では、国が示した新しい生活様式の北海道

内での実践に向けて北海道全体で感染リスクを低

減させ、事業継続などにつなげていく新北海道ス

タイルを北海道知事を先頭に実践しております。

本市の取組といたしましては、北海道と連携し、

新北海道スタイルの徹底により通常の生活を取り

戻すことと考えております。市民生活においては、

これまで同様身体的距離の確保、いわゆるフィジ

カルディスタンスや手洗い、せきエチケット、換

気、３つの密を避けるなど引き続き取り組むとと

もに、事業者様におかれましてはマスク着用、小

まめに換気、健康管理の徹底などに取り組んでい

ただき、コロナと共存する新たなステージの生活

を目指してまいりたいと考えております。

次に、小項目４、自粛がもたらすジュニア育成

への影響とその対応について申し上げます。新型

コロナウイルス感染症拡大がもたらす影響は、私

たちの生活を一変させる出来事であり、様々な感

染予防と新しい生活スタイルの実践が求められて

います。スポーツ界においてもその影響は大きく、

東京オリンピック、パラリンピックの延期決定後

は様々なスポーツイベントが中止、延期となって

おり、本市においても毎年開催されている全日本

スキー連盟Ａ級公認大会、サンピラー国体記念サ

マージャンプ大会が中止になるなど、様々なスポ

ーツシーンで影響が出ています。その影響は、市

内で活動する子供たちにも及んでおり、少年団や

部活動も以前と比べると活動が制限されています

が、新しい生活様式を実践し、それぞれが工夫を

重ねながらウィズコロナ時代にマッチした活動を

行っているところです。御質問いただいた少年団

などが主催している活動資金造成パーティーに対

する直接的な行政支援は難しいと考えております

けれども、新しい時代を迎え、子供たちを育む上

で少しでもよい文化、スポーツ環境を整えられる

よう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ詳しく御答

弁いただきまして、ありがとうございます。内容

をもう少し深く質問をさせていただきたいという

ふうに思います。

まず初めに、成年年齢の改正、民法の一部が改

正をされるということでありますから、これに対

する対応ということで、１８歳からになること、

そして今まで２０歳になった方を対象にした成人

式等々について考え方をお知らせいただいたとこ

ろでありますけれども、国も先ほどもアンケート

調査をした中で実態把握をしているというところ

でありますけれども、あくまでもこれは各自治体

の中で対応をこれから独自の対応というふうな形

で行っていくというふうなことになろうかと思い
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ますけれども、この部分について、まず２０２２

年４月からの部分でありますから、まず２年を切

っているという状況でありまして、これらについ

て保護者等々のほうからどうなっていくのだろう

というような形で心配されていらっしゃる方、そ

れから市内のやはり企業の方からもどうなのだろ

うというふうな形で御心配されている状況にあり

ます。そんなことで、名寄市としてどのような対

応で今後進めるのかというふうなことは早く情報

公開していくということが大切ではなかろうかと

いうふうに思うのですけれども、やはり関係者、

それから有識者等々との懇談を含めて今後のこと

について検討を重ねていくというふうに話もして

おりましたけれども、どのような体制でどういう

ふうな内容といいましょうか、今後想定される内

容、どのように受け止めているのか、そして決め

るのはあくまでも有識者等々含めた中で御議論さ

れて、最終的に決まっていくのだろうと思います

けれども、行政としてちょっと考え方があればお

知らせいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 議員御指摘のとおり、

２年後には１８歳になるということでございます。

それに合わせて成人、今２０歳で成人式というこ

とで行われておりますけれども、その対応につい

てどうするかということでございます。当然いろ

いろな準備といいましょうか、出席者についても

準備とかあります。その辺も含めまして今年度中

にはある程度方向性は出していきたいなと。その

方向性を出すということで、先ほど申し上げたと

おり、成人式の実行委員会の御意見をいただいた

り、有識者ということで社会教育委員の会ですと

か、当然教育委員会もございますので、その辺の

御意見もいただきながら、また近隣市町村の動向

等も配慮しながら、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） 実際２０２２年４月

からということになると、額面どおりに受け止め

ると１８歳からということですから、１８歳、１

９歳、今までの２０歳を成人式というふうにして

考えていくと、この１８歳、１９歳、２０歳の方、

３年度に、年度といいましょうか、関わって、多

くの方が対象になるというふうなことになろうか

と思いますが、やはり１８歳というふうなことに

なると高校生も多くいるわけですから、その辺の

部分、どういうふうな対応になるのかなというふ

うなことの心配、懸念されるというふうなことで

いうとそういうことなのかなと。先ほどもいろん

な自治体の中で２０歳というふうな部分が多いと

いうふうにお話をされておりましたけれども、こ

れが１８というふうなことになれば、懸念される

ことからすれば実際に大学入試を控えた１８歳の

子供が対象になるというふうなこともありますし、

実際に成人式でいくと学生服を来て成人式みたい

な形になろうかなというふうに思うので、そこら

辺のところどうなのかなというふうな部分、あと

町場からの懸念としてはやはり成人式って女性の

方は振り袖ということで、一生に１度のことです

から、いろいろそういうふうな部分でいうと、振

り袖を購入するとかレンタルで借りたり、そして

美容室で賄いをしてというふうなこと等々は当然

あるわけですから、それが１８歳からなるという

ことになるとどうなのだろうというふうにして、

ある意味危惧されている方というのはいらっしゃ

います。ですから、実際にそういうふうな１８歳

からになった場合の部分と、それから現状どおり

２０歳というふうにする部分とでは対応が違って

いくのかなというふうに思いますし、先ほどの答

弁にもありました２０歳となって、名称は、成人

式って１８に、成年年齢に達していて、２０歳に

なって成人式というのも変でしょうから、名称も

当然変えていかなければならないことなのかなと

いうふうに思いますけれども、トータルでいろん

なことを想定をしながら御議論されるのかなとい

うふうに思いますけれども、その辺についてしっ
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かりとやはり、先ほども申しましたとおり、２年

切っているわけですから、今年度中にというふう

なことでありますので、その辺急ぎ対応を進めて

いただきたいというふうに思います。この部分に

ついて何かございましたらお伺いしたいと思いま

すけれども、何かございますか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今議員の御心配、御

懸念されているとおりだと思います。例えば１８

歳に変更したということになりますと、１年目に

１８歳、１９歳、２０歳の３年の間の方々を対象

として行わなければならないというような状況も

できます。そうすると、実際に会場があるのかと

いう問題も出てきますし、当然ほとんどの方が高

校３年生ということですから、進学に向けた準備

をしなければならないということもあると思いま

すし、今の状況で１月に行っていますから、当然

受験シーズン真っただ中という懸念もあるという

ことが１８歳にした場合の懸念される材料かなと

思います。また、逆に２０歳のまんまでいくとい

うことになりますと、今成人式とかということで、

名称でやっておりますけれども、例えば２０歳を

祝う会とかというふうに名称を変更しなければな

らないのかということもありますし、成人年齢は

１８歳に移行しますけれども、２０歳までまだお

酒ですとかたばこが吸えないという状況という社

会的な問題もありますので、その辺もトータル的

に検討しながらスピード感を持って結論というか、

方向性は出していきたいなというふうに考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 懸念されている部分

というのは共通理解だと思いますので、よろしく

お願いしたいというふうに思います。

次、続いて２項目めの名風聖苑の部分でありま

す。御答弁いただきました。まずは、昨年４月か

らですか、洋式トイレのほうも改修をしていただ

き、指定管理を受けている側のほうのお話を聞く

限りでは非常に助かったというふうにしておっし

ゃっていますし、利用される方も本当に喜んでい

らっしゃるのかなというふうに思います。ただ、

今回このようにしてちょっと和式トイレが２つま

だあるわけですけれども、男性トイレに１つ、女

性トイレに１つということで２つあります。第３

定の中でも補正予算という形で公共の２施設に関

する部分として、コロナ対策、感染対策、予防、

防止というふうな部分で飛沫というふうなことを

防止する観点から改修をするというふうな部分で

実際に補正が通っているというふうな状況を考え

た中で、同じようにやはりこれは必要ではないか

というふうなことで質問をさせていただいたとい

うふうな部分であります。ただ、この中で、御答

弁の中で実際に業者の方に見ていただいて、和式

トイレを洋式型にするというふうなことで、どう

なのかということを見ていただいた中で、やはり

狭いという、スペースが本当に狭いのです。スペ

ースがないといいましょうか、ですからある一定

程度のスペースの確保ができなければ、やはり狭

い中での利用というふうなことになりますから、

なかなか難しいというふうな部分は認識をします。

実際に改修をするとなると大がかりな改修になろ

うかなというふうに思いますし、この辺がどうな

のかなというふうな部分はあります。ただ、市内

の公共施設の中にもまだ和式トイレを実際に設置

をしているところもありますし、いろんな利用さ

れる方の中でもやはり洋式だとどうしてもいろん

な方が座るというふうなことで、それを嫌がると

いう方もいらっしゃいますから、いろんな声があ

ろうかと思いますけれども、ただ結構、私もそう

ですけれども、膝が悪いというふうな状況で、な

かなか和式を使うというのがちょっと厳しいとい

いましょうか、そういうこともありますので、こ

の辺の部分については今お話をしていた、なかな

か改修費用もかかるというふうなことで、現状難

しい。そして、施設も老朽化する中で、今後その

ことを考慮しながらというふうなお話でしたけれ
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ども、やはり現状ちょっとスペースが狭いという

ことでありますけれども、スペースを確保すれば

可能なのかなというふうに思われるのですけれど

も、それしてまでも改修は考えないのかどうなの

かという部分で再度お聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 議員御指摘いただき

ましたように、洋式トイレにつきましては高齢化

対策という部分だけではなくて、コロナウイルス

感染症などの感染症対策の観点からも非常に有効

な部分であると認識しております。施設の改修と

いいますか、トイレの改修につきましては、個室

を広げるということになりますと、個室の周りの

トイレ自体のスペースがまだちょっと場所的に狭

いということで、なかなか洋式トイレを入れるた

めに個室を広げるというのが難しい状況に今ある

ということで、先ほど申し上げさせていただきま

したように、今後改修などを見据えながら判断し

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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 内情は重々理解をし

ていただいているというふうなことなので、そう

いう、その折にはしっかりとした対応していただ

きたいというふうに思います。

それでは、続いて３番目の中心市街地からのイ

ベント情報の発信というふうなことで、先ほど御

答弁いただきました。開拓１００年を記念をして、

そして当時はデジタルで、パソコンで操作をして、

そしていろんな市内の催し等々が行われているこ

とを一般市民に周知をするというような形で対応

する、そういうふうな形で本当に目指すところで

設置をしているというふうな部分でありますけれ

ども、今現在そういう状況にないということで、

それとこれも市民の方からの意見があったという

ふうなことで、温度表示ですとか、それがちょっ

とよろしくないというようなこともあって、その

辺の部分改修をするのに６００万円ですか、かか

るというふうなことで、結構高額な改修費用にな

るのかなというふうに思いますが、この点につい

て当初開拓１００年のときに１つの構想があって、

あそこに広告塔を設置をしたというふうな部分で、

それが今現状そのような形になっていないという

わけですから、このことについて再度別な方法と

いいますか、いろんなところと相談をしながらと

いうふうな部分については御答弁いただきました

けれども、どんなような形で考えているのか、考

えがあれば教え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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 駅前の広告塔に

ついてですけれども、ただいま答弁させていただ

きましたとおり、今の、修理をするには多額の費

用がかかるということです。それから、１００年

の重みありますので、建物といいましょうか、広

告塔そのものは生かしつつ、今平成２８年度にい

わゆる看板の機能つけましたので、これを使いな

がら、あるいはそこだけではなくて、よろーなの

壁面といいましょうか、壁面ではないですね。ガ

ラスのところ、今も一部使っておりますけれども、

実は階段が上がるところが正式に中から垂れ幕と

いいましょうか、下げられる部分にもなっており

ますので、そういったところを連携しながら、あ

そこの駅前の玄関口でのいわゆる情報発信をした

いと考えております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） なかなか恐らく改修

厳しいというふうなことなのかなというふうに思

いますけれども、ただ今現状を見るともともとラ

イトアップというか、あそこで夜になると情報が

分かるようにということで、電線みたいのを巻い

ている状況で、今使われていないのにまだ巻かさ

っているのです。非常に外見的に見てもこれよろ

しくないなというふうに思います。使わないのだ

ったらそれを早く撤去すべきだというふうに思い

ますし、それから広告塔にかけられている看板等
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々について、やはり夜でも分かるようにというこ

とでいうとライトアップといいましょうか、ライ

トで照らすような形になっているのですけれども、

それについてはどうなのでしょうか。やはりでき

ないということなのか、その辺もう一度お願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今の広告塔の上

部についているいわゆる電灯につきましては、議

員おっしゃるとおり、今は使われていない状況で、

確かに見栄えもあまりよくないというところでご

ざいますが、あれを撤去しようとすると一つ高所

作業にもなりますので、そこの若干の費用がかか

るかなというところですが、そこら辺については

検討してまいりたいと思います。ライトアップに

つきましては、今ライトアップとして使っており

ませんけれども、年に１度、これは観光の情報発

信ということでありませんが、世界自閉症啓発デ

ーというところでブルーにライトアップをしてい

るということですが、これはここの機能を使って

いるものではないということなので、このライト

アップについてはまた改めて検討したいと思って

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。あと、今指定管理を受けている観光協会です

けれども、先ほどよろーなところの壁面に、私す

ごいことをしているなというふうに自分の中では

認識しているのです。てっしまつりがあって、祭

りにアーティストを呼ぶということで、要するに

アーティストの顔があそこに、何枚かのロールの

紙を使ってだと思うのですけれども、そういうふ

うにして市民に周知をしているということで、誰

が見ても誰が来るのだなというふうに分かるくら

いすばらしい、実際にやっていました。これって

どういうふうな形で進めているのですかと確認し

たら、観光協会のほうで自分たちのパソコンを使

って、業者に委託ではなくて自分たちでやってい

るということで、すごいことだなと思っています。

これもやはり指定をしている行政とそれは当然お

話合いの中でどのようにあそこの壁面も活用する

かという部分でいうと、非常に目立つ見栄えのい

いところですから、しっかりとした情報発信がで

きるのかなというふうに思いますから、そのこと

も含めて御認識をいただきたいというふうに思い

ます。

それと、市内でこれは９月２９日から１０月２

日までドライブイン・シアターなよろというのが

恐らく駐車場のところで開かれるということや１

０月１１日、街なか運動会ということで、実際い

ろんな、先ほど市長がちらっといろんなイベント

も少しずつという話でしたけれども、このイベン

トが開かれます。これらもしっかりとした名寄市

から情報発信していくということは、ああいう何

かの、この指定管理の方とお話をする中でできる

ものがあればそういうふうな形で発信をすると、

もっともっと広く広がっていくのかなというふう

に思っています。それらについて有効的に活用す

るというふうな考え方についてお考えをお知らせ

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今議員おっしゃ

いましたあそこの壁面での、壁面といいましょう

か、ガラスのところですけれども、てっしまつり

のときに表示をしておりますが、実はあそこにつ

いて私も指定管理者と協議をさせていただいたの

ですが、てっしのお祭りのときのようにあそこの

ガラス全面を使うというのは実は、あそこ実際中

はバスの待合室であったりするので、中からバス

の動きが見えないという、そういう状況もあるそ

うなので、そこについてはそこの利用についてガ

ラス面全面を使うことではなく、今指定管理者の

ほうでは検討を進めていると聞いております。先

ほど私申し上げましたが、中の階段上がるところ

のガラス窓が実は正式なといいましょうか、中で

装置もついている表示になっているのです。ただ、
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今申し上げた部分というのが道路に斜めになって

いるものですから、そこがやっぱり一番目立つの

は確かなのです。ですので、そこは一定程度の中

のバスの利用者にも御迷惑かからないような形で

の表示の仕方ですとか、一方で正式な階段のとこ

ろを使ったりだとかといったことを含めて、今度

今議員おっしゃいましたドライブイン・シアター

ですとか、そういったことについてもちょっと協

議をしていきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ぜひ協議をして、何

とかよい形で対応できるように進めていっていた

だきたいというふうに思います。

あと、よろーなのピアノの関係なのですけれど

も、３５周年を記念して名寄中央ライオンズがピ

アノを寄贈したというふうなものでありまして、

私の認識の中ではあまり使われていないというか、

いつも白布がかかっているという状況で、せっか

く寄贈した側からすれば、当時よろーなが始まる

ときに、やはりあそこはにぎわい創出の基地であ

りますから、そういうふうなことも恐らく要望が

あって、寄贈に至ったのかなというふうに思って

います。何かの方法といいましょうか、ないのか

なというふうに、せっかくのものですから、使っ

ていただきたいなということと、これはできるか

できないか分かりませんけれども、それこそＮＨ

ＫのＢＳでも駅ピアノだとか空港ピアノだとかと

いうような形で、そこを利用される方がちょっと

した時間を利用してピアノを弾くだとかという放

送がされています。非常にそういうふうな形にな

ればいいのになというふうに勝手に思っている部

分でありますけれども、やはりそのピアノを使っ

て、名寄には実際にピアノ教室に通っているちっ

ちゃいお子さんたくさんいらっしゃいますし、そ

の先生もいらっしゃいます。したがって、これは

お金のかかることかもしれませんが、そこら辺指

定管理の方とお話をする中で、定期的に生演奏す

るですとか、いろんなことができないものかとい

うのが自分の中にあります。あそこは、本当によ

ろーなについては町中のにぎわい創出という形で

しっかりと今利用されていると思います。いろん

な写真展ですとか、そういう、それとかＡｉｒて

っしの生番組も、毎週金曜日ですか、やられてい

ますし、いろんな形であそこに来ることによって

何かがあるというような、そういうふうな場所に

なりつつあるなというふうなことですので、いろ

んなことであそこから情報発信していくのだとい

うふうなことができればというふうに思いますが、

この辺についてのちょっとお考え、ピアノどうの

こうのというふうなことになると、今コロナ禍で

なかなか難しいというふうに思いますが、終息し

てからというふうなことになっても構いませんし、

お考えがあったらお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 寄贈いただいた

ピアノについては、確かによろーなの例えばロビ

ーとかで目に見えた形での利用は今ないようです

けれども、先ほど答弁させていただいたような実

際の利用の実績はあるということです。それから

また、今議員おっしゃった駅ピアノですとかスト

リートピアノというのが全国的にもあります。一

方で、例えば駅ピアノであれば、駅の場合、駅で

待つ人、それからストリートピアノであればそこ

を流れていく人たちというところでありますが、

よろーな場合はそこでそれぞれ貸し館として使っ

ておられる方がいらっしゃったりですとか、そこ

で勉強している方とか、いろんな方がいる中でど

んな形で使うことができるのかを指定管理者とも

協議しながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） にぎわいを持たすと

いうふうなこと含めてしっかりと指定管理の方と

も協議をしながら情報発信に努めていただきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしま
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す。

最後に、４番目の新型コロナウイルスの感染予

防対策の現状というふうなことでお答えをいただ

きました。実際に第一次補正予算、第二次補正予

算ということで、両方合わせてトータルで７億

０００万円以上の地方創生の臨時交付金が名寄市

に、そしてそれをしっかりとした原資としていろ

んな防止策というふうなことでもう既に進めてい

るわけでありますけれども、この分については二

次の部分だというふうに思いますけれども、一応

７月末段階で予備というふうな、前段階、そして

９月末が最終期限といいましょうか、というふう

な形で事業計画というのを示していかなければな

らないというふうになっていると思うのですけれ

ども、この部分について実際に今後また補正予算

という形で提示があるのかもしれませんが、決め

ていく、事業を決定をしていく背景といいましょ

うか、どんなお話があって、どんな形で進んでき

たのかというふうなことが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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この経過という

か、これまでの流れがどんな議論があってという

ことの御質問だと思います。まず最初に、補正予

算として提案をさせていただいたそのタイミング

というのは、まさにコロナ禍、緊急事態宣言が発

出されていたりと世の中が自粛の空気の中で経済

活動も停滞しているといった、そんなところをど

うにか行政の立場で支援していけないかというこ

とで、主立ったものとしては貸付けであったり、

プレミアム付き商品券を発行する原資であったり

といったような経済を下支えするようなものが多

かったのかなというふうに考えております。その

後また二次で追加配分があって、今回第３回定例

会初日に補正予算も提案させていただきましたけ

れども、その中身は実は緊急事態宣言が解除され

て、その後どうにか新北海道スタイルなり、皆さ

ん方が感染症対策をしっかりと個々で心構えをつ

くって活動していただきながら、どうにか通常の

生活に戻していただけるようにということで、補

正の内容では現状活動を安心してしていただける

ような環境づくりというメニューが多くなってい

るというふうに思っております。内容で見ますと、

例えば消防の心マッサージ、自動の心マッサージ

を整備したりとか、要は活動するときに必要な、

支援していけるような内容であったりとか、そう

いったものに今どんどんシフトしていっていると。

今回、御指摘のとおり、まだ余剰金がございます。

その部分については、ちょっと答弁でも触れさせ

ていただきましたけれども、その中でまださらに

網羅できていない部分について改めて各担当課か

ら要望、希望いただいた中で、精査をした中で提

案をさせていただきたいというような流れになっ

ておりますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。午前中も佐藤議員の質問に対してお答えをさ

れておりました。いろんなコロナに関する部分と

いうのは市民生活に直結している部分ばかりだと

いうふうに思いますから、なかなかどっちかに特

化をするというのも難しいというふうな状況はあ

ろうかと思いますけれども、やはり経済を動かし

ていくというふうな部分でいうと、いろんな多方

面で必要な部分というのは当然お考えになって、

進めてきているというふうに思います。当然国な

り、道なりのコロナに対する補助金、これらも加

味しながら、名寄市としての考え方をこの交付金

でしっかりと対処していくというふうなことで進

めてきているのだなというふうに思いますけれど

も、やはり若干の余剰金はあるというふうなこと

でありますけれども、まだこのコロナについても

終息をしているわけでありませんから、これから、

第三次と言っていいのか、四次と言っていいのか

分かりませんけれども、状況はまだ分かりません。

それらのことも含めて国が助成をしてくれる状況
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であればいいのでしょうけれども、何せ名寄市の

市民を守るというふうなことで考えていけば、こ

れは国のお金だけを当てにするというふうなこと

ではなく、しっかり今の中でどういうふうに対応

していくのかというのが大事だというふうに思い

ます。基金なりなんなりも活用しながらやってい

かなければならない部分は当然出てくるのかなと

いうふうに思いますけれども、その辺の部分につ

いて、今のこの話は時期尚早に当たるのか分から

ないですけれども、副市長、どうお考えでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほど石橋総合政策部

長から答弁させていただきましたけれども、今回

の交付金の流れを振り返ってみますと、２月に新

型コロナウイルス感染症が広がって、その時点で

はどういう状況に陥るか分からないのだけれども、

少なくとも経済に対して、あるいは様々な面に対

してこれは非常に大きな影響があるだろうという

ことで、まず緊急的な措置、緊急事態宣言もそれ

に併せてだと思うのですけれども、まず経済面で

すとか生活を支える面での対応させていただいた

というところであります。それから、時期が下り

まして、今度は、今ではウィズコロナといいます

か、コロナを見据えた上で、コロナがありつつも

しっかりと経済活動あるいは生活をしていく上で

必要な仕組みなどについての、例えば感染防止で

すので、オンラインに対するウェブ上、インター

ネットに対するものだとか、そういうものに少し

シフトされてきたかなと思っております。市内の

経済状況については一定程度持ち直しているとい

うような印象ではありますけれども、これいつど

うなるか分からないのは確かです。幸いにこの近

辺で感染されている方が出ていないということも

ひょっとしたらその中にあるかもしれませんが、

状況はどう転ぶか分からない、間違いないと思っ

ています。前段、１定でしたか、ちょっと覚えて

いない、すみません、明確に思い出せないのです

けれども、コロナに対しては長丁場の取組になる

というふうに認識しているところでお話しさせて

いただきました。ということは、少なくとも今年

度、来年度にわたってはポイント、ポイントで財

政出動する可能性は十分あるというふうに考えて

おります。基金、あるいはそのほかの様々な財源

を活用しながらということになりますけれども、

その都度状況を分析して、一番的確な方法を選び

たいと思います。例えば業種によっても経済的に

違うかもしれませんし、様々な情報を得ながら的

確なものを継いでいく、それも場合によっては、

長丁場ですので、複数回にわたることも視野に入

れて、財政運営についてはさせていただければと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。やはりいろんなことを見据えて対策を講じて

いただける、当然いただかなければならないとい

う部分でありますけれども、その中で最近の新聞

にも出ておりましたけれども、名寄の経済状況、

景気動向調査というのを毎年やっている部分であ

りますけれども、それに加えて今回コロナにおけ

る部分としてもう既にマイナスの影響がある、今

後マイナスの影響があると言われている事業所と

いいましょうか、金融機関が調べたところでいう

と、１５０のうちの１４７から回答いただいた結

果として６３％、厳しいというふうなお答えをい

ただいているということでした。卸なり小売とい

うのはもっとひどく、８１％、サービス業で６３

％ということですから、非常にやはり厳しいのは

まだまだですし、これからもまだ厳しい状況は続

くというふうに思います。やはりそれなりにある

程度元に戻るというのはなかなか難しいかもしれ

ませんが、それに向けてある一定程度の対応とい

うものは必要だというふうに思うわけです。した

がって、しっかりとした対応していただきたいと

いうふうに思いますけれども、ちょっと時間がな

くなってしまいましたので、最後に市長にお伺い
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をしたいと思います。

確かに国は新しい生活様式を掲げて、北海道は

新北海道スタイルという形で実践をしているとい

う状況で、それに向けて名寄市も実際に今コロナ

対策を講じているという状況でありますが、実際

にこの経済の状況を見ると非常にやはりまだ厳し

い状況が続いているのだというふうに、先ほどの

新聞の報道といいましょうか、そういう状態も含

めてそうだなというふうに思っています。経済を

少しでも動かしていかなければならないというふ

うな部分だというふうに思いますが、確かにコロ

ナ対策というのはしっかり３密も防ぎながら、き

ちっと守りながらやっていかなければならないと

いうのは分かるのですけれども、同時に、お叱り

を受けるかもしれませんが、経済も動かしていか

ないとやはり名寄としてはなかなか難しいのでな

いかなというふうに思っています。そんな中でこ

ういう状況の緩和措置といいましょうか、いろん

な対策がたくさんいろいろあるのですけれども、

名寄はいまだ感染が出ていないというふうな状況

でもあり、この辺どうなのかなというふうな希望

的観測の中で市長にお伺いをしますけれども、少

し緩和をしていくという、そして経済を動かすと

いうふうなことが可能なのかどうなのかという部

分で市長のお考えをお聞きをし、終わりたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） やはりこのコロナウイル

ス感染症から市民をできるだけ守っていかなけれ

ばならないと。これはしっかりとやっていかなけ

ればならないのだろうと思いますが、一方で第１

波から第２波にかけてちょっとやっぱり違う状況

も見えてきつつあるのかなというふうにも思って

います。こうしたエビデンスもしっかりと我々も

勉強しながら、様々な要望活動については発信を

していかなければならないというふうにも思いま

す。一方で、少しずつやっぱり状況も変化してい

るので、国や道の対応も変わってきているという

ふうにも考えておりますので、今少し公共施設の

定員等も制御しているような状況もありますけれ

ども、今週末あるいは来週中にはイベント等や定

員の制限も少し緩和されるというふうに状況出て

いますので、名寄市としてもそうした今までの定

員あるいは活動を緩和するような形で、施設利用

等も検討していきたいというふうに考えています。

思いは一緒です。ただ、やっぱり両立をさせてい

かなければならないというふうに思いますので、

引き続き市民の皆さんには自らそうした予防対策

をしていただくことしっかりと情報発信しながら、

一方で経済を回していくための様々な施策につい

ても我々のほうも下支えをし、また場合によって

は情報発信もしていきたい。さらには、今後も状

況を見据えながら効果的な対策等も逐次様子を見

ながら検討していきたいというふうに考えていま

す。よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

ＪＲ宗谷本線維持存続について外２件を、富岡

達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、大項目３点について通告順に質

問させていただきます。

大項目１、ＪＲ宗谷本線維持存続について。新

型コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態の

宣言と移動自粛の影響に伴うＪＲ北海道の経営に

対する打撃は、もともと赤字体質であったＪＲ北

海道に深刻なダメージを与えています。８月の運

輸収入、前年同月比４ ３％の減、４月から６月

期の状況は本業の示す営業損益は２２０億円余り

の赤字を計上したと報じられております。宗谷本

線の旭川、名寄、稚内間においても営業収益、輸

送密度ともに前年比で見ても大幅な減収、減少に

なっています。ＪＲ北海道の島田社長も今まで経

験したことがない厳しい決算と話しています。国

は、国鉄清算事業団債務処理に関する処理法の規

定に基づき鉄道運輸機構を通じて２０１９年度と
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２０２０年度、４００億円の支援をするとされて

きましたが、コロナ禍の先行きが見通せない中、

根拠法も本年度末で期限を迎えます。北海道は、

法改正により継続を求めている状況であります。

その渦中において、ＪＲ北海道が単独では維持困

難とされている線区のうち日高本線については沿

線７町の合意を得て、来春３月に廃止、バス転換

が決まりました。深川留萌道の全線開通により、

留萌本線の存続に関わる沿線自治体の協議も本格

化しています。これまでそれぞれの線区、沿線自

治体で取組を進めているアクションプランにもコ

ロナ禍の影響を受けて、その効果が打ち消されて

いる状況です。名寄地区においても、公共交通ネ

ットワークの主軸とされる宗谷本線の維持存続と

持続可能性についてより一層真摯な議論が求めら

れることになると思われます。宗谷本線活性化推

進協議会は、沿線自治体との連絡を密に取りなが

らどのような対策を講じていくのか、以下３点に

ついて質問いたします。

小項目１、７月２９日に行われたＪＲ宗谷本線

沿線市町村会議における意見交換会の議論の詳細

について、今後の活性化推進協議会の取組につい

て伺います。意見交換会ではどんな意見が出され、

ＪＲ、国、道に対してどんな要望が上げられたの

か、それらに対して関係各所からどのような答弁

があったのかお知らせください。

小項目２、コロナ禍における利用促進策に関す

る取組について。国のＧｏ Ｔｏ キャンペーン

や北海道によるどうみん割などの施策が講じられ

ておりますが、旅客減少によるＪＲ北海道への利

用促進、増収支援のための足元マーケット拡大に

特化した本市の取組について、計画案があればお

知らせください。

小項目３、アクションプランで本年度も継続実

施予定の駅カードの発行について。宗谷本線フォ

トコンテストは昨年同様今年も好評を得ているよ

うですが、昨年の駅カードについては多くの課題

があったと思います。今年の駅カードの発行と発

行駅、発行枚数、昨年の課題の対策についてお知

らせください。

大項目２、脱原発と核廃棄物処分問題について。

戦後、世界で唯一核兵器の被爆国である日本が核

の平和利用といった国策プロパガンダによって原

子力政策が推し進められ、日本列島沿岸各地に５

４基もの原子力発電所が配置されてきました。四

重、五重もの多重防護が施されているのだから原

発は絶対に安全であるといういわゆる安全神話の

下、ＣＯ２を出さないクリーンな未来のエネルギー

として原子力政策は進んでまいりました。２０１

１年３月１１日、東日本大震災を起因とする福島

第一原発の苛酷事故はいまだに現在進行形であり

ます。メルトダウン、メルトスルーを起こした原

子炉の廃炉作業と原子炉の安定確保の道のりは遠

く、事故から９年以上経ても被災者の生活は再建

のめどすら立たない状況であり、いまだに４万人

もの被災者がふるさとを追われる生活を余儀なく

されています。事故後、脱原発の機運が高まりを

見せ、政治的にも再生可能エネルギー導入などを

進めることで原発がベースロード電源に占める割

合を２０３０年までに２０％程度に抑えるといっ

た電力エネルギー政策の抜本的見直しが進められ

てまいりましたが、今また停止されている原発の

再稼働と原発の新設に向かって動きを強めていま

す。原子力政策は、原発から出る使用済み核燃料

の再処理を行う核燃料サイクルを模索しています

が、青森県六ケ所村の核燃料再処理工場の稼働が

見通せず、事故とトラブル続きの高速増殖炉もん

じゅの廃炉の決定も相まって、核燃料サイクルは

事実上破綻しています。そこで、考え出されたの

が軽水炉の核燃料にプルトニウムを混ぜて、ＭＯ

Ｘ燃料として利用する計画であり、北海道の泊原

発３号機や建設中の青森県下北半島の大間原発で

プルサーマル発電が導入される計画と言われてい

ます。しかしながら、原発はトイレなきマンショ

ンとやゆされるよう、使用済み核燃料の再処理か

ら排出される高レベル廃棄物の処分場が決まらず、
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核燃料サイクルの道筋がつけられない状況であり

ます。国は、２０１７年に高レベル核廃棄物処分

場の適地を示した科学的特性マップを公表し、全

国各地で対話型の説明会を開催しています。２０

００年から始まっている幌延町の深地層研究計画

の期間延長問題や今寿都町や神恵内村が文献調査

に手を挙げるか否かで全国的な話題となっている

ことは周知のとおりです。北海道は、特定放射性

廃棄物に関する条例、これを２０００年に定め、

特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきで

あり、受け入れ難いとしています。脱原発と核廃

棄物処分問題について名寄市としての見解を求め

たく、小項目２点について伺います。

小項目１、非核平和都市宣言名寄市として脱原

発に対する基本的認識と考え方について伺います。

あわせて、さきの第２回定例会の一般質問で質問

させていただきました再生可能エネルギー導入に

向けた名寄市の取組に関わる選択肢の模索につい

て再度伺います。

小項目２、幌延町深地層研究計画期間延長に対

する名寄市の考え方についてお知らせください。

この件に関しては、道北広域の問題としてどのよ

うに捉えるのか、さらに名寄の基幹産業の農業、

食料基地北海道としての役割に鑑み、自然に立脚

した名寄市の未来への持続可能な在り方をどのよ

うに考えるか伺います。

大項目３、新型コロナウイルス感染症に関する

人権への配慮について。新型コロナウイルス感染

症は、感染状況は一進一退を繰り返し、終息に至

るにはかなりの時間を要するものと感じておりま

す。幸い多くの方々の感染予防の御努力によって

名寄保健所管内では罹患者の報告は出ておりませ

んが、いまだウイルスの正体の全ては解明されて

おらず、ウイルスに関する情報も錯綜していると

ころでございます。予防原則にのっとってそれぞ

れが感染予防に努めることは大切ですが、残念な

ことに新型コロナウイルス感染症に関する差別、

偏見、誹謗中傷、アウティングも広がりを見せて

います。とりわけＳＮＳなどのインターネット上

で差別や誹謗中傷はあっという間に拡散されると

いう特性があり、社会的に弱い立場にある人ほど

必要のない精神的ストレスを背負わされているの

が現状であります。これらの人権侵害は、社会的

感染症とも呼ばれ、未知の感染症に対する恐怖心

に起因することが指摘をされています。新型コロ

ナウイルスは、感染症に関する人権侵害、偏見や

差別、誹謗中傷、アウティングは人々を傷つける

ばかりではなく、社会を分断し、終息を遠のかせ

るものでしかありません。恐れるべきはウイルス

であって、人ではないということは当たり前です

から、今後名寄管内で罹患者が出たとしても当事

者への支援はもとより、社会を支えるエッセンシ

ャルワーカーの方々に対しても同様、互いに人と

して尊厳を、人権を尊重しつつ終息に向けた努力

を続けていくことが大切なこととして、以下小項

目３点について伺います。

新型コロナウイルス感染症に関する偏見、差別、

誹謗中傷、アウティングなどの人権侵害を誘発さ

せないための名寄市の取組について伺います。

小項目２、学校において児童生徒、教職員に罹

患者が判明したときの休校の処置の取り方と児童

生徒、家族へのメンタルケアについて伺います。

小項目３、適切な感染予防の取組と市民への周

知の仕方について伺います。

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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 富岡議員からは

大項目で３点にわたり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、小項目１及び３について

は健康福祉部長から、大項目３、小項目２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。

大項目１、ＪＲ宗谷本線維持存続について、小

項目１、沿線市町村の意見交換議論の詳細と今後

の活性化推進協議会の取組について申し上げます。
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本年７月２９日に開催しましたＪＲ宗谷本線沿線

市町村長会議につきましては、本年度の宗谷本線

活性化推進協議会総会が書面総会となったことを

受け、改めて令和元年度の事業報告及び令和２年

度の事業計画について説明をさせていただき、北

海道及びＪＲ北海道から情報提供をいただきまし

た。北海道からは本年７月９日に北海道知事を中

心に国土交通大臣に対して行われた提言について、

持続的な鉄道網の確立とＪＲ北海道の経営自立に

向け所要の法改正も含め、真に実効ある支援など

を講じるよう要請を行ったと説明があり、またＪ

Ｒ北海道からは観光列車に活用できる特急車両、

はまなす編成について紹介がありました。沿線市

町村における鉄道の位置づけなどに対する考えは、

この地域の都市間輸送を担う幹線であり、宗谷本

線活性化推進協議会の活動も宗谷本線の存続が前

提として活動を続けており、今後もＪＲ北海道や

北海道と連携し、地域振興に資する取組を中心に

活動を継続してまいります。

次に、小項目２、コロナ禍における利用促進に

関する取組について申し上げます。コロナ禍にお

ける人の動きが極端に縮小されている中、当然全

ての経済活動に大きな影響をもたらし、観光にお

いても大きく影響を受けております。特に北海道

の観光におけるインバウンド依存は高く、影響も

大きくなり、鉄道事業においても大きな痛手を受

けております。この間コロナ禍における極端な利

用客減少により道内鉄道主要ダイヤの減便も行わ

れるなど、ＪＲ北海道としても対策が行われてき

ました。現在の鉄道利用者減少は全国的な問題で

もあり、減収分の取扱いについて国土交通省の判

断ではコロナ禍の影響を考慮するとのお話をいた

だいているところです。本市の独自の取組につき

ましては、予定はございませんけれども、アクシ

ョンプランの実効性を高めていくことを主に協議

会として、自治体として取り組めることを実施し、

今後もＪＲ北海道、北海道との連携を密に取組を

進めてまいります。

次に、小項目３、アクションプラン２年目にも

予定されている駅カードの発行について申し上げ

ます。宗谷線ステーションカードは、駅の概要や

駅周辺の観光地等を掲載し、宗谷本線の利用者を

対象に配付することによって沿線自治体の観光地

などの周知を図るとともに、利用促進を図る目的

で昨年度実施し、大変好評をいただきました。し

かし、配付開始数日で予定枚数の配付が終了する

駅や無人駅では自動車で訪れ、複数枚カードを持

っていかれる方もおられたことから、利用促進に

つながっていないなど、配付枚数や配付方法に対

し多くの御意見もいただきました。これらの課題

に対応するため、今年度は有人駅、または有人で

切符販売を行っている窓口営業時間内に切符を購

入した方に限りカードを配付するとともに、各駅

で配付するカードの種類も旭川、比布のカードは

永山駅、和寒、剣淵、士別のカードは士別駅など

ＪＲの管理駅の考え方に準じて配置することで、

利用促進及び各地域への誘客促進を図る取組とす

る予定です。コロナ禍の影響により延期の可能性

もありますが、ＪＲ利用閑散期となる１１月頃に

事業を開始できるようＪＲ北海道をはじめ関係団

体と準備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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２、

脱原発と核廃棄物処分問題についてお答えいたし

ます。

初めに、小項目１、非核平和都市宣言名寄市の

脱原発に対する基本的認識と考え方について申し

上げます。日本での原子力利用は、原子力基本法

が成立した昭和３０年から始まり、その後高度経

済成長、オイルショックなどを経験し、電力需要

が増大していく中でエネルギーの安定供給が重要

な課題となり、その解決策の一つとして日本にお

ける原発の導入が進んできたと認識しております。

また、地球温暖化に対する問題意識が広まり、温

室効果ガスを排出しないエネルギーとしての原発
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にも注目が集まり、原発の新設計画が増加するこ

ととなっていきました。このような中、平成２３

年に東日本大震災に伴う原発事故が発生し、東北、

関東地方をはじめ日本全体に深刻な被害をもたら

しました。この事故を転機として、日本のエネル

ギー政策は再構築され、平成２６年に策定された

第四次エネルギー基本計画では、原発依存度につ

いては省エネルギー、再生可能エネルギーの導入

や火力発電の高効率化などにより可能な限り低減

させると明記されたところであります。国におけ

る現在の原子力政策の主な方針としては、原発依

存度は可能な限り低減することと安全を最優先し

た上で再稼働するの２つを掲げており、また原子

力規制委員会においても平成２３年の原発事故の

反省を踏まえて、原子力施設の設置や運転等の可

否を判断するための新規制基準を新たに策定し、

高いレベルでの安全性確保を目指しています。原

発の稼働については、国のエネルギー政策に関わ

ることでありますので、一自治体としてその是非

について申し上げることはできませんが、私たち

地方自治体としてはやはり市民一人一人の安全、

安心な生活が確保され、守られなければならない

と考えておりますので、どのような政策であって

もまずは安全性が最優先されるべきであると考え

ますし、そのような形で進んでいくことを期待し

ております。また、本市における再生可能エネル

ギーに係る取組につきましては、さきの第２回定

例会一般質問にて答弁させていただいたとおり、

地球温暖化問題やエネルギー問題を自らの問題と

して認識することを目的とした啓発事業のほか、

公共施設の整備や大規模改修の際に再生可能エネ

ルギー導入に向けた検討を行っているところです。

王子マテリア株式会社名寄工場敷地における再生

可能エネルギーの活用についても関係機関と協議

を進めているところでありますので、御理解願い

ます。

次に、小項目２、幌延深地層研究計画の期間延

長に対する名寄市の考え方についてお答えいたし

ます。当初の幌延深地層研究計画では、平成１２

年１１月に北海道幌延町、当時の核燃料サイクル

開発機構、現在は日本原子力研究開発機構ですが、

との間で締結した幌延町における深地層の研究に

関する協定、いわゆる３者協定に基づき平成１２

年度から２０年程度で研究していくとされていま

した。その後、令和元年８月に日本原子力研究開

発機構が北海道と幌延町に対し令和２年度以降の

幌延深地層研究計画（案）を示した上で、第３期

及び第４期中長期目標期間である令和３年度から

令和１０年度までを目途に深地層処分技術の確立

に向けた研究を進めるとして研究期間の延長を申

し入れ、同年１２月に道、幌延町が共にこれを受

け入れる意向を表明したところです。この間多く

の意見が出され、そして様々な議論が取り交わさ

れたところでありますが、最終的には３者協定で

締結している研究期間中はもとより、研究終了後

においても放射性廃棄物を持ち込むことや使用す

ることはないこと、深地層研究所を放射線廃棄物

の最終処分を行う実施主体へ譲渡したり、貸与す

ることがないこと、そして深地層研究所を放射性

廃棄物の最終処分場としないことや研究終了後は

研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すことなど

の遵守が確認できたとして、判断されたとのこと

であります。今後新たな動きがある場合にも十分

な情報公開がされ、しっかりとした議論がされた

上で取組がされるべきと考えておりますし、その

際にも道の特定放射性廃棄物に関する条例、いわ

ゆる核抜き条例や先ほど申し上げました３者協定

がしっかりと遵守されるべきであると考えている

ところであります。

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３、新型コロナウイルス感染症に関する人権へ

の配慮について、初めに小項目１、感染症に対す

る偏見、差別、中傷などの人権侵害を誘発させな

い取組についてお答えいたします。
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新型コロナウイルス感染症につきましては、新

たなウイルスということもあり、各メディアを通

じて膨大な情報が発信されております。その情報

の中には過大解釈されたものであったり、出どこ

ろが明らかでないものも多くあり、誹謗中傷など

につながる要因の一つであると考えております。

当市では、現在のところ新型コロナウイルスの感

染者は報告されていませんが、感染が判明した際

には感染拡大を抑制する対策を早急に実施し、市

民の不安や動揺を払拭するとともに、誹謗中傷な

どから感染された方やその家族などを守る必要が

あると認識しております。市長を本部長とする新

型コロナウイルス感染症対策本部会議において、

感染者が発生した場合には感染者の人権にも配慮

をしながら様々な状況を想定し、初動対応に当た

るという意識が共有されておりますので、今後も

状況を見極めながら対応してまいります。

次に、小項目３、適切な感染予防の取組と周知

についてですが、新型コロナウイルス感染症は未

知のウイルスではありますが、これまでの感染事

例を踏まえて業種ごとに策定された感染予防ガイ

ドラインの実践や、３密や大声を上げる環境の回

避、マスクの着用、ＷＨＯなどではソーシャルデ

ィスタンスではなく、フィジカルディスタンスと

言い換えるようにしています身体的距離の確保、

手指消毒や換気の徹底など基本的な感染対策を行

うなどの新しい生活様式の実践により感染拡大防

止と社会経済活動との両立に向けた取組が進めら

れております。議員御指摘のとおり、新型コロナ

ウイルス感染症に関する不確かな情報に惑わされ

て、先の見えない不安や不満の矛先が弱い立場に

ある方々への差別や偏見につながらないよう国や

北海道から発信される正しい情報を市や市の広報

やホームページ、地域で行う健康教室や電話相談

などあらゆる機会を通じて市民周知を図り、正し

い理解を深め、市民の皆様が冷静に行動していた

だけるよう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３

の小項目２、児童生徒、教職員に感染者が判明し

たときの休校等の対処と児童生徒のメンタルケア

について申し上げます。

国では、６月１日から８月３１日までの間、児

童生徒 １６６人、教職員１９４人の感染を発表

しております。文部科学省では、学校における感

染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上

で教育活動を継続し、児童生徒の健やかな学びを

保障していくという考え方で進めております。こ

うした中、国から９月３日時点での最新の知見に

基づいて見直した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

しい生活様式が示されたところでございます。こ

のマニュアルでは、児童生徒や教職員の感染が判

明した場合には医療機関から本人や保護者に診断

結果が伝えられるとともに、保健所にも届出がな

されます。学校へは、通常では本人や保護者から

感染が判明した旨の連絡がされることになってお

ります。児童生徒、教職員に感染が判明したとき

の休校等の対処につきましては、保健所による濃

厚接触者の範囲の特定と検査に必要な日数及び感

染者の学校内での活動状況や地域の感染拡大の状

況等を踏まえ、学級単位、学年単位、または学校

全体での臨時休業を実施することになります。ま

た、濃厚接触者の特定に時間を要しない場合や濃

厚接触者がいないなどの場合においては、必ずし

も臨時休業の必要はないとされております。

次に、児童生徒等に新型コロナウイルス感染が

判明した場合のメンタルケアについてでございま

すが、感染または濃厚接触者となった児童生徒に

対しては保健所や学校医等と連携を図りながら、

担任や養護教諭等が中心となって、本人の体の状

況や心の不安などを聞き取るきめ細やかな対応を

取ってまいります。また、学校の要請に基づき名

寄市特別支援教育専門家チームに所属している臨

床心理士や臨床発達心理士、学校心理士、社会福
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祉士等の資格を有する名寄市立大学の教員から指

導、助言を受けるなど児童生徒一人一人のメンタ

ルケアに適切に対応していきたいと考えておりま

す。今後児童生徒に感染が見られた場合には、家

庭との連携を図りながらこれまでの取組をさらに

強化し、児童生徒が安心して学校生活を過ごせる

環境づくりに努め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） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。ＪＲの宗谷線の維持存続のほうから再

質問をさせていただきたいと思いますけれども、

鈴木知事による、国交省の赤羽大臣から、財政的

な支援をしてほしいという要請を知事から出した

ところ、赤羽大臣のほうからも特殊性を踏まえた

上で政治的課題として取り組むというふうに答弁

をいただいてきたのだろうという話は非常に大き

な成果のあるものだろうなというふうに思ってお

ります。その中で今後ＪＲ宗谷本線を考えていく

上で、やはり活性化推進協議会の当時の在り方、

もともとの主目的というのは恐らくＪＲ宗谷本線

の高速化が一番の目的だったと思われるのですけ

れども、とりわけて名寄から稚内にかけての路盤

の高速化対応ですとか普通列車の利便性の向上、

こういったものがこれからも集客においては求め

られてくるのだろうなというふうに考えるのです

が、とりわけてその中でもイベント列車は非常に

重要なポジションを占めるのだろうと思います。

去年の風っこそうやの好評がすごく好評だったと。

運転が非常によかったと。７割からの乗車率を得

たという話もありますし、その中でこのたび２６

１系、新しい特急気動車型の観光列車が入ってく

ると。１１月にはそれも営業運転でお目見えする

という話ですけれども、その辺も含めていま一度

活性化推進協議会が今後どのような形でこのＪＲ

宗谷本線を活性化、推進させていくのかというこ

とについてもう一度お伺いしたいのですが、いか

がでしょうか。

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） 活性化推進協議

会として今後どのようにというお問合せですけれ

ども、富岡議員おっしゃっていただいたとおり、

実は昨年風っこそうや、走らせていただきまして、

これは各沿線自治体が地域の皆様方と協力いただ

きながらそれぞれお出迎え、お見送りといったよ

うなことでかなり反響をいただきました。今年実

は、これＪＲサイドの会議体になるのですけれど

も、アクションプランの検証報告会ということで、

一時的な総括をした機会があったわけですけれど

も、そのときも国交省鉄道局鉄道事業課長がお越

しいただきまして、そういったことで観光列車の

地域のおもてなしについては非常に高く評価され

ていたといったようなことでございます。加藤市

長も答弁の中でも時折観光列車の持つパワーとい

うか、影響力といったものはすごいものだという

ことで、この間答弁もあったかと思いますけれど

も、そのことについては改めて実感いたしました

し、今現在コロナ禍ということで、予定していた

列車も今中止となっている状況でありますけれど

も、協議会としても引き続きそういった活性化と

いう意味で観光列車については引き続き走らせて

いただけるようにＪＲに要望してまいりたいとい

うふうに思っておりますし、走らせることになり

ましたら、前回同様やっぱり地域を挙げて歓迎す

るする空気づくりも徹底して頑張っていきたいか

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） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともこれ今後も観

光列車に関しては随時呼び込むような形、今ザ・

ロイヤルエクスプレスが、宗谷本線には来ません

けれども、北海道を走っております。あれはどっ

ちかといったら富裕層宛ての観光列車ですけれど

も、去年のような風っこそうやのような車両を、

割とふだん着で乗れるものというのはやっぱりす

ごく重要なポイントを占めるのだろうなというふ
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うに思っております。今、今年もいろいろと、コ

ロナ禍もあって、いろんな方々にお話を聞いたの

ですけれども、ＪＲ宗谷線の何がいいのだいとい

う話を聞きますと、普通列車の窓が開く列車、車

両が走っている、これだけでも十分に観光の素材

として大きなポイントがあるよという話をいただ

いております。それで、去年までは海外からのイ

ンバウンドのお客さんも窓の開く普通列車が天塩

川沿いを走るという風景を求めて来られる、わざ

わざそのためだけに来られるという人もかなり多

かったのですが、そういったことも含めて新たな

観光列車の、逆提案型でこちら側からＪＲ北海道

に提案をしていくというような仕方、待っている

だけではなくて、ということも考えられるのかな

と思うのですけれども、その辺についてはいかが

でしょう。

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） 今御提案いただ

きまして、御提言いただきまして、確かに今富岡

議員おっしゃっていただいたように、風っこそう

やのときの窓の完全に開いている爽快感というか、

ものは見ていても乗った方もみんな笑顔になって

乗っていた状況がございます。そんな中で、言わ

れるとおり、窓の開く列車というのは今思い起こ

せばなかなかないのかなというふうに思いますし、

そこをやっぱり魅力、ＰＲポイントの一つとして、

そんなことに特化したＰＲの仕方というのもどう

でしょうかといったようなお話もぜひさせていた

だければと思っておりますので、よろしくお願い

します。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） そういった側面と、あ

とはやっぱりＪＲ宗谷本線、鉄道としての本分と

いうことを鑑みますと、道北の地域公共交通のネ

ットワークの主軸に恐らく宗谷本線というのは位

置づけられるのだろうなと思います。重要なイン

フラとしての公共交通機関を今後地域がどう育て

て守っていくのかということが今後すごく大事に

なってくると思います。日本って１つ物事が進ん

でいくと後戻りをするということはなかなかしな

い癖がある国だろうなというふうに思うのですけ

れども、鉄道の発祥の地でもあるイギリスではサ

ッチャー政権やメージャー政権で国鉄を民営化を

したのですけれども、うまくいかなくて、結局国

営に戻したというような経過がございます。採算

がやっぱりうまく取れないということなのだろう

と思うのですけれども、その分に関しては、それ

はＪＲ、北海道に限らず分割民営化のときに三島

会社はいずれ赤字になるよということは当初から

言われていて、経営安定基金というものが配られ

て、運用益や利率が下がってしまったものだから、

どうしようもなくなってしまったという歴史経過

ありますけれども、そういったことも含めて、や

っぱりＪＲ北海道全体の中でこの宗谷本線の位置

づけって非常に重要なポイントがあるということ

であれば、そこら辺に向けた取組というのが今後

も必要になってくると思いますし、積極的な道や

国への働きかけというのも大切になると思うので

すけれども、その辺に関しては市長、どうですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 宗谷本線の重要性、そし

て維持存続に向けて協議会の会長としても様々な

場面でも提案、提言をさせていただいています。

９月の上旬に実は北海道選出の国会議員代議士会、

自民党系の方と市長会の役員との意見交換会を東

京でさせていただきまして、その中でもそれぞれ

の皆さん発言がありましたけれども、私からは改

めてこのＪＲの重要性と、そして我々、特に名寄

近郊というのは国境に面する地域でもありますし、

生産空間の地域ということで、ここに一定のやっ

ぱり、人が安心して住んでいくために非常に大事

なインフラであるのだというお話をさせていただ

いたところであります。何といってもまだ高速道

路が潤沢につながっていない中での高速大量鉄道

の非代替性ということは常に言っておりますけれ

ども、この鉄路をしっかりとあるからさらに生か
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していくということは、先ほどの観光列車も含め

て我々もしっかりとアイデア出しをして、一緒に

考えていかなければならない。加えて、ここを維

持するためにできるだけコストはやっぱり低減さ

せていかなければならない。そのために今回それ

ぞれの自治体で多少苦渋の決断もしながら廃駅の

ほうも提案をさせていただいて、これも非常に大

きなインパクトがあるというふうに思います。い

ずれにしても、維持存続、そしてさらに活性化し

ていくためにこれからも様々な提言もし、発信も

していきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 市長の思いは、とても

よく感じ取ることができました。ただ、１つ気に

なっているのが今道縦貫道のミッシングリンクが

ある状況の中でという話ですけれども、これが全

通したときに鉄道と高規格道路の両方、ツートラ

ックを維持していくということが恐らく大事にな

るのかなというふうに思っています。というのも、

今、先日道北圏ロジスティックス総合研究協議会

が立ち上がって、王子マテリアの跡地を物流の拠

点しようという話が新聞報道でもされていました

けれども、その中で考えていたときに将来的にト

ラックドライバーの不足ですとか、あるいは鉄道

の復権、そういったものに関わってという形にな

る場合、鉄道というのは一回剥がしてしまったら

どうしようもない話なので、その辺も含めてツー

トラックを残していけるような発信を名寄市から

も強く進めていただきたいなというふうに思って

おります。

今の状況の話に入りますけれども、コロナ禍の

状況においてマイカーの利用がすごく増えてきて

しまって、公共交通機関を使わないような状況と

いうのは出てきています。その中で北海道は道の

予算で１０億円を投じた公共交通機関利用促進キ

ャンペーン、ぐるっと北海道、これを始めており

まして、その中で特にＪＲ北海道６日間乗り放題

の周遊パスというのが道内外で非常に人気が高い

状況です。において現在予算の６０％をもう使っ

てしまっているというような状況であるというふ

うに聞いているところなのですけれども、名寄と

しても独自の方策として新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金、これのまだ余剰金が

何ぼかあると思うのですけれども、これは７００

０万円ぐらいですか、それを使って足元マーケッ

トを拡大していって、この地元の人たちに鉄道を

利用していただくという、そういう取組があって

もいいのかなというふうにも考えております。マ

イカーから鉄道利用を促進するために、路線の維

持、活性化のためにも鉄道利用促進事業助成金と

いうものを創設することができないかどうか、こ

の辺可能性も含めてちょっとお伺いしたいのです

けれども、いかがでしょうか。

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） 今現状の交付金

の余剰を活用しながらというような御提案をいた

だきました。先ほどの、これまでの答弁でも繰り

返しているとおり、現状コロナの対策において網

羅できていなかった部分に事業を組み立てさせて

いただいて、活用させていただきたいと、その思

いで、これから提案させていただく補正予算とい

うことになるわけですけれども、今お話しいただ

いた部分については、鉄道も大きな課題として宗

谷本線としては抱えておりますけれども、公共交

通という意味では同じような利用客減少というこ

とで悩んでおりますし、その部分ではやはりＪＲ

北海道の自助努力も求めていかなければならない

のかなというふうに考えておりますので、一自治

体でそのような基金を創設して支援をしていくと

いうのはなかなかちょっと今現状では難しいのか

なというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

恐らくそういうような回答が来るということは非
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常に私も想像していた部分ではあるのですけれど

も、逆にイベントとか企画物にも絡むのですけれ

ども、根室市では８月から９月の土日祝日にふだ

んは１両編成で走っている普通列車を２両編成に

して、１両分を市が負担したと。これによって３

２％もの乗車増加というのが見られたという話が

あります。宗谷本線でも名寄７時５２分発の稚内

行きの普通列車、これ旭川から来るものですけれ

ども、これ非常に乗車率が高くて、夏の間だとほ

ぼほぼ満席の状態で、コロナ禍においても満席に

なって密々状態で走っていたのですけれども、そ

ういったこともあります。そういったところにひ

とつ１車増車をして、今輪行とかエコモビリティ

ーの部分とか、そういったもろもろありまして、

サイクルツーリズムだとか、そういうのもありま

すよね。そういった状況でこの季節の間だけでも

そういった１車増車を名寄市が賄ってみたいなこ

とというのができないのかどうなのかなというこ

ともちょっと聞いてみたいかなと思ったので、も

し何か答えがあれば。

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） 御提言ありがと

うございます。今の取組のお話も当然存じ上げて

いるところですけれども、なかなか、１両増やし

て集客が上がるということは、よく考えればＪＲ

北海道がしっかりとそこを理解して、増車して、

キャンペーンを打って、自社の収益を上げるとい

うのが本来の筋なのかなというふうに考えており

まして、当然取組をすることによって地域がこれ

だけ協力したという、間違いなくそれ実績にはな

ろうかというふうに思いますけれども、現状宗谷

線協議会の中でそういった議論は現在出てきてお

りませんし、それよりもまず駅カードなり、そう

いった部分で支援をしていこうという方向性にな

っておりますので、よろしくお願いしたいという

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） 承知いたしました。駅

カードなのですけれども、駅カード、去年はほぼ

ほぼ５日間でなくなってしまうというようなすご

い状況になってしまって、私もいろんなところか

らいろんなクレームをいただいたのですけれども、

その辺に対して今回の発行枚数と本当に利用促進

につながるような発行方の詳細についてちょっと

伺わせてください。

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） 昨年は、富岡議

員にも御迷惑をおかけしたと思います。いろいろ

苦情が来たのだと思います。我々もなかなか道徳

的に、若干は想定していた部分もあったのですが、

本来はお持ちいただけない条件の中の方が大量に

お持ちになっていた、持っていってしまったとい

う状況があって、そこは管理という部分ではやっ

ぱり有人の、人がいる駅で人がしっかり交付する

といったような形で、去年も実はそれ提案させて

いただいたのですけれども、ＪＲのほうがなかな

かそこまでの人工は割けないということで、去年

はお断りされた結果、去年のような仕組みで配付

をさせていただきました。今年については、去年

の反省を踏まえてどうにか協力してくれというこ

とで要請した結果、ＪＲのほうもそういうことで

あればやっぱりやりましょうということで、配付

について引き受けていただいたということで、今

年については去年のようなことがない、購入いた

だいた券と、切符と引換えに、引換えというか、

確認した中で配付するということになりますので、

去年のような混乱は生じないかなというふうに考

えているところで、枚数については今現在総数に

ついて増やすべきかどうかというところも含めて

ちょっと調整をしているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひとも枚数も増やし

ていただいて、確実に利用促進につながるような

形でやっていただきたいと思います。北の大地入

場券も発売されておりますし、北の４０記念入場

券というのもあります。これらとタイアップしな
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がら独自にスタンプラリーみたいなものを兼ねる

というのも一つの方法かと思いますので、御検討

いただければというふうに思っております。

次に参ります。脱原発と核のごみ問題に関して

なのですけれども、第２回の定例会の一般質問の

中で、気候変動に関わる質問のやり取りの中でＳ

ＤＧｓに取り組む考えはないかということを質問

しましたところ、総合政策部長のほうから今のと

ころ強く意識する位置づけにはないという回答い

ただいておりました。先頃名寄青年会議所のほう

から地方創生を推進していく一つのエンジンとし

てＳＤＧｓに関する提言書というのが市長宛てに

提出されたようですけれども、ＳＤＧｓに基づい

たまちづくりに関してその後新たな動きを模索す

る考えがあるのであれば、お聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先般名寄青年会議所のほ

うからＳＤＧｓと絡めたまちづくりについての貴

重な御提言もいただいたところであります。我々

これまでも総合計画だとか総合戦略だとか、様々

な名寄市のまちづくりを網羅する計画の中でＳＤ

Ｇｓそのものを具体的に関連づけてはいないけれ

ども、しかしそれぞれの指標をしっかりと網羅し

ているべくそれぞれの柱、そこに枝葉になってい

る施策を展開し、また数値もすぐに、総合計画の

中期計画については具体的な数値目標も打ち出し

た上で、それもＳＤＧｓに非常に近い考え方だと

思いますけれども、市民の皆様にもより理解して

いただいて、また検証もしやすいような計画づく

りに努めたところであります。一方で、ＳＤＧｓ

がかなり世界的にも標準的な物差しになりつつあ

る中で、そこをより連関させていくほうが施策を

進めていく上で分かりやすいのではないかという

御提言ももっともだというふうにも思いますので、

今後どのような形でこの計画のひもづけできるか

ということはぜひ一緒に考えていきましょうとい

うお話を回答させていただいたところであります。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らくＳＤＧｓの１７

の目標の中に、今加藤市長が言われたように、名

寄市の総合計画の環境と共生の部分の項目ですと

か、あるいは地球温暖化防止計画、低酸素まちづ

くりなどなどが全部その辺に包含されてくるのだ

ろうなと思うのですけれども、世界的なこの動き、

ＳＤＧｓの流れというものをやっぱり意識しない

わけにはいかないのだろうなというふうに思って

います。なので、その辺をうまいことを名寄市内

の政策、今加藤市長が進められている政策の中に

反映させながら、ぜひともその意識をしながら進

んでいくことが大事になるのだろうなというふう

に考えているところですけれども、地域型の分散

再生可能エネルギーを導入するに至って、様々こ

れから進もうとしている立地適正化の問題ですと

か中心市街地活性化、あるいは公共施設の刷新、

統合、そういったものに関して、公共施設に対す

る今後のゼロエネルギー化政策について考えがあ

ったらお聞かせをいただきたいのですが。公共施

設に何か再生可能エネルギーをふっつけるみたい

な形で。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ＳＤＧｓ含めてやはり

その流れ自体は必然的に出てくるものでありまし

て、その中で総合計画の中でも顕在化しないのだ

けれども、底流としてはそういう思想であったり、

価値感であるのはやっぱり引き続き持ちながらと

いうことになると思います。これから公共施設の

再配置、さらにスピードアップしながらというこ

とで進めようと答えさせていただいておりますけ

れども、その中で再生可能エネルギーがどこまで

使える、これちょっと未知数ですので、今ここで

お答えすることはできませんけれども、できるだ

け環境に負荷を与えない、またこの公共施設、例

えば複合化することによってさらに必要とされる

エネルギーが少なくなる。様々な方面からの検討

は必要でありましょうし、今までも太陽光エネル
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ギー、太陽発電の導入だとか、そういうのも含め

てやっておりますので、改めてその考え方に基づ

いて公共施設のほうについても考えてまいりたい

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） ぜひともこの再生可能

エネルギーを今後導入していく流れの中で新たな

まちづくりというものを創造していく形を取って

いっていただけると、今後の国策としてのエネル

ギー政策にも大きく寄与する部分が出てくるのだ

ろうというふうに思いますので、１個の自治体か

らのボトムアップというのは非常に大事なってく

るのだろうなというふうに思っております。

幌延の深地層研究計画の９年間の２０２８年ま

での延期に関してなのですけれども、これって突

然去年の８月にＪＡＥＡ、日本原子力研究開発機

構が言い出したことなのですけれども、それを１

２月に北海道知事が受け入れるという形になった

部分なのでありますけれども、幌延問題に関して

もこれは本当に道北の一円の問題として共通の認

識の上に近隣市町村と３者協定と今後の確認会議

の行方というものをしっかりと見ていく、監視を

していくということが必要になるのかなと思いま

す。この一連のルールにきちんと基づいた形で進

めていくことを見ながらやっていくということが

非常に大切になろうというふうに思っております

ので、幌延に関する部分というのも今の寿都町、

神恵内村の文献調査への応募、これに関わる動き

に関しても９月１日付の北海道新聞の報道により

ますと、北海道新聞社独自の道内全市町村へのア

ンケート、こちらの中では７４の市町村長が反対

や撤回を求める意思を表明しているわけですけれ

ども、名寄市は反対の意思表明こそはしませんで

したけれども、自由回答の中で議会や市民と誘致

に関する議論、検討したことがないという回答を

されているところですけれども、その具体的な回

答の意図と現在の寿都、神恵内の動き、これらを

見た中でどのように今考えられていらっしゃるの

かということを、これはずばり加藤市長にお答え

をいただきたいと思うのですが。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市においては、この

いわゆる核の最終処分地として検討したこともご

ざいませんし、今後とも検討するつもりはないと

いう率直な答えです。一次産業を中心として名寄

市は基幹産業があって、そして病院と大学といい、

名寄市だけでなくて、広域的にも重要な都市機能

を持つ、そういった意味では名寄市はもちろんだ

けれども、周辺地域にも大きな影響、あるいは一

緒になってこの広域のまちづくりを進めなければ

ならない、そうした立場から総合的に勘案して、

そういった答えをさせていただいているというと

ころであります。今般の寿都町の選択に関しては、

基本的にはほかの自治体のマターでありますので、

私の立場から答えることではないという回答をさ

せていただいたところです。状況を見ていると、

非常に町が二分していて、大変な状況なのだろう

なというふうには思います。これを突き詰めてい

くと、国のやっぱりエネルギー施策をどう進めて

いくのかというところに突き当たる問題だという

ふうにも思いますので、今般いろんなコロナの影

響等であらゆる政策が大きく転換していく中で、

国のエネルギー施策というのも改めて国民議論を

しっかりとしていく時期なのかもしれないなと。

一自治体でそうした、大きなきっかけにはなるか

もしれませんけれども、本来としては、本来的に

は道や国レベルで皆さんがやっぱりしっかりと考

えていくべき問題なのだろうという感想を持って

いるところであります。

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。

まさしくそのとおり、おっしゃるとおりなのかな

というふうにも考えております。核のごみの処理

施設誘致に関する問題、これってとりわけて原子

力発電所の再稼働問題と同様に単純にその当時者

の自治体、１つの自治体だけの問題ではありませ
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んで、とりわけ北海道全体の将来に関わる問題で

もあろうかと思います。食料自給率２００％超え

る北海道ですから、観光やらもろもろ、いろいろ

あります。その中でよその自治体云々かんぬんと

いうことよりも、北海道全体の問題として考えた

ときに北海道における特定放射性廃棄物に関する

条例、いわゆる核抜き条例、これありますけれど

も、これを名寄市も遵守をしていくという考え方

でよかったですか、加藤市長。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そうした条例を持ち合わ

せているわけでありませんけれども、今お話をさ

せていただいたとおり、こうしたもの持ち込むあ

るいは誘致をするという考え方は一切ございませ

ん。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともそうあってい

ただきたいと思います。というのも、２０１７年

に国が示した科学的特性マップでは名寄市の位置

づけというのが輸送面では好ましい最適地からは

外れていますけれども、好ましい特性が確認でき

る可能性が相対的に高い地域という指定になって

おります。なので、今後例えば沿岸やもろもろで

様々な問題が生じたりした場合、割と地盤の安定

している名寄というのはある意味ターゲットにな

りかねないのではないかという懸念を持っていま

す。もしそうなったとき、輸送の方法論だけを考

えれば、鉄道輸送だとか廃棄物を小分けにして運

ぶとかということで、あり得る可能性というのが

あるのだろうなというふうに思うのですけれども、

名寄市としては今後も処分地選定に対しては手を

挙げることはないという認識でよかったでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そのつもりでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

胆振東部地震から、ブラックアウトから２年がた

ちました。電力の安定とか送電網の見直し問題、

原発問題、放射性廃棄物問題、気候問題について、

あるいはちょっと３問目のほうに入れませんでし

たけれども、人権、コロナの問題に関しても総じ

て言えることというのは、全てにおいては人権問

題に関わるのだということを一つ最後に力強く求

めていきたいと思っています。その中で、確実な

人々の、市民の安全、安心、そういったもの、安

全都市宣言ですとか健康都市宣言もされています

から、そういったものを守りながら行政側にはぜ

ひとも間違った判断のないような取り組み方をし

ていただきたいということを強く申し入れまして、

質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

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 ３時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏
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署名議員 黒 井 徹
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