
－117－

令 和 ２ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和２年９月１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和元年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和元年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和元年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和元年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 木 村 睦 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
丸 箸 啓 一 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号



－118－

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

１６番 山 田 典 幸 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。

補助金に関する事項について外１件を、三浦勝

秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 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、通告に従

い、質問させていただきます。

大項目１、補助金等に関わる事項に関して。こ

のたび新型コロナ経済対策として中小企業や個人

事業主の積極的な投資を後押しするため、名寄市

中小企業振興条例に基づき中小企業支援策の一部

を拡充、緩和の支援をいただいているところであ

り、一定程度の成果報告も受けているところでご

ざいます。また、事業の回復を応援するため名寄

市がんばる中小企業応援給付金を創設し、事業継

続のために多くの事業所の皆様に迅速かつ丁寧に

対応されていると認識しております。この支援事

業により、市内業者や市民に対し本市が行ってい

る様々な支援メニューの周知となったことと認識

しております。そして、支援事業の利用や検討し

ている事業者から支援内容について幾つかのお声

をいただいているところでございます。

小項目１、補助対象経費の考え方について。中

小企業の経営基盤強化等を目的として、名寄市都

市計画用途用地の商業地域内で行われる近代化事

業に補助をする中心市街地近代化事業と中小企業

の経営基盤強化を目指して、名寄市内で行われる

店舗または事務所の新築、改築、増築に補助する

店舗支援事業があり、この事業の対象経費として

店舗または事務所の新築、改築、増築に関わる経

費とあります。また、対象外の経費として事務費

や調査費など７項目、令和２年度限定での事業で

は企業の売上げ増加や経営安定に寄与しない改修

工事、例としては設備の更新、屋根外壁の塗り替

え、補修等など追加した８項目となっております。

この対象外の経費の中で、撤去や産廃処理の経費

と外構工事や外壁工事が対象外となっている理由

をお伺いいたします。また、本市の市街地におけ

る建物は経年劣化が顕著に見られることから、新

たな事業を始めるためには改修工事が高い確率で

必要になってくると考えます。このように改修や

リノベーションするに当たって必要となってくる

解体工事の補助に関して現状対象外となっており

ます。この解体工事の補助についてどのようにお

考えかお伺いいたします。

次に、大項目２、地方大学を活用した雇用創出、

若者定着について。国の方針として文部科学省が

地方大学を活用した雇用創出、若者定着を掲げて

おります。その目的として、人口減少克服に向け

て大学等卒業後の地方定住を促進するためには、

在学中から授業等を通じて地域との関わりを深め

る取組や大学等の卒業生が地方に定住して働く雇

用を創出することが必要となります。また、自立

的、持続的な社会創生に向けて地方が取り組むべ

き対策の方向性として、地方大学を卒業したより

多くの若者が就職時に地元企業を選択、地方への

定住の流れを継続させるために大学と地域の関わ

りを強化し、大学が有する専門知識を生かした産

業振興、雇用創出等を図る対策を併せて実施する

ことが必要となってきます。地域で活躍する人材

の育成を通じた地方創生事業を展開するに当たり、

本市の現状は名寄市の統計調査によると、人口は

昭和３５年頃をピークに減少が続き、特に若者の
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地域外流出が顕著に見られます。その中で本市の

取組の一つとして、名寄大学では名寄市立総合病

院看護師等学資金を設置し、自宅通学者には月額

４万円、自宅外通学者には月額７万円の支援をし

ており、卒業後直ちに名寄市立総合病院に学資金

貸与期間に相当する期間を継続して勤務したとき

に学資金の返還が免除される制度や地元就職助成

金として地元定着化推進のために市内に居住し、

かつ市内の事業所に就業する卒業生に就業支度金

として今回１０万円から２０万円に増額している

助成もあると認識しているところでございます。

小項目１、大学求職動向調査において調査結果

についてどのような分析と対応をされているのか

お伺いいたします。また、市内の各企業、病院、

各種施設と大学、学生への求人について現状のマ

ッチングと市内事業者からの求人数についてどの

ように捉えられているのかお伺いいたします。

小項目２、大学において地域への愛着、シビッ

クプライドの醸成として地域産業の特性や地元企

業に対する理解の促進を目的とした取組が必要で

あると考えます。市としての御見解、お伺いいた

します。

以上、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） おはようござい

ます。三浦議員から大項目で２点にわたり御質問

をいただきました。大項目１については私から、

大項目２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、補助金に関する事項につい

て、小項目１、補助対象経費の考え方についてお

答えいたします。新型コロナウイルス感染症に対

する経済対策の一つとして、本年６月に名寄市中

小企業振興条例施行規則を一部改正し、補助基準

の拡充、緩和を行いました。これは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による厳しい経済状況にお

いて中小企業の積極的な投資を後押しし、地域経

済の持続を図ろうとするものでございます。改正

内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により

減収が見込まれる令和２年４月１日から令和３年

３月３１日までの間の補助基準の特例として、支

援メニューのうち多くの利用が見込まれる店舗の

改修や創業などについて補助率のかさ上げ、補助

限度額の引上げ、下限事業費の引下げを基本とし、

これら以外の補助対象事業及び補助基準について

は従前どおりとしております。９月１０日時点で

の補助金の申請状況についてですが、中心市街地

近代化事業は申請件数７件、交付決定額 ６２９

万 ０００円、店舗支援事業は申請件数２６件、

交付決定額 ２２６万 ０００円、創業支援事業

は申請件数４件、交付決定額９０８万 ０００円

となっております。閉塞感漂うコロナ禍において、

市内事業者の設備投資ニーズに応える事業として

好評を得るとともに、事業を請け負う市内建設関

連事業者からも高い評価をいただいているところ

です。御質問のありました補助対象経費の考え方

につきましては、同施行規則において補助対象事

業の内容及び補助基準を定めており、中心市街地

近代化事業及び店舗支援事業については中小企業

の経営基盤強化及び経営の革新等に関する事業を

対象事業とし、補助基準として店舗または事務所

の新築、改築、増築と定めております。店舗また

は事務所の新築、増築、改築における既存施設の

撤去や産廃処理は経営基盤強化及び経営の革新に

該当しないと判断し、対象外経費としております。

また、外構工事及び解体工事につきましては、店

舗または事務所の新築、改築、増築に該当しない

と判断し、対象外経費としております。ほかの対

象外経費についても同様の考え方でございます。

なお、支援メニューにつきましては（仮称）名寄

市商工業振興基本計画の策定に向けた名寄市中小

企業振興審議会及び検討部会の中で見直すことと

しており、補助対象経費の考え方についても御議

論をいただき、よりよい支援メニューとなるよう

検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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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２の地方大学を活用した雇用創出、若者定

着について、初めに小項目１の学生求職動向調査

についてお答えいたします。

市立大学では、卒業生が名寄市に定着すること

を推進するための取組の一つとして、学生求職動

向調査を実施しております。この調査は、毎年保

健福祉学部３年生を対象とし、学生の就職の希望

を調査し、就職活動を支援していくことを目的と

して実施しています。直近の令和元年度の卒業生

につきましては、平成３０年９月から１１月にこ

の調査を実施しており、対象者１９６名のうち回

答数１６６名となり、回答割合は８ ７％でござ

いました。そのうち名寄市内への就業を第１希望

とする学生が１１名、第２希望で９名、第３希望

で７名となっており、合計で２７名が市内就業を

希望するという結果となっておりました。市内希

望の学生の割合は第１希望では ６％、第２希望

では ４％、第３希望では ２％となり、第１希

望から第３希望まで合わせた合計では ４％が市

内への就業を希望する結果となっております。一

方で、名寄市立大学に寄せられた求人票の件数に

つきましては、令和元年度は合計で約 ５００件

となっておりますが、この中で名寄市内の求人に

関するものにつきましては２５件となっており、

全体の約１％程度という状況になってございます。

名寄市内への就職の状況といたしましては、令和

元年度卒全体の就職者数１７８名のうち１９名が

市内の事業所に就業しており、割合では１ ７％

となっております。学生求職動向調査は平成２８

年度から実施している調査ですが、名寄市内に就

業を希望する学生は平成２８年度調査で２２名、

平成２９年度調査で３０名、先ほど申し上げまし

た平成３０年度調査で２７名となっております。

また、名寄市内で就職した学生の推移としまして

は、平成２９年度卒が７名、平成３０年度卒が１

４名、令和元年度卒が１９名となっており、直近

３か年につきましては名寄市内を就職先としてい

る学生が増えている状況となっております。市立

大学では、これまで本学の卒業生が名寄市内に定

住し、活躍していくことを推進するため、動向調

査を踏まえて地元事業所の就職説明会を開催し、

また名寄市内に就業する卒業生に対して経済的支

援を行う助成制度等も実施してきておりますが、

名寄市に残って働く学生が毎年一定程度輩出でき

ているという結果を鑑みれば、これら学生の動機

づけとして少なからず成果を上げているものと認

識しております。

次に、小項目２の学生の地域への愛着の醸成に

ついてお答えいたします。学生の地域への愛着を

醸成し、地元、地域、社会に貢献することは本学

の大きな役割の一つと考えております。地方の大

学においては、地域産業活性化への貢献や卒業生

の地元就職による人口流出の阻止という役割が期

待されており、本学においても地域社会の期待に

応えられる人材の輩出に努めているところです。

このためには、学生が日々の学生生活の中で地域

の生活になじみ、地域の方々と共に活動する機会

の創出が重要と考えております。市立大学では、

事業や実習を通じて個々の学生が学びながら地域

の実情に触れ、学習を深めるとともに、人間的に

も成長する機会を設けるようにしております。具

体的には、スポーツ実技の授業では名寄市の代表

的な地域スポーツであるスキー、カーリングを体

験する時間を設けたり、北海道の野外レクリエー

ションの授業では名寄、道北地域の大自然の中で

様々な活動を体験しています。さらには、北海道

の地域資源の授業では、名寄市やその近郊の施設

について学んでいます。北海道の農と食の授業で

は、市内の農業者の皆さんとじかに触れ合い、共

に作業を行うことで現場での苦労や農業者の皆さ

んの思いなどを知る貴重な機会となっています。

さらに、複数学科合同の連携科目を１年生から３

年生まで配置し、小学校での学習支援等をはじめ

地域の中で学んでいます。また、専門職を目指す
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上で必要になる各種の施設実習においては、市内

における病院、福祉施設等の御協力の下で専門職

業人としてのスキルはもとより、地域社会に根差

した働く者としての考え方、姿勢を学ぶ貴重な機

会を得ていると認識しております。一方で、学び

の場以外でも積極的に地域に出向いて行っている

ボランティア活動、サークル活動、アルバイトな

ど様々な場面において地元市民との交流が図られ

ていると思っています。これらの交流につきまし

ては、社会福祉団体、社会教育施設や幼稚園、保

育所など様々な方面に及んでおりますが、特に町

内会とは専門分野に関する実習先となっているほ

か、学科混成のグループで行っている連携教育科

目での交流、子供会行事へのボランティアスタッ

フとしての参加など市民と学生がより距離感の近

い交流が行われ、学生の地域に対する愛着の醸成

への一助となっているものと考えております。

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） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御答弁いただ

きました。順に再質問させていただきます。

まず、対象外経費の考え方について、今まだ対

象外で、今後検討していく余地があるというお答

えだったと思います。都市計画マスタープランの

まちづくりの基本となる考え方の中で、市民主体

のまちづくりを推進するとあります。今までこの

中心市街地の質問させていただいた中で、民間活

力を生かしたまちづくりを推進するという御答弁

いただいたと記憶しております。この解釈として、

私は民間事業が、民間の事業者が投資すること、

空き家の改築であったり、リノベーションするこ

とを市の補助が背中を押してあげることがすごく

重要であると認識しておりますが、どうしてもリ

ノベーションとか改修するに当たって産業廃棄物

であったり、ごみというのはどうしても出てしま

うというのです。このどうしても出てしまうもの

に対して補助できないというか、後押しできない

理由を、すみません、もう一度ちょっと詳しくお

聞かせいただければなと思います。

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） ただいま答弁さ

せていただいたとおりでございますが、私ども名

寄市としては今この産業廃棄物の処理、あるいは

撤去に関しては経営基盤の強化及び経営の革新に

該当しないというふうに判断をしているところで

対象としていないというところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 経営安定には関わらな

いのではないかなというお答えだったかなと思い

ます。来週の決算特別委員会で報告あると思うの

ですが、平成２８年度の名寄市住宅改修推進事業

の後継として設置されました名寄市ずっと住まい

る応援事業、この中に拡充部分として移住と、あ

と移住加算、空き家加算、あと雪に対する外構工

事ということで、外構の工事って含まれているの

です。ちょっと意味合いが変わってきてしまうと

思うのですが、外構工事、対象にすることは多分

可能だと思うのです。経営基盤の安定という中で、

店舗であったら店舗の外壁というのはお客さんに

見てもらえるところであったり、そういうところ

は経営に関わってくるのではないかなと思うので

すが、外構というか、外壁といったところも対象

になっていない理由、ちょっともう一度お答えい

ただいてもよろしいですか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ずっと住まいる

応援事業については、市民に名寄に住んでいただ

くというところで、基本的には外構工事は対象と

していないのですけれども、雪対策というところ

で、そこは雪の多い名寄ということで該当と。今

年度から該当したことにしております。ごめんな

さい。これは、ずっと、すみません、最初からな

っております。そのほか、今外壁のことについて

御質問ありましたけれども、外壁についても、外

壁だけだというのはちょっと対象としておりませ

んが、例えば外壁の中でそこの店舗のいわゆる看
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板部分をつけるとか、そこが先ほど申し上げた経

営基盤の強化、あるいは経営の革新ですとか売上

げ増嵩につながるものであるというようなことで

あれば、個別の相談の中ではその部分については

該当するとかといったことで対応させていただい

ております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 対象になるかならない

かという、担当の方といいますか、その状況に合

わせてちょっと臨機応変にやっていただいている

のかなという解釈をさせていただきます。

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に

関するアンケート調査、この中で市民の意向を確

認したところ、問いの１４問目、町中のにぎわい

を創出するために必要なことに対して、複数回答

の問いがあるのですが、この中で魅力ある店舗づ

くりというのが６ １％、あと建物の更新、再利

用の推進、これが４ ６％という結果が出ており

ます。この市民の意向について、私は財源確保し、

市民の支援、先ほど言った民間の投資、こちらを

もっと強く支援することが持続可能なまちづくり

の一端を担い、今後名寄市にとって重要だと思う

のですが、この件に関してお考えお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今三浦議員から貴重

な提言をいただいたというふうに思っています。

ただ、これは市だけではないと思いますけれども、

施策を打つときには当然そのときの課題があって、

その課題をどう克服するのか、そのための施策で

あったり、さらには先を見据えた中でどう誘導策

を打つのが効果的かということで考えさせていた

だくというのが一つであります。しかし、その施

策を打つに当たっては、安定的に打っていかなけ

ればいけないというところでいくと財源のやはり

問題があります。では、どこまで、費用管理につ

いてはそのとき、そのときの状況の中で考えてい

かなければいけないのだと思いますけれども、今

回先ほど室長が説明したところでは、確かに三浦

議員が言うように、そこまで拾ってあげたほうが

いいのかもしれませんけれども、やはり直接的に

前向きに効果があるところということで、現段階

については絞って支援の対象にしているというこ

とでありますので、そこについてはぜひ御理解い

ただきたいと思います。ただ、今後の中で中小企

業の基本計画の検討などもしますし、さらに中小

企業の誘導策についても、見直しの検討させてい

ただく予定でありますので、その中で行政だけで

はなくて、関係する団体、あるいは市民の皆さん

の意見を踏まえながらどういう形が望ましいのか、

そのことが行政として財政的にも裏づけできるか

も踏まえた上で検討させていただきたいと思いま

すので、御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 理解させていただきま

すが、基本計画の中で多分いろいろ御議論されて

いただくと思います。その中でこの補助対象経費

に関しても前向きに捉えられて、取り組んでいた

だければなと思います。

空き家であったり、その改修の工事の話になり

ますので、関連させていただきまして、空き家に

関しまして以前宮本部長のほうからも御答弁あり

ました。建物の管理者への呼びかけ等適切な対応

していただいていると空き家に関しては認識させ

ていただいております。また、この空き家の取扱

いについても個人の所有物ということで、すごく

取組に関して難しい点があるということも理解さ

せていただきました。本市の空き家バンクなど、

ちょっと利用の実績などを踏まえると、民間で行

っている空き家のマッチング業者というのがあり

まして、こちら現状で利用等を検討していくのか、

お考えがあればお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 名寄市の空き家バン

クにつきましては、これまで御説明させていただ

いておりますように、市内の物件の流通が非常に
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活発だということで、なかなか空き家バンクのほ

うに載ってくるまでに至っていないというのが実

情となっております。今お話しいただきましたマ

ッチングの部分なんかにつきましても、名寄市の

実情を踏まえながら、この手法が合っているのか

どうかなど今後研究していく必要があると思って

おりますので、御理解お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 理解させていただきま

した。マッチングについて、今では名寄市は特に

問題なくやっていただけているというお答えでよ

ろしかったですか。すみません。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 現在は、こちらのマ

ッチングについては行っておりません。それで、

今後こういった手法も使えるかどうかという部分

を研究させていただきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 何かいろんな方法で検

討していただけるということで、御期待いたしま

す。やっぱりこの空き家というのは市民生活に悪

影響を及ぼす可能性が高いので、この課題解決に

向けて、御承知のとおり、国も進めております。

何より空き家問題の解決、空き家の管理者であっ

たり、地域住民であったり、解決することで皆さ

んいい、ウィン・ウィンな関係になると思います

ので、総合計画や都市計画マスタープランなどと

併せて今後も取り組んでいただきたい課題をお願

いして、次の質問に移らさせていただきます。

次に、大学の件になります。調査結果について、

市内に就職希望される方であったり、この３年間

市内に就職していただいた実績などを踏まえると

増加傾向で、すごくいい結果が出ているのかなと

いうふうに思います。この中で結果について各学

科、各４学科、栄養学科、看護学科、社会福祉学

科、保育学科、この４学科に対して個別に分析さ

れている結果が、分析して、何か結果や課題等あ

ればお聞かせください。

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） 直近の令和

元年度卒業生の名寄市内への就業者については、

それぞれ学科ごとに押さえてございます。それぞ

れ専門職として就職しているということでござい

ます。課題としては、それぞれの学科、それぞれ

の学生が専門職として就業を目指しているという

ふうに考えておりまして、看護学科の看護師とい

う専門職を除いては名寄市内においての継続的な

求人、雇用というのが課題であるというふうに考

えてございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 継続的な求人が課題と

いうお答えだったと思います。こちら具体的に求

人が足りないのが課題という認識でよろしいです

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） 先ほどお答

えした中では、名寄市内に第１希望で残りたい学

生と同等の求人はいただいているというふうに考

えております。ただ、先ほども申し上げたとおり、

学生は専門職として就業したいというのが基本的

なところでございますので、それとうまくマッチ

ングできる求人というのが課題だというふうに考

えています。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 求人については、理解

させていただきました。

本市の地域で就職した場合に奨学金の全額また

は一部は返済を免除する制度や支度金の制度など

ございまして、このような学生の学費の負担軽減

と地元定着の関連性についてお考えがあればお聞

かせください。

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） 地元定着に

向けた名寄市としての施策は、地元への就業が内

定した段階で就業のための支度金を助成するとい

うこと、さらに就職後定着していただければ、学
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生時代に貸与を受けていた日本学生支援機構の償

還金を助成するというふうな仕組みでございます。

先ほどお答えしたとおり、就業希望調査について

は３年生のときにやっています。大学３年生です。

本人の就職希望等が固まるのがそのぐらいだろう

と、あるいは就職活動に取り組むのがそのぐらい

だろうというところでの動きがあります。この定

着に向けた助成の仕組みについては、名寄市内に

定着を見込んだ場合の助成制度でございますので、

学費等については１年生から４年生までの約束で

いただいているものですので、そことの関連性は

ないというところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

関連性について理解させていただきました。

次に、地域大学、名寄大学に在籍している学生

のうち優先の採用枠についてですが、まず学生の

方々が地元企業をどれぐらい知っているのかなと

いったことが、知らないところに就職できないと

思うのですが、地元企業に関してどれだけ知って

いるのかという数値、アンケート、動向調査等で

あればお伺いしたいと思います。

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） 学生が名寄

市内の企業、事業所をどれだけ認識しているかと

いう調査というのは、大学のほうで取ったことは

ございません。ただ、学生に就職希望動向調査を

する一方で、市内事業所の皆様に求人動向調査と

いうのをさせていただいていまして、来年、再来

年、求人、どういうふうに考えているかと、そう

いった調査を踏まえて、名寄に残りたい学生、そ

れから市内で求人を出す企業、それとのマッチン

グの場をつくっているところです。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 企業であったり、大学

生とマッチングの機会はあるということで、継続

していただきたいなと思います。

また、内閣官房のまち・ひと・しごと創生本部

が進めている地方回帰型インターンシップ事業の

推進として大都市圏への集中是正、地方還流等の

視点から、大都市圏の大学の協力も得て、産学官

が連携して取り組む大都市圏の大学生をターゲッ

トとした地方回帰型インターンシップ事業につい

て、その推進の組織の設置と運営に対する財政支

援や創設、名寄市以外で就学されている学生のイ

ンターシップ、名寄に就職、来ていただくような

取組等ありましたら、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） インターンシッ

プを、人口集中地区、首都圏の学生を各地方に呼

び込むインターシップ制度、これ議員お話しのと

おり、内閣府が地方創生の一環の事業として予算

組みをしているものだと認識しております。制度

的な認識は、当然情報としては入っておりますけ

れども、改めてその取組の状況見ますと、内閣府

の情報発信のところを見ますと、実は入り口とし

ては都道府県が一つまとまっていて、そこから例

えば北海道であればどんな取組があるかという紹

介なのですけれども、残念なことにそこ北海道が

まだ立ち上がっていない状況になっておりまして、

今後資料の提供もありますので、北海道内の自治

体として北海道がある程度リーダーシップを取っ

て制度的な周知が図られていくのかなというふう

に感じているところであります。もしそんな制度

がありましたら、地元の企業の皆様方の意向を確

認しながら、活用できるものがあれば活用してい

ければというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） インターンシップにつ

いて、国や道の動き等理解させていただきました。

このコロナ禍において多分地方にチャンスが巡っ

てくると私は考えておりますので、そういった動

き等あれば、積極的に名寄市も取り組んでいただ

きたいなというふうに考えます。

最後になりますが、名寄大学に来てくれた学生、

理由はいろいろあると思うのですが、この名寄の
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地を選んでいただいて、４年間学び、名寄に就職

したいという学生に対しては本当貴重な人材とし

て優先的な学費の負担軽減や手厚い支援をいただ

き、大学を活用した雇用創出と定着化、この取組

に力を入れていただくことをお願いして、質問を

終わらせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

安定的な農業経営について外１件を、今村芳彦

議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従い、大項目２点にわたり

質問をしてまいります。

大項目１番、安定的な農業経営について、農業

の持続的な体制を確認する目的も踏まえ、小項目

３点の質問を行います。名寄市の基幹産業でもあ

る農業は、今回のコロナウイルス感染症の影響を

少なからず受けながらも農業者それぞれの努力に

よって今年度は主要農産物の作柄も良好であり、

豊作が期待されているところであります。市内の

農産物は実需からの評価が高いことは周知の事実

でありますが、高品質な農産物そのものより毎年

の変動する気候条件や市場動向に左右されず、安

定した生産と供給を続ける高い技術水準を誇る農

業者そのものが名寄市の貴重な財産であると考え

ております。しかしながら、農業者個人の努力だ

けでは解決できない課題もあることから、継続的

な行政側の施策をよりしっかりと理解しつつさら

なる基礎、基盤の強化を行い、より一層の揺るぎ

ない基幹産業たり得ることを念頭に置きながら質

問をするものであります。

小項目１番、新規就農者の現状についてお伺い

いたします。名寄市においても、地域おこし協力

隊などを経るなど多様な形態で新規就農された方

が少なくありません。慢性的な人口減少にあえぐ

地域として、農業の担い手としてはもちろん、日

頃の地域活動の中心的存在としてそれぞれ御活躍

されていると思います。就農の条件にもよります

が、新規就農した方には５か年の国費による農業

次世代人材投資資金が対象となるなど経営面での

サポートを国や道とも連携として行われておりま

すが、当然給付期間後は自立した経営が求められ

ております。そこで、現在補助金を利用している

農業者の状況と今後の問題点についてお伺いをい

たします。

続いて、小項目２番、農地の流動化についてお

伺いをいたします。人・農地プランの中間集計が

さきの常任委員会で報告されました。その中にお

いて、一定程度の規模拡大が進んだものと考えて

おりますが、依然として離農及び規模縮小を考え

る農業者が多いということは地域における関係人

口の減少に直結する課題であり、対策の必要があ

ると考えております。一方、さらなる規模拡大を

望む経営者も多く、担い手への農地集積が十分に

進んでいないことが推測をされます。その原因と

対策についてお伺いをいたします。

小項目３番、農村環境の維持向上について２点

お伺いいたします。１点目、農村地区における農

業排水路は整備以来年月の経過や農地の流動化と

ともに施工当時の記録の逸失や設備の風化による

機能低下が見られることから、農地水環境保全組

合を地域住民によって組織し、日々の管理保全を

行っております。しかしながら、大雨によって引

き起こされる田畑への越水、あるいは流入した土

砂や残渣の撤去の問題など組織の枠を超えた維持

管理に問題が生じてきております。現状の対策に

ついてお伺いをいたします。

２点目、今年度のエゾシカ、アライグマの捕獲

頭数は現時点で昨年の総数を上回っており、今後

増加する有害鳥獣への抜本的な対策が必須である

と考えております。特に問題が顕著となっており

ます外来生物でもあるアライグマへの対策と今後

の課題についてお伺いをいたします。

大項目２番、市道除排雪体制の維持に向けた取

組について、小項目２点にわたり質問をいたしま

す。名寄市は国内有数の降雪量があり、特別豪雪
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地帯の指定がされておりますが、その降雪量は毎

年不安定で、特に昨年のような降雪量の少ない年

は除排雪業務を請け負う業者の収益が減少いたし

ます。しかし、保持している除雪トラックなど作

業機の運用コストは経年劣化に伴い年々増加して

いることから、昨今の公共事業の減少などにより

経営体力が弱体化している企業の場合、除排雪事

業からの撤退も考えることができます。もし万が

一市内業者による市道除排雪の協力関係が損なわ

れた場合、市道維持管理の品質低下を招き、通勤、

通学、買物といった日々の経済活動の低下はもち

ろん、火災、事故等での緊急車両の通行にも支障

を来すことが容易に想像できます。冬期における

市民の生命や生活、地域経済を守るために恒久的

な維持管理体制の確立へ向けたさらなる是正が急

務であると考えております。これまでは、業者そ

れぞれによる社会貢献への高い意識と卓越した技

術によって市道の除排雪が、みんなの道路が支え

られてきております。１６日の東川議員の答弁で

あったかと思いますが、冬期間の道路維持は大変

重要であり、多くの業者と協議しながらよりよい

体制をつくりたいと木村建設水道部長からお答え

をいただいたことを大変心強く思っているところ

であります。名寄市と民間企業の足並みがそろっ

た協力体制を取ることでプロ意識や技術水準を保

ちながら、安定的かつ恒久的な除雪体制を維持す

るべく質問を行うものであります。

小項目の１番、現在の除排雪体制の現状と課題

について２点質問いたします。１点目、委託費積

算における課題についてお伺いをいたします。今

定例会初日に可決されました第７号補正予算の中

で、労務費及び機械損料の増額、ロータリー除雪

車の購入費用が盛り込まれるなど除排雪体制への

配慮がなされることに評価をいたします。しかし

ながら、これで実際に即した積算になったとまだ

言えるのかは疑問が残る部分があります。さきも

述べましたように、民間所有の車両は経年劣化し

た車両も多く、現在の単価では新規による購入は

もちろん、規模の大きな修理があった場合、維持

が著しく困難になる状況であります。その対応を

計画的にどのように考えているのかお伺いをいた

します。また、現在の委託費積算における実態と

の比較検討をどのように行い、見直しを図ってき

たのか、そして見直しの検討を行うために同じ市

内において国道及び道道の除排雪を行っている国

や道の算定方法をどの程度参考にしているのかお

伺いをいたします。

２点目、名寄市の除排雪車両の現状と課題につ

いてお伺いをいたします。市道除雪には民間所有

の車両を活用する部分と市が所有する官貸車を利

用する部分があります。その割合と問題点の認識

について名寄地域と風連地域に分けてお伺いをい

たします。

続いて、小項目の２番、今後の恒久的な維持に

向けた取組についてお伺いをいたします。これま

で除排雪業務による黒字を望むことが難しいなが

らも維持管理が行われてきました。このことは、

業者それぞれによる社会貢献への高い意識、プロ

意識、プライドと言い換えても結構かと思います

けれども、そのプロ集団による卓越した技術によ

って支えられてきました。そういった除雪業者に

よるプロの意識、技術を保ちながら安定的かつ恒

久的な除雪体制を維持するため、抜本的、具体的

な対策について道内の札幌市、旭川市など他市町

村での取組を参考とした部分など検討されている

事項があれば、お伺いをいたします。

以上、名寄市の農業や冬の交通を守ることは、

市の経済、市民生活といった基礎、基盤を守るこ

とであることを深く認識するとともに、是正をす

べきところは是正を行い、子供たちの明るい未来

へつながる都市基盤を一層強固に恒久的に継続さ

せるべきとの強い信念を持って、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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま今村議員か

らは大項目で２点御質問いただきました。大項目
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の１につきましては私のほうから、大項目の２に

つきましては建設水道部長からの答弁となります

ので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、安定的な農業経営につ

いて、初めに小項目の１、新規就農者の現状につ

いて申し上げます。平成２４年度に青年就農給付

金としてスタートしました農業次世代人材投資資

金につきましては、就農前の研修段階で交付をさ

れます準備型と経営の不安定な就農初期段階に交

付をされます経営開始型の２つのタイプがござい

ます。準備型につきましては公益財団法人北海道

農業公社が、経営開始型は市町村がそれぞれ実施

主体として事業を執り行っておりまして、交付額

につきましては両タイプとも最大で年間１５０万

円、御夫婦で就農された場合につきましてはその

５倍となります２２５万円が上限となってござ

います。御質問のありました新規就農者に対する

経営開始型のこれまでの交付実績につきましては、

平成２４年度３件、２５年度５件、２６年度６件、

２７年度７件、２８年度４件、２９年度７件、そ

して３０年度及び令和元年度につきましてはそれ

ぞれ４件となっておりまして、交付実戸数で申し

上げますと１０件となってございます。また、現

状令和２年度におきましては就農後５年目１件、

４年目２件で、いずれも継続で、新規就農、いわ

ゆる参入者３件が交付対象となっており、新規就

農者のリスクを抑え、経営安定に向けて効果的な

制度でありますことから、今後も有効に活用して

まいりたいと考えているところでございます。一

方、今後の課題についてでありますが、本事業の

交付期間は最長で５年間となっておりますが、前

年の所得が３５０万円以上となった場合や適切な

農業経営を行っていない場合などに加えまして、

平成２９年度新規交付者からは、制度の実効性を

高めるため、意欲や営農状況、経営実績など複数

の評価項目による中間評価制度が設けられ、交付

停止などの措置が講じられてございます。新規就

農者の経営安定に向けましては、個人の特性や条

件、目指す経営形態などにより百人百様の歩みと

なり、それぞれリスクを負うこととなりますが、

いずれも限られた一定の期間内において交付金か

らの自立が必要であり、今後とも農業者の主体的

な計画及び取組を基本としながら、関係機関や団

体による新規就農者支援チームを中心とし、専門

的かつ幅広な相談、助言などを行うとともに、引

き続き受入れ地域における協力、支援についても

お願いをしてまいりたいと考えているところであ

ります。

次に、小項目の２、農地の流動化についてでご

ざいますが、農業者の高齢化と後継者不足により

本市におきましても農家戸数は減少傾向にござい

ます。このたび人・農地プランの見直しに併せて

取り組みましたアンケート調査の結果によります

と、回答者数４２２人のうち約４割が後継者不在

と回答されており、今後も農家戸数の減少が続く

ものと考えております。御質問いただきました農

地流動化の見通しについてでございますが、農地

の受け手となる経営規模の拡大を考える方が１２

０戸に対しまして、農地の出し手となる規模の縮

小や離農を考える方が８０戸であり、農地の受け

手が出し手を上回る状況でありますことから、今

後とも農地の流動化が進んでいくものと考えてお

ります。しかしながら、集落単位で見ますと農地

の出し手と受け手のバランスが取れていない地区

もあり、今後地域を超えた隣接集落などとの連携

がより一層重要になるものと考えているところで

あります。また、農地の担い手などへの集積につ

きましては、農用地利用改善事業実施組合及び農

地流動化推進委員並びに名寄市農業委員の活動に

よりまして市内の各地域ごとに農地のあっせんが

行われており、担い手への権利移動が進んでいる

ところであります。あわせまして、これまで圃場

整備事業におきましても地権者の協力を得ながら

事業実施地区内に分散する農地をまとめる換地処

分に取り組み、区画の拡大、団地化などを通じて

農作業の効率化を進めてきたところであります。
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これらの取組を通じまして、認定農業者への集積

率につきましては９４％となっており、北海道の

９１％、全国の５６％と比べて高い状況となって

ございます。今後についてでありますが、ただい

ま申し上げた取組につきましては、引き続き関係

機関などと連携し、役割分担の上でしっかりと進

めてまいりたいと考えております。また、農地は

地域農業に欠かせない生産基盤でありますが、一

方では私有財産でもありますことから、所有者で

ある農業者個々の考えによるところが大きく、誰

かが画一的に農地の集積を進めることは難しいと

考えております。このことから、市といたしまし

ては農閑期において開催を予定しています人・農

地プランの見直しに係る地域ごとの話合いの場に

おきまして、地域における農地や担い手など将来

の在り方につきまして農業者の皆さんの主体的な

話合いが進むよう努め、農業者の皆さんの総意に

基づき計画的かつ効率的な農地流動化が図られる

よう取り組んでまいります。

次に、小項目の３、農村環境の維持向上につい

て申し上げます。農村環境の維持向上に必要な農

業用用排水施設の維持管理につきましては、地域

の活動組織により草刈りや泥上げ作業など機能の

保全に取り組んでいただくとともに、天塩川土地

改良区と連携し、計画的な改修が進められており

ます。市といたしましては、国の多面的機能支払

交付金を活用し、こうした地域の主体的な活動に

対する支援を通じて農業、農村が有する多面的機

能の維持向上に取り組んでございます。御質問を

いただきました内容のうち、まず大雨による農業

排水への流入土砂などの撤去につきましては、状

況により対応が異なりますけれども、大枠で申し

上げますと、災害などにより施設の破損を伴う場

合につきましては施設管理者に御相談をいただき、

協議いただくこととなります。また、経年による

土砂堆積の撤去につきましては、先ほど申し上げ

ました地域における活動組織において、多面的機

能支払交付金などの活用を含めて御検討いただき

たいと考えているところであります。

次に、有害鳥獣対策についてでありますが、そ

の年度によりまして捕獲の頭数や捕獲場所に変動

はございますが、市内で広範囲に生息し、増加傾

向にあるものと認識をしているところであります。

現在の対策について概要を申し上げますと、アラ

イグマについては外来生物法に基づく防除従事者

の育成とその登録された方による箱わなでの捕獲

を進めるとともに、キツネなどにつきましては鳥

獣保護法に基づく有害鳥獣駆除といたしまして、

猟友会や市でわなを設置し、農業被害防止に取り

組んでいるところでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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、市道除排雪体制の維持に向けた取組につい

てお答えいたします。

まず、小項目１、名寄市の除排雪体制の現状と

課題について、除排雪業務の委託料積算に係る車

両の単価についてお答えいたします。除排雪業務

や公共事業で使用する車両につきましては、設計

の中で機械損料として経費を計上しております。

機械損料とは、建設業者が所有する建設機械など

の償却費、維持管理費、管理費などを指し、これ

らのライフサイクルコストを１時間当たり、また

は１日当たりの金額で表示した経費のことをいい

ます。この経費は、国や北海道が実態調査を踏ま

え設定されており、各自治体の公共工事の設計に

おいては施工に要する標準的な機械経費算出のた

め、この経費を使用しているところです。したが

いまして、本市の除排雪業務の設計積算において

も同様の経費を使用しておりますので、御理解願

います。

次に、現在の委託料積算における実態との比較

検討についてですが、除排雪業務の開始以来市町

村では道路工事等とは異なり、国の補助事業のよ

うな制度がなかったため、多くの自治体では独自

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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の積算基準により除排雪業務を行ってきているも

のと認識しております。本市におきましても独自

の基準やルールによりシーズン請負の手法で除排

雪を発注してまいりましたが、平成２１年度に除

排雪についても国の交付金対象となったことから、

この制度を適用し、北海道の発注と同様の単価契

約方式としました。しかし、突出した財政出動と

なってしまうことや交付金の対象路線となる雪寒

指定道路の見直し等もあり、平成２５年度、請負

業者の方々と協議をさせていただき、現在は除雪

業務及び排雪業務についてはシーズン請負契約と

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いるところです。なお、

独自の積算基準でありますが、設計に用いる使用

車両の規格や労務単価等については基本国や北海

道と同様にしております。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、交付金該当事業として実施してお

り、基準や単価などについてはほぼ北海道と同様

にしております。

次に、除排雪車両の現状と課題についてお答え

いたします。現在名寄地区の除排雪業務において

は、請負業者が４６台、市からの貸与車が７台、

計５３台の除排雪車両で業務を実施しており、市

からの貸与率は１３％であります。また、風連地

区においては請負業者が１３台、市からの貸与車

が７台、計２０台で実施しており、市からの貸与

率は３５％となっております。よって、名寄地区、

風連地区を合わせた合計では請負業者が５９台、

市からの貸与車が１４台、合計で７３台、市から

の貸与率は約１９％となっております。除排雪車

両については、本市といたしましても機械力の増

強を図るべく近年除雪機械の更新や北海道からの

払下げによる機械の導入など取組を進めてきてお

ります。引き続き計画的に更新していけるよう努

めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、恒久的な除排雪体制の維持に

向けた取組についてお答えいたします。これまで

も除排雪の在り方については所管する建設水道部

はもとより、市議会、経済建設常任委員会の皆様

には平成２８年度、１年間をかけて他自治体への

行政視察など除排雪について調査研究をしていた

だいたり、市役所内の他部署や除排雪請負業者、

町連の役員の方々などと除排雪に対する満足度向

上に向けたよりよい除排雪の在り方について協議

を重ねてきているところです。また、恒久的な除

排雪体制維持に向けた取組については、除排雪機

械の導入や更新、雪堆積場用地の購入などハード

面での取組とともに、喫緊の課題である除雪オペ

レーターの人材不足、育成について名寄市中小企

業振興条例による名寄で人づくり事業を今年度４

月から改正し、支援の充実、強化を図ったところ

であります。引き続き除排雪体制の安定的な維持

に向け先進的な他自治体の取組を参考にするとと

もに、関係各位からお話を伺い、庁内連携による

協議を進め、市民の方々も安心していただける除

排雪体制となるよう十分に検討してまいりたいと

考えておりますので、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） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御答弁をいただきまし

た。通告順とは違いますが、大項目の２番から先

に再質問させていただきたいと思います。

まず、小項目１番目の機械損料及び労務費につ

いての考え方ということで、償却費、管理費等が

含まれているということになりますが、ちょっと

さきの補正予算の中身についての質問になるので

すけれども、総額 ４６７万 ０００円というと

ころで除雪費、そしてあるいは市道排雪の部分に

予算づけされているというところなのですけれど

も、今回の定例会の初日で行ったという、なぜ今

回なのかというところについてお伺いをしてもよ

ろしいでしょうか。

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） 御質問は、今定
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例会初日の除排雪、市道除雪排雪対策事業費の補

正予算に係るタイミングということの御質問でよ

ろしいでしょうか。先ほど今村議員からもお話ご

ざいましたとおり、今回の補正につきましてはそ

れぞれの委託料の増額として約 ４００万円、そ

れと北海道からの払下げ機械の購入費として２３

０万円、合わせて ６９７万 ０００円の補正を

させていただいたところでございます。タイミン

グといたしましては、それぞれ委託料の積算につ

いては当初の予算積算ではそのときの分かる範囲

内での基準を設けさせていただきました。しかし

ながら、北海道の単価等が見えてきた段階で毎年

度この時期に変わった部分について補正対応させ

ていただいているということですので、今回の補

正に至ったということになっているところでござ

います。ロータリー車につきましては、契約とい

うか購入が決まったことから、タイミングはこの

タイミングになったのかなというふうに考えてい

るところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 分かりました。このタ

イミングでないと予算をつけてというタイミング

が、雪は降ってきますから、１２月まで待ってし

まったらというところで今回というところになっ

たかと思いますけれども、やはりそういう北海道

の単価についての動向もなるべく早めに情報つか

んでいただいて、予算措置、早めに取り組んでい

ただくということが冬に対する一つの準備になる

のかなと考えておりますので、ぜひ今後検討して

いただきたいというように思います。

続きまして、道道及び国道との比較検討という

ことで、その算定というのが独自基準の中で発注

をしている。その中には北海道と国と同様にはな

っているということになっていると思いますけれ

ども、例えば現場経費、共通経費の部分でお話を

させていただきますが、やっぱり差があるのでは

ないかと。道道と国道とは道路の構造が違うので、

単純比較はできないと思いますけれども、実際の

除雪作業を行うに当たりまして、その作業の方法、

トラックを動かして、大体２往復をして作業を終

了させるというところの状況についてはほとんど

同様なのかなと思うところです。このことから、

共通費の現場管理費や一般管理費等もやはり道道

と同様に管理するべきではないかなと考えており

ますが、いかがでしょうか。

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） 議員おっしゃら

れるとおり、諸経費等につきましては、積込み運

搬につきましては設計基準、諸経費ともに北海道

と同様とさせていただいております。しかしなが

ら、除雪業務、排雪業務につきましては、これま

で東川議員、さらには今村議員にもお答えさせて

いただいたとおり、独自の設計でございますので、

諸経費についても独自の経費率とさせていただい

ております。現段階におきましては、設計の考え

方が異なりますので、諸経費についても同様にな

らないものと考えておりますが、今般の少雪の状

況ですとか様々な課題が出てきている状況の中で、

少しそちらについても今後見直しを検討していか

なければならないかなというふうには考えている

ところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 見直しを検討するとい

うお答えだったと思います。今年度名寄市でも導

入が予定されております新型のトラックについて

も１０トン級ということで伺っております。今後

は、市道においてもその１０トン級の車両をベー

スとした積算に対応するのか、またそのほかの作

業機においても実際使っている作業機との差とい

うのでしょうか、まだ古い車両が多いので、新し

い車両になるとなかなか同じ単価でよいのかとい

う問題も出てくると思いますが、これらを踏まえ

た中で実態に即した積算に向けた課題を、やはり

どう是正されているのかというちょっと具体的な
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ところになりますけれども、お話しできる範囲で

伺えればと思います。

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） 機械損料の話に

なるかとは思うのですけれども、公共工事の設計

におきましては、先ほども述べさせていただいた

とおり、まず施工に要する標準的な機械経費とい

うものを算出させていただいているところでござ

います。したがいまして、国、北海道が示してい

る機械損料を用いて設計させていただいていると

ころでございます。ここについては、これからも

除雪に限らず、公共工事におきましても機械損料

は示されている機械損料を標準的な経費として使

用はさせていただきたいというふうには考えてい

るところでございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 課題として捉えている

というところのお話だったと思います。本当に今

の機械というのは高額になってきているというと

ころも分かるのですけれども、ちょっと２点目の

除排雪車両について、名寄市では名寄地域また風

連の地域ということで７３台が除雪の業務に当た

っているということであります。この中で平成２

４年度に独立法人土木研究所の寒地機械研究チー

ムというところが発表しました継続的な除雪体制

の確保に関わる考察という資料がありまして、そ

の中では除雪トラックの平均使用年数というのが

示されております。これが２ ５年だそうです。

このことから考えますと、７３台あるということ

は１年間に３台程度を更新していかなければ、な

かなか２３年にそぐわないのではないかと。更新

の速度が若干遅いのではないか。これ民間も入っ

ていますので、名寄市でどこまで考えているかと

いうところは分かりませんけれども、そういう状

況になりつつあります。また、積算料の中で使用

時間の増加に比例して維持費が増加しますので、

これも加味されるとなかなか民間所有の除雪車両

が更新されないという状況になると思います。今

回の導入の名寄市の１０トントラックについては、

５００万円を超える車両であったのではないか

なと思いますけれども、これ例えば一般の企業が

導入した場合に減価償却の耐用年数というのが、

これ確認しましたら４年だそうです。これを年間

で償却しますと、年間 ３８０万円と。単純計算

ですけれども、それだけの赤字が企業の中で発生

をしてしまうということになります。これは、な

かなかその年だけの除雪トラックに関わる売上げ、

収入だけで賄うというのは本当に大変なことにな

っておりますので、この減価償却費の部分につい

て現状もほとんど耐用年数の経過した老朽化した

車両ばかりですから、ほとんど少ない数字になる

のかなと思いますが、そういう新しく導入した場

合の減価償却の部分についてどうお考えなのかお

伺いしたいと思います。

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） 今議員お話しさ

れたとおり、本市の貸与率が１９％ということで

すから、非常に官貸車が少ない状況にあるという

ことは認識させていただいているところでござい

ます。全面委託業務とさせていただいております

ので、少しでも官貸車の増加に向けて取り組んで

いきたいというふうには思っているところでござ

いますけれども、なかなか本市所有の貸与車につ

きましても除雪機械、先ほど ５００万円という

話も出ていましたけれども、高額であるためなか

なか導入が進んでいないというのが現状でござい

ます。今お話のありました減価償却費に係る部分

については大変御苦労になっているかなというふ

うに思っているところでございます。我々といた

しましても、先ほどお話しさせていただいたとお

り、少しでも官貸車両の増加に向けて取り組んで、

取組を進めさせていただきたいと思っております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに官貸車両の増加
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に向けた取組を行っているというところは、今回

の、先ほどの質問でもありましたけれども、ロー

タリー除雪車というところで理解をしております。

しかしながら、今の新しく企業が購入した場合に

多額の減価償却がかかってくるという状況は、こ

れは変わりありませんから、なかなか民間の除雪

トラックが民間の力だけで更新がされるというこ

とは非常に考えづらいのかなというようにも思い

ます。これについては、今後計画的に更新をして

いくべきであると強く思いますので、期待をしま

す。

続きまして、小項目の２番に移らさせていただ

きます。ほかの市町村の取組について参考の部分

ということでありましたけれども、例えば札幌市

においては入札資格参加者名簿の中に道路維持除

雪で登録されていること、またあるいは道路維持

除雪業務、雪堆積場管理業務のいずれかを３年継

続する実績があるというような明文化をした中で

入札が行われているという部分、これ工事に対す

るインセンティブ、除雪業者に対するインセンテ

ィブの部分ではないかなと思いますが、それにつ

いて、またあるいは先ほどの上限下限３０％のラ

インがあるよというところの考え方について恐ら

く除雪の業者さんから見直しをいただけないかと

いうような要望上がっているのではないかなと思

いますが、そこについてちょっと具体的に御意見

あればいただきたいと思います。

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） 他自治体の動向

踏まえて、何か名寄市では検討されていることは

ないかというような御質問だったかというふうに

思っています。今議員のほうからお話ございまし

た入札のインセンティブにつきましては、除排雪

業者様の安定的な業務量の確保に向けてと、さら

には除排雪業務への参画を促すことを目的として

それぞれ政策的に入札を、比較的大都市かと思う

のですけれども、されているということでござい

ますけれども、そういった面で理解はさせていた

だいておりますが、現段階におきましては本市に

おいては検討しておりませんので、そちらについ

ては御理解いただきたいと思います。

もう一つ、それと３０％の上下限ラインについ

てお話しいただきました。こちらは、さきにも述

べさせていただきましたとおり、積込み運搬業務

を除く除排雪業務委託につきましては名寄市独自

の基準で設計をさせていただいています。契約に

ついては上下限３０％つけさせていただいている

ところでございます。この上下限につきましては、

過去の除排雪業務の経過を踏まえながら、請け負

っていただいている業者さんと相互理解の下、市

民の皆さんの安全、安心な冬期間の確保に向けて

業務を進めさせていただいているということで認

識はさせていただいております。ほかの自治体に

おきましては、ここ数年少雪の傾向もありまして、

最低保障制度というものを取り入れているという

ことでございますけれども、そもそも各自治体に

おきまして設計の概念が違うということもありま

すから、一概に比較、判断することはできないか

なというふうにも考えております。しかしながら、

先ほどもお話しさせてもらいましたけれども、か

なり近年の気象状況が変動しています。そういっ

たことから、これからどれぐらい雪が降るのか、

全く誰もが予想はつかないことになります。そう

いった面からも、この上下限の率に対する設計変

更の定義については改めまして除排雪業者さんの

皆さんの御意見を伺いながら、また他自治体の状

況を見させていただきながら、検討は必要かとい

うふうに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） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 改めて検討する必要が

あるというお言葉を頂戴したことは、今後将来に

つながる部分、あるいは今までの業者さんの取組

にちょっと隠れていてなかなか見えなかった部分

ってあるというように思うのです。そういうとこ

ろきちんとお話の中で拾っていただいて、除雪業
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者さんが継続的に除雪やっていただけるように、

あるいは、例えば本当に除雪業者さんが除雪でき

ないとなったら必ず全てこの名寄市で請け負わな

ければならない、それは常識的に不可能な世界に

入ってきますので、必ずよい関係性をつくるとい

う、そういうことが必要になってくると思います。

また、なかなか機械の更新が進まないという背

景にはやはり除雪の部分だけで黒字化をすること

が大変厳しい、なかなか現状の予算の中では黒字

を呼ぶことが難しいというところになってくると

思います。前段でも申し上げましたけれども、夏

場の工事、公共土木工事がかなり減ってきていま

すから、その分、一つの企業を考えると夏と冬と

両方とも仕事ができればいいのですけれども、な

かなかそれが難しくなってきているという状況に

なると思います。これを是正する必要がある、先

ほどのオペレーターの対策も今後行っていくとあ

りましたけれども、例えば工事にインセンティブ

をつけた入札にしてしまえば、夏場はオペレータ

ー、あるいは除雪機械、機械全てではないですけ

れども、そういうのを有効活用しながら市民に資

する公共事業というのを今までの工事費とは別枠

の中で執り行うことというのも今後ぜひ検討して

いただきたいというように思います。

それとまた、除雪の、先ほどのトラック、減価

償却費もあったように、かなり高額になりますか

ら、それについてもさらなる見直しというのを求

めていきたいなというふうに思います。

以上、かなりいろんな状況がありまして、その

中ではまだまだ除雪に対する予算立ても含めて支

援が必要なのかなというふうに考えているところ

なのですけれども、そこで１つ提案がありまして、

まずアクションプラン、ちょっとぱっと考えた中

では名寄市除雪業務運用計画みたいな、名前はど

うでもいいので、みんな幸せ除雪計画とかでもい

いのですけれども、そういうものを計画を策定し

て、取組する、その中で各関係業者も含めて団体

もそうですけれども、町内会また一般市民にも参

加をしてもらって、除排雪のルール、あるいは重

要性を協議しながら理解をしていただくというの

が必要になるのかなというように思います。それ

について、とりあえず計画の策定についてどう考

えお持ちでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今アクションプランと

いうことでお話しいただきました。ちょっと答弁

前後しますけれども、官貸車につきましては市か

らお貸しするものですけれども、それに絡めて、

民間事業者のお持ちになる車両の減価償却の部分

出てきましたが、一応最初の答弁で機械損料の中

に一定程度含まれているという答弁差し上げてい

ると思いますので、それでまだ間に合わないとい

う部分があるというのであれば、またそれは違う

形での考え方が成立するのかなと思いますけれど

も、改めて状況等については私どもも関心を持っ

てまいりたいと思います。

それから、入札についてインセンティブのお話

もありました。前段夏場の土木工事が少ないとい

うことで、名寄市発注の土木工事なのか、それ以

外のものも含めてなのか判然としませんけれども、

その部分も含めて入札のインセンティブについて

は、一般論で申し上げますと、入札の競争性を確

保することがこれでできるかどうかというのが非

常に大きなポイントになると思いますので、改め

て、様々な状況、他市の状況等も参考にしたいと

思います。大都市圏ではやられているということ

ですから、その分では競争性が担保されているの

かなと思いますけれども、その辺も含めて整理し

なければならない課題だと思います。

アクションプランでありますけれども、様々い

ろんな形で私どもも実行計画してきております。

総合計画におきましても様々なローリングでやっ

ておりますので、細かい部分についてはいろんな

課題が出てきておりますが、再度、除排雪の問題

については名寄市含めてこの近辺の非常に大きな

課題です。今９月ですけれども、去年の冬どうだ
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ったかなと思い出すのが、雪が消えてしまいます

ので、なかなか難しい。ただ、今のうちから様々

なことは考慮しなければならないと思っておりま

す。現在について、実施計画そのものについては

まだ念頭にはないのですけれども、除排雪の問題、

様々な課題があるのは認識しております。今行政

と除排雪の請負業者さんとの関係ということでの

御質問が主になっておりますが、さらにアクショ

ンプランとなりますと、これに市民の皆さんがど

ういうような対応していただけるか、これも含め

てになりますので、改めて基本的なものについて

再度ローリング、あるいは予算査定の中でも、少

しずつでありますけれども、整理させていただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 検討いただけるという

ような、アクションプランについては検討の部分

があるかなというふうに受け取りました。また、

先ほどの入札関係ですが、大都市では競争される

部分があるから入札機会の均等にはなるだろうと

いうところになるかもしれませんけれども、なか

なかこっちの在、特に名寄市については除雪がで

きる業者さん、除雪が可能なオペレーターを抱え

ている業者というのがなかなか少なくなってきて

いるというところもありますので、それについて

は今後も検討いただきたいというように思います。

アクションプランという言い方をさせていただき

ましたけれども、この中にはやはり市民の皆さん

に参加をしていただくことで例えばルールについ

て深い理解をしていただくということですとか、

それ以外にも、先ほども除雪のトラックの導入、

官貸車の導入について進めていくとありましたけ

れども、ある程度現状の機械が何年後に使えなく

なるのかといったところというのは必ず出てくる

わけでありますから、それについて計画的にこの

タイミングで何を導入しておかなかったら今後ま

ずいのではないかという部分、見えてくるような

気がしますので、それについても、予算立てが必

要な部分もあるかもしれませんが、検討していた

だきたいというように思います。除雪の関係なの

ですけれども、どれだけの雪が降っても朝７時頃

にはちゃんときれいになっている道路が皆さん通

勤のときに分かると思いますけれども、それにつ

いては本当に除雪業者さんそれぞれ一人一人がす

ばらしい努力されて、道を守っていただいている

というふうに感じております。それを市民全員も

含めてちゃんと守っていこうと。そして、計画的

な体制づくりを考えていこうというところの気持

ちが強いので、ぜひ取り組んでいただきたい。ま

た、今後も注視させていただきますので、期待を

しております。

順番ちょっと変わりましたけれども、続きまし

て大項目１番、農業関係の再質問を行います。ま

ず、小項目１番、新規就農者の状況についてとい

うことで御答弁ありましたけれども、確かに今補

助金が打ち切られてしまったら特段経営が悪化し

てしまう場合というのは、やはり支出によっては

一部あるのかなというように思います。これにつ

いても今後サポート、経営の相談等含めて行って

いくということはもちろんＪＡとも含めて協力を

していくというところの認識だと思いますが、ち

ょっと古い話になりますけれども、旧風連町時代

には振興作物、これ柿だったと思いますが、それ

についてハウスの資材の助成ということで８割を

補助するというとても高額な補助事業があったか

に記憶をしております。その当時は、まだまだ規

模拡大が進んでいない、それこそ今の新規就農者

とほぼ同様な条件の農業者が多く見受けられた中

でのそういう８割の補助という出し方をされたの

かなというふうに思いますが、今後そういう成長

を促すような施策について具体的に検討されてい

ることあれば、お答えをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 過去の取組も例とし

て提案をいただいたというふうに受け止めさせて

いただきたいと思います。たしか私の記憶でいく
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と、今今村議員が言われたときについては、転作

が進む中で多角的な経営をしつつ安定を図るため

にハウスの導入に対する高率の助成をしたのだと

いう、確かそういった経過があったというふうに

記憶をしているところであります。実は、私ども

のほうも新規就農者の安定に向けては、先ほど言

った国の次世代の育成資金もありますけれども、

市あるいはＪＡとも協調しながら就農に必要な機

械ですとか設備ですとか、種苗なども含めて、あ

るいは土壌改良なども含めてのそれに対する支援

もし、早期の安定を目指しているというところで

あります。直接的な財政的な支援については、そ

れは公平性の関係もありますので、なかなか個別

に対応するというのは難しいのかと思いますけれ

ども、一方で当市の、当地域での新規就農者に向

けての特徴の一つ、あるいは強さの一つと言って

もいいかもしれませんけれども、振興センターの

職員などもいますし、普及センターあるいは農協、

市職員がいますので、これらによる新規就農者の

支援チームというのをつくって、個別に対応させ

ていただいておりますので、ここについては期限

を切る必要はないというふうに思っています。新

規就農者の必要性に応じて小まめに対応していき

たいと思いますので、人的な支援を含めて経営安

定に向けての取組を今後も進めさせていただきた

いと考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） その当時の社会的な環

境ともちょっと違いますので、また担保をすると

いうところでそこの部分に向けたのは厳しいなと

いうお答えだと思いましたけれども、その当時と

実は変わらないことが１か所ありまして、１つの

農協に１つの市という管轄というのは実は当時か

ら変わっていないという状況なのです。これ全国

的にも非常に珍しいことでありまして、市の考え、

あるいは農家の考え、あるいは農業者の考えとい

ったものをしっかりとリンクさせることが今しや

すい状況にあるというのは、これほかの町村には

ないとても特殊な事例になります。この特殊性と

いうのをしっかり御理解した上で今後の農業振興

について努めていただきたいというように要望し

ていきたいと思います。

続きまして、小項目の２番、農地の流動化につ

いてということで、今後会議、地域の会合の場で

自主的な討論を持つよう取組を進めるというとこ

ろでお答えをいただきました。なかなか地域の、

特に風連の中では小規模な圃場がまだまだ点在を

しているところもありますし、かなり昔から飛び

地というのでしょうか、通いをつくっているとい

う方々、かなり多くいらっしゃいます。それが今

かなり集積は進んできてはいるのですけれども、

まだまだお互いが不利になり合うような農地の管

理というのを行っている部分も多々見受けられる

ことができます。なかなか、先ほどの答弁でもあ

りましたように、農地というのは一面では個人の

財産であるというところも分かりますが、農地と

いうのはでは例えば個人の財産だから持って引っ

越すことができるかといったらできないわけであ

ります。これは、必ず市町村あるいは北海道、国

に属するものでありますので、恒久的な管理、あ

るいはそういう助言、指導を行っていくというの

はやはり市の存在が非常に大きいかなと思います。

その中で先ほどの答弁にあった会合を持つよう取

り組むというところの今後具体的なスケジュール

等あれば、お伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人・農地プランの地

域ごとの話合いの場の設定のスケジュール感とい

うことだったと思います。既にアンケートのほう

については回収をさせていただいておりますので、

今その分析のほうを進めさせていただいておりま

す。地域の皆さんにはただお話をしてといっても

なかなか議論が進まないと思いますので、そのア

ンケート結果など、数字だけではなくて、場合に

よっては図面化、図式化するなどして分かりやす

い資料にも進めているところですけれども、今ち
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ょうど稲刈りが始まりましたけれども、各農家さ

んの収穫作業が一定段階終了した段階ですので、

年前にできれば１２月になるのでしょうか。各地

域ありますので、年明けも含めてとなりますけれ

ども、この農閑期の中で各地域にも御協力いただ

きながらそういった場を設けていきたいと考えて

おりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 今年度には行えるので

はないかというような、これ本当に早急に動いて

いただけるというのは、ちょっと次の小項目３番

の中でも質問しましたが、確かに河川の関係、堤

内排水への水の流れの問題等々御理解されている

分もありますし、我々農業者としても日頃管理は

しています。ですが、なかなか経年劣化が進んで

いるというところで、全面を新しいものに取り替

えるというのは非常に難しいというところなので

ありますけれども、その中ではやはり基盤整備事

業というのを道営あるいは国営ですか、そういう

のを推進をしていかなければ、この農業基盤とい

うのを守ることができなくなってくるのではない

かというふうに考えております。まだまだ表立っ

て動きを取っているというふうに私は聞いてはい

ないのですけれども、新たな基盤整備事業の要望

というのが上がっていたと思いますが、それにつ

いて情報捉えておりましたら、お聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業も他の産業に漏

れずに、早い、短いスパンの中で次の形態を、姿

を探していかなければいけない時代になってきた

のだと思います。その背景には農業者数が減少し

ていく中で農地を守るとすると、当然１戸当たり

の農地面積は広がると。それを経営していく上で

は効率化が必要ですので、今今村議員が言われた

ように、基盤整備というのはその時代、その時代

に合った形で必要なのだろうというふうに思って

います。これ現在も道営の事業が各地域で広げら

れているところでありますけれども、新たな事業

についても今地域の取りまとめ等をしているとい

うお話は聞いておりますので、また当然市として

必要な支援などもあると思いますので、正式な要

請などございましたら、必要に、その是非も含め

てぜひ検討させていただきたいというふうに考え

ているところでありますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 今回対象と考えており

ます風連、名寄地区の一部も入りますが、天塩川

土地改良区ということで名寄市内だけではなく、

隣接する市町村との連携も必要になってくる部分

であります。正式な要望があればということであ

りましたので、今後そういう動き方、ぜひ注視し

ていただきたいというふうに考えております。

そして、最後、２点目なのですけれども、アラ

イグマの関係、先ほどの常任委員会で報告があっ

たように、現時点でかなりの捕獲頭数がある。捕

獲頭数がイコール生息頭数ではないということは

理解はしておりますが、このアライグマの被害と

いうのが実際畜産農家、乳牛に対する乳房をかじ

られるというような被害が特に顕著であることか

ら、今問題化されていると思います。しかし、越

冬の状況、あるいは繁殖の状況というところを考

えると、畜産農家だけの努力だけではなかなかう

まくいかない部分があるのではないかというふう

に思います。そのため、耕種農家の方、普通の農

家さん、あるいは一般市民への協力体制の構築と

いうところについて検討しているところがあれば、

お伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） アライグマの対策と

いうことで御質問いただきました。これは、他の

有害鳥獣の駆除とはちょっと別の法的な組立てに

なりますけれども、アライグマの対策については

名寄市、捕獲頭数からもうかがえるかと思います

けれども、取組そのものは管内の他の地域に比べ
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て進んでいるというふうに私ども認識をしている

ところであります。その取組の特徴については、

それぞれ役割分担しながら地域一円として取り組

むというのを目指しているというところでありま

す。生産者の皆さんにも防除の従事員として講習

を受けていただいて、わなを設置する資格を取っ

ていただいております。自分でできるところにつ

いて、自助で対応いただけるところでは自助で協

力いただきながら、そこでできない処理等につい

ては市のほう、あるいは農協が運搬するなどして

役割分担をして進めているところでありますので、

この取組をさらに市内一円に広げ、浸透させてい

きたいと考えてございますので、御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（東 千春議員） 時間になりました。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございまし

た。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４０分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新しい生活様式に向けた諸施策の具体化につい

て外１件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

してまいりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大きい項目、新しい生活様式に向けた

諸施策の具体化についてをお尋ねいたします。新

型コロナ感染症拡大によって密を防ぐ新しい生活

様式を築くため、東京首都圏にある大手企業は地

方移住を含めたリモートビジネスや経済活動が動

き出しています。今後は新しい生活様式を定着さ

せるための具体的な施策を本市においても推進し、

決して後戻りしない自立的な地域社会を構築して

いく必要があると考えております。国も新たな日

常構築の原動力となるデジタル化への集中投資、

社会実装とその環境整備を進めていくとしており、

特にデジタルガバメント、情報システム構築だけ

でなく、すぐ使える、また簡単で便利なものにす

る、このことを今後１年間が改革期間であると言

われる骨太の方針にも示されました。また、内閣

府が示した地域未来構想２０の中には、コロナ禍

だからこそできる事業、ピンチをチャンスに変え

る施策が紹介されております。そこで、デジタル

化の果実を本市に大胆に取り入れるとともに、オ

ンライン、テレワーク、ワーケーション、働き方

改革や移住、企業や学校の休日を見直し、分散化

を図ることによって魅力あるまちづくりと質の高

い地域社会を築いていくために具体的な施策の進

捗や見通しについてを質問させていただきます。

１つ目は、教育分野において３密を防ぎながら

切れ目のない学習環境の提供は重要です。オンラ

イン学習のために端末や機器の整備など名寄市は

ＧＩＧＡスクールを開始し、ＧＩＧＡスクール構

想関連事業と連携し、さらに児童生徒、学生や教

員が学校、自宅で使うＩＣＴ環境の整備は急務と

考えられますが、どうなっているのか。進捗状況

について理事者の御見解をお願いいたします。

２つ目、文化、芸術、図書館、公共施設など人

が集まる空間では、密を可視化するためのオンラ

イン情報やアプリなどを活用した予約システムの

確立、プッシュ型の情報発信などが安心を担保さ

れると考えられております。また、文化、芸術、

スポーツの活動継続に向けた支援についても積極

的にアプリを使い、推進すべきです。現在の取組

状況と今後の見通しについて、理事者の御見解を

お願いいたします。

３つ目、これまで地域のコミュニティーを中心

とした高齢者、子育て家庭などの見守りや支え合

いの社会を築いてきましたが、新しい生活様式に

対応するためオンラインツールの活用も重要とな

っております。特に介護や福祉分野では、ロボッ
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ト技術やＩＣＴ等の導入を用いたケアモデルの支

援、個人の健康データの利活用の推進などを図り、

健康寿命の延伸につなげていくべきと思います。

こうした課題にどう取り組まれているか、また理

事者の御見解をお願いいたします。

小さい項目、ＩＴの浸透が人々の生活にあらゆ

る面でよりよい方向に変化させるデジタルトラン

スフォーメーション、進化するデジタル技術を浸

透させることにより、よいものへと変革していく

ことによって地域の価値を高めていくことにより

移住や企業誘致を促進することができます。そこ

で、医療や住まい、交通などアクセスしやすいサ

ービスを地域限定で整えたり、空き家を利活用し

たワーキングスペースの整備や住宅の整備、自動

車や自転車などの多くの人々と共有して利用する

仕組みづくりを推進し、誰もが名寄市が住み続け

られるまちづくりを実現すべきと考えますが、理

事者の御見解をお願いいたします。

５つ目、新たな日常の構築に向け、様々な生活

現場で感染拡大を防ぐ取組が必要と考えられます。

例えば多くの人が集まる場所の水道やトイレ、ご

み箱等に手を触れずに済ませることができる自動

化の推進や工夫、マンションや住宅における宅配

ボックスの設置なども有効と考えられております。

当市において多くの人が集まり、小中学校や公共

施設等々、水道、トイレ等に手を触れず済ませた

り、生活上のリスクを下げるための取組を推進す

べきと考えますが、どう取り組まれているのか、

理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、新型コロナウイルスの散発

的な流行に備えた対策についてをお伺いいたしま

す。世界の新型コロナ感染者数は ９６０万人を

突破し、死者は９４万人を上回るなど現在もなお

世界中の人々の命と暮らしを脅かしています。世

界経済は大きな打撃を受け、我が国においても国

民生活や経済の影響は深刻を極めています。私た

ちは、感染者の拡大を抑えるために懸命に努力し

ていますが、ウイルスの治療薬やワクチンの開発、

実用化までにはなお一定の時間を有することから、

克服に向けた戦いは長期に及ぶことが予想されて

おります。こうした中、今後感染防止と社会経済

活動を両立しながら第２波、第３波に備えた対策

の強化が求められています。例えば医療提供体制

の確保や検査体制の整備、医療機関や介護関係者

への着実な支援の充実を進めなければなりません。

こうした関係から具体的な質問をさせていただき

ます。

次の波に備えて国が示した基本的な考えに基づ

いて、医療提供体制の確保を着実に進めることが

喫緊の課題となっています。特に感染患者を受け

入れる重点医療機関の設定を含め、各病院の入院

調整や受入れをスムーズに行うための体制の構築

とともに、地域の実情に応じた必要な空床や宿泊

療養施設の確保に取り組まなければなりません。

また、不足する医療人材の適切な確保が求められ

ています。どう取り組むのか、理事者の見解をお

願いいたします。

２つ目、ＰＣＲ検査の充実についてお伺いをい

たします。医師が必要と判断した人に対して速や

かにＰＣＲ検査や質の高い抗原検査を実施するこ

とができるよう保健所、地方衛生研究所等々の体

制強化が必要です。また、検体採取のために必要

な個人防護服の安定的な供給を図るなど検査体制

の整備、充実が求められています。さらに、秋以

降のインフルエンザの流行を見据えた検査及び医

療提供体制の整備を行う必要があると思いますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

３つ目、感染症への感染拡大防止を強化するた

めオンラインによる医療支援などの強化について

お伺いいたします。離島やへき地などの医療提供

の体制が脆弱な地域に限らず、少子高齢化社会に

対応するためにも血圧、脈拍などの基本的な体調

の確認に加え、今回のコロナの影響でオンライン

診療や遠隔医療の推進、オンラインツールを活用

した遠隔健康相談等の普及、促進が求められてお

ります。また、介護分野や保育所等においても、
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見守りの強化などへの取組としてオンライン活用

を検討すべきと考えております。今後の取組につ

いて理事者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上で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） 私からは大項目１の

小項目１、大項目１の小項目２、４、５について

は総務部長、大項目１の小項目３についてはこど

も・高齢者支援室長、大項目２については病院事

務部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いします。

まず、私からは大項目１、新しい生活様式に向

けた諸施策の具体化についての小項目１、ＧＩＧ

Ａスクール構想とＩＣＴ環境整備について簡潔に

お答えをいたします。

御承知のように、現在の学校ＩＣＴ環境の整備

は遅れており、自治体間の格差も大きいことから、

令和時代のスタンダードな学校像として全国一律

のＩＣＴ環境整備が急務であり、国では令和元年

１２月１３日にＧＩＧＡスクール構想の実現に向

け校内通信ネットワークの整備、児童生徒１人１

台端末の整備を行うことを閣議決定しました。国

が当初提示した実現ロードマップでは、校内通信

ネットワークを令和２年度に整備し、１人１台端

末は令和５年度までに整備するとしていましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響など、長期にわ

たる学校の臨時休業等の緊急時においてもＩＣＴ

の活用により全ての子供たちの学びを保障できる

環境を早急に実現することを目指し、ＧＩＧＡス

クール構想におけるハード、ソフト、人材を一体

とした整備を加速させる国の方針が示され、本市

においても通信機器等の整備を進めているところ

でございます。現在の通信機器等の整備状況につ

いてでございますが、１人１台端末の整備は令和

２年度当初予算整備分については１２月末までに

導入し、補正予算対応分については令和３年２月

納期に向け手続を進めております。校内通信ネッ

トワーク及び端末保管庫については、冬休みや放

課後を利用して整備する予定となっております。

ＧＩＧＡスクールサポーターの配置については、

端末の納入に併せて委託する予定となっておりま

す。通信容量の低い智恵文小中学校については、

当面モバイルＷi―Ｆiを配置することとしており

ます。大型提示装置につきましては、普通教室や

特別教室の不足分を令和２年度中に配置をする予

定となってございます。

以上、ＧＩＧＡスクール構想に関わる主な情報

機器等の整備進捗状況について説明させていただ

きましたが、整備に当たりましては１人１台端末

の整備や校内通信環境の整備など全国一斉に取り

組まれており、情報機器の調達など課題もあると

思いますけれども、令和２年度中に整備が完了で

きるよう努めていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目１

の小項目２、小項目４及び小項目５についてお答

えします。

初めに、小項目２、オンライン情報やアプリの

活用による予約システムの確立について申し上げ

ます。議員お話しのとおり、密を可視化する取組

として予約システムの確立は有効なものと認識し

ております。しかしながら、システム導入に係る

経費が高額であるほか、オンライン予約の場合、

催しの内容が当日まで不明なこと、前納である使

用料の収受、無断キャンセルなどの課題もありま

すので、これら課題の解決手法を含め、既に導入

している自治体の状況も踏まえて予約システムに

係る議論を深めてまいります。また、文化、芸術、

スポーツの活動継続に向けた支援についてですが、

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策につい

ては、各団体においてそれぞれの競技内容等を踏

まえたガイドラインが作成されておりますので、

市としてはサーモグラフィー、非接触型体温計な

どの備品購入や消毒薬の設置、大会開催における

感染症対策への相談や助言などこれまで行ってき
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た感染防止対策を今後も継続して実施してまいり

ます。

次に、小項目４、移住、企業誘致の推進につい

てお答えします。コロナ禍における新しい生活様

式が提案されておりますが、その中でも働き方の

新しいスタイルとして示しているのはテレワーク

やローテーション勤務、時差出勤でゆったり、オ

フィスは広々と、会議はオンライン、対面での打

合せは換気とマスクなどとなっております。これ

らのことは、現状の環境でも実践が可能なものも

多くなっておりますが、Society5.0の時代であり、

本市においても光ファイバーの敷設に取り組むこ

とになりましたので、デジタルトランスフォーメ

ーションの動きが加速していくものと考えており

ます。人口減少、人材不足などいろいろな意味で

ＩoＴの推進は問題解決の一つの手段になっていく

ものであり、より市民生活を豊かにするツールと

なってまいりますので、先進事例や情報収集に努

め、民間との連携も重視しながら移住や企業誘致

へ取り組んでまいりたいと考えております。

次に、小項目５、生活現場の感染対策について

お答えします。新型コロナウイルスについては、

飛沫及び接触により感染すると言われております

ので、議員御提言のとおり、公共施設等のトイレ

や水道に手を触れずに済ますことができれば、そ

の場での感染のリスクは下がると思われます。本

市の公共施設においても、比較的新しい施設、も

しくは改修された施設においては自動化されたト

イレや手洗い場を設置しておりまして、今後も予

算の関係はありますが、施設改修の時期などに合

わせてできるところから取組を進めていきたいと

考えております。しかし、社会生活を行う中で手

を触れる場所はトイレと水道に限られたものでは

なく、また一部だけを自動化しても感染予防対策

を徹底していることにはなりません。そのため、

新しい生活様式に基づき感染防止の基本である身

体的距離の確保、マスクの着用、小まめな手洗い

を励行し、利用される方が状況に応じた感染予防

対策を行うことが重要と考えております。

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） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目１、小項目３、オンラインツールの

活用についてお答えいたします。

新型コロナウイルスの出現に伴い、飛沫感染や

接触感染、さらには近距離での会話への対策をこ

れまで以上に取り入れた生活様式を実践していく

ための方策の一つとしてオンラインツールの活用

は有効であると考えます。新しい生活様式に沿っ

た取組が実現できるよう国による介護ロボットや

見守りセンサーなどの導入に伴う支援や北海道が

道内４地区で介護従事者の労働環境改善、介護人

材確保を目的とした介護ロボット及びＩＣＴ機器

の普及促進事業として移動講習会の開催や機器の

無償貸与などを実施しているところであります。

名寄市におけるオンラインツール活用の具体的な

実施例としては、特別養護老人ホームにおいて新

型コロナウイルス感染症予防対策のためオンライ

ン面会を実施しており、５月８日から８月３１日

までの期間で清峰園が９１回、しらかばハイツで

３５回の利用があり、家族が入所者の元気な様子

を確認でき、安心できたとの声が出されるなど、

来訪者や面会の制限が求められた中での非常に有

効な取組であります。また、独居高齢者の安否確

認などの対応としては、地域見守りネットワーク

事業や配食サービス事業等を実施しておりますが、

引き続き町内会や民生委員、関係機関とも連携し、

国や北海道などから情報提供される見守り体制の

事例も参考にしながら、地域における見守り体制

の充実を図ってまいります。

次に、個人の健康データの利活用としては、国

保データベース、いわゆるＫＤＢシステムが挙げ

られます。このＫＤＢシステムは、国保の特定健

診、特定保健指導の健康に関するデータ、国保の

医療保険情報の疾病や治療のレセプトデータ、介
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護保険給付実績のデータ、後期高齢者医療のレセ

プトデータが一体的になったデータベースです。

令和２年４月１日に国民健康保険法、高齢者の医

療の確保に関する法律及び介護保険法が改正され、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施が施

行されております。法改正に伴いＫＤＢシステム

を用いることが規定されており、改正後のＫＤＢ

システムでは国保の特定健診、特定保健指導、国

民健康保険及び後期高齢者医療の医療保険、介護

保険等の情報をつなげて見ることができるように

なりました。このことにより、市では提供された

データを基に統計情報や個人の健康に関する情報

を分析し、地域における健康課題の抽出や高齢者

個人に対する保健指導を行う際に蓄積されたデー

タが見える化されたツールとなっております。市

では、国保高齢医療係、保健センター、高齢者支

援課、地域包括支援センターが連携し、現段階で

はＫＤＢシステムのデータと併せて健康相談や介

護予防教室参加者へ後期高齢者への質問票による

調査を実施し、そこから糖尿病性腎症重症化予防

プログラムの対象者及びフレイル予防対象者を把

握している段階で、今後は効率的かつ効果的な個

別への保健指導等の在り方を検討し、健康寿命の

延伸につなげていく施策の一つとして取組を進め

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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、新型コロナウイルスの第２波に備

えた対策についてお答えいたします。

初めに、小項目１、医療提供体制の確保につい

てでございますが、新型コロナウイルス感染症は

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律に定める感染症であり、その対策につい

ては国及び道が担うこととなっております。これ

までも医療機関の役割の指定や受診、検査、入院

の調整等については保健所を中心に御指示をいた

だいており、市立総合病院としては今後も求めら

れる役割については感染状況を見ながら可能な限

り対応していくこととしておりますので、御理解

をお願いいたします。

次に、小項目２、ＰＣＲ検査の充実についてで

ございますが、道が行政検査として行うＰＣＲ検

査は引き続き保健所が担当しておりますが、市立

総合病院では救急患者や手術を必要とする患者に

ついて疑わしい症状が見られる場合の対応として、

医師の指示に基づきＰＣＲ検査と同等の検査を行

う体制を整備しております。今後において、国や

道が検査体制の拡充を図る場合には随時対応して

まいりたいと考えております。インフルエンザの

流行も見据えた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な

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おります。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。あわせて、こ

の時期、インフルエンザの感染拡大時期に向けて

は予防接種を受けることが推奨されております。

今年につきましては、できるだけ多くの方が受け

ていただけるようお願いしたいと考えております。

次に、小項目３、オンラインによる医療支援に

ついてでございますが、オンライン診療について

は国の定めた情報通信機器を用いた診療を行う十

分な体制が整備されていることで実施できますが、

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応として臨

時特例措置が出されました。当院では、３月から

慢性疾患等の定期受診患者に対して電話での診療

及び処方箋の発行を行っております。利用状況は、
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４月から８月までの期間で８２８件の受診があり、

そのうち５３％が名寄市内の患者さんとなってい

ます。今回の措置では、初診の患者も臨時的に可

能な制度ということになりましたが、当院では医

師の対面による診療でなければ状態把握が難しく、

誤った診断をした際の重症化などが懸念されたた

め、実施はしませんでした。今後については、イ

ンフルエンザ対応としてのオンライン診療も検討

されていますので、制度改正の動向を注視してい

きたいと考えております。

最後に、介護分野や保育などでのオンラインの

活用についてですが、活用状況は先ほど答弁した

とおりであり、今後も他自治体においてオンライ

ンがどのように活用されているかなど情報を収集

してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 答弁ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

まず、新しい生活様式に向けた諸施策のうち１

番の教育分野からちょっと進めさせていただきま

す。これからの部分ということで進められていま

す。他市町村は、名寄よりも２か月早くＧＩＧＡ

スクールを開始すると言っていました。それで、

端末自体が何か納入が遅れるというお話をお聞き

したのですけれども、名寄の場合は端末自体の納

入というのは最初の部分は今年の１２月、そして

後の補正で出したものは来年の２月に何とか入り

そうな状況なのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど申しましたと

おり、２月をめどに納入ということで準備を進め

させていただいておりますし、今議会の最終日に

財産の取得の関係で御提案をさせていただくこと

になっておりますので、２月中には整備できると

いうふうに今のところ考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。今回本当に２月の後半から約３か月間、４か

月間ですか、小学校、中学校が開かれなくて、他

市町村ではオンライン授業で進められているとこ

ろもあったそうです。名寄はほとんど、うちの孫

の話ししますけれども、駄目といったら困ります

けれども、孫がうちに住んでいたのです。住んで

いたというか、旦那が自衛隊で、札幌の中央のほ

うに単身で行っていたものですから、うちに孫が

３か月ほどいまして、名寄はプリントで宿題や何

かがどんどん、どんどん出された状況だったので

すけれども、オンライン授業と家庭授業の部分で、

埼玉県教育委員会と福岡県教育委員会と千葉教育

委員会がこれからまたこのようなことがあったと

きのための検証をされたそうなのです。そして、

一つ、埼玉県の教育委員会、さいたま市を除く周

りの小中学校を調べたところ、コロナ禍の休校中、

子供の家庭で学びを学校はどれぐらい支えられた

のかという調査をされたそうです。そして、その

自治体が取り組まれていたときにネット環境でや

っていたところなのですけれども、ＩＣＴがある

家庭ではいいのだけれども、パソコンを設置して

いないところが子供たちにあって、その子たちの

部分では弊害があった。また、家庭学習だけでな

く、内容が理解できなかったという子供はすごく

多かったというのがこの３つのところの状況だっ

たのです。そして、情報通信技術のＩＣＴで埼玉

県は学習支援をさせられたのは小学校で８４％、

中学校で８０％だったのです。メールで宿題だと

か動画授業を送ったのだけれども、通信環境のな

いところには現状、現段階では支援できない状況

の子供が小学校では３０％、中学校では３１％あ

ったそうです。休校中の状態がブラックボックス

のままあってはいけないということで、データに

基づいた施策が必要ということで、今回アンケー

トを取ったみたいなのです。そして、名寄も今回

の休校に伴った授業の状況、また家庭状況のアン

ケートというのは取ったのでしょうか。情報提供

として押さえてはいるのでしょうか。ちょっとお
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知らせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今回のコロナウイル

スの関係に対してのアンケート調査というのは取

っておりませんし、これからも取る予定はござい

ませんけれども、各学校では学校評価アンケート

というのを児童生徒、保護者に対して実施してお

りますので、その中で今回の長期休業期間中に関

しての設問というものも設けさせていただくなど

しながら、自由に記載できるようなことに工夫し

ながら、調査をしながら各学校での対応について

検討させていただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。

そして、もう一つ、千葉県の教育委員会、家庭

学習で子供たちがどこまで理解ができた授業を進

められたかということで調べたそうです。そして、

小学校６年生、中学校３年生はいろんな部分でＩ

ＣＴだとかプリントで学習、授業させるのに送っ

たのだけれども、なかなか家庭学習が定着しなか

った。再度授業をし直すことが重要であるという

のが全体の学校で８８％を占めたというのです。

そして、それ以外の学年でも８６％がこの休み期

間のプリントだとかＩＣＴ授業でやったのだけれ

ども、再授業をしなければいけないという部分が

すごく出たというのです。再授業時間は三、四週

間で２４％、６週間以上やらなければいけないと

いうのが１４％の学校でなったみたいです。やは

り授業を取り戻すのが今後鍵ではないかという、

子供たちの学習能力を上げるために授業の内容を

取り戻すのが鍵だというふうに言われているそう

なのですけれども、名寄自体はアンケートは取ら

なかったのですけれども、何でも書いていいとい

うところにはそういう内容というのは書かれてい

なかったのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まだアンケート自体

やっていませんので、これからということなので

すけれども、議員もお孫さんがいらっしゃったと

いうことで御承知だと思いますけれども、名寄市

につきまして臨時休業期間中、当然インターネッ

ト等の環境がないというか、授業自体もそういう

ものを使っての授業、まだやっていませんから、

どうしてもペーパー等を中心にやっておりますけ

れども、６月から学校始まっていますので、復習

を中心とした家庭学習をやっておりましたので、

どの辺まで定着しているかというのはなかなか確

認しながら、また新たな課程、教育課程といいま

しょうか、新たなところに入っていくというよう

なこともありましたので、実際の、今議員おっし

ゃられたとおり、何％がかかったとかというのは

実際の数字はありませんけれども、ほぼ回復はし

たものだというふうに私は考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

このＩＣＴ、ＧＩＧＡスクール、早めに進めてい

ただいて、第２波、第３波、第４波ですか、来た

ときには本当に対応できる体制を整えていただき

たいなということをお願いいたします。

次に、２番目のオンラインアプリで予約システ

ムだとか情報を送るという、文化や芸術、スポー

ツはその競技団体に任せるということでありまし

た。でも、無断に欠席するだとかやめるだとかと

いうのがあるので、なかなか難しいということで

すけれども、やはりこのＩＣＴ社会になってくる

とそういう部分も出てくるのかなという部分です

ので、ぜひ推進はしていただきたいなというふう

に思います。文化センターにしろやはり現地に行

って、紙に書いてという部分がまだまだ残ってい

ると思いますけれども、そういう部分ではほとん

ど文化センター使われるのは名寄市内の方々です

ので、オンラインにしても無断で急にやめるとい

う人はいないかなというふうに思いますので、ぜ

ひこの構想が入ったら着実に進めていただくこと

をお願いしたいと思います。

また、オンラインツールの部分、ＫＤＢシステ



－144－

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

ム、すばらしい内容だというふうに思います。や

っぱりこういうシステムを使って健康相談だとか、

いろんな高齢者の方々が健康維持に努められるよ

うに進めていただきたいなというふうに思ってい

ます。うちの母親も清峰園にいますけれども、オ

ンラインではやっていません、直接行って、お会

いしているので、まだオンラインは使っていませ

んけれども、でも本当オンライン、すばらしいこ

とだというふうに思います。ぜひ進めていただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願い

します。

次に、移住と企業誘致なのですけれども、これ

はしっかりとやっぱり、空き家だとか、そういう

改修がまだまだできないという部分はありますけ

れども、企業誘致、空き家対策だとか進めていた

だきたいなというふうに思います。隣町のＳ町で

は、毎年若手の起業家を呼んで、オンラインでこ

こはできますよという体制で企業誘致を進めるよ

うな対策もやっています。いろんな部分の空き家

使わなくてもいろんなところオンラインでやれま

すので、使えると思いますので、ここはやっぱり

これからの部分では本当に必要かなというふうに

思います。東京の大企業は１年間に何千万円、何

億円かけて賃貸しているビルをやめて、オンライ

ンで会議をやったりしているところがすごく増え

てきているのです。その部分にかかったお金を福

利厚生費の部分で社員に渡しているという部分も

ありますし、オンラインですから、東京にいよう

が名寄にいようがどこでもできるというのが現状

ですので、ぜひ推進していただきたいのですけれ

ども、渡辺総務部長の思いとしてはどうなのか、

ちょっとお聞かせをいただきたいなというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今企業誘致、移

住について高橋議員の思い、伝わってまいりまし

た。実は、今月オンラインでワーケーションに関

する検討会が行われて、その場で情報提供いただ

いたもの若干紹介させていただきながらちょっと

答弁させていただけたらと思いますけれども、日

本テレワーク協会が会員向けに今回アンケートを

実施したということでした。これは首都圏ですけ

れども、その結果、緊急事態宣言中の対応で５４

％の企業のうち約７割がテレワークを実施してい

るということで、残りは出勤を時間差にしたりと

かという対応していたかと思うのですが、７割が

テレワークを実施したと。現状、今そのうちの２

割が全面移行しているというような報告はいただ

きました。それから、在宅以外に２５％程度がコ

ワーキングスペースを活用していると。コワーキ

ングというのは、いわゆる共同で利用できるオフ

ィスということでございます。現状のオフィスに

ついて５割が、半数が課題を感じていると。その

うち４分の１、２５％が縮小やコワーキングの利

用など方向性を出しているといったような状況と

なっております。ここで心強く思ったのが、実は

首都圏の人たちにしてみれば北海道というのはア

クセス的にはよいと感じている人が多いといった

ような結果が出ております。なぜ北海道がいいの

かということになると、やはり避暑、それから静

かさ、自然の豊かさということで、実は北海道は

沖縄と並んで１位といったような状況になってい

るということでございます。先ほど答弁でも申し

上げましたけれども、本市としては光ファイバー

普及率というか、１００％目指して今後整備して

いくという方針を打ち出させていただきましたけ

れども、ようやくその部分が整備された後に土俵

に乗れるような、土俵に乗れるのかなというふう

に考えています。また、全道はもとより、全国自

治体で同じような取組が現在行われておりまして、

整理としては名寄の強み、アピールポイント、ま

ずこれをしっかりと整理して、一定程度私なりに

今現状を整理はしているのですけれども、そうい

ったものもしっかり整理しながら、場としてマッ

チングの場所も提供されていますけれども、そう

いうところ活用するようにしっかりとこちらから
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アプローチをかけて、それぞれの心をつかまえに

行くということもしっかり考えていかなければな

らないかなというふうに思います。それから、成

果を上げるためにはそういった場所をつくること

が目的ということをしないで、今申し上げたこと

をしっかりと積み上げながら進めていかなければ

ならな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） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） すばらしいことだと

思います。ぜひ石橋部長の思いを胸に２年後この

企業誘致が推進されるのをお祈りいたしますし、

要望としておきたいというふうに思っております。

次に、感染予防についての部分を進めさせてい

ただきます。まず、市民が思っているのはいつこ

の新型コロナにかかるか分からない不安さ、そし

てかかったときの不安さ、そして今名寄市の体制

はかかったときに大丈夫なのかという不安さがき

っとあると思うのです。そして、その市民への不

安を消すというのがやっぱり私は行政かなという

ふうに思っていますので、そこの配信をしっかり

とお願いしたいなというふうに思います。東京財

団政策研究所の小林さんという方がこう言われて

います。今後二、三年はこの新型コロナは続くで

しょうと。ウィズコロナ時代に感染拡大防止と経

済再生を両立していくには感染に関する不安を客

観的に軽減しなければいけないと。自分の感染を

疑う状況になったら、検査と医療を迅速に確実に

受けられるという市民が安心していけるというの

です。そして、できる体制にすることが市民が確

信する社会であり、不安解消に不可欠なのだとい

うふうに小林さんは言っています。その部分で名

寄市、よく市民の方から聞くのは、美深の方が名

寄で新型コロナの感染者が出たよと言っていまし

たと。必ず感染者が出たら保健所から名寄市に連

絡が来て、名寄市から私たち議員にも必ず連絡来

ますからと。だから、今私に来ていないというこ

とは名寄にはいないのですというふうにお伝えは

します。でも、市民の方ってすごくやっぱりその

部分で不安がっているのは事実です。その不安を

解消していくためにはどうすればいいのかという

部分で、やはり病院の体制が私は一番なのかな、

かかったときに名寄市立総合病院に行ったときに

しっかり受けられる、そしてＰＣＲ検査をしっか

り受ける。先ほど岡村部長がＰＣＲ検査を受けら

れる体制で進めていますというふうに言ったので、

大丈夫だと思うのですけれども、よくテレビに出

ているのは、今日も抗原検査とＰＣＲ検査が一緒

の薬になるというふうにテレビで先生、あとすぐ

ではないですけれども、あと少ししたら検査が一

緒にできるのですというふうに某テレビで言って

いましたので、早くできることを祈りたいのです

けれども、現状重症者が出たときや何か、テレビ

や何かでよく見ると、ＥＣＭＯの機械に先生が１

人、それを操作する。そして、患者含めて、検査

員も含めて１０名が必要だというのです。そうな

った場合、名寄でもし４人の重度の新型コロナの

患者が出て、名寄市立総合病院で何とか４０人体

制でやっていけるのか。感染症病床が４つですか

ら、４人いると４０人いるのかなと私自身は数字

でしか見ませんけれども、体制的にはどうなので

しょうか。ちょっとお聞きをしたいなというふう

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） いきな

り重症患者が発生するということはあまりないだ

ろうというふうに想定をしていますが、今御質問

ございましたところのＥＣＭＯでございます。こ

の辺につきましては当院に２台ございますから、

今チームのトレーニングをしておりますし、２チ

ーム人材はつくっているということでございます

が、これを装着しますと、２４時間体制になりま

すので、その１０人をでは何日間２４時間体制で

回すことができるかということについては、やは

り初期段階でＥＣＭＯを装着した上で、そうした

対応した後、その後も治療に長期間を要するよう
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なケースになりましたら、これは連携先を用意し

ていますので、そうしたところと調整をさせてい

ただくということになろうかというふうに思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。連携

先、旭川等々があると思いますので、しっかりと

安心できる体制を整えていただきたいなというふ

うに思います。

そして、先ほどインフルエンザの部分言われて

いました。本当先ほどの小林教授も、今現在８月

でＰＣＲ検査、１日約５万 ０００件できるそう

です。そして、抗原検査が２万 ０００件できる

そうです。可能とはいえ、この秋から冬にインフ

ルエンザが流行した場合、それを考慮するとこの

数では全然足りないというのです。インフル流行

時には３０万が必要だというふうにこの小林研究

所主幹は言われています。先日新聞で北海道社会

保障推進協議会、それと道医労連、医療機関全部、

３００医療機関のうち６１９の医療機関から回

答があったのですけれども、一番多く言われてい

るのがＰＣＲ検査体制の充実を進めてほしいとい

うふうに、病院の、 ３００の医療機関から６１

９回答がＰＣＲ検査体制の充実が４３％あったと

いうのです。感染が疑われる患者がいても保健所

がなかなか検査をしてくれないという回答があっ

たのですけれども、現状今名寄市では、岡村部長

言われたように、感染確認のおそれがある方はＰ

ＣＲ検査やられているということですよね。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） これは、

ＰＣＲ法とＬＡＭＰ法というのがございまして、

当院が用意しているのはＬＡＭＰ法というところ

での検査方法でございます。同じ遺伝子検査でご

ざいます。成果のところで、僅か数％ですけれど

も、ちょっとＰＣＲとは精度が違うというところ

はございますが、同じような手法でございます。

ただ、今ＰＣＲの検査体制を全国的に拡充すべき

だということでございますが、これらの検査のた

めには検査試薬の供給がちゃんと行くかどうかと

いうことなのです。例えばＰＣＲの検査機械を購

入できたとしてもそのための検査試薬が届かない

ということが各地で起きております。今流行が一

番多いところに試薬も集中的に供給されておりま

すので、全国で同じような体制をしくというのは

現状まだ厳しいだろうというふうに思っておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。試薬

が来ないということで、なかなかできないという

のですけれども、できる体制になればぜひ進めて

いただきたいなというふうに思います。

それと、医療体制の部分ですが、同僚議員も言

っていたのですけれども、検査体制だとか人員の

部分はそう不安視はないというふうに私は答弁で

お聞きはしたのですけれども、検査体制だとか医

療の提供体制は現状大丈夫ですね。

そして、それに伴ってもしこの新型コロナの方

々が多量に出た場合の体制についてちょっとお聞

きしたいのですけれども、ホテルに隔離するだと

かいろんな方法あります。そして、何日か前にス

ウェーデンの新型コロナの状況がテレビに出まし

た。ここは、抗体率がすごく上がっているそうな

のです。それは、当初から５０人以上の集会は持

たないだとか、高齢者施設には訪問の制限をかけ

るだとか、そしてマスク率は日本が８６％に対し

てスウェーデンは６％しかつけていないのです。

皆さん外でお酒飲んだり、お茶をしたり、ふだん

の生活をしているような状況で、そして熱が出た

ときは必ず自宅で療養しなさいと。そして、重症

者のみ病院に入院ですよという体制を今も取って

いるそうです。そして、結局名寄は１波も２波も

今まだ出ていないですから、あれなのですけれど

も、これでもし出て、そして１００人ぐらいにな

ったときに、先日１００人以上出た場合、病院に

入院できなくて、そして出た場合にホテルをお借
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りするだとかという部分を渡辺部長は言っていた

のですけれども、そういう体制の話合いというの

は名寄市では……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１３番（高橋伸典議員） 防災のときに言われ

ていたので、この体制というのは名寄市と保健所

だとか市立総合病院や何かではもう話し合って、

体制はできているのでしょうか。それをちょっと

お聞かせをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 北海道

が示しております感染拡大時の対応についてでご

ざいますが、現状一番心配されるのは無症状の陽

性患者なのです。これにつきましては、症状がご

ざいませんので、検査を受けることもなく、常に

行動は自由ということになりますので、そこから

感染拡大することが多いということが懸念をされ

ておりますということですが、例えば一つの地域

でクラスター的な発生があったときには、まず北

海道のほうから専門家がその地域に入ります。そ

ういう体制をもう既に取っています。そのほか、

そうした無症状ですとか軽症の患者さん等につい

ては、三次医療圏ごとにホテルを契約する予定と

なっておりまして、ホテルの借りる場所というの

はこの辺であれば旭川ということになるというこ

とでございます。そのような体制を、もう既に準

備は整っていますので、いざというときにはそう

いうことが起きるだろうということになっており

ます。

もう一つ、ちょっと余談になって申し訳ないの

ですけれども、インフルエンザの今後の予測とい

うことでございます。国は ３００万人分の予防

接種の準備を進めていますけれども、気になるデ

ータとしましては、今南半球のほうで冬ですので、

この７月ぐらいのインフルエンザのピーク値を見

た場合には過去に例のないほど陽性者がいないと。

ほぼゼロというような状況になっているというこ

とでございます。当院のほうでもコロナ対策が始

まった２月からインフルエンザの患者数は激減し

ましたので、今年の流行予測、感染拡大予測とい

うものについてはこれは２パターンあると。本当

に感染は拡大しないのではないかという予測と備

えるという意味で例年どおりの感染者数が発生す

るだろうと。その両論の中で準備を進めなければ

いけないということでございますので、ちょっと

この辺は難しいなというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 本当第２波、第３波

になるのですか、来たときにしっかりとした市民

が安心できるコロナの治療ができ、またかからな

いほうが一番いいのですけれども、かかったとき

の医療体制だとか含めてしっかり体制を強化して

いただくことをお願い申し上げ、質問を終わりま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

外２件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１点目、新型コロナウイルス感染拡大防止対策

についてであります。感染経路が不明の発症者が

増えています。無症状であっても感染力があるこ

とも分かってきました。感染拡大を抑えて安全、

安心の社会基盤をつくるという守る防疫を目的に

ＰＣＲ検査の実施を求める専門家も多くなってい

ます。そこで、伺います。ＰＣＲ検査の実施につ

いてであります。日本のＰＣＲ検査の人口比での

実施数は、世界で１５０位を下回っております。

世界中で広く検査をしたほうが感染は抑えられる

というエビデンスはあるところであります。国内

でも自治体による無症状者への大規模検査を行っ

ている世田谷モデルでは、介護施設職員、新規入

所者、病院職員、保育所、小中高の教員など、ま

た大学生など、いつでもどこでも何度でもを目指

したいとしています。名寄市においてもこのよう



－148－

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

な検査の実施が必要と思いますが、考えを伺いま

す。

そこで、名寄市内の検査の実施能力について伺

います。道では、最大１日 ６２０件だと言われ

ています。名寄市内の検査の実施能力をお聞かせ

ください。また、名寄市民の相談窓口であります

名寄保健所の職員体制はどのようになっているの

かお聞かせをいただきたいと思います。

②に、情報提供の在り方について伺います。名

寄はまだ発症者が出ていないからもう大丈夫では

ないか、反対に人が集まるところには絶対にまだ

行きたくない、こんな声が寄せられているところ

であります。感染者への差別や偏見の問題もあり

ます。正しい情報の提供が必要です。９月の広報

でも周知がされていたところでありますけれども、

情報提供の在り方についてお伺いをします。

大項目２点目、子供たちの心のケアについて伺

います。コロナ禍の中で約７割の子供たちが不調

を訴えているという調査結果が出ました。国立成

育医療研究センターが６月から７月にアンケート

を行った結果、こういった数字が出てきています。

そこで、コロナに対する不安やいじめや虐待など

はないのか、不登校や登校を渋る様子などはない

のか、名寄市内の児童生徒の現況についてお知ら

せをいただきたいと思います。

２つ目、子供たちや保護者からの相談体制につ

いて伺います。コロナに対する不安を受け止める

ことのできる体制が必要ではないでしょうか。不

安を和らげるための正しい情報、分かりやすい情

報の提供が必要です。相談体制についてお知らせ

ください。

３つ目に、教職員等の増員についてであります。

消毒作業などコロナ対策に時間がかかり、今まで

以上に児童生徒と触れ合う時間を取ることが大変

になっているという声もあります。教職員等の増

員についてお考えをお聞かせください。

４つ目に、学習の遅れへの対応についてであり

ます。例年行われている各種行事等の実施につい

て、また勉強の詰め込みになっていないのか心配

です。学習の遅れへの対応についてお聞かせくだ

さい。

５つ目に、遊び場等の居場所の確保についてで

す。友達と思いっ切り遊べる場が欲しい、学童保

育所や放課後児童センターなど密にならないため

の対策等々行われていると思いますけれども、子

供たちの遊び場と居場所の確保についてお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

大項目３点目、２０４０構想に関わってであり

ます。２０４０年頃をターゲットに人口構造の変

化に対応した自治体行政の在り方を検討するとし

て、２０１７年１０月に設置された総務省の有識

者研究会です。この自治体戦略２０４０構想研究

会の第二次、最終の報告が２０１８年４月に公表

されました。高齢化がピークを迎え、若い勤労者

が激減する２０４０年頃、地方自治体が今の半数

の職員でも業務に対応できる仕組みを構築するも

のであり、本質的には地方統治構造改革の名の下

に地方自治、自治体、議会を含んでいますけれど

も、の在り方を抜本的に見直し、２層制を柔軟化、

圏域単位での行政をスタンダード化し、小規模自

治体を再編、淘汰、集権化を強めていくものと受

け止めています。政府は２０１８年７月に第３２

次地方制度調査会を設置し、諮問しました。この

問題は、２０年先の問題ではなく、今日的な課題

であると受け止めています。今年５月２７日には、

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律、スー

パーシティー法が成立、６月２６日には地方行政

体制の在り方等に関する答申が行われたところで

あります。そこで、伺います。スマート自治体の

考え方についてであります。ＡＩ、人工知能等情

報技術の活用で従来の半分の職員でも運営できる

自治体を目指すべしとしています。ＡＩ等を使い

こなす自治体、自治体行政の標準化、共通化が必

要だとしているところであります。行政職員の減

で市民サービスはどうなるのか。災害が多い中、

災害対応、今でも職員不足で困難を来している中
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で、職員の半減化で緊急時の対応が的確、迅速に

できるのか懸念されるところであります。防災の

専門家からも災害時に災害関連死の増加が危惧さ

れると指摘されています。行政の人間が一番怖い

と指摘しているところであります。これは、３月

の第１回定例会にて文書での回答をしていただい

たところでありますけれども、改めてコロナ禍の

中でのスマート自治体の考え方について伺いたい

と思います。

２点目に、地方行政のデジタル化について伺い

ます。市民にとってのメリット、また自治体で働

く人たちにとってのメリットは何なのか、このこ

とについてお聞きかせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は教育部長か

ら、大項目３は総務部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

大項目１、新型コロナウイルス感染拡大防止対

策について、小項目１、ＰＣＲ検査の実施につい

てですが、新型コロナウイルス感染症につきまし

ては依然として終息が見えない状況の中、ＰＣＲ

検査の実施を求める声が多いことは認識しており

ます。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症

は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に定める感染症であり、その対策につ

いては国及び都道府県が担うことが大前提となっ

ております。そのため、感染を疑う場合について

も北海道が指定する医療機関において検査等を行

うこととなっており、当地域では名寄保健所に設

置の帰国者・接触者相談センターにおいて相談対

応や受診の場合の説明などが行われ、多い時期に

は月に１００件以上の相談対応をされたとお聞き

しております。先ほど保健所の職員体制の御質問

ございましたが、これまでの状況の中では現名寄

保健所の職員体制の中で対応できているというこ

とであります。ただ、今後名寄保健所管内で感染

者が発生した場合においては、道内の各保健所か

らの連携の下、応援体制も整っているとお聞きし

ているところであります。また、北海道は各道立

保健所の業務軽減のため９月１６日に北海道新型

コロナウイルス感染症健康相談センターを開設し

ました。受診に関しての電話相談が通話料無料の

フリーコールで２４時間対応となり、利便性向上

が図られたところであります。市といたしまして

も、ホームページや広報でも周知に努力してまい

ります。御質問の検査実施能力については、名寄

市内では１日当たり最大で１００件の検査が可能

であるとのことであります。ただし、検査試薬に

ついては感染が多い地域への供給が優先されるた

め、最大数の検査を毎日実施できる状況ではない

ものともお聞きしております。また、今後予想さ

れるインフルエンザの感染流行時につきましては、

必要に応じ感染を予防しつつ両方の検査を実施で

きるよう体制の整備を進めている状況にあるとの

ことであります。

次に、小項目２、情報提供の在り方についてで

すが、議員御指摘のとおり、新型コロナウイルス

に関しましては各種メディアから膨大な情報が出

回っており、対策本部を立ち上げた当初はこの情

報は本当かといった問合せも多数ありました。市

民の皆様への情報提供につきましては、広報が主

となりますが、新型コロナウイルスに関する情報

については未知の部分も多く、国からの情報でさ

えも短期間で変更されたこともあり、最新情報を

お伝えするのが困難な場合もあります。市のホー

ムページでは、国や北海道からの情報は随時最新

のものに差し替えていますが、それでもタイムラ

グが生じることもあり、苦慮しているところであ

ります。これからの新型コロナウイルス感染症に

ついての市からの情報提供については、正しい情

報をできるだけ迅速にお伝えできるよう様々な形

を模索しているところであります。コロナ禍で開

催は少なくなっていますが、地区の健康教室の際
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には感染予防対策を取りつつ、おおむね２メート

ル離すべきと言われている身体的距離を実際に測

ってみるなど生活に対応した情報提供を行ってま

いります。また、市の公共施設へのポスター掲示

などを通じ、名寄市の新北海道スタイル安心宣言

を市民にお伝えしているところであります。新型

コロナウイルス感染症については、油断、予断の

できない状況が続くと思われますので、今後も市

民への的確な情報提供ができ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２、

子供たちの心のケアについてお答えをいたします。

まず、小項目１の児童生徒の現状についてと小

項目２の子供たちや保護者からの相談体制につい

てを併せて申し上げます。初めに、児童生徒の現

況についてでございますが、コロナ禍の中、児童

生徒は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学習

環境や家庭環境の変化等を背景とした様々な不安

やストレスを抱えていると考えられることから、

一人一人に応じた心のケアに努めることは極めて

重要であると考えております。６月１日からの学

校再開後、本市の小中学校では学校の新しい生活

様式を取り入れた教育活動を推進し、児童生徒が

感染症を正しく理解して、感染のリスクを自ら判

断し、これを避ける行動を取ることができるよう

指導してまいりました。具体的には、接触感染を

避けるためには手洗いを徹底することが大切であ

ることから、外から教室等に入るときやトイレの

後、給食の前後などに水と石けんで３０秒程度の

時間をかけて丁寧に手を洗うことや手洗い後に手

を拭くタオルやハンカチは個人持ちとし、友達と

共有しないことを徹底させております。また、免

疫力を高めるため十分な睡眠、適度な運動及びバ

ランスの取れた食事に心がけること、手指で目、

鼻、口をできるだけ触らないようにすることを指

導してきております。さらに、感染者や濃厚接触

者とその家族、医療従事者等に対する偏見や差別

につながる行為は断じて許されるものでないこと

を特別の教科、道徳や学級活動、朝の会、帰りの

会など学校の教育活動全体を通して発達段階に応

じた指導を徹底しているところでございます。

次に、児童生徒や保護者との相談体制について

でありますが、これまで各学校では児童生徒が登

校前に自宅で健康確認を行い、保護者がその結果

を必要に応じて学校に報告したり、朝の会などで

担任や養護教諭が中心となって心身の健康観察を

行うなどしてまいりました。児童生徒に心身の不

調が見られた場合は、教育相談や健康相談を行っ

たり、必要に応じて保護者に連絡したり、保護者

と教育相談を行うなど家庭と連携を図りながら、

一人一人の心や体の状況の把握に努めてきたとこ

ろでございます。現在は、児童生徒が様々な不安

やストレスを抱えていることを前提に定期的な教

育相談を行ったり、日常生活で気になる児童生徒

に対して気がついた教職員が声をかけるなど学校

全体でいつでもどこの教職員でも相談できる体制

をつくっているところです。また、いじめ、不登

校児の状況についてでございますけれども、各学

校からのそのような報告は今現在受けていないと

ころでございます。

次に、小項目３、教職員の増員についてですが、

市では小中学校に特別支援教育学習支援員等を配

置し、児童生徒の個々に応じた教育支援を進めて

まいりました。また、中学校には心の教室相談員

３名を配置し、生徒が悩みなどを気軽に話せる環

境を整え、ストレスを和らげたり、心の安定と問

題行動の未然防止に取り組んでまいりました。文

部科学省からは、新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた学校教育活動等の実施における学び

の保障をするため、感染症対策を講じながら児童

生徒の学びの保障に必要な人的、物的体制の強化

について支援を行うことが示されました。道教委

では、この国の支援を受け、小中学校等に対し道

の負担で学習指導員やスクールサポートスタッフ
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を配置する事業に取り組むこととしました。配置

の目的としましては、学習指導員は子供一人一人

の学習の定着度に応じた指導を図るため少人数指

導や家庭学習の準備、チェックなど教員の指導業

務を補助し、子供の学びの保障をサポートするこ

とでございます。また、スクールサポートスタッ

フは、新型コロナウイルス感染症対策に伴い増加

する教職員の業務をサポートし、教職員が子供の

学びの保障に傾注できるようにすることでござい

ます。これらの配置により、臨時休業中に事業が

できなかった未指導分の学習や３つの密を避ける

ための少人数に分けた学習などきめ細やかな対応

が可能となっております。本市におきましては、

学習指導員の派遣申請をした学校は小学校で３校、

スクールサポートスタッフの派遣申請をした学校

は小学校４校と中学校３校の合計７校となってお

ります。道教委からは申請した学校全てに派遣決

定を受けておりますけれども、年度途中の急な取

組であったことから、学習指導員については希望

する３校に配置及び人材確保はされましたけれど

も、スクールサポートスタッフについては小学校

３校には配置されておりますけれども、残りの小

学校１校と中学校３校にはいまだ未配置となって

ございます。今後も引き続き人材確保に向けて取

組を進めていきたいと考えております。

次に、小項目４、学習の遅れへの対応について

申し上げます。本市の小中学校においては、臨時

休業に伴い不足した授業時数を確保するため学校

行事等の内容や必要な時間を見直したり、夏季休

業期間に１０日間の授業日を設定するなどして授

業時数を確保してきたことから、現在学習の遅れ

は生じておりません。各学校の行事においては、

感染症対策を講じながら計画や内容を工夫するな

どして可能な限り実施することとしております。

例えば始業式や終業式については、児童生徒の距

離を１メートル程度保つことが難しい学校では児

童生徒は各教室にて校長の話を校内放送で聞いた

り、校歌を歌わず、事前に録音された伴奏等聴く

などしております。運動会や体育祭については中

止となりましたが、その後参観日の体育の授業な

どを利用して運動会の種目であるリレーや徒競走

などを保護者の皆様にも参観してもらっていると

ころでございます。また、修学旅行や宿泊研修に

ついては訪問場所を感染状況の少ない地域に変更

したり、バスを増便し、乗車する児童生徒の間隔

を広く取れるようにするなどして実施してきてい

るところでございます。学芸会や学校祭について

は、公開日を学年ごとに分けて複数回数開催した

り、保護者が直接参観することなく、動画等で見

れるように工夫もしているところです。名寄市教

育研究所の活動である音楽発表会については、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールの座席間隔を空け、児童生徒の

みの参加とし、保護者はホール以外の部屋のモニ

ター等で鑑賞としたり、合唱の発表を中止して、

全て器楽発表にするなどの工夫をして、９月２４

日に予定どおり開催することとしております。今

後も教育委員会としましては、学習の遅れが生じ

ないよう各学校と連携しながら児童生徒の学びの

保障に努めていきたいと考えております。

最後に、小項目５、遊び場等居場所の確保につ

いて申し上げます。子供たちの遊び場などの居場

所としては、自由に来館できる児童センター、風

連児童会館があり、遊びやスポーツ、季節に応じ

た各種行事や体験活動を通して心身の健康を増進

するとともに、児童室、図書室、体育室、グラウ

ンドを有効に利用した行事や遊びを行うなど子供

同士が同年齢、異年齢の集団を形成しながら自発

的に様々な活動に取り組んでおります。また、就

学前の幼児とその保護者の来館が増えており、遊

びを通じて子供同士が交流を深めるとともに、保

護者同士の交流の場となるよう子育て支援を行っ

ております。放課後児童クラブでは、遊びや自主

的な学習、各種行事など基本的な生活に関するこ

とを行っています。その中でも遊びは自発的、自

主的に行われるものであり、子供たちは遊びを通

して成功や失敗の経験を積み重ねながら遊びの楽
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しさを共有しております。今後も子供たちにとっ

て安心して過ごせる生活の場となるよう児童厚生

員、児童支援員は子供一人一人の心身の状態を把

握しながら日常の活動を通して支援、指導を行っ

てまいります。また、悩みや課題などを抱える子

供には家庭や学校等と連携を取りながら適切な支

援を行うなど児童館、児童クラブが安全、安心な

居場所として子供たちの健康、育成に努めてまい

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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目３、

２０４０構想に関わってにつきまして申し上げま

す。

本項目につきましては、小項目１、スマート自

治体の考え方について、小項目２、地方行政のデ

ジタル化について、これらが密接に関連しており

ますので、一括しての答弁となります。よろしく

お願いします。総務大臣主催の研究会であります

自治体戦略２０４０構想研究会の第二次報告にお

きまして、今後の人口減少に伴う労働力不足を踏

まえ、従来の半分の職員数でも自治体が本来担う

べき機能を発揮する仕組みが必要であり、そのた

めの仕組みとしてＡＩ、ロボティクスの活用によ

るスマート自治体への取組や自治体行政の標準化

について指摘されていることは議員御指摘のとお

りでございます。本報告は、国が職員数の削減を

求めるというものではなく、現在進行形で生じて

いる労働力の不足により自治体においても職員確

保が困難となることが予想される中、必然的に職

員数が減少する状況で必要な市民サービスをどの

ように維持するかについて自治体に準備を促すも

のと考えており、本市においても職員の確保と並

行して取り組むべき課題であると認識しておりま

す。今後地方行政のデジタル化を含むスマート自

治体の実現は、人口減少社会において住民サービ

スを持続的に提供するため不可避であり、市民に

とっては自宅や最寄りの小売店舗などで行政手続

が完結するなどの利便性の向上が見込まれ、自治

体としてもＡＩの導入などにより職員の単純労務

の軽減が図られ、市民の幸福実現のための政策立

案に注力することが可能となるなどのメリットが

あるものと考えております。また、昨今の新型コ

ロナウイルス感染症拡大を受け、人と人との接触

をできるだけ避け、不要な外出を避ける観点から

も庁舎に来庁せずに手続を行う、あるいはできる

だけ短時間で手続が完了する環境を構築するスマ

ート自治体の実現は有効であると考えており、既

にマイナンバーカードと連動し、証明書等の申請

書の自動作成システムを持つ記載台を導入し、手

続時間の短縮と住民の利便性向上を図る団体など

の例を聞いているところでございます。

また、御指摘にあります災害時における行政職

員の減少の影響は、新型コロナウイルス感染症対

応に当たって保健所などの公衆衛生行政の専門職

の削減の影響が有識者等指摘されておりますが、

水害や地震などの自然災害においても発生し得る

課題であると認識しております。災害時の行政職

員の減少の影響は、基礎自治体においては災害後

のサポートを行う保健師やインフラの復旧を担う

技師職などの専門職の確保が課題となります。本

市としては、国、道と連携し、道内全市町村と災

害時の相互支援体制を構築しているところであり、

今後もこの支援体制に基づき災害時の行政職員の

確保に努めてまいります。いずれにいたしまして

も、人口減少社会における住民サービスの持続的

提供は喫緊の課題であると認識しており、既に国

からも一部システムの標準化に関する仕様案が示

されている状況にあります。本市においても本年

度行革実施本部会議の部会においてスマート自治

体に関する新技術の導入や業務の標準化への対応

などの研究に着手し、今後の名寄市の在り方につ

いて研究してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をい



－153－

令和２年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

ただきました。関連して質問をさせていただきた

いと思います。

まず、ＰＣＲ検査の実施であります。名寄市内

の検査能力、１日１００件ほどあるということで

した。私は、先ほどもお話ししたように、守るほ

うの、疫病の防疫を目的にするＰＣＲ検査という

ことが必要だというふうに思っています。幸い名

寄市は発症者がいないということなのですけれど

も、それでももし発症したら大きなリスクを負う

だろうという高齢者施設であったり、病院であっ

たり、また名寄は大学も抱えていますので、こう

したところでやっぱり検査実施していくことが必

要ではないかなというふうに思っています。それ

で、東京の世田谷モデル、ちょっと御紹介をさせ

ていただいたところなのですけれども、それぞれ

のところで本当に御苦労されて、先ほどオンライ

ンでの面会の御紹介もありましたけれども、本当

に施設ごとに随分御苦労されています。しかし、

安心して、この対策も含めてなのですけれども、

安心できる安心料というところでは、検査料も高

いですから、大変なのですけれども、ただ例えば

静岡県の富士宮市では今９月定例会で補正予算を

提案するそうですけれども、市民の感染不安を軽

減するとともに、無症状の陽性者の早期発見が狙

いだと、こんなふうに市長がおっしゃっています。

こうした考えの下で名寄市もやはり高齢者施設で

あったり病院、また保育所や小中高大学などで、

一遍にというのは、先ほど試薬の問題もされてい

ましたから、大変だと思うのですけれども、順次

行っていく必要があるのではないかなというふう

に思うのですが、再度お考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ＰＣＲ検査の実

施についての御質問でございますけれども、感染

者が確認されている地域では、先ほど議員から紹

介ありました世田谷区含めてＰＣＲ検査の実施を

している自治体もあります。本市においては、ま

だ感染が出ていないという状況もありますけれど

も、いつ感染者が出るか分からない、これは一回

ＰＣＲ検査したからオーケーではなくて、定期的

に実施しなければ安心はないということでありま

す。そういった面では、全員が週に１回受けると

いうこともならないというふうに思っていますし、

これまでの全国的な感染の状況含めて、これは北

海道から指導、助言もいただきながら感染者がこ

の地域に出た場合とか、そういった場合にどうい

った対応するかという、そういった指導いただき

ながら、検査体制も含めてそういった実施につい

ては検討していく課題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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） これは、先月道議会

の中で我が党の宮川議員が質問した中で地域保健

課参事がお答えしているのですけれども、ＰＣＲ

検査は厚生労働省が新型コロナウイルスの感染症

の感染の有無を確認する行政検査の方法として認

めている検査法の中で最も感度が高い検査法であ

ると評価していると、認識しています、こんなふ

うに御答弁いただいています。というように、道

はＰＣＲ検査することは有用だというふうに述べ

ているわけですから、道の指導はなかなか一斉に

しますよというふうには来なくて、ちょっとじく

じたる思いもあるのですが、やはり積極的に要望

していくことも必要ではないかというふうに思う

のです、道や国に。今厚生労働省は９月８日にさ

きの一般質問の中でも御答弁されていました、感

染したと疑われる人が受診する際の相談先が身近

な医療機関でもということでありました。その御

答弁あったかと思います。都道府県も今体制整備

を進めているということですので、体制を整備し

ていくとともに、やっぱりきちっと検査もしてい

くということを強く求めていくべきだというふう

に思うのですが、お考えはどうでしょうか。

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） ＰＣＲ検査含め
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てこれ１人当たり費用も多額になりますので、当

然一自治体でいろんな対応できる状況ではありま

せんので、これ先ほど法律の話もさせていただき

ましたけれども、国、北海道がしっかりとした対

応すべきことだというふうに思っていますので、

議員がおっしゃられるように、やっぱり市として

もそういった対応を国や北海道に求めるというの

は当然のことだというふうに思っていますので、

市民が安心できる体制づくりに向けてそういった

要望等を今後とも機会を捉えながら実施をしてい

きたい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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １つ御紹介をさせて

いただきたいのです。東京都の医師会の会長さん

が、尾﨑治夫さんという医師会の会長さんがおっ

しゃっているのですけれども、介護施設など高齢

者施設でクラスターが起きれば一気に医療体制は

逼迫します。こうした施設で感染者が出た場合は、

迅速な全員検査で感染状況を把握して、陽性者を

保護、隔離することが大事だということなのです。

ですから、出てからではなくて、出る前にという

のも私は必要ではないかというふうに思っていま

す。そして、感染拡大が続く中では経済もうまく

回りません。そのとおりです。今東京でも大変な

思いをしていらっしゃる方もいます。経済を動か

したいのならば、ＰＣＲなどの検査を積極的にや

って、感染拡大を抑えながら動かす方向に転換す

べきだというふうにおっしゃっています。この尾

﨑先生は、最初は、第１波の当初はＰＣＲ検査、

無症状感染者まで広げるべきだとは思いませんで

したけれども、いろいろな試験や検査体制も変わ

る中で無症状感染者も検査で早く発見し、感染拡

大を抑え込むべきだという考えになりましたとい

うことで強く求めているのです、国に検査をして

と。それで、今費用の問題もおっしゃっていまし

た。菅内閣がスタートして、検査も保険の適用を

というような話もちょっと出ていますけれども、

この費用の部分も道や国にやっぱり積極的に求め

て、住民の皆さんの安心、安全を得るということ

が私は必要だというふうに思うのですが、再度お

考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 福祉施設等の話

も出されておりました。何といっても一番重要な

のは、やっぱり感染対策を徹底的にどうやってや

るかだというふうに私は思っています。ＰＣＲ検

査をしたからといって感染者の拡大を抑制するわ

けでないし、要望とかいう話があると思いますけ

れども、議員も御承知のとおり、福祉施設といろ

んな自己の私生活の抑制も含めて、やっぱり感染

をしない、低減するための、日常生活においても

大変苦慮をしてしているという、対応していると。

そういったことが感染予防対策につながるという

ふうに私も思っていて、これは病院も含めてです

けれども、そういった従事する方には本当に頭が

下がるというか、敬意を表したいというふうに思

っているところであります。それと、併せて利用

者も含めて本当に感染予防策を徹底的にどうやっ

てやるかがやっぱり大事だというふうに思ってお

ります。ＰＣＲ検査、先ほどから繰り返しお話を

させていただきますけれども、職員が毎週受ける

のか、どこかに行ったら受けなければならないの

かという、そういったことになるかと思います。

一回受けたらオーケーではないので、これは本当

に２万円から３万円、４万円というかなりお金が

かかるということで、その財源というのはすごく

ありますし、先ほど岡村部長に言っていましたけ

れども、やっぱり検査体制も、この地域で感染者

出ていない、ＰＣＲ検査の実施もできない状況と

いう中で、それはどこに頼んでどういうふうにや

るかという体制もできていない状況が今のところ

あるかなというふうに思います。そういった面で

は、先ほど議員がおっしゃられたように、国や北

海道がしっかりこれまでの感染の検証をしながら、

感染していない地域にどういった対応が必要かと
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いうのはやっぱりしっかり導き出していただいて、

そういった支援体制含めてやるべきだというふう

に思っていますので、そういった面では国にそう

いった、北海道に働きかけというのは機会を捉え

ながら実施をしていきたいというふうに思ってい

ます。まずは、感染予防対策をしっかり今後も進

めていくことを述べさせていただきます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 公衆衛生の専門家は、

医療機関や介護施設、学校等、人が接触するとこ

ろやサービス産業などは２週間に１回の検査をと

いうふうにおっしゃっています。それぐらいして

いって抑え込んでいくということなのだと思うの

です。だから、これも私は希望しませんという人

に無理しゃり検査しなさいというのはなかなかで

きませんけれども、やはり希望する人ができるよ

うになるということは私は必要かなというふうに

思っています。

それから、もう一点、大学です。これは、京都

産業大学や長崎国際大学でも検査センター設置し

て始めています。先日の一般質問の中で感染拡大

徹底していくというふうにおっしゃっていました。

これは、京都産業大学では……違う。長崎国際大

学です。ごめんなさい。薬学部や福祉関係の学部

があるので、大学外で実習を行う学部もあるため

学生や教職員の健康や命を守ることを目的に検査

を始めたと言っていました。これは、私たち名寄

大学も同じです。実習に出るわけです。前期のと

ころではオンラインで授業もしてきましたけれど

も、少しずつ実習もしていかなければならないし、

実習することが、時間数が卒業の大事な条件にな

りますし、国家試験の大事な条件になりますから、

実習もしていかなければならない、そういったと

ころで、ここでは学生や教職員に検査を始めたと

いうふうに言われています。このことについてど

うでしょうか。大学としてのお考えをお聞かせい

ただけませんでしょうか。

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） これまでの

大学の対応については、教職員及び学生の体調管

理、検温その他でございます。現在も毎日学生に

ついてはお願いしているところです。実習につい

ては、前期から受け入れていただけるところには

実習を行っている状況でございます。受け入れて

いただく条件として、必ず実習に入る前の一定期

間はしっかりと体調確認をしていただきたい、そ

ういった条件を示される実習先が多くございまし

て、そういった条件を満たすために学生、それか

ら指導する教員、対応しているところでございま

して、今のところＰＣＲの検査を受けてください

というような条件はございませんので、これまで

同様実習を受けていただけるその条件を満たして

いきたいというふうに考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 名寄大学、公衆衛生

を専門とする先生もいらっしゃいますから、本当

に徹底した管理をされてきた、入学式も含めて、

されてきたなというふうに思っています。市民も

なかなか図書館にも入れなかったということもあ

って、どうなのという話もありましたけれども、

そこのところはやっぱり感染拡大を第一に考えて

いるというとこら辺では市民の皆さんにも理解し

ていただけたかなというふうに思うのです。ただ、

私たちのところはそんなに都会でないので、実習

先もたくさんのところに行くということにならな

いのかもしれないのですけれども、このＰＣＲ検

査のこともやっぱり視野に入れながら感染拡大を

防止するための徹底的な取組を進めていただくと

いうことが必要かなというふうに思っています。

改めて感染の抑え込み、経済活動を進めること、

これが一緒に進んでいくことが求められて、この

間の一般質問の中でもやっぱり経済活動のことが

随分取り上げられてきました。やっぱり感染拡大

を抑え込みながら経済活動も進めるというこの２

つが同時に進んでいくことが必要だろうというふ
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うに思いますので、ＰＣＲ検査、国や道にも積極

的に働きかけていただくことを強く求めて、次に

行きたいと思います。

子供たちの心のケアについてであります。コロ

ナ禍の中で７割の子供たちが不調を訴えていると。

きっともっと大変な思いしているのだろうなとは

思っていたのですけれども、数が７割という数字

で出てきますとかなりびっくりしました。これは、

先ほども御紹介したように、国立成育医療研究セ

ンター、６月から７月に行われたアンケートです。

この中身をちょっと御紹介しますと、自分や家族

がコロナになったら秘密にしたい、こう答えた子

が３２％だそうです。コロナになった人とはコロ

ナが治っても付き合うのをためらう、あまり一緒

には遊びたくない、こう考える子も２２％、そし

てこれが年代別では小学校の低学年が３２％とい

うことだそうです。それで、小児科の専門家がお

っしゃっているのですが、小さい子ほどコロナに

ついて正しく理解するのが難しいので、こういっ

た不安が大きいのだというふうにおっしゃってい

ます。１年生は入学式もあっという間に何か、気

がついたら１年生になっていたというようなこと

もあったり、いろんなことで不安が大きいと思う

のです。先ほどいろいろ道から申請をして、学習

指導員の増もされているというふうにお聞きしま

したけれども、この点についてどのように対応さ

れているのか伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 子供の不安に対して

ですか。指導員の対応ですか。不安に対して……

（「不安に対して」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（河合信二君） 子供たち、今データ

では低学年に特に、はっきりときちっとしたコロ

ナに対しての知識がまだ十分に醸成されていない

ということもあって、余計不安になるのだろうと

いうふうに思っております。そのことも当然教育

委員会としては考えておりまして、各学校で、先

ほども言いましたとおり、担任の先生ですとか養

護教諭の先生ですとか、ふだんとちょっとそぶり

が違うような子供たちとかというのを十分見てい

ただいて、相談に乗っていただくとか、そういう

ような対応してくださいというなことで教育委員

会から各学校のほうにお願いをしているというよ

うな状況でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） こういった状況、傾

向というのは、これは全国でアンケートを取って

いるのですが、名寄の子供たちも同じような思い

でいるのではないかなというふうに思っていると

ころです。ですから、きめ細かな、本当に日常か

らのきめ細かに対応していただきたいというふう

に思っているのですが、特にこういった時期の中

で、夏休みが終わって、出てきたときにいろんな

問題も出てくるというふうに言われていますので、

今のこの時期が非常に大事なときかなというふう

に思います。先ほど子供たちの学習の遅れのとこ

ろについて、これ遅れは生じていないというふう

にお答えがありました。勉強のところは遅れがな

いということで受け止めていいのか。それとあと、

冬休みが今後どうなるのかという心配もちょっと

出ています。この辺についてお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 夏休みにつきまして

は、２週間ほど、１０日間授業ということで休暇

期間が短くなっておりましたが、これにつきまし

ては今の状況でいけば来年の３月までを見通して

十分だろうと。夏休みの１０日間で十分だろうと

いうことで、各学校と協議をさせていただいて、

時間を設定させていただいておりますので、今の

ところこのままいけば冬休みは２５日間の休暇は

そのまま取れるというふうには思っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） このままいっていた

だきたいなというふうに本当に切に思うところで

す。先ほど高橋議員の質問の中でもあったように、
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休みが多くなったことで家庭にいる時間が多い。

各家庭ごとの事情もあって、私は格差が出ていな

いのか、ここのところが、非常にふだん以上に格

差が生まれていないのかなということが心配して

います。そこら辺のところの状況はつかめている

のかどうかちょっとお聞きをしたいと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 長期休業期間中につ

きましても、先ほど高橋議員のほうにもお答えし

ましたけれども、復習を主に家庭学習に取り組ん

でいただいて、それは学校に持ってきていただい

て、先生が確認をしていくというような状況で進

めてきておりますので、それに対しての不公平感

というのは特に生じているとは思っておりません。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 少し安心しましたけ

れども、これからもそういったことのないように

きちっと見守りをお願いしたいと思います。

それで、増員のところで、スクールサポートス

タッフが中学校のところがまだ未定ということで

した。年度内に来ていただくことができるのかど

うか、そのところちょっと確認したいと思います

が。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今回手を挙げていた

だいた学校については、学校独自でも探していた

だいておりますし、教育委員会としてもできるだ

け確保したいなというふうに考えているのですけ

れども、現実問題として特別教育支援員も今欠員

が生じているという状況もございますし、期限付

の教諭、先生、登録していただいているのですけ

れども、名寄市で広報等で、ホームページでも募

集をかけているのですけれども、いないという状

況なのです、残念ながら。特に中学校につきまし

ては教科等で入ってきますので、なかなか難しい

状況もございますけれども、引き続き学校と連携

しながら配置に向けて取り進めていきたいという

ふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 中学校は、高校受験

も控えています。不安がたくさんあります。そう

いったときですので、積極的にスクールサポート

の募集、取り組んでいただきたいというふうに思

います。

それからあと、子供たちの遊びの場の確保の件

についてなのですけれども、ちょっとこれ通告し

ていないので、申し訳ないのですが、学童保育の

指導員だったり、支援員だったりの方々、本当に

長期休みの間からすごく頑張って対応していただ

いたなというふうに思っています。そういった方

々に実は全国では自治体独自の給付、名寄市では

医療関係者にということがありましたけれども、

この学童保育の指導員だとか児童センターの支援

員の皆さん方に給付金というか、給付のお考えが

あるかどうか、ちょっと通告していないですみま

せん。お考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 議員おっしゃるとおり、

当初、２月、３月も含めて、名寄市におきまして

も御指摘の皆さんについては非常に御苦労されて、

感染をさせないようにしながら大変な思いをした

ということで、私どももその点については認識し

ておりまして、その部分についてどういうような

手当てができるか内部で検討している最中であり

ますので、また時期が来たら御報告させていただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 例えば札幌では、１

人５万円というところです。それからあと、商品

券をというところもありました。いろいろそこの

自治体によって違う対応して、慰労金というよう

な形、国からの慰労金の対象から外されていたの

です、ここの部分では。なので、ぜひ検討をして

いただくことを強く求めたいと思います。

それでは、最後の２０４０構想に関わってであ

ります。横文字がいっぱい続くスーパーシティー
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法だとかデジタル化だとかプラットフォーム型ビ

ジネスの育成等に集中的に取り組むだとか、私の

頭の中で整理するのは大変です。しかし、要する

にデジタル化に向けて、人口減少に向けて取り組

むということよりか、私は人口減少をストップさ

せるために何とか取り組んでいく方策を考えたほ

うがいいのではないかなというふうに思ってはい

るのですが、しかし菅新首相はデジタル相も配置

されました。デジタルを進めていこうということ

なのですが、懸念されるのが自治体のデジタル化

そのものが膨大な市場をつくり出すのではないか

ということが懸念されるところです。それからあ

と、公務員が減少していくということで、先ほど

お話もさせてもらったのですが、専門職のところ

も必要だということですが、窓口業務といいます

か、一般職の皆さん方もやっぱり市役所に来たと

きに窓口で対応してもらうという、これが市民の

皆さん方にとっては本当に安心感を与えます。そ

このところも随分削減されていくのではないかと。

それさらにこの中では広域連携も言われています。

広域連携が進めばいろんな効率化が進むのではな

いかというふうなことであります。このことにつ

いても私は懸念しているところであります。あと、

地方自治法で言われている住民の福祉の増進を図

ることを基本にしているこの自治体の役割が私は

少しずつ変わっていくのではないかという不安も

あります。この点について、何点か申し上げまし

たけれども、お考えをお聞かせいただければと思

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） 何点か議員のほうか

ら御質問いただきました。確かに人口が少しずつ

減っていくという部分を含めてデジタル化ですと

か、市の職員が少しずつ減っていくという部分は、

それは止めることはできないのかなという部分あ

ろうかと思いますが、例えば窓口でしたらいろん

な方が様々な相談をしてくるといったところにＡ

Ｉだとか、それで全て対応できるかということに

なりますと、それはすぐ対応できるのかどうかと

いうのははっきり言って疑問なところもあります

し、高齢の方ですとか、そういう方が窓口に来た

ときに、このＡＩは私はちょっと苦手ですという

方もそれはたくさんいらっしゃると思います。恐

らくどこまで、慣れるまでという言い方はあれで

すけれどもそうなったとしてもまずは相談事です

とか、窓口の最初の対応は人が行うという形、Ａ

Ｉだとか、そういう部分はバックグラウンドの業

務だとか、そういう形で関わっていくのがふさわ

しいのではないかと。そういう形で市民の皆さん

には配慮が必要なのではないかと思います。今回

のこのデジタル、２０４０構想ですか、全体的に

通しまして、構想出ているのですけれども、いろ

いろ調べてみますと課題も多いというような論文

もたくさん出ていますので、私どもとしては様々

な課題があるとは思います。注視しながら、２０

年後ですけれども、先ほども申し上げましたが、

行革の中でも話し合うことになっていますので、

喫緊の課題として対応してまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私もデジタル化を今

回のこのコロナ禍の中で全く否定するわけではあ

りません。先ほどもお話があった特養でのオンラ

イン面会なんかは本当にこういうことができるの

かということですごく驚いたところでありますか

ら、やはりそういった意味で住民福祉の増進のた

めに使っていただくということが必要だというふ

うには思っています。川崎市では、市民からのス

マートフォンを使った問合せに自動的に答えるサ

ービスを実証実験したそうです。しかし、ＡＩに

任せきりになるところでちょっとずれが出たとい

うことで、行政が最後まで責任を取れなくなるお

それもあるのではないかということで、本格的な

実施を見合わせたというようなことも聞いていま

す。ですから、それぞれの自治体がそれぞれ自主

的に合ったような決めていくことが必要なのだろ
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うというふうに思っています。住民の皆さんのサ

ービスも含めて、働く方々の皆さんの状況も含め

てやっぱり自治体に合ったものを進めていただき

たいというふうに思っていますが、その点につい

て再度お聞き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） 議員おっしゃるとお

りだと思います。私どももいろいろ市民の皆さん

の御意見等伺いながら、これが全てではないとい

う部分で、血の通ったサービスを行えるように日

々研修等重ねながら事務を行っていきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 報告第２号

令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第３号 令和元年度決算に基づく

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 令和元年度

決算に基づく健全化判断比率の報告について及び

報告第３号 令和元年度決算に基づく資金不足比

率の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

報告第２号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第３号については同法第２２条第１項の規定に

基づき令和元年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率を御報告を申し上げるもので、細

部につきましては総務部長から説明させますので、

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を渡辺総務部

長。

〇総務部長（渡辺博史君） それでは、私のほう

から報告第２号 令和元年度決算に基づく健全化

判断比率の報告について及び報告第３号 令和元

年度決算に基づく資金不足比率の報告について一

括して追加説明させていただきます。

配付いたしましたこの資料の１ページ、お開き

いただきたいと思います。初めに、総括表①、健

全化判断比率の状況（令和元年度決算）について

でありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比

率については赤字が発生していないことから、な

しで、バー表示、実質公債費比率については前年

度より ７ポイント増の ２％、将来負担比率に

ついては ３ポイント減の２ ３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページを御覧ください。総括表②、連結

実質赤字比率等の状況（令和元年度決算）につい

てであります。初めに、表の左上の欄は一般会計

等の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳を

記載しています。一般会計の実質収支は３億 １

６７万 ０００円の黒字、市立大学特別会計の実

質収支はゼロ円となっており、分母である標準財

政規模に対する割合はマイナス ９９％で、実質

的な赤字が発生していないことになります。次に、

表の右下を御覧ください。一般会計等に加え、特

別会計、企業会計など全ての会計を対象とした連

結実質赤字比率については、全ての会計の実質収

支を合計すると１７億 ６５５万 ０００円の黒

字となりました。この額が標準財政規模に占める

割合はマイナス１ ８１％になり、特別会計、企

業会計を合わせた全ての会計においても実質的な

赤字が発生していないことになります。

３ページを御覧ください。総括表③、実質公債

費比率の状況（令和元年度決算）についてであり

ます。実質公債費比率とは、一般会計の公債費に

加え特別会計や企業会計、一部事務組合などへの

公債費に準じた繰出金や負担金などの合計額が標

準財政規模に占める割合をいい、直近の決算の３
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か年平均を用います。名寄南小学校校舎改築事業

や大学図書館整備事業などの大型事業の償還が始

まり、元利償還金の額が増加したことから、単年

度では前年度より ０ポイント増の約 ６％、平

成２９年度から令和元年度の３年平均では ７ポ

イント増の ２％になりました。

４ページを御覧ください。総括表④、将来負担

比率の状況（令和元年度決算）についてでありま

す。将来負担比率とは、地方債残高など一般会計

が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規模

に占める割合をいいます。令和元年度決算では、

前年度より ３ポイント減の２ ３％となりまし

た。上段の将来負担額は、地方債の現在高、債務

負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等繰入

れ見込額、職員の退職手当負担見込額など将来に

わたって負担すべき金額を記載しています。また、

中段の充当可能財源等は、充当可能な基金や公営

住宅使用料等の特定歳入、将来にわたって地方交

付税で措置される基準財政需要額算入見込額など

を記載しています。将来負担比率が減少した主な

要因は、地方債の現在高の減少、職員の年齢構成

の変化による退職手当負担見込額の減少が挙げら

れます。

５ページを御覧ください。ここでは公営企業会

計の資金不足比率の状況を表しております。企業

会計である水道事業会計及び病院事業会計の歳出

相当の額は貸借対照表における流動負債から翌年

度償還の企業債等の額を控除した金額を、また歳

入相当の額については流動資産の額をそれぞれ記

載しており、その差額が資金不足額となります。

両会計とも歳入相当額が歳出相当額を上回ってい

るため資金不足額はマイナスとなっており、資金

不足比率はありません。

また、食肉センター事業特別会計ほか２特別会

計についてもそれぞれ歳出歳入の決算額を記載し

ており、いずれの会計も資金不足は生じておりま

せん。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、報告第２号

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号外１件を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１９日から９月２

７日までの９日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１９日から９月２７日までの

９日間を休会とすることに決定いたしました。

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０７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠
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署名議員 山 田 典 幸
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