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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、

６番 今 村 芳 彦 議員

１２番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

コロナ禍における市民生活安定のために外２件

を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い、

大項目で３点にわたり質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、コロナ禍における市民生活

安定のために、小項目１、不安に寄り添う取組に

ついてお伺いいたします。全国的に新型コロナウ

イルス感染者数の増加が伝えられており、北海道

内においても深刻な状況が続いています。１１月

に入ってからは、旭川市を中心とした道北エリア

においても感染者の急増やクラスター発生が報道

され、先の見通しも持ちづらい中、市民の不安は

一層高まってきています。名寄市内においても市

民の不安を象徴するかのように様々な情報が飛び

交い、真実が不透明な中、不安をかき立てられる

毎日が続いています。市民の不安に寄り添い、一

丸となって感染拡大予防に取り組むには、国や北

海道の方針を基軸にした上で名寄市独自の情報提

供が必要であると考えます。情報提供に対する考

え方について伺います。

また、感染者や医療従事者、その関係者に対し

ての誹謗中傷は決して許されるものではなく、そ

の対応が求められています。そんな中、今月２日、

名寄市としてコロナ差別がゼロのまち宣言が発表

されました。宣言の重みを感じ、発表の動き出し

に強く賛同するものであります。今後は、この宣

言を一層浸透させていくことが重要であることか

ら、その取組についてお伺いいたします。

次に、小項目２、地域経済を下支えする支援に

ついてお伺いいたします。国や北海道による各種

経済支援策とともに、名寄市においても地域経済

を守り抜く各種支援事業が進められています。し

かし、感染拡大予防が最優先される生活が長期化

する中においては、さらなる支援が必要でありま

す。特に地域の小規模事業者への支援は、経済面

だけでなく多面的な支援が求められることから、

支援に関する考え方と具体策について伺います。

次に、大項目２、オンライン化に向けた体制強

化について、小項目１、事業縮小への対応策とし

てのオンライン活用についてお伺いいたします。

今年度に入り、新型コロナウイルス感染拡大予防

を目的に各種事業の中止が伝えられており、その

傾向は今後も続いていくことが危惧されています。

その代替策として、オンラインを利用した取組が

進められています。医療現場では、オンライン診

療をはじめ各種講座や研修会、健康教室における

オンラインレッスンなど、オンラインによる取組

は一定の効果を生むと考えます。やむを得ず対面

できない中でも人と人とのつながりを絶たないた

めに、オンライン活用により可能となる事業継続

の考え方と実現についてお伺いいたします。

次に、小項目２、市役所の組織機構見直しによ

る体制強化についてお伺いいたします。多くの市

民が待ち望んでいた市内全域への光回線敷設事業

が具体的に動き始めました。それにより市内の情

報環境は大きく進展するものと期待しています。

環境整備後の目的に応じた様々な有効活用を進め

る上では、市役所の組織機構に市民にも見える形

で担当課の配置が望まれると考えますが、理事者

の見解をお伺いいたします。
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最後に、大項目３、地域の安心安全を守る取組に

ついて、小項目１、有害鳥獣対策の強化について

お伺いいたします。近年有害鳥獣による影響は、

エゾシカやアライグマによる農業被害だけではな

く、人間の生活圏へのヒグマ出没による不安も社

会問題となっています。名寄市では、鳥獣被害防

止計画（第４次）に沿った取組が進められてきて

いますが、従来講じてきた被害防止対策の欄には、

猟友会会員の高齢化により今後銃器による捕獲等

を実施できる担い手の不足が予想されるとその課

題が記されています。担い手の育成は一朝一夕に

できるものではなく、多くの知識と経験が必要と

なることから、早期に動き出すことが必要である

と考えます。課題解決に向けた取組についてお伺

いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。ただいま山崎議員から大項目で３点にわた

り御質問をいただきました。大項目１のうち小項

目１は私から、小項目２は産業振興室長から、大

項目２は総務部長から、大項目３は経済部長から

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、コロナ禍における市民生活安定のた

め、小項目１、不安に寄り添う取組についてお答

えいたします。新型コロナウイルス感染症につき

ましては、指定感染症と定めており、感染者本人、

御家族から同意を得られた場合は市町村名を公表

し、それ以外の方については振興局名を公表する

こととして北海道が公表基準を定めております。

そのため感染者情報は、北海道及び政令市、中核

都市などの保健所を所管する自治体が公表するこ

ととなっており、市が独自の判断で感染者本人の

同意を得ずに居住地を公表することができず、感

染者との連絡などは北海道が管轄する保健所が行

っておりますことを御理解願います。

なお、市有施設や市立学校、公立保育所の職員

などの感染が確認された場合は、関係機関と調整

を図りながら、市の対応などを速やかに公表する

こととしております。

感染者が確認された場合には、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

ますので、今後も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の人

権にも配慮しながら、適切な情報提供に努めてま

いります。

コロナ差別がゼロのまち宣言を浸透させるため

に、まずは市のホームページへの掲載や報道機関

への協力依頼、公共施設をはじめ市内医療機関、

各事業所へのポスター掲示を依頼しているところ

であります。また、町内会連合会を通じて町内会

館などへのポスターを掲示するなどの協力もお願

いしています。今後広報なよろ１月号に掲載し、

市内全戸への配布を進めるなど広く周知を図り、

さらなる普及啓発に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から小項目２、

地域経済を下支えする支援についてお答えいたし

ます。

本市は、道北地域の鉄道の要衝として栄え、サ

ービス業も含め地域の中核的な存在として発展し

てきました。この発展を支えてきたのは市内事業

所のほとんどを占める中小企業であり、小規模事

業者であることを我々も認識しており、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に対する経済対策につい

ては、中小企業、小規模事業者を意識した支援を

行ってきたところです。

これまでの経済対策として、市内中小企業の資

金繰りを支援する融資制度の創設、市内経済の回

復を図るための消費喚起を目的としたプレミアム

付き商品券事業への２度にわたる支援を行いまし

た。給付事業では、まず公平感とスピード感を重
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視した事業継続支援給付金を、続いて影響が大き

い業種を重点的に支援したがんばる中小企業応援

給付金を実施し、切れ目のない支援に努めてまい

りました。また、本年６月には名寄市中小企業振

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。本事業については、アフター

コロナ、ウィズコロナを意識した市内事業者の投

資意欲を後押ししたことで、これまでにない多く

の申請をいただいていることから、本定例会初日

に１億円の追加の補正予算を議決いただいたとこ

ろです。

国においては、新型コロナウイルスの感染防止

策の徹底と社会経済活動の両立を図りながら、経

済の持ち直しの動きを確かなものにするため、追

加の経済対策を盛り込んだ第三次補正予算案が昨

日閣議決定されました。こうした状況を踏まえ、

産官金連携なよろ経済サポートネットワークにお

いて金融機関と情報交換するほか、市と名寄商工

会議所、風連商工会と連携して市内の各業界団体

と個別に意見交換を行い、状況把握に努めている

ところでございます。こうした現場の声に耳を傾

けながら、新型コロナウイルス感染症の状況、国

の第三次補正予算や道の施策、市の経済状況など

を注視しつつ、長期化することを視野に入れなが

ら、適宜必要かつ持続可能な対策を講じてまいり

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、

オンライン化に向けた体制強化についてお答えし

ます。

初めに、小項目１、事業縮小への対応策として

のオンライン活用について申し上げます。本市で

は、本年度実施予定としていた各種事業について

は、事業内容や参加予定人数及び新型コロナウイ

ルス感染症の感染状況を鑑みながらそれぞれ開催

の有無について判断しているところであり、議員

御指摘のとおり、中止になった事業もあります。

それに代わる形、または補う形として、オンライ

ンによる講義、公開講座、研修や会議などで対応

できるものについては実施をしてきているところ

でございます。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響で、こ

れまで当たり前にできていたことができなくなっ

たり、または制限を受けることが多くなり、これ

までのコミュニケーションスタイルからの変化が

求められる時代になったと言えるのかもしれませ

ん。新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境が

これからどのように変わっていくのか的確に予測

をすることは難しいですが、ポストコロナ時代に

合わせた各種事業の実施方法の検討は今後進めて

いく必要があるものと認識しているところです。

オンラインを活用した方法は、その一つのスタイ

ルだと考えておりますので、事業の実施内容や参

加する方々の年齢層、また参集範囲などに合わせ

て適切な事業実施方法を選択することで、それぞ

れの事業目的達成に向けた取組を進めてまいりた

いと考えております。

次に、小項目２、市役所の組織機構見直しによ

る体制強化について申し上げます。本市における

光ファイバー整備は、議員からの御質問にありま

したとおり、本年度からの事業実施が決まったと

ころであります。光ファイバー網の整備は、経済

活動や社会活動の基盤となる特にＩＣＴ分野にお

いて重要な役割を担っており、物流、農業、医療、

教育、行政サービスなど様々な方面での活用が見

込まれるところであり、本市においても光ファイ

バー整備事業が完了した後は、企業、個人を問わ

ず、各分野において目的に応じた活用が進むこと

を期待しております。

市役所においては、現在総務課で光ファイバー

整備や情報システム機器の業務を担っております

が、整備後は事業担当課などにおいて施策推進の

ためにどのように光ファイバーを活用していくの

か、また光ファイバーの整備により新たにどのよ

うな施策、事業に取り組むことで市民サービスの
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向上が図られるのかといった視点で各種施策が推

進されていくものと考えているところです。市の

組織機構については、各職場からの意見などを参

考に各政策課題に対応する形で毎年見直しや検討

を行っております。今後もその時代の課題解決に

即した適正な組織体制を整備することにより、市

民一人一人が安心して暮らすことができるまちづ

くりを進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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、地域の安心安全を守る取組について、小項

目の１、有害鳥獣対策の強化について申し上げま

す。

本市における有害鳥獣対策につきましては、農

作物の被害防止を目的にエゾシカなどの野生動物

を対象とする取組と安全確保のためヒグマを対象

とする取組の２つの対策を進めてございます。ま

ず、農作物の被害防止につきましては、名寄市有

害鳥獣農業被害防止対策協議会におきましてエゾ

シカ、キツネ、アライグマを対象に捕獲、駆除に

当たっております。このうちエゾシカにつきまし

ては、北海道猟友会名寄支部の御協力の下３７人

の方が許可捕獲の従事者として駆除に取り組んで

おり、平均年齢は６０歳で、年齢構成といたしま

しては３０代以下が１０％、４０代が１６％、５

０代が１４％、６０歳以上では６０％となってご

ざいます。全道の狩猟免許交付者における６０歳

以上の割合については４０％であり、これに比べ

ますと年齢層が高い状況にあり、従事者の高齢化

に伴う担い手の育成と新たな担い手確保は、今後

の大きな課題と認識をしているところであります。

また、エゾシカ駆除の従事者につきましては、

３７人と現状一定数確保されているものの、仕事

との兼ね合いなどから日常的に活動できる従事者

は限られており、従事者間における活動の偏りが

課題とされているところであります。このことか

ら名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会の事業

といたしまして、猟友会における研修や経験豊富

な方と一緒に巡回する取組を支援し、従事者の知

識や技術を高めるとともに、会員の駆除活動への

参加を促す取組を進めてございます。

今後とも捕獲体制の維持、強化に必要な担い手

の育成や新たな担い手の確保に加えて、捕獲作業

の負担軽減につながる手法も含めた調査検討など、

協議会において取組を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、ヒグマ対策についてでありますが、北海

道猟友会名寄支部の名寄部会及び風連部会からそ

れぞれ推薦をいただき、ヒグマ駆除隊を編成して

対応しているところであります。駆除隊の構成に

つきましては、名寄部会会員３１名から銃器免許

所有者１３名を推薦いただき、平均年齢で７３歳、

風連部会会員７名から同じく銃器免許所有者４名

とわな免許のみの所有者２名を推薦いただき、平

均年齢で６８歳、両部会を合わせますと１９名で

平均年齢７２歳となってございます。ヒグマ対策

は、危険を伴う作業のため経験が必要であり、他

の駆除などと比べますと年齢が高い傾向について

はやむを得ないものの、後継者の育成、確保は今

後の対策維持に欠かせないものと考えているとこ

ろであります。このことから、平成２７年度まで

渡島地域のみが対象でありましたヒグマ対策技術

者育成のための捕獲事業が北海道全域に拡大され

たことを機といたしまして、北海道猟友会名寄支

部の名寄部会、風連部会それぞれから要望された

ことを受けまして、速やかに平成２８年から本事

業に参加し、ヒグマ対策の担い手育成に取り組ん

でいるところでございます。具体的にはベテラン

ハンターが先生役となり、経験の浅いハンターを

生徒として、春熊の防除活動を通じて技術の伝承

を行うもので、この５年間で名寄部会、風連部会

合わせまして参加した生徒については１２名、う

ちヒグマ駆除隊以外の参加は８名となってござい

ます。今後とも猟友会などと連携をし、担い手の

育成、確保に努めてまいりたいと考えております。
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－42－

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、時間の許す限り再度質問をさせ

ていただきます。

最初に、大項目１で質問させていただきました

コロナウイルス感染症関係に関わる情報提供につ

いてでありますが、１１月を中心に行われていま

した町内会連合会主催のまちづくり懇談会の中で

も、全部に参加させていただいたわけではござい

ませんが、かなりコロナウイルスの情報について

の質問も出ていたと思います。１２月号の広報な

よろでは、その質問内容と、それから御答弁いた

だいた小川健康福祉部長のお答えの内容も書かれ

ていたというふうに思うのですが、先ほど御答弁

いただいた内容とほぼ同じであったと思いますの

で、それについては国や北海道の方針に従って致

し方ないところで、決してその担当者を責めるも

のではないというふうに思っております。しかし

ながら、この間においてやはり不安であるという

ことから、なぜに情報が提供されないのかという

市民の声は多く届いております。この点に関して

名寄市としての出せる情報というものは、感染者

発生の情報だけではないと考えているのですが、

その点どのようにお考えでしょうか。

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） 名寄市としての

情報公開の考え方ということだというふうに思い

ますけれども、先ほど答弁で申し上げましたとお

り、基本的には国や北海道が公表することになっ

ておりまして、これはこれまでもお話ししていま

すけれども、それぞれの事象により感染された方

が誹謗中傷でその生活を営むことができなくなっ

たり、ほかの居住地に移動させざるを得ない、子

供がいじめに遭ったり、そういった事象があると

いうことで、できるだけ詳細な情報は提供しない

で、配慮しながら対応しているということで、そ

こは議員も御理解いただけるかというふうに思っ

ています。

そこで、名寄市としてどういった情報が発信で

きるかというところでございますけれども、これ

も非常に難しい問題であります。感染者がいる、

いないということも含めて、これは慎重な対応を

しなければならないということでありますので、

先ほど申し上げました市の関係につきましては、

これは加藤市長の責任においてその感染者を守る

ということもある程度できる部分がありますので、

公表していく形になるかと思いますけれども、そ

れ以外についてはなかなか難しい状況があります。

そういった面では、これまで話していますとおり、

市民の皆さんには北海道なりが公表する情報をし

っかり受け止めて、ＳＮＳやインターネットでい

ろんな情報が拡散されていますけれども、そうい

った情報については惑わされることなく、そして

それをさらに拡大して広めるという、そういった

ことはしないで冷静に対応して、これまで申し上

げています感染予防対策、感染リスクを下げる、

そういった取組をしっかり行って対応いただきた

いというふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） もっともな御答弁で

ありましても、そこについては十分理解するもの

であります。中途半端な情報で人々が惑わされる

ということは絶対に避けなければいけないという

ところでの御判断であると思いますが、本当にた

くさんの不確かな情報が飛び交っているというこ

とは、ここにいらっしゃる皆さん少なからず認識

をされているところであると思います。その個人

を、それから関係者を誹謗中傷から守るというこ

とを最優先にする形で、名寄市においてはいち早

くコロナ差別がゼロのまち宣言ということで出し

ていただきました。なので、それはもう両輪と捉

えて今後進めていくということになろうかと思い

ますが、いろいろなところで首長さん、市長さん、

町長、村長さんのこのことについてのこのまちで
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の取組をこのように考えましょうという発信をさ

れているところがあります。このことにつきまし

て、ホームページ等では市長のお言葉としては掲

載されているのだと思いますが、加藤市長御本人

は、皆さんの不安に対してどのような情報発信を

していかれるおつもりなのかお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まちづくり懇談会でたく

さんの御意見いただきまして、その都度私なりに

もお話をさせていただいているところでございま

す。また、ホームページや、あるいは定例の会見

等もありますので、最近ではその都度コロナの関

係のお話も、質問もございますので、でき得る情

報はしっかりとお話をさせていただいております

し、いろんな不安はあるのは十分承知をしており

ますけれども、市民の皆さんの生活がしっかりと

守られていくように、そこで必要な情報について

は逐次お出しするというふうに市民の皆さんもお

話をしているので、そこはしっかりとこれからも

事あるごとに言い続けていきたいと思うし、ＳＮ

Ｓだとか報道機関、エフエムなよろさん等を通じ

て、改めて必要な情報を適時必要な場面でお話し

していくということに尽きるのではないかという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 広報なよろは、大変

有効な情報提供のツールだと思っておりますが、

残念ながら一月に１回しか出されないということ

もありますので、このコロナウイルス感染症に関

わっては本当に一日たりとも猶予がならないよう

な状況であると思います。夕方テレビのニュース

を見て、感染者情報を見るたびに名寄はどうなの

かなと、上川というふうに数字が入ったときに上

川のどこなのかなという不安をみんなが持ってい

ると思います。その中で、市長からの強力なメッ

セージというのは大きな情報源になってくると思

います。

個人的なことですが、私の実家では防災行政無

線がありまして、逐一市長の声で情報発信がなさ

れます。感染者が出たときにも朝一番の放送で、

こういう情報が今日の朝刊に掲載されましたと。

けれども、このことについてはこういう対応をみ

んなで取っていきましょう、とにかく冷静な対応

を取っていきましょうという言葉が発せられまし

た。ほかのまちでは、行政端末を利用しての情報

発信もされていると聞いております。この点、名

寄市では御協力いただけるところは、地元紙です

とかＦＭラジオなどもあると思いますが、その点

市長いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども申しましたが、

名寄市では様々な広報媒体、民間の皆さんの新聞

だとかいろんな手段がありますので、そこで逐次

必要なところは、私が必要だということであれば

私の声でしっかりとお伝えを、様々な形で情報発

信をしていきたいと思います。

一方、毎日毎日どうもいろんな報道で、どちら

かというとリスクを過度に過大視するような報道

も見受けられるのもこれまた事実でありまして、

そこについてはそうしたことを逆にあおってしま

うような報道の在り方もどうなのかなというふう

にも思います。改めて市民の皆さんには逐次冷静

に対応してほしいということを事あるごとにお伝

えをしているつもりでありますし、必要であれば

またそうした状況も流していくと。あるいは、先

ほどもからもお話ししたとおり、必要に応じてこ

こは市民の皆さんの安全を守るためにしっかりと

情報発信をしなければならないときには、しっか

りとそこは適時的確に情報発信していくというこ

とをお約束をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 約束をしていただき

ましたので、ぜひ具体的な行動に移していただき

たいというふうにお願いしておきたいと思います。
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先ほどから話題になっていますようにその情報

発信に関わっての差別、誹謗中傷が進んでいかな

いようにということで、これ私ホームページから

印刷しましたが、名寄市のコロナ差別がゼロのま

ち宣言であります。先ほど部長からの答弁いただ

きましたときにそれぞれの事業所ですとか、いろ

いろな公共施設等にもポスター等掲示をして、浸

透していくように取り組んでいくということで、

具体的に進めていただいていることに安心してい

るところですが、やはりそこからさらに一歩進め

ていく必要があると思っています。

先日、名寄東中学校で小中高校生によるいじめ

防止サミットが行われました。このいじめ防止サ

ミットでいじめ防止に関わる宣言をするのですが、

それは宣言をするのだけが目的ではなく、そのサ

ミットに臨む各学校の取組、サミットに臨んだ後

の持ち寄っての各学校の取組がいじめ防止につな

がっていくという重要な側面を持っております。

それを思いますと、以前この新北海道スタイル安

心宣言、ここに最後のところに市長の名前を入れ

ていただいて名寄市が出していただきましたもの

を各団体も自分の団体に合わせたときに具体的に

どういうことを宣言するのかということで話し合

って、団体の長の名前でそれぞれ個人に配付した

りする取組をしたことがありますが、ぜひこのコ

ロナ差別がゼロのまち宣言についてもそういうそ

れぞれの団体の中でもう一度確認をしていただい

て、それぞれの団体の名前で宣言をしていただく

という取組につないでいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今議員からあり

ますとおり、宣言については広く市民に周知して、

それをしっかり受け止めて、そういった行動をす

るのは大切なことであります。そういった面では、

その手法としてはそれぞれの団体で承認をしてい

ただいて、代表者の名前で出してもらうというの

も一つの手法だというふうに思っております。そ

ういった意味では、それぞれ市が関係する団体等

に会議等の機会があればそういったことも促しな

がら、本当に多くの方に広めて、多くの方がしっ

かり認識して、そういった差別、誹謗中傷がない

まちということで、これはコロナではなくていろ

んなことにつながるかというふうに思っています

ので、名寄市民が皆さんそういった気持ちを持っ

て、思いやりのある気持ちを持ってふだんから人

と接するなり、行動するような、そういったまち

につなげていきたいなというふうに考えています

ので、今いただいた御意見も参考しながら、でき

るだけ広める手法を考えて取り組んでまいります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） とにかくいろいろな

ところで話題にして、みんながしっかり何が重要

なのかということを考えていくということが大事

だと思っています。

昨日の士別市議会でも思いやり条例の話題が出

ていたというふうに今朝の新聞で知りました。そ

れから、愛媛県のほうでは、今日私つけておりま

すけれども、この３つの輪をひもで象徴的に表し

たシトラスリボン運動というのが取り組まれてい

ます。この３つの輪の１つは地域、そして２つ目

は家庭、そして３つ目、職場だったり、学校だっ

たりということで、地域、家庭、職場や学校とい

うところでの冷静な対応、それから地域の中で誹

謗中傷をしないで取り組んでいく、乗り越えてい

くという象徴的なリボンの運動だというふうに伺

っています。名寄市もこの宣言を基に名寄市の象

徴的なみんながこのことを頑張っていこうという

取組を求めたいというふうに思いますが、いかが

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 宣言をそれで認

識していただいて、そういった行動を取り組んで

もらうにはいろんな手法があるかというふうに思

っています。私大事なのは、当然ポスターとか掲
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示して、それは目に触れるかというふうに思いま

すけれども、なかなかそれでは意識を持ってもら

えないという状況もあるかと思います。そういっ

た意識を持っている市の職員でありますし、議員

でありますし、そういった人たちがしっかり日常

の市民と接する中でそこを伝えて、もし間違った

行動をしていたら正すという、そこで広めていく

のが大事だというふうに考えているところであり

ます。そういった面では小中学校のいじめ防止サ

ミット、私も何回か出たことありますけれども、

子供たちが意識を持って、友達がそういう行為を

していたら抑制するとか注意するとか、そういっ

た関係づくりというのが大事だと思いますので、

そういった面では町内会や民生委員児童委員も含

めて皆さんの意識を高めてもらって、そういった

ことを地域に広めてもらう、そこが一番大切かな

というふうに思っていますので、そういったこと

も含めて今後取組を進めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 本当に今までも感染

対策本部を中心として対応していただいています

こと、それから医療関係者の皆さんに心からお礼

を申し上げたいというふうに思っていますが、こ

の先の年末年始から冬の時期を何としても名寄市

が市民の皆さんが一緒に安全に過ごしていくとい

うことを考えると、今日の私のこの質問は私個人

ではなく多くの市民の皆さんがこのことについて

確認をしたい、声を上げたいと思っていらっしゃ

ると思っています。どうかこのことが浸透して、

名寄市の安心、安全につながっていきますように

求めて、次の小項目２に移らせていただきたいと

思います。

地域経済を下支えする支援についての御答弁の

中で、個別に意見交換をさせていただきましたと

いうことがございました。それぞれ名寄市の名寄

商工会議所、風連商工会、そしてそこに所属され

ているそれぞれの協会の方たちの意見も吸い上げ

ていただいていると思いますが、どんな情報取得

をしていただいたのか、お話しいただける範囲で

結構ですので、教えて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） 個別の意見交換

についての御質問をいただきました。新聞報道に

もありましたけれども、今月の７日から９日にか

けてですが、市内の料飲店の団体ですとかバス、

タクシーの団体、それから旅館組合の方々、その

ほか商店街の方々、建設業界の方々といったとこ

ろから個別に意見交換をさせていただきました。

その中で、例えば料飲店の方であれば、あるいは

バス、タクシー、皆様にいただいたのは、これま

での支援策というのは大変ありがたかったという

ことと、例えばもう一つありました中小企業の補

助事業について拡充させていただいておりますが、

これにつきましても市内事業者さんの投資意欲の

後押しになったといった声もいただきました。た

だ、一方でその効果があって８月、９月、１０月

ぐらいまでは、あるいはＧｏ Ｔｏ もありまし

たけれども、一定程度戻ってきた感があったとこ

ろ、１１月頃からやはり急激に売上げが落ちたと

いったようなお声もいただいたところです。です

ので、今後やはりそういったものに対してさらな

る支援を求める声もあったところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した内容、地元紙の１３日の新聞記事にも千差万

別の支援が必要ということで出ておりましたので、

その中身と一致する御答弁であったというふうに

思いますが、具体的なところで千差万別の支援に

ついてをどのように捉えられておりますでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 意見交換をした

ところ、それぞれの業界によってその影響の度合

いですとか、いただきたい支援の内容が異なって

いることから、私ども給付金を２段階でやらせて
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いただきましたが、最初はスピード感を持って一

律にやらせていただきました。２度目は、めり張

りつけてやらせていただきましたが、やはりその

めり張りをつけた形というのが一つ手法としてい

いのではないかといった御意見もいただきました

ので、その業種の状況に応じたものというのが求

められているところなのかなと考えているところ

でございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） めり張りをつけた支

援についての具体的なところがより細かく必要と

されているというふうに私も受け止めています。

特に言葉にさせていただいておりますが、小規模

事業者の方、地域の中で大事なお店なのですが、

やはりこのコロナ禍で大きな影響を受けている。

そして、年齢的なものも踏まえて、もうこれを機

にやめてしまおうかと、そういう判断をされる方

がもし出てきたとしたら、地域の中では大変大き

な損失であるというふうに思っています。個人的

なところの判断に行政が支援をということの難し

さもあると思うのですが、それぞれの状況を、協

会とか組合とかそういうところの大きい枠ではな

く、１件１件の状況をしっかり捉えていただきた

いと思いますが、その点いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 小規模事業者と

いうお言葉がありました。私も最初に答弁させて

いただきましたが、市内の事業者ほとんどが中小

企業であり、小規模事業者でございます。ですの

で、私ども経済対策をするに当たっては、中小企

業、そして小規模事業者さん全てを意識した経済

対策を行っております。

それで、今回団体ごとに意見交換をさせていた

だきましたが、個別の事業者様におかれましても

私ども名寄市経済部でも、あるいは商工会議所さ

んでも商工会さんでもそれぞれ個別の相談という

のは受け付けておりますので、何かお困り事があ

りましたらどちらでも構いませんので、御相談い

ただきまして、適切なアドバイスをさせていただ

きたいと思いますので、御相談いただきたいと思

っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 北海道商工会連合会

が実施された新型コロナウイルス感染症に係る企

業活動影響調査の中で、市町村の施策、支援制度

等を活用したかどうかの問いに対して、これは風

連地区の御回答なのですが、回答された方の１０

０％の方が活用したというふうに答えられたと伺

っております。やっぱり地元の自治体が地元の状

況を考えて立てる施策、支援策の有効性というこ

とがここでも証明されていると思いますので、本

当にこの後大変だと思いますけれども、しっかり

個別の状況を把握していただいた上で支援策、そ

れから給付金等の施策を組み立てていただきたい

というふうに思います。

次に移らせていただきます。オンライン化に向

けた体制強化についてのところでありますが、こ

れは市長にお伺いしたいと思います。以前名寄市

は情報システム課がありました。そして、平成２

２年に情報広報課に機構が変わりまして、そして

今総務部の総務課で情報システムの情報に関わる

ところを担当していただいていると思います。新

たに光回線が全市に敷設された後の対外的なもの

だけではなく、地域の高齢者の方にどのようにこ

の活用を促していくかということも課題であると

思いますが、その点についての担当課の考え方に

ついてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 質問の趣旨は、高齢者の

皆さんがこのオンライン化に向けて、役所でいろ

んな手続をしやすいような体制をつくるに当たっ

て役所としてどう対応するかという、こういう意

図なのでしょうか。ごめんなさい。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） すみません。分かり

にくい発言で申し訳ありません。
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光回線が敷設された後、対外的に例えば今の時

期ですからワーケーションに対しての外の方から

名寄市へのいろんな情報アクセス、それに対する

情報システムの担当課の方の動きもあると思いま

すし、そうではなくて名寄市の市役所庁舎の中の

情報システムの整備についての仕事もあると思い

ます。また、名寄市全域の中においては、オンラ

イン化の授業ですとか教室ですとか、大学とどこ

かの大学とのオンラインによる研修ですとか、そ

ういうような様々な状況が想定される中において、

総務課においての仕事内容が大きく膨らんでくる

のではないかというふうに思っております。それ

について高齢者の方への情報活用の提供も含めて、

この後機構の考え方についてどのようにお持ちで

しょうかということで、お分かりいただけました

でしょうか、すみません。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢者というよりも、こ

れから名寄市全体としてこのデジタルシフトが進

んでいくに当たって全庁的に対応する、そのこと

と組織機構の関わりをどう考えるかというような

御質問ですよね。

御案内のとおり、政府もデジタル庁を来年の秋

までに設置をするというようなお話で、これから

市の業務もいわゆる非接触型の様々な市の証明書

発行業務だとか、あるいは市の内部組織そのもの

をさらに効率化していく上でのロボティクスとか

ＩＣＴ、ＡＩの活用だとか、全庁的に考えていか

なければならない問題もたくさんあるし、もちろ

ん対外的に名寄市全体で考えてこれから市民サー

ビスをより効果的、効率的にするためにＡＩやＩ

ＣＴ技術をできる限り活用していくことで都市と

遜色のない、あるいは地方だからこそ意義のある

豊かな生活ができるような仕組みをつくっていか

なければならないというふうに思います。これは、

一課にとどまることなく全庁的な課題だというふ

うにも思いますので、その課題解決に向けた組織

機構の見直しというのもぜひ検討してまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 分かりにくい質問で

申し訳ございません。今市長が私の意を酌み取っ

て御答弁いただきました。そのことについて、特

に本当に大きな過渡期に来ているなというふうに

思っておりますので、全庁舎内で進めていただく

ことだと思うのですけれども、組織機構について

は市民についてはちょっと分かりにくいところが

あるといいますのは、何か相談したいときに市役

所に電話をすればいいということですが、市役所

のどなたに相談すればいいのだろうかということ

を相談を受けたことがあります。ということを考

えると、例えば総務部の総務課にかければいいで

すよというふうに伝えてあげられるのですが、市

民の方からするともう少しその先頭になって進め

ていただいている部なり、課なりというところが

見えやすいほうが一層市長のなさろうとしている

ことが分かりやすいのではないかなというふうに

思います。市長は、いろいろな場面で関係人口と

いう言葉も口にしていただいております。このＩ

ＣＴ進んでいく中では、大きな可能性を名寄市が

保持することができるというふうに考えています

が、その点に関していかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員おっしゃるとおり、

デジタル化というのは、ある意味ではこれはもう

これからの必然の流れであるし、また都市と地方

との考え方でいうと地方も大きなこれによってチ

ャンスというか、にしていかなければならないと

いうふうに思います。それぞれの部署でそれぞれ

のデジタル化によるいろんな仕事がこれから出て

くると思うので、デジタルの関係はどこか一本の

窓口ということには多分ならないのかと思います

ので、ただデジタルシフトというのは全庁的な課

題であるのは間違いございませんので、全庁的に

そこをしっかりと取り組んでいけるような機構の

整備というのは今後検討していきたいというふう
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に考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 決して今やっていた

だいていることがやられていないということを申

し上げているのではなく、本当にそれぞれ少ない

人数だったり、大変な課題を抱えている中動いて

いただいているということについては理解してお

りますし、日々ありがたいなというふうに思って

おりますので、庁舎内のデジタル化ですとか細か

い処理に当たるデジタル化ということ以上に、外

に対してだったり、内側、名寄市民に対してであ

ったとしてもこのデジタル化、ＩＣＴ化がより生

活を豊かにするという考え方において進めていた

だきたいということで申し上げておりますので、

決して今やっていただいていることが進んでいな

いということを申し上げているのではないという

ことを伝えておきたいと思います。

次の大項目３のほうに移らせていただきます。

有害鳥獣に係る御答弁いただきました。私が一番

心配しているのは、この鳥獣被害防止計画、今は

第４次なのですが、第３次のところでも担い手不

足のことが同じように記載されていました。３年

間ごとの計画ですので、前の３年間も同じ、今の

３年間も同じということで、やはり高齢化という

ことも含めて担い手不足につながってくるのでは

ないかという、そこが一番心配しているところで

あります。

聞くところによりますとというか、担当課の方

に伺ったのですが、近隣の町では、例えば美深町

では担い手育成の銃器を取得する免許を取られる

のに上限で１５万円補助しています。これは、銃

を取得するための費用だけではなく、１５万円上

限ですが、その範囲内であればガンロッカーです

とか、銃器そのものを購入する費用にも充てるこ

とができると。ただし、２分の１の範囲内という

ことで進められているというふうに伺いました。

下川町では……失礼しました。今の話は下川町で

す。失礼しました。今の話は下川町です。美深町

では、年間２人を想定して、ヒグマ対策に関わる

免許取得に対して１人５万円、そしてヒグマ以外

のわなに関わるところは１万 ０００円、年間２

人ずつということで１０万 ６００円予算化され

ているということを伺いました。名寄市では具体

的にどのようになっておりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 有害鳥獣に対する担

い手対策ということで、具体的に近隣の自治体の

取組も紹介いただいたということでありますので、

私どもも近隣の状況については調査をさせていた

だいておりますけれども、貴重な提言ということ

で受け止めさせていただきたいと思います。

私どもの中でもここ数年やはり担い手の確保と

いうのが非常に重要だということの、あるいは先

ほど新たな担い手の確保という言い方もさせても

らいましたけれども、今いるハンターさんのさら

なるスキルアップの育成という意味もあるでしょ

うし、今資格を持っていない方が資格を持っても

らって活動に参加をしてもらうという両面がある

のだろうというふうに思っています。現状の中で

いいますと、先ほど申しましたけれども、協議会

の中で先輩と後輩に分かれて、先生役と生徒役に

分かれて技術を伝承してもらう取組をさせていた

だいたり、あるいは熊のところでいうとそれを別

の事業として取組をさせていただいたり、あるい

はハンター保険などの協議会としての負担なども

含めてさせていただいているところであります。

各自治体でそれぞれ取組には特色というか、強

弱があるのだろうなというふうに思っています。

うちも有害鳥獣対策でいくと市単費でも ０００

万円ぐらいの事業費になっていますし、これに国

の補助金、農協からの補助金、さらには中山間、

いわゆる農業者さんの負担などもありますので、

そういったバランスも考えながらどういう対策を

するのかについては検討しなければいけないと思

いますが、改めて今そういった銃取得に対する支

援について提案をいただきましたので、これは協
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議会の中で改めて、この間も検討した経過はあり

ますけれども、改めて検討させていただきたいと

思いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 協議会の中には名寄

市も入っているわけですから、やはり率先してそ

の点について進めていただきたいというふうに思

っています。

協議会以外の方がこの情報をどういう形で取得

できますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） これについては、協

議会として情報発信するということが当然できる

わけですので、猟友会の皆さんについては協議会

のメンバーですので、そこを通じて周知すること

できますし、構成メンバーの中に当然市も農協も

入っておりますので、それぞれの情報伝達手段の

中で周知することも可能だというふうに考えてお

りますので、そういった方法で周知をしてもらい

たいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 協議会のメンバーの

方たちは、日常的に関心も高くお持ちであると思

いますが、そうではない方たちにおいてもこの問

題を地域の問題としてしっかり受け止めていただ

く中で、長く関わっていただければありがたいな

というふうに思っています。下川町では、銃を取

得した後は３年間猟友会に所属して、この活動に

協力するということが条件づけられているという

ふうにも聞いておりますので、具体的なところで

担い手を増やしていただくように強く求めて終わ

りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

令和３年度予算編成について外２件を、倉澤宏

議員。

〇２番（倉澤 宏議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきました。通告順に従い、

大きく３点についてお考えをお聞きしてまいりま

す。

大項目１、令和３年度予算編成についてお伺い

をいたします。令和２年１１月２日付で令和３年

度予算編成における市長訓令が示されました。令

和３年度において新型コロナウイルス感染症の影

響による市税、また合併算定替え特例措置の終了

による地方交付税交付金の減少による歳入予算の

不安定要素を抱えながら、歳出における社会保障

施策の経費の増加や老朽化する公共施設、また各

種インフラ整備への対応など多くの課題が山積し

ており、楽観視できない状況とし、基金に依存し

ながらの財政運営を想定しているとしています。

あわせて、財政構造の硬直化が進んでいることか

ら、既存事業における経費の精査と事業の選択と

集中を徹底しながら、総合計画、総合戦略の具現

化への取組、新型コロナウイルス感染症に伴う新

しい日常に向け取り組むことなど、これらを基本

としながらの予算編成作業に当たるよう指示が出

されているところであります。

それらを踏まえ、小項目１、当初予算規模につ

いてお伺いいたします。さきに説明のありました

中期財政計画において、新年度一般会計歳出予算

２０９億 １００万円と推計が出され、単年度収

支で１１億 ０００万円不足するとの想定が出さ

れておりました。経常収支比率が９ ２％と前年

度比 ３％増加していることを強調して、財政構

造が硬直化しているという分析もある中、既存事

業見直し、事業の選択と集中を全庁的に推し進め

る必要があると考えますが、予算編成における具

体的な取組についてお知らせをください。

続きまして、小項目２、予算要求における上限

の撤廃についてお伺いをいたします。令和２年度

予算編成において予算要求時の際に出された要求

額に一定の上限を設けるとした取組が１１月２日

付の総務部長の事務連絡においては、令和３年度

予算要求では取りやめとされております。その理

由と一般財源の配分方式の取扱いについてお知ら
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せをください。

続きまして、小項目３、新型コロナウイルス感

染症対策予算についてお伺いをいたします。今年

度の一般会計において当初予算２０９億２００万

円から本定例会初日に議決されました補正予算第

９号にかけ、既に総額予算で当初予算の４分の１

に相当する４８億 ８００万円の増加ということ

になっております。国庫補助を財源とする特別定

額給付金事業や地方創生臨時交付金事業など、増

額分の多くは同感染症対策に係る関連予算として

計上されたものと考えますが、令和３年度予算編

成において、当初予算において一定の額を感染症

対策予算として別枠で確保する考えについての御

見解をお尋ねいたします。

次に、大項目２、ピヤシリスキー場の管理運営

についてお伺いをいたします。この地方も本格的

な降雪期を迎え、ウインタースポーツシーズンの

到来となりました。本市においては、先週末、感

染症対策に配慮をしながら、国内開幕戦となるス

キージャンプ大会がピヤシリシャンツェで開催さ

れ、あわせて例年より雪が少ない中、関係者の努

力によりピヤシリスキー場もオープン、その他の

施設についても今後順次オープンしていくことと

思います。それら施設において、ピヤシリスキー

場については今期で指定管理期間も最終年次とな

り、次年度以降の指定管理においても株式会社名

寄振興公社とする議案を今定例会初日に議決をし

てきているところです。これまで指定管理料を含

め、多くの維持管理費用を支出してきているピヤ

シリスキー場の管理運営についてお聞きをしてま

いります。

初めに、小項目１、スキー場の振興策について

お伺いいたします。ピヤシリスキー場の今シーズ

ンの運営に関わっては、リフト料金の見直し、子

供向けスペースの開設など指定管理者の取組とし

て表明され、一部実施されてきております。一方

でナイター営業の縮小、第４ロマンスリフトの運

休など、一部の施設が活用されていないとの発表

もあるところです。先ほども申し上げましたが、

近年においてはゲレンデや照明、索道など多額の

設備投資を行い、施設整備に力を注いでおります

が、スキー場設置者として今後のスキー場振興に

ついてのお考えをお知らせください。

続いて、小項目２、研修施設の整備、なよろ温

泉サンピラーの整備についてお伺いいたします。

令和元年度事業として実施されました研修施設改

修の実施設計委託業務については、株式会社名寄

振興公社の一連の不祥事を受け、事業半ばで中止

をして既に１年となりますが、その設計業務の再

開、また施設改修に向けた財源の確保を含め、今

後の見通しについてお知らせをください。

続いて、小項目３、株式会社名寄振興公社に対

する支援の考え方についてお伺いいたします。昨

年以降、同公社に対しては、貸付金や補助金、ま

た公認会計士や市職員の派遣を含め、多くの財政、

また人的支援を行ってきていますが、次年度以降

の指定管理を担っていただくに当たり、将来を見

据えた同公社に対する支援の基本的な考えについ

てお知らせをください。

最後に、大項目３、空き地、空き家対策につい

てお伺いをいたします。本件については、一部本

年の第１回定例会で一般質問により通告をしてお

り、文書による回答をいただいておりました。文

書回答の内容確認を含め、改めてお考えについて

お聞きいたします。

今年度で第１次名寄市空家等対策計画について

は計画最終年度を迎え、現在次年度に向け新計画

の策定が進められていることと思います。空き地、

空き家の対応については、さきに実施しました市

議会に関する市民アンケートにおいても重要と考

える行政課題や要望の中でも複数の記載があり、

地域においても空き店舗も含めた対策を求める声

が聞こえております。そこで、小項目１、名寄市

空家等対策計画についてお伺いをいたします。第

２次の同計画の策定が進められている中、次年度

以降の具体的な取組と目標が今後示されると考え
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ますが、現在の計画で制度化された危険家屋等除

却費用の支援とパブリックコメントで示されまし

た第２次計画案の中の自発的解体を促進するため

の除却費用の一部支援との関連性についてお知ら

せをください。

また、名寄市立地適正化計画における都市機能

誘導区域への誘導施策として、空き家、空き店舗、

空き地等のあっせんや補助、また居住誘導区域へ

の誘導施策として空き家、空き地等の低利用地の

区画再編等による有効活用とありますが、同計画

案の第３章にうたわれている空き家等の対策との

関連性についてもお知らせをください。

最後になりますけれども、小項目２、特定空家

の認定についてお伺いをいたします。本年８月に

施行した名寄市危険家屋等除却補助金の補助対象

要件に適用するため本市では初めて特定空家等の

判定を行い、認定がされ、あわせて第３回定例会

において８０万円の補正予算議決後、対象危険家

屋の解体除却補助事業として執行されたと認識を

しております。今後における特定空家等の判定の

必要性のある家屋等の現状把握と現在相続放棄等

の理由により納税義務者の特定ができず、固定資

産税が賦課徴収できない土地、家屋等の現況につ

いてお知らせをください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 倉澤議員からは大項

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は産業振興室長から、大

項目３は市民部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、令和３年度予算編成につい

て、小項目１、当初予算規模について申し上げま

す。先日の議員協議会でお示しした中期財政計画

では、令和３年度において約１１億 ０００万円

の収支不足を想定しており、社会保障施策に係る

経費の増加や老朽化が進んでいる公共施設及び公

共インフラへの対応など、本市の財政運営には多

くの課題が山積している状況であると認識してい

るところであります。

令和３年度の予算編成については、１１月２日

付で各部局に市長訓令及び予算編成資料提出につ

いての事務連絡を周知いたしました。市長訓令で

は、本市の財政状況を踏まえ、改めて経常的経費

を中心に精査を行い、事業の選択と集中には各部

において十分に協議するよう指示が出されており、

各部局内において経常的経費を中心に内容を精査

し、十分な検討と調整を行った上で令和３年度当

初予算の要求を提出しているものと考えておりま

す。現在実施中の財政課ヒアリングでは、各部局

の経常的経費の調整内容についても聞き取りを行

い、議論を重ねているところです。

なお、令和３年度予算に係る事業につきまして

は、現在編成作業中であり、現段階で申し上げる

ことはできませんが、年明けから予定している上

部査定においてしっかりと議論し、精査してまい

ります。

次に、小項目２、予算要求における上限の撤廃

について申し上げます。昨年は、予算要求に際し、

より厳しさを増す本市の財政状況を鑑み、各課に

おける各事業別予算から義務的経費や繰出金、普

通建設事業を除いた経費に係る一般財源について

前年度当初予算比で約１億円、３％削減した額と

する予算枠を設定しました。その結果、一般財源

ベースで配分総額より ３８４万 ０００円の超

過となりましたが、令和元年度比で ０３８万

０００円の削減となったほか、部局内での調整の

ため今まで以上により深い議論が行われるなど、

目に見えない効果もあったものと認識しておりま

す。

しかしながら、同じ経常的経費であっても内部

管理を主とする部局と対外的な事業を主とする部

局では意味合いが違い、全庁的に一律のルール設

定が難しいことや昨今の人件費や燃料の上昇など、

担当部局の削減努力だけでは賄えない事情が多く

見られること、部局の努力により削減を検討しや
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すい旅費、消耗品費などはこれまでも削減してき

ており、これ以上の削減が難しい部局もあること

など課題も見つかりました。令和３年度予算要求

に当たりましては、他自治体の事例も含め、予算

枠配分ルールについて検討しましたが、これらの

課題を踏まえて従来の一件査定に切り替えたとこ

ろであります。

予算要求枠の設定は撤廃いたしましたが、これ

は予算要求の緩和ではなく、一般財源支出の削減

が必須であるということを職員全員の共通認識と

し、各部局において十分な検討や調整を行った上

で予算要求することといたしました。この後、年

明け２月上旬まで予定している予算査定において

一般財源の使途につきましてもしっかりと議論し、

精査していきますので、御理解をお願いいたしま

す。

次に、小項目３、新型コロナウイルス感染症対

策予算について申し上げます。新型コロナウイル

ス感染症対策については、これまで国の地方創生

臨時交付金を活用しながら、市として様々な事業

を展開してきました。令和３年度予算におきまし

ても、１１月２日付の市長訓令において新型コロ

ナウイルス感染症の先行きは見通せない状況であ

り、市民生活及び経済活動への備えを最優先とし、

国、道の動向に注視しながらウィズコロナ、新し

い日常に向けた事業に取り組むことと指示があっ

たところであります。今回予算枠の設定はしてい

ないことから、特に感染症対策予算として別枠で

確保するということはありませんが、予算査定の

中で議論、精査を行い、必要とされる事業につき

ましては予算計上していき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、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目２、

ピヤシリスキー場管理運営について申し上げます。

まず、小項目１、スキー場の振興策についてで

すが、ピヤシリスキー場は昭和４８年に開設して

以降、昭和５４年の国体冬季大会の開催といった

輝かしい歴史を刻みながら、現在では冬季スポー

ツ拠点の核となる施設として、これまで多くのス

キーヤーやスノーボーダーに利用されている一方

で、リフトは平成５年に第１が、平成６年に第２

が、平成１５年に第３が架け替えられ、昭和６１

年に設置された第４ロマンスを筆頭に老朽化した

施設設備が多い中、年次的な計画を作成し、整備

を進めております。近年におきましても利用者の

安全、安心のためのリフト整備をはじめ、スキー

場の早期オープンのための暗渠工事のほか、ゲレ

ンデ整備のための圧雪車の整備、更新や照明設備

の整備など、スキー場振興のため必要に応じた投

資を行ってまいりました。今シーズンは、現下の

コロナ禍に対応しつつ、子供たちを中心に足元マ

ーケットを強化するとともに、ピヤシリスキー場

のファンを増やし、将来のスキー人口の確保を図

るため、市と公社とで協議し、今シーズンの利用

料金を改定するとともに、公社による新規事業と

してキッズパークを開設することとしたところで

ございます。

こうした入り込み拡充策の一方で、機能を維持

しつつ経費削減も必要であることから、できるだ

け利用者の皆様に不便のないよう検討し、第４ロ

マンスリフトの運行停止、ナイター営業のスリム

化を実施させていただくことといたしました。第

４ロマンスリフトにつきましては、平成２９年度

にシーズン前の整備点検で判明した故障により運

休し、平成３０年度に整備して運行したものの、

令和元年度は人員不足のため運休したところであ

りまして、今シーズンも引き続き運休することと

なりますが、昨年度の検証を踏まえ、今シーズン

も一部コースを未圧雪ゲレンデ、いわゆるサイド

カントリーコースとして御利用いただくことで多

様なニーズにお応えいたします。

今後につきましては、スキー人口が減少する中

で、幼少期からスキーを始めるきっかけとして期

待できるムービングベルトの設置なども視野に入
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れ、ピヤシリスキー場の優位性を最大限生かすた

めに利用者の安全、安心を第一にしながら、持続

可能なスキー場であることを目指し、毎シーズン

最適な運営方法を検討してまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目の２、研修施設の整備について申

し上げます。研修施設の改修につきましては、名

寄振興公社のあり方に関する特別委員会などにお

いて市の考え方として温浴施設の改修を先行して

検討することを御説明しており、さきの議員協議

会で御報告した名寄市総合計画（第２次）中期実

施計画の見直し、令和２年度ローリングにおきま

して令和３年度に実施設計、令和４年度に工事費

を計上してございます。実施設計につきましては、

平成３０年度に実施した基本設計を基に令和元年

度に実施した現況等調査を生かしつつ、温浴施設

の改修設計に要する費用であり、現在令和３年度

予算への計上に向けて編成作業中でございます。

工事の着工時期につきましては、休業を要する場

合に閑散期との調整など、実施設計の中で最適な

時期を検討したいと考えております。財源につき

ましては、市の財政負担が最小限となるよう財政

課と協議しながら、今後調査してまいります。

次に、小項目の３、株式会社名寄振興公社に対

する支援の考え方について申し上げます。昨年の

問題発覚以降、市民の皆様の憩いや健康増進、さ

らには冬季スポーツ拠点化の核となる施設の運営

を止めないことを最優先に考え、指定管理者であ

る公社に対して支援をしてまいりました。

まず、指定管理につきましては、今定例会初日

に議決いただいたとおり、来年度からの５年間の

ピヤシリスキー場、体育館、ジャンプ台の３施設

一括とした指定管理を委託しますが、今回新たに

附帯施設である研修施設を指定管理料の積算に含

めており、より効率的な維持管理に資するものと

考えております。外部委員として公認会計士や弁

護士に参画いただいている株式会社名寄振興公社

経営状況等指導・監督・検証委員会については、

当面公社のガバナンス、コンプライアンス等のチ

ェック機能を担っていただく予定です。将来的に

公社が自主自立することを見据え、適時適切に支

援してまいります。

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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目３、

空き地、空き家対策についてお答えいたします。

初めに、小項目１、名寄市空家等対策計画につ

いてですが、本計画については１０月にパブリッ

クコメントが終了し、本年度中の成案化に向けて

最終手続を進めているところです。本計画では、

市民の安全で安心な生活環境を確保し、所有者の

自発的な除却を促進するため、危険家屋の除却費

用の一部支援について定めています。空き家は、

所有者等の財産であり、周囲に危険を及ぼさない

管理などに対しても責任があります。一方で多く

の市民の生命に危険を及ぼす切迫性が高まってい

る空き家については、市民に危害が及ぶ前に早急

な対応が求められることから、第２次計画におい

て除却費用の一部支援を行うことを明記したもの

です。

また、本計画は、市内全域を対象とし、地域住

民の生命や身体、財産の保護や生活環境の保全の

ために危険空き家の所有者などに対して適正管理

のお願いや法に基づく特定空家等の措置など、空

き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施す

るために策定されています。

立地適正化計画における居住誘導区域への誘導

施策については、名寄市ずっと住まいる応援事業

による補助額の加算措置、また中心市街地の活性

化策としては、名寄市中小企業振興条例に基づく

中心市街地近代化事業や創業支援事業の中で名寄

市都市計画用途地域の商業地域を対象とする補助

事業を設けているところです。居住誘導区域での

空き家、空き店舗などに対する施策については、

個別の案件が発生した時点で関係各部が連携し、

所有者等と相談しながら対応に努めてまいります。

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号
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次に、小項目２、特定空家等の認定についてお

答えいたします。本年名寄市危険家屋等除却補助

金交付要綱を制定し、通行人などに危険が生じて

いる空き家の所有者に対する除却支援を行ったと

ころです。補助金の交付決定に当たっては、北海

道によって定められた市町村による特定空家等の

判断の手引に沿って特定空家等の判定を行ってお

り、特に市民に対する危険などの切迫性について

名寄市空家等対策協議会委員から意見を伺い、そ

の必然性について慎重に判定を行ったところです。

補助金以外の特定空家等の対応としては、指導、

勧告、命令を経ても改善に至らない場合、最終的

に代執行を行うことができるとなってはおります

が、全国的にも代執行費用の回収については大き

な課題であり、市民理解も含め慎重な判断が必要

と考えております。

現在市民部において把握している市民に危害を

与える切迫性が高い物件については、建物の所有

者や関係者と鋭意協議を行っており、一日も早い

市民への不安解消に向け、引き続き努力してまい

ります。

また、固定資産課税において所有者が不明な家

屋や土地につきましては、相続放棄により所有者

がいないケースなど、特定所有者が不明な土地な

どについては１３件となっており、対応に苦慮し

ている状況となっております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、改めて確認をさせていただきた

いというふうに思います。

初めに、令和３年度予算編成についてですけれ

ども、総務部長からの御答弁で今予算要求が終わ

り、財政課の査定に取り組まれているということ

でお話がありました。初めに、今年度の予算要求

の段階で歳入歳出のそれぞれの額とその収支の差

額、もし差し支えなければお知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 一般会計の予算要求

額ベースでございますが、歳入が約１９９億円、

歳出が約２２２億円で、差引き２３億円の歳出超

過となっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

今お話では、歳入で１９９億円、歳出で２２２億

円、差引きで２３億円収支が今不足している状態

だということでお話がありましたけれども、順番

ちょっと変わりますけれども、予算要求における

上限の撤廃についてということで、昨年上限を設

定しての予算要求でしたけれども、こちらについ

ては一定の効果はあったけれども、今年度につい

ては取りやめをしたということで、取りやめをし

た状況で予算要求をしたら２３億円不足するとい

った状況も、これ毎年収支不足については出てく

ると思います。この後、上部査定も含めて調整が

入っていくことというふうに認識しておりますけ

れども、一定の上限設定という部分をしていく状

況と外した状況で収支の不足が増えているといっ

た状況が今年度出てきておりますので、改めて次

年度以降の予算、査定の段階でもかなり厳しい査

定になっていくのかなというふうに想像しますの

で、担当職員の自主性やモチベーションを保てる

ような査定、また次年度以降の予算要求の手法に

ついて御研究をいただければというふうに思いま

す。

こちらについてはこれで終わりますけれども、

当初予算の規模について確認をさせていただきた

いと思います。今年度当初予算で２０９億２００

万円、中期財政計画における令和３年度の推計が

２０９億 １００万円と、本市では一般会計の財

政規模おおむね２０９億円ベースで推移している

のかなというふうに思いますけれども、本年度も

来年度も大型建設事業が見当たらない年度となる

のかなというふうに思いますけれども、現状９３
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％を占めている経常収支比率、こちらについては

高いというふうな認識をお持ちのようですけれど

も、本市規模においてはどの程度が適当な経常収

支比率とお考えなのかお知らせをください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 経常収支比率につき

ましては、市町村の規模によって変動するという

ところもございます。一概に本市の適正な経常収

支比率が何％かというのはなかなか言えないとこ

ろでございますが、他の同規模の自治体と比較さ

せていただきますと、２年前の平成３０年度の決

算額でございますが、同規模自治体の平均額は９

０％、本市の９ ９％よりちょっと高くなって

いるということで、若干その中で比べれば低くな

っているというところでございます。ただ、９

９％、そして今年は９３％ということで、高いと

いうところでは間違いないところでございますの

で、財政の硬直化が進んでいるというところでご

ざいます。今後も健全な財政運営の維持に努めて

いきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

今経常収支比率の関係御説明ありましたけれども、

高いという認識のお話ありましたけれども、具体

的な要因についてはどういうふうに捉えているの

かお尋ね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） 経常収支比率の考え

方でございますけれども、かつては大型の建設事

業ですとかそういう投資的な経費が多くある反面、

地方債の充当ですとかそういうのが低く抑えられ

ておりまして、経常収支比率がかつては７０から

８０％が適当だと考えた時代もあったということ

でございますが、現在では多くの自治体で投資的

経費というのが大きく縮小して、その反面老朽化

している施設の維持管理経費ですとか、公債費及

び扶助費、社会保障に要する給付、これらも増大

しているということで、その結果で経常収支比率

が上昇しており、大体ある程度の自治体は名寄市

程度の経常収支比率になっているというところだ

と考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

今経常収支比率にちょっと触れましたけれども、

先般説明のあった総合計画（第２次）の中期計画

の見直しの中で、年度ごとの事業費ですけれども、

令和３年度では中期計画当初に比べ１３億 １０

０万円、令和２年度ローリングからも９億 ８０

０万円の増額、また令和４年度では中期計画当初

に比べ２１億 ６００万円、令和２年度ローリン

グ時からも１９億 ３００万円の増といった状況

がこの間説明があったところですけれども、今お

話ありましたとおり経常収支比率増加している。

社会保障費、また老朽化している公共施設等の維

持管理という部分もその比率を上げている要因だ

というようなお話ありましたけれども、当初予算

要求で２３億円の収支不足が出ているといった状

況を踏まえて、先ほどもお話ありました事業の選

択と集中、また既存事業の見直し、こちらについ

ても持続的な財政運営を行っていくに当たり、総

務部長の事務連絡でもあったとおり、全事業にお

いてゼロベースでの視点での見直し、事業費の抑

制を図ることが重要というふうにこちらも指示が

あったところですけれども、そちらについて改め

て今後の財政課長査定、上部査定、市長査定を踏

んでいくわけですけれども、そちらに向けた査定

に向けた考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほどの答弁でも申

し上げましたけれども、基本的には令和３年の予

算編成に係る市長訓令に基づきまして、限られた

財源を効果的、効率的に活用するということで一

層の事業の選択と集中に努めるということなのだ

ろうと思います。
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また、加えまして本市の財政につきましては、

施設の老朽化が今後ますます厳しくなっていくと

いうことが想定されます。将来世代に過大な負担

を引き継がないよう財政規律を遵守するというこ

とが大前提だと考えて予算編成に関わっていきた

いと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 予算の編成部分につい

て今お話あった取組を進めていくといったところ

で、改めてこちらについては第１回定例会、次年

度ですけれども、予算委員会の中で確認をさせて

いただきたいというふうに思います。

小項目３、新型コロナウイルス感染症対策予算

についてですけれども、まず御答弁ですと別枠で

の予算の確保は今のところする予定がないという

ことで、各原課の要求の中で関連予算上乗せにな

っていくのかなというふうに思いますけれども、

感染症対策予算については、今年度補正予算組み

ながら行ってきておりました。先ほども山崎議員

との質疑のやり取りの中でもお話ありましたけれ

ども、こちら直接的な給付事業が非常に多かった

ということで、令和３年度において今年度からの

事業が減るというところがもし出てくると、非常

に影響が出てくるのかなと。激変緩和を含めて何

らかの対応が必要ではないかというふうに考えま

すけれども、現時点でのお考えあればお知らせを

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 激変緩和という形で

御質問ありましたけれども、今のところそういう

部分で経済対策事業を実施する考えはないという

ところでございますが、今後まだコロナ禍につい

ては見通せない状況であるというところでありま

して、今後本市の経済どう推移していくか十分に

注視しながらということでありますが、必要と判

断させていただいた際はスピード感を持って事業

を展開していくという思いであります。その際に

は基金の活用なんかも検討していく考えでござい

ますので、御理解をお願いします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 新型コロナウイルスの

関係ですが、日々の状況が変わっているといった

状況があって、そうした状況を見ながら、必要性

が出たらスピード感を持ってと今御答弁がござい

ました。

先月から、先ほども山崎議員の質疑の中でもあ

りましたけれども、新型コロナウイルス陽性者が

全国的に急増しております。感染拡大地域では、

飲食店やその他の事業、時短営業、外出自粛等の

要請、また先日Ｇｏ Ｔｏ トラベルについては

全国一時停止が発表されたといった報道もござい

ました。本市においても特に飲食や酒類の小売業

をはじめとする業界では、感染者の急増の報道に

併せ売上げ等に影響が出ているといった状況が見

受けられております。とりわけ今月初め、市内の

感染者情報が市のホームページやＳＮＳ等で公開

されて以降、売上げの減少が顕著となっていると

いった声が聞かれております。１２月ももう半月

経過しております。御存じのとおり、本来であれ

ばこの時期は繁忙期、いわゆる業界にとっては稼

ぎどきでございます。時短要請や休業要請がかか

らないこの地域においては、その厳しさは感染拡

大地域と変わらない状況ではないのかなというふ

うに考えております。この年末年始を何とか乗り

切っていくモチベーションを保っていただくため

にも新年度予算、また今年度の補正含めて、支援

枠の確保を含め、事業者の皆さんに加藤市長のほ

うから何らかのメッセージをいただければと思い

ますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） コロナウイルスの感染の

影響で市民の皆様にも大変な影響が及び、また感

染症対策にも御協力をいただいております。感謝

を申し上げます。また、飲食店等事業者の皆さん
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も大変厳しい状況の中で経営をされているという

ことも承知をしています。この間も国や道の施策

はもちろんでありますけれども、先ほど来田畑室

長からもお話あったとおり、市としても独自の経

済対策を様々な形で打たせていただく中で、一定

の下支えというか、効果はあったものというふう

に承知をしているところでありますが、一方で１

１月以降大変厳しい状況になっているということ

も様々なヒアリングや町場の皆さんの声も聞かせ

ていただいている中で承知をしているところであ

ります。一定の今の現状を分析をさせていただく

中で、効果的な対策を必要とあればできる限り速

やかに、特に年末年始厳しい状況だということも

理解をしていますので、場合によっては臨時議会

等を開催させていただく中での補正予算等のこと

もぜひ検討させていただきたいというふうに思い

ます。

また、来年度に向けても、今後国の三次補正等

も具体的になっていく中で様々な施策が明らかに

なっておりますし、また来年度以降も継続する固

定資産税の減免等の話もありますので、こうした

ところもしっかりと国の政策も市として受け止め、

そうした対応もさせていただくことで、新年度以

降もできることはしっかりと対応させていただき

たいというふうに考えております。

いずれにしても、コロナウイルスの状況に関し

ては、なかなか先を見通せない状況でありますが

ゆえに、その足元の状況を適時的確に判断をさせ

ていただいて、必要な対策をタイムリーに打って

いきたいというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 市長のほうからは、臨

時議会も含めてといった対応、補正予算必要があ

ればということでお話ありましたけれども、本日

も新聞報道では旭川で４億円補正予算ということ

で、臨時会１８日からので提案されるといった内

容ありました。旭川も感染拡大がしているといっ

た部分ではありますけれども、休業要請等の指示

はかかっていない。外出自粛の要請は出ておりま

すけれども、そうした中途半端な状態の地域がか

なり名寄も含めて厳しい状況なのかなと、国、道

の給付金の対象とならない地域に対しての施策も

ぜひ御検討をいただければというふうに思います。

続きまして、ピヤシリスキー場の管理運営につ

いてお尋ねをしてまいります。スキー場の振興策

についてですけれども、リフト料金の見直し、こ

ちらについては指定管理者の届出に基づいて、集

客施策として小中学校の無料化ということを実施

をすると。風連スキー場についても、今年度から

中学生も無料化ということで、義務教育における

スキー人口の拡大に期待が寄せられるのかなとい

うふうに考えております。本市では、この規模で

は非常に珍しいといいますか、数少ない、設置目

的は違いますけれども、スキー場施設を２つ有し

ていると。充実したスキー環境が整っている自治

体だというふうに思っております。こうした環境

をさらに生かすためにも、学校教育や社会教育、

そちらのほうとも連携を図り、スキー授業の拡大

や各種市民大会の開催、生涯スポーツとして見直

していくことによりスキー人口の裾野が広がって

いくのかなというふうに思います。そうした対応

をすることでおのずとスキー場の振興、指定管理

者の収益増につながるというふうに考えておりま

す。先ほども御答弁にありましたけれども、名寄

市は過去２回スキー国体も開催されるといった実

績もございます。市技スキーの復活に向けた部分

の検討と併せて、スキー場振興に関わる考え方改

めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今スキーの振興

についての考えということで御質問をいただきま

した。本市、スキー競技のみならず普及について

は、冬季スポーツそれぞれの各競技団体が大きな

役割を果たしていただいておりまして、今お話あ

ったスキーでいいますとクロスカントリースキー

やアルペンスキー少年団、こちらでは大変若くて
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優秀な指導者が多く活発に活動していただいてい

るというような状況であろうというふうに思いま

す。

我々行政側の側面的なサポートといたしまして

は、ノルディックスキーの本場であるフィンラン

ド、こちらのほうに少年団の団員指導者を派遣さ

せていただいて、技術だけでなく指導方法や施設

環境についても学んできていただいたといったこ

ともしてきているところであります。それから、

昨年度中止になりましたけれども、ジュニアオリ

ンピックスキー大会、こちらの開催、大会誘致に

ついては、交流人口、地域経済の振興、それだけ

ではなくて、地元ジュニアの選手が全国大会の経

験を積めるという非常に競技力向上にも効果を発

揮できることにつながっているのかなというふう

に考えているところでありまして、それからＮス

ポーツコミッション、こちらの取組ではジュニア

スポーツアカデミーというのを今年度から開催し

ておりますけれども、スキー少年団のジュニアの

選手も所属していただいて、トレーニング等に励

んでいただいているといったことで、そういった

ことをしっかりと取り組みながら、スキーという

部分での振興にも資するような取組につながって

いければというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

スキーについては、様々な取組が今されていると

といったお話がありましたけれども、一般の市民、

趣味として楽しんでいるスキーヤーの部分の振興

策についてもぜひとも今後関係部署で連携しなが

ら御検討いただければというふうに思います。

続いて、研修施設の整備について、なよろ温泉

サンピラーに関わる部分ですけれども、お尋ねを

してまいります。先ほど御答弁の中では、基本設

計から実施設計について昨年途中でストップして

いる状況ですけれども、総合計画の中期計画の中

では令和３年度に実施設計、４年度に改修といっ

た説明があったというふうにお話ありましたけれ

ども、こちらの具体的な説明はちょっとなかった

のかなというふうに思います。台帳には令和３年

度に ５００万円計上されておりまして、令和４

年度２億 ６５０万円が計上されているといった

状況を確認させていただいておりますけれども、

こちらちょっと改めて確認したいのですけれども、

特別委員会であったり、振興公社に係る市民説明

会の中では令和３年度に温浴施設を先行して改修

といった部分、令和３年度に検討するといった御

説明ありましたけれども、これ１年前倒し的な感

じで来年度設計に入るということでよろしかった

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 施設の改修につ

きましてローリングの中で議員協議会の中で個別

の説明をしたわけでございませんが、資料の中で

挙げさせていただいたということで先ほど答弁さ

せていただきました。特別委員会等でも温浴施設

を優先してというふうに御説明させていただいて

おりましたが、そこを考えまして、そのローリン

グで計上させていただき、先ほどの答弁にもあり

ましたとおり、来年度の当初予算で実施設計、温

浴施設の部分の実施設計について予算編成中とい

うことで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 来年度設計にまた再開

するといった部分、実施計画台帳に記載されてい

る ５００万円、これ設計に係る費用なのかなと

いうふうに思いますけれども、昨年度途中で中止

をした実施設計で８８１万円支出済みで、当初予

算 ４００万円程度の予算だったのかなというふ

うに思いますけれども、これ再開して設計に臨む

部分については、全体の設計ではなく実施設計の

温浴部分に関わる部分だけの設計を再開するとい

ったことでよろしいのか、また改めて確認させて

ください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。
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〇産業振興室長（田畑次郎君） 今回の ５００

万円につきましては、もともと昨年度ですか、実

施設計全体で見ている中で途中で中断したと。そ

れ以降の中で、基本設計を基に建築課のほうで改

めてその温浴施設の部分だけについての積算をし

てもらったところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 基本的には基本設計に

基づいた実施設計、温浴部分だけを先行して行う。

工事についても令和４年度に温浴の改修、これ宿

泊部分、施設部分、基本設計の中の全体の部分で

分割して改修に当たっていくようなお話でしたけ

れども、こちらについてはまだローリングの中で

具体的な話にはなっていないのかどうなのか、見

通しあるのかどうなのか、お知らせをいただきた

いというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ローリングの中でのお

話でありますけれども、今お話しさせていただき

ましたとおり、総合計画におきましては温浴施設

のみの改修及び設計ということであります。プラ

スアルファの部分になりますと、先ほどお話しの

とおり、宿泊部門のところでありますが、それか

ら一部レストハウスの改修、あるいはキッズスペ

ースの増築などが基本設計等にも入っております

が、今後令和３年度においてその宿泊棟について

も公社の中でしっかりとできるかどうか、これが

一番大きな課題だということで総合計画のローリ

ングの中ではお話しさせていただきました。端的

に言いますと、宿泊棟のところにシャワールーム

を設けるとなると、それだけ人手が要る。あるい

は、どれぐらいの経費がかかるのか今の状況では

不透明ということでありますので、再度今シーズ

ン終わった後にそこについては点検させていただ

きますけれども、場合によってはかなり難しい状

況になるかなというふうには考えているところで

あります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 宿泊部分についての検

討、今後というところのお話ありました。設計再

開するに当たり温浴部分を先行というところで、

分割することによって当初の設計費用の金額総額

が増えていかないような工夫をしながらの取組を

引き続きお願いをしたいというふうに思います。

３番目の名寄振興公社に対する市の考え方につ

いてお尋ねをしたいと思いますけれども、先ほど

申し上げましたとおり、新年度から引き続きの指

定管理者として名寄振興公社ということで議会の

ほうも同意をさせていただいております。当然議

会のほうにも一定の責任は出てきます。他の指定

管理施設も含めてしっかり管理運営をしていただ

くためにも、新たな指定管理期間に向けた振興公

社の組織体制の強化が重要になるのではないかと

いうふうに考えております。現在市の職員２名が

派遣されているといった状況が継続しております。

先ほど申し上げました振興公社に係る市民説明会

であったり、特別委員会の中でも市の職員の派遣

は令和２年度で終了ということでお話をされてい

るところであります。今後先ほどの部分も含めて、

次年度に向けた人材育成の支援に注力をしていく

必要があるのではないかというふうに考えますけ

れども、こちらについても具体的な取組、新年度

に向けた人材育成の取組、お考えあればお聞きを

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 振興公社の組織の在り方

についてということだと思います。答えられるの

私しかいなそうなので、私が答弁しますが、基本

的には先ほどお話ししたとおり、令和２年度をも

って原則職員派遣は中止をしというようなお話を

させていただきました。現在も社長と、あと職員

２人、計３人現職の職員を派遣しているというこ

とで、基本的にはできる限りそこを引き揚げてい

く、自立的に経営をしていくということのスタン

スは変わりありません。ただ、現状はやはりこの
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コロナウイルスの感染の影響下に経営があります

ので、ある意味で異常事態だというふうにも思い

ます。そうした中で、市としては大株主としてし

っかりとその責任を果たしていかなければならな

いということのバランスを考えていかなければな

らないのだろうと思います。

もう一方で、やはり５１％以上の株を持ってい

るということであると、最低でもやはり常勤で役

員クラスの人間が１人は職員として市から派遣し

なければならないのかなというふうにも現状は考

えているところでありまして、そのことも含めて

今後の体制をしっかりと考えていく。さらには、

現在もいろんなところから専門的な見地の職員を

採用して、教育もしているというふうにお話も聞

いていますので、当然内部での教育もしっかりと

していくということと併せて、市としてもその株

式に応じた役割をしっかりと果たしていくことを

していかなければならないと思います。将来的に

見て、やはり振興公社が５１％以上株を持ってい

るということに対していろんな疑義も生じたとい

うことでありますので、民間の様々な可能性も検

討するというお話をさせていただきましたけれど

も、将来的に例えば公社に民間が出資をするとい

うようなこともあるのかもしれません。そうした

ことであれば、例えばそうしたところから新たに

人を投入していただくということは可能性として

はあるのかもしれません。今の現状としてはそう

したことで、市の職員はできるだけ引いていくと

いうのは方針としてはその流れですけれども、現

状厳しい状況の中で責任を果たしていかなければ

ならない、またそうした体制整備もしっかりとや

っていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいま市長のほうか

ら来年度基本的には職員引き揚げるといった状況、

ただ１人程度残す可能性も含みも持たせながらの

御答弁だったのかなというふうに思いますけれど

も、できる限り公社が自立して運営できるような

体制、まだあと４か月程度新年度までありますの

で、そうしたところの人材の育成支援に力を注い

でいただきたいなというふうに思います。

時間がなくなってまいりました。最後、空き地、

空き家対策についてお伺いをしたいと思います。

空き家の対策、これまでも様々な取組されてきて

いるというふうに思います。空家バンクの関係、

空き家等の流通の関係になりますけれども、こち

らについて第３回定例会の中でも三浦議員の一般

質問の中でやり取りありました。建物の円滑な流

通に向けた取組、こちらについて必要があるのか

なというふうに思いますけれども、第２次の計画

の中でこちらの取組、新たな実効的な活用の方法、

お考えありましたらお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 第２次空家等対策計

画の中では、先ほどの議員からの御質問にありま

したような立地適正化計画ですとか、そういった

部分での具体的な関係性について触れられている

部分はございませんけれども、地域の活性化です

とか魅力の向上のために空き家、空き店舗などの

流通ですとか利活用の促進を目指しております居

住誘導区域あるいは都市機能誘導区域、そちらで

の施策につきましては、対象となる空き家が発生

した段階で個別の状況などを判断しながら、他の

部署との連携を取って対応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。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 空き家の状況、かなり

中心市街地でも空き店舗も含めて管理不全の物件

が散見されるといった状況がございます。お話あ

りましたけれども、生活環境への影響だったり、

景観、またこの時期は雪の関係、周辺の雪の積み

上げであったり、屋根からの落雪など本当に市民

の安全、財産にも危険が及ぶ事態が想定されると

いったこともあります。行政においては、できる
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こと限られるということは十分承知をしておりま

すけれども、民事的な要素だけでなく、警察や地

域、連携強化図って対応していく体制整備を今後

お願いをして、私の一般質問を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市の経済効果について外１件を、東川孝義

議員。

〇１５番（東川孝義議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいります。

大項目の１番目、名寄市の経済効果について伺

います。令和２年は、新型コロナウイルス感染症

の影響により市内経済は大きな影響を受けており、

長期化が予測される中ではウィズコロナ社会での

新しい生活様式への取組が求められるところであ

ります。このような現状の中で、名寄市の財産と

も言える名寄市立総合病院、名寄市立大学の経済

効果について改めて認識するとともに、今後の在

り方について伺います。

小項目の１番目、名寄市立総合病院の経済効果

について伺います。名寄市立総合病院は、２０１

４年１０月に救急科が移設され、２０１５年には

道内１２番目の救命救急センターの指定を受け、

名寄市はもとより道北三次医療圏域のセンター病

院として１９診療科により地域医療に貢献してい

ただいております。そこで、救命救急センター設

立後のドクターヘリ、ドクターカーの受入れ実績、

また２４時間体制の救急受入れ実績とその対応に

ついて伺います。

次に、質の高い安全、安心な医療体制を継続し

ていくためには、医師、看護師の適正な配置が重

要であると考えます。継続的な医師、看護師確保

に向けての採用実績と、名寄市で働いていただい

ていることによる市内経済への波及効果について

伺います。

次に、名寄市立総合病院は、平成２８年７月に

新名寄市病院事業改革プランを策定し、令和２年

度が最終年度となります。当面は新型コロナウイ

ルス感染症の対策を含めた対応になると思います

が、今後予測される人口減少、高齢化等の課題が

ある中で、北北海道の地域医療を継続していくた

めに地域医療連携を含めた課題についてお伺いを

いたします。

次に、小項目の２番目、名寄市立大学の経済効

果についてお伺いをいたします。名寄市立大学は、

ケアの未来を開き、小さくてもきらりと光るを大

学の理念として、平成１８年には栄養学科、看護

学科及び社会福祉学科で構成する保健福祉学部の

４年制大学としてスタートしております。また、

平成２８年度には短期大学の廃止に伴い、社会保

育学科を設置して４学科となり、現在に至ってお

ります。そこで、４大化設立以降の入学者及び地

元への就職者推移についてお伺いをいたします。

次に、名寄市立大学は、少人数教育、学部共通

科目、連携教育と３つの特色あるカリキュラムを

目標に掲げ、現在８００名弱の学生が在学してお

ります。その中で、地域課題や対象者のニーズを

捉えた具体的な問題解決に向けて、コミュニテイ

ケア教育センターの果たしている役割と具体的な

活動についてお伺いをいたします。また、市内の

各企業に働き手として、いわゆるバイトをしてい

る学生が多くいると思いますが、その実態につい

ても伺います。

次に、名寄市立大学では、名寄市立大学構想

（ビジョン２０２６）として１０年にわたる計画

が進められております。前期計画の３年が終了し、

今後の推進に向けて当面の目標と課題についてお

伺いをいたします。



－62－

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

次に、小項目の３番目、持続可能なまちづくり

の推進について伺います。新型コロナウイルス感

染拡大によって、市内経済は宿泊、飲食業を中心

に業績の悪化が急速に進み、資金繰りはもとより

雇用、就業にも大きな不安が生じております。さ

らに、来年１２月には王子マテリア名寄工場の生

産停止が迫っており、そこで働く従業員、関連す

る企業を含めて、市内経済への影響が懸念される

ところであります。コロナ禍における経済施策は、

一定の下支え効果は出ていると思いますが、影響

の長期化によるさらなる支援を求める声も多くあ

ります。持続可能なまちづくりの推進に向けて、

より一層の官民連携が強く求められるところであ

りますが、王子マテリア跡地利用の進捗並びに立

地適正化計画の推進について伺います。

次に、大項目の２番目、新年度予算編成につい

て伺います。小項目の１番目、令和３年度の予算

概要ですが、１１月２日に加藤市長より令和３年

度予算編成について訓令が示されております。新

型コロナウイルス感染症の影響により市税の減収

は避けられず、また合併算定替え特別措置の終了

による減少に加えて、今年実施された国勢調査結

果による影響も懸念されるところであります。一

方、歳出では、社会保障施策に要する経費の増加

や年々老朽化が進行している公共施設、公共イン

フラへの対応など、将来を見据えた投資が必要で

あると思います。令和３年度の歳入歳出の概要に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、令和３年度予算の重点

施策についてお伺いをいたします。令和３年度も

名寄市総合計画（第２次）及び総合戦略の推進を

基本に取り組まれると思います。その中にあって、

重点プロジェクトや都市計画マスタープランに係

る施策の中で、限りある財源を重点的かつ効果的

に活用するため、事業の選択と集中が明示をされ

ております。そこで、令和３年度の重点施策につ

いて伺います。

次に、小項目の３番目、令和３年度予算編成で

懸念される課題についてお伺いをいたします。令

和３年度も今年に続き新型コロナウイルス感染に

よる影響が予測されます。新型コロナウイルス感

染以降オンライン会議、在宅勤務など働き方も大

きく変わり、新たなライフスタイルが定着しつつ

あります。また、今後の発生状況にもよりますが、

流行する以前の社会に完全に戻すことは非常に厳

しいとも言われております。最近は、ウィズコロ

ナとかアフターコロナという言葉がよく使われて

おります。このような状況下で、令和３年度は経

済への影響を考慮した施策の強化が必要と考えま

すが、財政面を含めた予算編成で懸念される課題

についてお伺いをいたします。

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） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 東川議

員からは大項目で２点の御質問をいただきました。

大項目１の小項目１は私から、小項目２は大学事

務局長から、小項目３は産業振興室長から、大項

目２は総務部長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目１、名寄市の経済効果につい

て、小項目１、名寄市立総合病院の経済効果につ

いてお答えします。初めに、１点目の救命救急セ

ンターの受入れ状況と対応についてお答えします。

当院は、平成２７年８月１日に道内１２番目の救

命救急センターの指定を受けて以降、２４時間体

制で休むことなく救急患者の受入れに対応してき

ております。ドクターヘリは毎年４０件程度、ド

クターカーは年に２０から４０件程度、救急車は

毎年 ９００件前後受け入れており、患者数の内

訳は市内が９００人、市外が９８０人程度の搬送

実績となっております。さらに、夜間休日にウオ

ークインで受診される患者数については、毎年

８００人程度となっております。これらの利用に

対応するため、通常時には医師３人、看護師４人、

薬剤師、放射線技師、臨床検査技師各１人、事務

的職員３人を当番制で配置し、連休や感染症が拡
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大したときの日勤帯には看護師を増員配置してお

ります。患者数は減少傾向にあると分析しており

ますが、当面はこの体制を維持していく予定です。

次に、２点目の継続的な医師、看護師の確保と

市内経済への波及効果についてお答えします。ま

ず、医師については、研修医を含めて現在７２人

で、毎年増減がありますが、７０人以上の体制を

維持しております。これは、長年かけて若手医師

の育成に資する取組を行ってきていることに対し

て派遣元の各大学医局の御理解もあり、一つの診

療科も休止することなく、継続した診療を提供で

きる人数の派遣をいただけているものです。また、

特定の専門分野においても出張医の定期的な派遣

をいただき、少数の受診要望に対応できており、

同規模自治体病院の中では非常に恵まれた体制に

あることについて市民の皆様にも御理解をいただ

ければと願うところであります。今後もまずは初

期臨床研修医の確保に力を入れるとともに、新専

門医制度に対応して将来の各診療科の専門医を育

成することを中心的に取り組むことで医師確保を

進めていきます。

看護師については、全国の状況を見ますと看護

学校の入学者数が２０１８年度をピークに約 ５

００人減少して、２０２０年度は６万 ５８４人

となっており、そのうち４年制大学の入学者が全

体の４割を占めて過去最多となっていることから、

今後は人数が減り、育成に時間がかかる状況とな

っていくことが想定されます。当院では、現在助

産師を含め正職員で２９７人在籍しており、ここ

数年は２０人以上の新規採用を行っておりますが、

退職者も同数程度であり、基準は満たしておりま

すが、余力は少ない状況が続いています。また、

新規の資格取得者は、育成にも時間がかかること

から、現職の中途退職が減少するように看護部で

は多くの職員と面談を行いながら、人事配置の変

更を毎月行っているところです。引き続き学資金

制度を有効に活用しながら、養成学校との連携を

継続して行うことで看護師確保に取り組んでまい

ります。

なお、市立大学からの採用者はこの３年間で２

４人で、来年度は９人を予定しています。今後も

ナースカフェなどの取組を継続して、採用につな

げていきたいと考えております。

一方、市内経済への波及効果についてですが、

令和元年度決算での医師、看護師を含む職員全体

の実質的な人件費総額は約４１億 ８００万円と

なっており、うち所得税、住民税の控除額が約４

億 ９００万円で、大型の耐久消費財を除く一般

的な例月の消費支出では年間１５億円程度が見込

まれるのではないかと見ています。市内での消費

割合については、調査実績がないため推定できて

おりませんので、御理解願います。

人件費以外の病院事業としての経済効果としま

しては、収益的支出の診療材料費で約１２億 ０

００万円、給食材料費で約 ０００万円、その他

経費では約２億 ０００万円ほどが市内事業者へ

の支払いとなっています。さらに、医業外費用と

資本的支出の建設改良費で ０００万円ほどがあ

りますので、総額は約１７億 ０００万円となっ

ています。

次に、３点目の北北海道の地域医療を継続して

いくための課題についてお答えします。二次医療

圏内に限らず、人口の減少は予測を超えるものが

あり、道北の自治体においては厳しさを増す財政

状況の中で、負担の大きい医療提供体制の在り方

について再検討を進めている自治体が複数出てき

ています。特に民間医療機関が少なく、ほとんど

が公立の医療機関であることから、地域住民に対

して受療機会の公平性を保つことと他の行政施策

とのバランスが取れなくなってきていると感じて

います。今後最も懸念されることは、地域で救急

医療を受けられなくなることにあると考えていま

す。

このような状況下で、市立総合病院では唯一の

急性期機能を維持するために、役割の分担と連携

の広域化を進めてきています。具体的には地域で
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のかかりつけ機能を維持していただくことで当院

への外来の集中を抑制し、しっかりと急性期医療

を担うことができる環境を保つことが必要で、そ

のためにＩＣＴ技術の積極的な導入により遠隔で

の診療支援を行うとともに、さらに当院からの医

師派遣を行うことで地域で頑張っていただいてい

る医師の負担を少しでも軽減し、回復期、慢性期

の受入れ態勢も維持していただくことが大切と考

えています。このほかにも働き方改革への対応が

進められる中では、医療機能の集約と分担がさら

に進んでいくものと見ています。今後も地域医療

構想の調整状況や国が目指す方向性などについて

随時情報収集しながら、地域としての考え方をま

とめていく役割を担っ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） 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、

小項目の２、名寄市立大学の経済効果についてお

答えいたします。

初めに、１点目の４大化以降の入学者及び地元

への就職者の実績についてお答えいたします。平

成２８年度に社会保育学科が開設され、現在の１

学部４学科の体制となりました。現在の４学科と

なった平成２８年度以降の入学者の状況について

ですが、平成２８年度が１９６名、２９年度が１

９３名、平成３０年度が１９５名、３１年度が１

９７名、令和２年度が１９９名となっており、い

ずれの年度におきましても各学科とも定員を満た

しております。

次に、名寄市内への就職者の実績についてお答

えいたします。社会保育学科につきましては、平

成２８年度に開設されておりますので、平成２８

年度から３０年度までは栄養、看護、社会福祉学

科の３学科の実績であり、令和元年度から４学科

の実績となりますので、御了承願います。平成２

８年度は２０名、２９年度が７名、３０年度が１

４名、令和元年度が１９名となっており、４年間

で６０名の卒業生が地元名寄市内に就職しており

ます。

次に、２点目の大学生の地域との関わりと経済

効果についてお答えいたします。初めに、コミュ

ニティケア教育研究センターの果たしている役割

と具体的な活動についてですが、コミュニティケ

ア教育研究センターは北海道、特に名寄市を中心

とした道北地方における保健、医療、福祉、教育

等の充実発展と地域産業の振興に住民と連携して

取り組み、教育研究の発展に資する地域貢献を図

ることを目的として平成２８年４月に設置されま

した。大学と地域との橋渡し拠点として、教育、

研究、地域交流の３つを柱として活動しておりま

す。教育に関する活動では、大学の有する知的財

産を活用し、ケア専門職等の継続教育やスキルア

ップを目的とする研修やセミナー、対象を特定せ

ず、広く市民の生涯教育に資する市民公開講座を

行っております。

研究に関する活動では、地域における課題発見、

課題解決に取り組み、地域貢献に資する研究事業

を課題研究と称して学内で公募し、採択したもの

に研究費を配分し、研究活動の推進を図っており

ます。毎年１０件前後を採択しておりまして、内

容は保健医療福祉、保育、教育、産業振興、地域

活性化などに関するもので、地域課題の解決に向

けた具体的提案につながる研究を行っております。

地域交流に関する活動では、学生ボランティア

依頼の受付や学生への情報提供を行い、学生が地

域で活動する際の支援を行っております。また、

名寄市をはじめとする関係団体との共催により、

学生スタッフが中心となって子ども食堂、子供の

学習支援、居場所づくりを行うなよろ子ども支援

プロジェクトを開催しております。このほかＮス

ポーツコミッション主催のＮスポ健康ステーショ

ンや名寄市社会福祉協議会主催の市民ボッチャ交

流大会など、地域の関係機関との連携事業も行っ

ております。今年度は、新型コロナウイルスの影

響により予定していた活動がなかなかできており
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ませんが、今後も名寄市立大学の社会連携、社会

貢献の基盤を整備充実させるとともに、地域と大

学との教育、実践、研究の橋渡しの拠点として、

教育研究活動のさらなる充実を支えてまいりたい

というふうに考えています。

次に、市内の各企業に働き手としてアルバイト

をしている学生の実態についてお答えいたします。

学生のアルバイトの状況につきましては、隔年で

実施しています学生生活実態調査において定期的

に調査を行っており、昨年度実施した調査結果で

は約８割の学生が定期的にアルバイトを行ってお

りました。本年６月に緊急に実施した生活状況に

関するアンケート調査において経済的に影響があ

った項目では、バイト収入が減った、バイトがな

くなったと回答した学生が最も多かった結果であ

りました。４月からアルバイトを行う学生につい

ては、原則大学に報告してもらうことになってお

りまして、現在のところ約４００名の学生からア

ルバイトの届出がございます。この届出数から見

ると、通常と比較して約４割程度のアルバイトが

減少しているというふうに思われます。

次に、３点目の当面の目標と課題についてお答

えいたします。今年度から令和４年度までを名寄

市立大学の将来構想における中期計画期間と定め

ておりまして、学内における内部質保証推進委員

会において中期実施計画の策定作業に取り組みま

した。その概要としては、前期実施計画策定時に

立てられた内容を基本的に引き継ぎ、加えて２０

１８年度に大学認証評価で指摘された課題や２０

２０年以降の新型コロナウイルス感染症対策とし

て必要となる事項を新たに盛り込んでおります。

また、大学院設置の検討についても中期実施計画

期間中に集中して行うこととしました。

中期実施計画における充実強化する事項として、

３つの点を掲げています。１点目は、新型コロナ

ウイルス対策として、感染症の状況によっては全

ての授業を遠隔で行うことが必要であることから、

双方向のオンライン授業等を実施するための通信

環境やパソコンの整備など学習環境の整備充実を

図ることに加え、環境が大幅に変更することによ

る学生へのストレスなどに対応するための健康サ

ポートセンターの相談機能の充実です。

２点目は、研究、社会連携、貢献、管理運営、

質保証に関する重点強化としては、研究の活性化

を図るために外部研究資金の獲得を目指して、研

修や研究活動を支援する組織の設置を検討してい

ます。社会連携、貢献については、認証評価でも

高い評価を受けたことから、コミュニティケア教

育研究センターの広がりを持った活動を推進する。

自己点検評価としてＰＤＣＡサイクルの実効的な

取組を行い、教学マネジメント指針を基に自己点

検評価の活動を推進していくこととする。

３点目は、教育学生支援の充実として、体系化

されたカリキュラム、授業評価の活用による教育

改善などのさらなる取組を進めるとともに、少子

化が進行している環境下において志願者の安定的

確保について引き続き強化する。また、学習環境

のハード面での整備が進んだことから、これらハ

ードを有効活用するソフト面に重点を置いて整備

を進める。以上の重点事項を当面の課題と目標に

据え、将来構想を推進してまいりたいというふう

に考えています。

また、名寄市立大学将来構想中期実施計画につ

いて、年内に計画書を議員の皆様に配付したいと

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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から小項目の

３、持続可能なまちづくりの推進に向けてについ

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、市内中小企業の資金繰り

を支援する融資制度の創設、市内経済の回復を図

るための消費喚起を目的としたプレミアム付き商

品券事業への２度にわたる支援を行いました。公

平感とスピード感を重視した支援として、本年５
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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、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、４７６事業者に ５７２万円を給付いたし

ました。続いて、影響が大きい業種を重点的に支

援することとして、本年６月から９月末まで申請

受付を行ったがんばる中小企業応援給付金は、４

９６事業所に１億９８３万 ０００円を給付いた

しました。本年度に入り数件の廃業はありました

が、新型コロナウイルス感染症の影響であるとは

確認されていないこと、また現時点で給付を受け

た中小企業者等から倒産や廃業が確認されていな

いことなどから、中小企業等の事業の継続を支援

する、回復を応援するという給付金の目的に一定

の効果があったものと考えております。

産官金連携なよろ経済サポートネットワークに

おきましても、各金融機関から市内中小企業等に

使い勝手のよい制度融資や２段階の給付金など速

やかな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たものと認識して

おります。一方で実質無利子、無担保の制度融資

により確保した資金が今後途切れる可能性を懸念

する意見もありました。

さらに、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す。本事業に

ついては、アフターコロナ、ウィズコロナを意識

した市内事業者の投資意欲を後押ししたことで、

これまでにない多くの申請をいただいていること

から、本定例会初日に１億円の追加の補正予算を

議決いただいたところです。

国においては、追加の経済対策を盛り込んだ第

三次補正予算案が昨日決定されました。本市にお

きましては、市と名寄商工会議所、風連商工会と

連携して、市内の各業界団体と個別に意見交換を

行い、状況把握に努めているところでありまして、

こうした現場の声に耳を傾けながら、新型コロナ

ウイルス感染症の状況、国の第三次補正予算や道

の施策、市の経済状況などを注視しつつ、長期化

することを視野に入れながら、適宜必要かつ持続

可能な対策を講じてまいります。

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、

新年度予算編成について申し上げます。

初めに、小項目１、令和３年度予算の概要につ

いてと小項目２、令和３年度予算の重点施策につ

いて、関連しますので、一括して答弁させていた

だきます。令和３年度の予算編成については、１

１月２日付で各部局に市長訓令及び予算編成資料

提出についての事務連絡を周知いたしました。令

和３年度の歳入におきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の市税収入への影響や地方交付税の合

併算定替え特例措置の終了、国勢調査の結果によ

る影響も危惧されているところであります。一方、

歳出では、社会保障施策に要する経費の増加や老

朽化が進む公共施設及び公共インフラへの対応な

ど、本市の財政運営には多くの課題が山積してお

り、決して楽観視できる状況ではないと認識して

おります。このような状況から、令和３年度予算

編成に当たっては、ウィズコロナ、新しい日常に

向けた事業に取り組むこと、総合計画や総合戦略

の具現化に取り組むこと、一般財源収入の減少を

十分認識し、事業の選択と集中の徹底に取り組む

こと、将来にわたって持続可能で健全な財政運営

に努めることの４点を基本的考え方とし、全職員

一丸となって予算編成に当たるよう指示があった

ところであります。

令和３年度予算に係る事業につきましては、現

在編成作業中であり、現段階では申し上げること

はできませんが、予算査定においてしっかり議論

を行ってまいりますので、御理解をお願いします。

次に、小項目３、令和３年度予算編成で懸念さ
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れる課題について申し上げます。新型コロナウイ

ルス感染症につきましては、全国、全道的な拡大

による経済への影響などから、本市においてもこ

れまで様々な事業を展開してまいりました。令和

３年度予算におきましても１１月２日付の市長訓

令において４つの基本的な考え方の一つとして、

新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない

状況であり、市民生活及び経済活動への備えを最

優先とし、国、道の動向に注視しながら、ウィズ

コロナ、新しい日常に向けた事業に取り組むこと

と指示があったところであります。

全国的に感染者が拡大し、いつ誰が感染しても

おかしくない状況となりました。議員お話しのと

おり、令和３年度の予算編成における課題の一つ

として新型コロナウイルス感染症対応が挙げられ

ますが、今後の動向はいまだ不透明でありますの

で、本市の経済がどう推移していくのか十分に注

視し、必要と判断した場合はスピード感を持って

事業を展開していく必要があると認識しており、

その際には財政調整基金の活用も検討していく考

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、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。改めて確認を含めて再度質問させ

ていただきたいと思います。

名寄市立総合病院の経済効果ということで、る

る救急救命センター設立後の患者さんの受入れ実

績、ドクターカー、ドクターヘリ等について答弁

をいただきました。ドクターヘリについては年間

約４０から５０というふうな、ドクターカーも同

じような形というふうなことで御説明をいただき

ました。救急車の受入れが年間 ９００件前後と

いうことになると、１日当たりも相当な数を、四、

五件というふうになるのかな、恐らく３６５日２

４時間なので、そのような形になっていくのかな

というふうに思います。非常にそういう面ではこ

の救命救急センターの果たしている役割、名寄市

内はもとより道北医療圏で非常に大きな役割を果

たしているというふうに思っております。

その中で、当然これだけの救急の体制を整えて

いくという中で、先ほども医師、看護師のスタッ

フの人数のお話も説明もいただきました。毎年研

修も含めてというふうなことで医師、看護師の確

保を整えていっているということなのですけれど

も、先ほどの看護師の確保、大学の方、非常に減

ってきているというふうなこともお話ありました。

一朝一夕に医師の方を簡単に、毎年二十数名です

よね、お医者さんも２０名前後採用されていると

いうのは単純にはいかないと思うのですけれども、

改めてこの辺のずっと継続した医師、あるいは看

護師、名寄市立大学等からのお話も先ほど伺いま

した。この辺の具体的な対応についてもう少し詳

しく御説明をいただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 医師、

看護師の人材育成というところでございますが、

人材確保ということです。確保のところにつきま

しては、やはり病院としてどういった医療をやっ

ているか、これが医師については一番大事になっ

てくるということでございます。それと、当院に

しっかりと指導できる医師がいて、若手の医師が

新たな専門医制度の中で専門医の資格を取得する

ことが可能であるということが今後若手の医師を

集めることができる病院のこれは条件となってき

てしまったということでございます。そのために

は救命センター等を維持していく上におきまして

は、救急科含め全科の先生方が緊急対応できる体

制を整えるということが必要になってきますが、

当然若手の医師がたくさんいなければ回らないと

いうことにもなっています。ということで、当院

では初期研修医から一生懸命集めるために、最近

ですと大学５年生以下でもう病院見学に来ますの

で、その段階から当院の研修医の募集に入ってい

るということもやっています。
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それと、人材育成の部分では、これまでも学会

ですとか職能団体の研修に積極的に参加をさせて

研さんを積んでいただくというようなことで、最

新の情報、技術の習得に支援を行ってきていると

いう状況にございます。今後もここの部分はさら

に強化をして、他の病院と競争できる力を保ち続

けることが必要だというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今１９診療科の中で

病院としての機能、そういう面では十分備わって

いるのかなというふうにも思います。その中で、

今御説明いただきました指導体制、あるいは専門

医の資格、これも一定程度この診療科なり、それ

を継続していかないと続いていかないのかなとい

うふうにも思います。それに加えて今病床の関係、

自分の調べた範囲で、間違っているかどうかちょ

っと確認も含めてなのですけれども、今一般病床

が３００、精神科５５床、感染病棟４床、合計す

ると３５９という状況になっているのかなという

ふうに思います。先ほどの救命救急センターのお

話もありましたけれども、現状の医師、看護師の

中で、確かに専門医の部分ではこちらで要求する

部分が必ずしもマッチしないという部分もあるの

かもしれないのですけれども、体制的には今の状

況の中で１９診療科、あるいは病棟の診療のほう

を含めて十分に対応されているのかどうなのか、

改めてそこをお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 現有１

９の診療科の部分でございますけれども、これに

つきましては大学の医局の毎年の人事ですとか、

それから一部の診療科では開業の先生が続出して、

医局の総人数が減ってきたというようなところも

ありますので、その年々でどのような先生を異動

として派遣していただけるかということについて

は、毎年相談をさせていただきながら配置をして

いただいているというところにはございます。た

だ、現状この部分来年度においても欠けることは

ないのではないかというところの情報は入ってい

るところでございますので、継続可能かというふ

うに考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ぜひ引き続き医師、

看護師の確保に向けて努力をしていただくように

お願いを申し上げたいというふうに思います。

あと、その経済効果という部分で、先ほど詳細

にわたって御説明をいただきました。人件費ある

いは地方交付税等のお話もいただきました。名寄

市立総合病院が名寄にあるということで、名寄に

は恐らくこれぐらいの人口の中では医薬品のメー

カー、この支店も非常に大きいのはここの部分の

効果も非常に大きいのかなと。あるいは、調剤薬

局だとか、この辺も今お話にはなかったのですけ

れども、経済効果としては非常に大きい効果が生

まれているのかなというふうに思っております。

それで、今それこそインフルエンザがはやって

きて、１１月１６日ですか、から感染症対策強化

で発熱外来、１２月の広報で１面で名寄市民の方

にはしっかり情報が行き渡ったのかなというふう

に思うのですけれども、全体の医療患者数、市内

と市外でも先ほどもちょっとお話をいただきまし

たけれども、道北医療圏における周知の方法実際

にどういうふうにされているのか、この辺につい

てちょっと確認をさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 御案内

のとおり、広報のほうで御案内をさせていただい

たところでございますが、１１月１６日から９時

から１０時まで、予約制ということで発熱外来を

やっています。発熱外来につきましては、それぞ

れの自治体でそれぞれの病院が大体は開設してい

ただいているのが１か所ぐらいはあるというよう

な状況にあります。ただ、これはほかの病院のほ

うにもこういった形ではやっておりますというこ

とは御案内をしておりますが、医療圏全体に対し
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てこのような形でやっていますという部分につき

ましては、ホームページのみというような状況に

ございます。現状１日当たり１０人未満ぐらいの

利用という状況です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） どこから患者さんが

いらっしゃるか分からないので、伝える方法等も

いろいろ御苦労があるかと。ホームページ等に記

載があれば一定程度理解がしていただけるのかな

というふうに思います。

最後に市立総合病院の改革プランのお話をいた

だきました。当然これは上川北部医療連携推進機

構との関連も十分含まれてというふうなことでお

話をいただいたというふうに思います。それに加

えて働き方改革だとか、そういうふうな形のもの

も当然この中で並行してと。ただ、救急医療を担

う市立総合病院と開業医が担う部分、これはやっ

ぱり一定程度すみ分けという部分が必要なのかな

と。当然市立総合病院は急性期救急医療という中

では開業医の部分の対応の部分、しばらくちょっ

と触れていなかったのですけれども、名寄市の開

業医誘致条例ができてから意外と進んでいないよ

うな気がいたしますので、この辺の進捗状況どう

なっているのか改めてお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 開業医の誘致の

関係の御質問でございます。議員からありました

とおり、なかなか具体的なところで進んでいない

ような状況であります。ですから、当面は医療関

係の新聞だったり、そういった雑誌等に広告で掲

載をしながら、全国にそういった誘致活動を進め

ている部分は知らせながら誘致活動に取り組んで

いっております。また、市立総合病院からそうい

った何か情報がないかも連携を取りながら進めて

いますが、なかなか厳しい状況にあります。そう

いった面でも今後また何か有効的な取組方法等あ

れば見直しをしながら進めていきたいと思います

けれども、今後もいろいろ情報収集しながら進め

てまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの救急病院、

慢性期治療というふうに分担があるというふうに

思いますので、この辺また積極的な開業医誘致の

働きかけをお願いを申し上げておきたいというふ

うに思います。

ほかの関係もあるので、市立総合病院、今新型

コロナウイルスの関係で医師、看護師の皆さん、

通常の業務に加えて非常に大変御苦労、激務の中

でお仕事されていると思います。今後も命を守る

安全、あるいは病院を守る安全という形の中で従

事をお願いを申し上げたいというふうに思います。

次、大学の関係について改めてお聞きをしたい

というふうに思います。入学者の関係、入学者数

の関係、それぞれ定員を満たしているということ

で先ほど御答弁がありました。あと、就職の関係

についてもお話もありました。ここ四、五年、市

内の部分というのは、先ほど病院の中での新規の

看護師さんの関係、恐らくこれとの関連があるの

かなというふうに思うのですけれども、実際に今

大学に入学されている道内、道外の比率と就職、

道内、道外の比率はどういうふうな割合になって

いるのかというのを概略でもいいから分かればお

教えをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 大学、保健

福祉学部総体の割合でお知らせしたいと思います

が、道内、道外につきましては、道内が６割から

７割、道外が３割から４割の入学と、それから在

籍の割合だというふうに捉えております。

それから、就職地域でありますが、大体出身割

合と同様でありますが、若干北海道内に残る学生

が５％から１０％総体で比率にして出身区分から

増えます。よろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。
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〇１５番（東川孝義議員） 実際に入学される方

が道内６割から７割、道外３割から４割、むしろ

卒業後は道内に残る方のほうが多いというふうな

答弁内容だったのかなというふうに思っておりま

す。

それで、名寄市病院の経済効果ということで先

ほど説明をいただきました。名寄市立大学今８０

０名弱というふうなお話の中で、実際に名寄市に

これだけの学生、あるいは先生を含めた名寄市の

経済効果、具体的に把握をされている内容があれ

ば改めてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 在学生につ

いては、４学年でおよそ７８０名、それから教職

員ですとおおよそ１２０名で、合わせておよそ９

００名というふうに捉えています。学生さんにつ

いては、１か月当たりおよそ１０万円の生活費と

いうふうに考えますと、教職員もそれで併せて考

えると、１か月掛ける１２か月掛ける１０万円と

いうふうに考えると年間１０億 ０００万円程度

の支出、単純な計算でありますが、そういった試

算数値となります。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 名寄市内に先生を含

めて９００名を超えるというふうなことで、１人

１０万円、家賃、衣食住だと思うのですけれども、

年間１０億 ０００万円というふうなことで、恐

らくこれに実際には地方交付税、先ほど市立総合

病院でありました地方交付税も含めると、もっと

経済効果としては大きいのかなというふうに思い

ます。また、学生が名寄で生活するということに

なると、今の７８１名、卒業してもまた新しい学

生は１８歳の人が入ってくるので、年代が変わら

ないということで、年齢構成が変わらないという

表現のほうが適正なのかもしれないですけれども、

まちの活性化に大きくつながっていくのかなとい

うふうなことと、やはりこれだけの学生がいると

いうことによってアパートだとかこういうふうな

建築、そこでの雇用だとかそういうのも大きな名

寄市にとっての経済効果かなというふうに思って

おります。

時間がちょっと押しておりますので、市立大学

今後の課題の中で、２０１７年に図書館、そして

２０１８年には５号館がオープンをしております。

一定程度の設備が整ったとは思うのですけれども、

学生の要望を含めて今後ハード面で検討を加えて

いかなければならない、こういう課題、設備等の

考え方についてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 設備に関し

ては、議員おっしゃるとおり、図書館、それから

５号館というふうに整理がついているというふう

に考えております。当面大きな施設設備への課題

というのは、現状では校舎、学内的には捉えてい

ないというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今名寄市立大学構想

（ビジョン２０２６）、今後の進め方ということ

で先ほど３点について答弁をいただきました。そ

れで、ハード面では今当面考えていないというこ

とだったのですけれども、大学の設置者でありま

す加藤市長に最後大学の部分でお聞きをしたいと

いうふうに思っております。日本最北の公立の大

学というふうなことで、まず名寄市立大学の魅力

というのはどういうふうに感じておられるのか。

それと、加えて旭川、私立の大学ですか、当初の

計画から１年遅れの２０２３年に公立化されると

いうふうな報道も出ております。この中には名寄

市立大学と競合する学科もあるのではないかとい

うふうな内容もされております。名寄の財産の一

つでありますこの名寄市立大学、さらに評価をし

ていくと、いかなければならないという中でどの

ようにお考えなのか、改めてこの辺について市長

にお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号



－71－

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

〇市長（加藤剛士君） 平成１８年に４年制大学

として新たに開学をして、今期で１５期生目と。

およそ ５００人の入学生を迎えて、 ６００人

の卒業生を送り出しているということであります。

今お話あったとおり、北海道外からも相当数名寄

の大学に来られて、そして一定の割合で北海道に

も定着をしているという地方創生の効果もうちの

大学は有しているし、加えてかなり小規模の地方

都市、自治体にその人材を送り出しているという

意味では、特に道内の自治体を中心に私もいつも

感謝をされますし、内外から非常に卒業生の社会

での活躍に高い評価をいただいているなというこ

とを実感をしているところであります。さらに、

名寄という小さなコミュニティーの中で地域が学

生を育て、そして学生も地域にいい影響を与える

という好循環、名寄の大学ならではの取組が大き

な魅力であり、そしてまた多くの学生が名寄に来

てよかったなと、そしてそのよさをばねにまた全

国で、あるいは全道で活躍していただいていると

いうことで、名寄市立大学のプライオリティーと

いうのがかなり高まってきているのも大きな成果

ではないかというふうに思っています。

今後のことということでもお話がありましたが、

１８歳人口が年々減少していく中で、大学間の競

争はますます厳しくなっていくということはあり

ますが、一方で地域に根差していくという大学の

特徴は変わりありませんし、またそうした地域に

密着しているという魅力は今後とも増していくの

ではないかというふうに考えています。先ほど将

来ビジョンのお話もいただきましたけれども、現

在新しく本年度から着任をされている野村学長の

下でこの中期の実施計画を練り上げているという

ことでありまして、ぜひそうした野村学長を中心

とした実施計画も市としてしっかりと後押し、バ

ックアップをしていきたいというふうに考えてい

ます。そのことによって、さらに大学の魅力を高

めていけるように市としてもしっかりと目配りを

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今名寄市立大学は、

国家試験の合格率だとか、看護学科はずっともう

毎年１００％、そのほかも全国水準を大きく上回

っているというふうなところで、この辺も名寄市

立大学を希望される方も非常に多いのかなという

ふうに思いますので、この辺の教育の充実、そし

て今市長のほうからはお話ございましたように地

域、このまちの人口だからやれる地域コミュニテ

ィーという地域との関わり、これをさらに充実を

していただきたいというふうに思います。

予算の関係、午前中倉澤議員からもお話があり

ましたので、１点だけちょっと副市長にお伺いを

したいというふうに思います。午前中もちょっと

お話もございましたけれども、今令和３年度予算

の編成中ではありますけれども、当然国だとか道

の動きを見なければならないというのは十分理解

はしますけれども、この年末年始、１１月以降市

内の企業の皆さんは非常に厳しい状況にあるのか

なと。やはり補正予算というのは、私は真水の効

果、これが非常に高いというふうに思っておりま

す。午前中も、ちょっと今答弁でもございました

けれども、今編成中でありますけれども、市内の

状況、先ほど答弁の中で把握をしているという状

況ありましたけれども、それを踏まえて年明け早

々にでもこの辺の対応をお願いをしたいというふ

うに思いますけれども、改めて財政調整基金等の

取崩しも含めての考え方をお伺いして、私の質問

を終わりたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 午前中の答弁の中でも

ありましたけれども、産業振興室のほうでそれぞ

れの業界のほうといろんな意見交換させていただ

きまして、様々な状況が今浮き彫りになってきて

おります。今その分析をしている最中と。それか

ら、それに併せて昨日国の三次補正が出てきたと

いうことであります。なおかつ今までの流れから
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いきますと、この三次補正で出てきている財源を

活用、あるいは総務部長のほうから答弁ありまし

た財政調整基金、様々な財源をうまく有効に活用

して、これはある程度スピード感を持った対応が

必要だなというふうには認識しているところです。

臨時議会というお話もございましたけれども、い

ろんな角度から有効な方策を取って、なおかつ予

算のほうまで踏み込みますと恐らく令和３年度予

算、当初予算でなくても補正の中でも幾つかのポ

イントになる時期が来るのではないかと思ってお

りますし、それは従前私のほうの答弁でもさせて

いただいているところです。今の時点に絞ります

と、この年末年始、書き入れどきであるにもかか

わらず稼げないという業界があるのは間違いない

ところでありますから、ここについては分析を早

め、できるだけ早く何らかの制度設計をした上で、

またいろんなところで御相談させていただければ

と思います。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

子供、子育て支援について外１件を、遠藤隆男

議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、子供、子育て支援について

４点、最初に小項目の１、こども発達支援センタ

ーについてお伺いいたします。近年発達障がいの

診断を受けている子供も含め、発達障がい傾向の

ある子供の数が増加していると言われ、本市にお

いても同様の状況であると感じております。発達

障がいは、できる限り早期に発見し、適切な支援

につなげていくことが重要であり、１歳６か月及

び３歳児を対象とした健康診査で発達障がいの早

期発見に留意するだけでなく、保護者や周囲の方

が正確な知識を基に早い時期から気づくことなど

も重要であるというふうに言われております。し

かし、発達障がいの子供の特徴の幾つかは定型発

達の子供にも見られるもので、時間をかけて診察

しなければ確実な診断を下すことは難しいとも言

われております。

平成２４年の児童福祉法改正において障がいの

ある子供が身近な地域で適切な支援が受けられる

ように従来の障がい種別に分かれていた施設体系

が一元化され、この際児童発達支援は主に未就学

の障がいのある子供を対象に発達支援を提供する

ものとして位置づけられ、本市においても母子保

健事業による早期発見、こども発達支援センター

こどもらんどでの療育をはじめ、早期支援に向け

た様々な取組が行われておりますが、本市におけ

る早期発見につながる取組、こども発達支援セン

ターこどもらんどにおける療育支援体制、療育支

援内容、関係機関等との連携についてお伺いしま

す。また、支援業務での課題及び今後の取組等が

あればお聞かせください。

次に、小項目の２、障がい児保育についてお伺

いいたします。全国的にも障がい児保育の対象に

なる幼児、児童発達支援の制度を利用する幼児が

増加している現状と保育士の人材不足が深刻な状

況にある中、発達障がい等のある子供への指導や

支援は幼児期から一人一人の特性に応じて行うこ

とが必要とされており、保育士にも障がい児保育

の知識が求められております。また、最近では子

供の障がいに保護者が気づいていないというケー

スや障がいを受け入れないケースも増えてきてい

るため、園の判断等で障がいを持った子供の手助

けをする保育士の配置、加配保育がされ、統合保

育を行っているところも増えております。本市に

おいては、障がい児保育の充実を図る取組が行わ

れていると思いますが、市内保育所、幼稚園にお

ける受入れ態勢を含めた障がい児保育の現状と課

題及び現在行われている具体的な取組についてお

伺いいたします。

次に、小項目の３、情報提供の充実についてお

伺いいたします。本市において子供の発達段階に

応じた子育ての情報提供は、広報なよろや市のホ
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ームページのほか様々な形で行われておりますが、

発達障がいに関連する市の取組等の情報は概要の

みが示されたものであり、担当者へ直接電話等で

確認しなければ把握しづらいと感じております。

直接電話により確認をすれば済むことですが、中

には抵抗感を感じる方や電話をしてまで確認する

のは面倒といった方もいるかと思います。本年１

０月１日から名寄市役所のライン公式アカウント

を開設し、各種イベントの市内情報を含め情報発

信を行っていますが、このラインを活用し、子供

の発達の遅れを感じる保護者が必要とする情報や

障がい傾向、障がいのある幼児に関する情報をさ

らに分かりやすく発信することが情報提供の充実

につながると考えますが、今後の情報提供の在り

方についてお考えをお伺いいたします。

次に、小項目の４、相談体制の充実についてお

伺いいたします。令和元年度から開始された子ど

も家庭総合支援拠点事業により、新たにこども家

庭支援員を配置し、子育て全般の相談をはじめ児

童虐待の相談、関係機関と連携した子供や家庭へ

の支援等、相談体制の強化充実に努められている

と思いますが、現在までの本事業の評価について

お伺いいたします。また、家庭児童相談室では子

供の成長、言葉、運動、精神面のほか、障がいの

ある子供のこと、いじめ、非行、長期欠席、不登

校、ひきこもり、しつけの悩みなど専門機関と連

携して１８歳未満の子供のあらゆる悩みについて

電話やインターネット等による相談対応をされて

いますが、電話やインターネット等の相談手段及

び相談者の割合についてお伺いします。

次に、大項目の２、農業振興について２点お伺

いいたします。まず、小項目の１、農業振興セン

ターの役割及び実証試験についてお伺いいたしま

す。農作物の生産振興を図るために必要な栽培技

術や営農情報などを提供する拠点施設として、実

証展示圃場における栽培試験、土壌診断や施肥設

計及びそれに基づく指導のほか、組織培養の設備

を活用した優良種苗の提供などに取り組まれてい

ると思います。今後も農業者の高齢化は進み、労

働力不足が深刻となり、新規就農者の確保や栽培

技術力の継承等が期待されるスマート農業を活用

した農作業における省力、軽量化が進められる時

代が来ていると考えますが、今後の地域農業にお

ける農業振興センターの役割及び農業振興センタ

ーで行われている実証試験の内容、成果について

お伺いいたします。

次に、小項目の２、地域おこし協力隊について

お伺いいたします。地域おこし協力隊は、都市地

域から過疎地域等条件不利地域に移住をして、地

域ブランドや地場産品の開発、販売、ＰＲ等の地

域おこし支援や農林水産業への従事、住民支援な

どの地域協力活動を行いながら、その地域への定

住、定着を図る取組であり、隊員は各自治体の委

嘱を受け、任期はおおむね１年以上３年未満とさ

れていますが、本市においては農業支援員として

募集し、現在までに６名の方を委嘱し、２名が市

内で就農、１名が起業準備による定住、現在も１

名の方が就農に向け３年目の農業研修をされてい

ますが、これまでの本事業の評価と課題について

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） 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） 遠藤

議員からは大項目で２点にわたり御質問いただき

ました。大項目１につきましては私から、大項目

２につきましては経済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、子供、子育て支援について、小項目

１、こども発達支援センターについてお答えいた

します。子供の発達支援につきましては、遠藤議

員の質問にもありましたとおり、保護者や周囲の

方が正確な知識を持つことや早い段階から気づく

ことが重要であります。本市では、保健センター

において１歳６か月健診時や３歳児健診時におけ

る保護者からの相談をはじめ、こども発達支援セ



－74－

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

ンターでは保育所や幼稚園などを訪問して先生方

と連携を図り、子供の発達の状況や早期療養の必

要性を確認しています。また、障がいに関する総

合窓口である基幹相談支援センターぽっけなどを

通じて、発達障がいに関する知識や情報をお伝え

しております。いずれの関係機関においても保護

者からの相談を受けながら、療養の必要性を認識

していただき、早期に児童発達支援につながるよ

う支援をしているところです。

児童発達支援につきましては、基幹相談支援セ

ンターぽっけが子供の発達に必要な療育の児童発

達支援利用計画を作成し、こども発達支援センタ

ーを含め市内に３か所あります児童発達支援事業

所において、個別の利用計画に基づき日常生活の

基本的動作や知的技能の指導、集団生活への適応

訓練などを実施しております。

こども発達支援センターこどもらんどは、保護

者と子供が一緒に通所する施設になります。こど

もらんどでの療育支援につきましては、現在５名

の指導員を配置し、通所児童一人一人に合わせた

利用計画に基づき、遊びを通して個別に療育を提

供するとともに、集団生活に適応できるように小

集団での療育を年に数回実施しております。また、

保護者に対して医療機関や相談機関などの必要な

情報提供、発達に関するアドバイスや子育ての悩

み相談、小学校への就学に向けての情報提供など、

寄り添った支援を実施しております。医療機関と

の連携としましては、保護者の承諾を得て保育所

などの集団の場における日常の様子や支援方法の

確認、保健センターや名寄市立総合病院、道立旭

川肢体不自由児総合療育センターなどとの情報共

有を実施しています。また、教育委員会や各小学

校と就学に向けた情報交換を実施し、子供たちの

成長を促すために子供の状態に応じて適切な療育

を図っております。

課題としましては、指導において個々の成長に

応じた専門的な療育の実施、保護者支援や各関係

機関との連携など専門性が求められる職種である

ため、指導員のスキルアップや専門職の確保が求

められております。また、こどもらんどは、保護

者も子供と一緒に教育の場に入ってもらう施設で

あるため、保護者の都合により通所が難しい子供

への支援が必要です。このことから、支援が必要

な子供に対して新たに保育所等訪問支援の実施に

ついて検討を進め、支援の内容の充実に努めてま

いります。

次に、小項目１、障がい児保育についてお答え

いたします。本市における障がい児保育について

は、現在全ての認定こども園、幼稚園、保育所に

おいて実施しており、それぞれ職員を加配し、安

全を確保した上で幼児教育、保育を実施しており

ます。各園の判断による職員の加配については、

各園の経営上難しい状況にあるかと考えますが、

障がい児の受入れに当たっては給付費を加算して、

受入れ態勢の充実を図ってきております。

公立保育所における障がい児保育は、原則満２

歳以上の子供としており、保育士を加配して対応

しています。また、障がいなどを問わずいろいろ

な子供たちを包括的に保育していくために子育て

支援員を配置し、きめ細やかな保育ができるよう

体制を整備しております。議員の質問にもありま

すように全国的な保育士不足により各園ともに職

員の確保に苦慮しているところであり、待機児童

の解消や医療的ケアが必要な障がい児保育の対応

が難しいなどの課題があります。今後においても

子供や保護者が安心できる体制の整備に努めてま

いります。

次に、小項目３、情報提供の充実についてお答

えいたします。本市における子供の発達支援につ

いては、教育と福祉、医療の連携が進んでおり、

幼児教育、保育施設をはじめ教育委員会や学校、

市立総合病院などとこども未来課や保健センター、

基幹相談支援センターぽっけの連携により、様々

な機会を通じて発達障がいに関する知識や情報を

伝えたりしながら、保護者の相談を受けておりま

す。子供の発達障がいに応じた情報提供につきま
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しては、議員御指摘のとおり、情報提供の工夫が

必要であることから、保護者が必要としている様

々な情報について分かりやすく発信していけるよ

う努めてまいります。また、本年１０月に開設し

ましたライン公式アカウントについては、現在随

時追加更新しながら、情報提供の充実に努めてい

るところです。

今後については、必要な情報の整理と発信を進

めていき、気軽に相談してもらえる体制を確保し、

障がいを持つ子供の家庭が孤立しないよう対応し

てまいります。

続きまして、小項目４、相談体制の充実につい

てお答えいたします。従前の相談体制については、

家庭児童相談員を配置し、家庭における児童虐待

問題に関する養護相談や心身の障がい相談等の対

応をしておりました。しかし、全国的に児童虐待

が増加する状況下において国では全ての子供とそ

の家族を対象として、全般的な支援をする子ども

家庭総合支援拠点を実施することとなり、本市も

平成３１年４月から職員を増員して事業を開始し

ております。この拠点事業は、従前の家庭児童相

談機能を包含するものであり、家庭児童相談の機

能を核として、家庭児童相談員とは別に子供の家

庭支援員を配置し、家庭の実情の把握、相談対応

などを実施してきております。また、新たな人員

配置により、家庭訪問などのアウトリーチによる

きめ細やかな支援を充実させることができてきて

おります。さらに、悩みを抱えている家庭の多く

は、子供と保護者の両方の支援が必要な場合など

複層的な対応が必要となっております。これまで

幼児期はこども未来課、小学校以降は学校や教育

委員会、保護者は保健センターや社会福祉課など

それぞれの部署が対応してきました。現在は、福

祉、教育、医療の部署が連携し、子供と保護者の

それぞれの問題を一体的に対応することができて

います。

次に、電話やインターネット等の相談手段及び

相談者の割合についてですが、令和元年度の実績

としまして相談方法別に来所が７０件、電話が４

７件、訪問が３４件、メールなどが１０件の合計

１６１件となっております。相談者の内訳としま

しては、父母などの保護者が１０７件、関係機関

が４３件、祖父母が７件、本人が１件、その他が

３件となっております。対象児童の年齢層につい

ては、未就学児に対する相談が５５件、小学生が

４０件、中学生が４３件、高校生が２３件となっ

ております。相談内容としましては、家庭環境や

家族関係に関する相談や不登校、長期欠席に関す

る相談が全体の８割となっております。引き続き

各関係機関との連携を密にしながら、一人一人に

寄り添いながらきめ細やかな支援ができるよう努

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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業振興について、初めに小項目の１、農

業振興センターの役割及び実証試験について申し

上げます。

農業振興センターにつきましては、本市農業の

特色であります多様な作物作りを支えるため、Ｊ

Ａと共同で必要な栽培技術や営農情報などを提供

する拠点施設として位置づけ、運営しており、実

証展示圃における試験栽培、土壌診断と施肥設計

及びそれに基づく指導のほか、組織培養設備を活

用した優良種苗の提供などに取り組んでおります。

また、ここ数年の極端な気象条件への対応や労働

力不足を補う省力化、ＩＣＴを活用した先進技術

の活用など課題解消に向けて様々な技術が出てく

る中で、これらの新たな技術の検証を農業者に代

わって取り組み、効率的に地域に適した栽培技術

として確立をし、普及することが重要な役割であ

ると考えているところであります。

令和２年度の主な実証試験では、１つとしてグ

リーンアスパラ、カボチャ、大豆における収益性

や栽培管理などの観点による品種の比較試験、２

つとして新たな資材における生育コスト及び作業



－76－

令和２年１２月１６日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

労力の負担軽減などの効果測定試験、３つとして

水稲における省力化技術の地域適性を見極める栽

培試験、４つとして人工衛星を用いた生育状況調

査の活用方法の検討などを実施してまいりました。

実証試験の成果について、小麦における施肥法

比較試験では、使用資材ごとの収量調査に取り組

み、増収効果や追肥作業の省力化を図る効果など

が確認をされました。また、水稲の省力化技術の

一つであります疎植栽培につきましては、育苗に

係る労力の省力化とコスト低減が図られる一方で

収量が減少する結果となり、導入に当たっては十

分な検討が必要な技術であることが明らかとなり

ました。このほかにも品種比較や資材の効果など

の実証結果につきましては、各生産部会やＪＡな

どを通じ生産者の皆様への情報提供に取り組む予

定であります。

また、土壌診断につきましては、年間約 ７０

０件ほどの診断に併せまして施肥指導を行ってお

り、今年度これまでの土壌診断結果の統計や肥料

成分の働きなどをまとめました土壌診断によるバ

ランスの取れた土作りと題した冊子を配付し、土

壌診断の推進と診断結果の有効活用を図ってまい

りたいと考えております。

今後とも栽培技術の向上などに向けまして、農

業振興センターを核とし、関係機関、団体と連携

をしながら、地域農業に必要な試験研究に取り組

み、生産者への的確な情報提供に努めてまいりま

す。

次に、小項目の２、地域おこし協力隊について

申し上げます。本事業につきましては、総務省に

より人口減少や高齢化などの進行が著しい地方に

おきまして意欲ある都市部の人材を受け入れ、地

域協力活動を行ってもらい、定住、定着を図りな

がら地域力の維持、強化につなげる制度として平

成２１年度より実施されてございます。本市にお

きましては、平成２５年度より地域おこし協力隊、

農業支援員の募集を開始し、８年目を迎えてござ

います。平成２５年度に初めてとなります農業支

援員２名を委嘱して以来６名が地域活動や農業研

修を行い、そのうち２名が平成２９年度より営農

を開始、１名は起業を目指し定住、そして現在３

年目となります農業支援員１名が農業振興センタ

ーにおいて研修中であります。この間委嘱した隊

員６名のうち３名は定住に結びついており、事業

目標に照らし一定の成果があったものと認識して

おりますが、平成３０年６月以降新たな隊員につ

いては、相談や体験研修などはあるものの委嘱に

は至っていないのが現状であります。このことか

ら、改めて近隣市町村を中心に地域おこし協力隊

の待遇や募集方法などについて調査を行い、現在

の本市との比較により課題や改善点を精査し、よ

り多くの方に応募いただけるよう庁内での検討を

進めているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御丁寧な答弁

をいただきましたが、何点か質問させていただき

ます。

まず、子供、子育て支援についてお伺いをいた

します。こども発達支援センターについては、私

も二十四、五年前に子供がお世話になっておりま

すので、把握しているつもりです。今答弁を聞い

たところ療育のサービスの充実に努めて、かなり

進化、向上されているなというふうに感じました。

課題等については、本当に指導員のスキルアップ

だとか専門職の派遣とか、その辺いろいろあると

思いますけれども、これについても全国各自治体

の発達支援センターをもって設置されているとこ

ろ全て同じような課題持っていると思いますので、

その課題解決に向け、引き続きお願いをしたいな

というふうに思います。

特に発達障がいについては、子供が診断されて

も保護者としてはなかなかすぐに受け入れられな

いものです。実際私も受け入れなかった一人であ

ります。しかし、信頼できる医師であったり、指

導員の存在があって、私も受け入れることができ
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たというふうに今となっては記憶しております。

先日シングルマザーで２人のお子さんを育て上

げ、発達障がいのある長男を大学、また大学院ま

で送り出した内容の記事を拝見しましたけれども、

その記事には小学校２年生で注意欠陥多動性障が

い、ＡＤＨＤと診断され、授業中に突然大声で話

したり、教室や廊下で寝そべったり、そのお母さ

んも将来を悲観して一時は絶望感に打ちひしがれ

たそうですけれども、子供の特性を世間に受け入

れてもらうために診断結果をＰＴＡに公表したこ

とや、またこの子はこの子、よその子とは比べな

い、苦手なことより得意なことをさせようといっ

たような内容の記事が掲載されておりました。確

かに発達障がいのある子供たちは、多くの才能を

秘めているにもかかわらず問題児として扱われて

しまうことがあります。また、周囲からの理解が

満足に得られなければ、子供たちは生きづらさを

感じてしまいます。幼児期の適切な教育、必要な

サポートにより特性を個性や強みに変えることに

よって困り感の軽減につながってくると思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

保護者側の受入れ、理解については本当に難し

い部分です。早期発見、早期療育も重要でありま

すので、引き続き支援体制の維持、充実のほうを

図っていただくことを要望いたします。

昨年ですけれども、会派の行政視察において奈

良県橿原市の子ども総合支援センターを視察させ

ていただく機会があり、その資料については先日

の聞き取りの際にお渡ししましたけれども、ぜひ

関係する職員の皆さんに見ていただければという

ふうに思います。橿原市においては、乳幼児期か

ら学齢期に入る間の教育支援相談において情報が

なかなか入らないと。また、教育と療育と相談の

効果的な連携を図るため、子ども総合支援センタ

ーを教育委員会が管理をして、教育委員会事務局

子ども総合支援センターこども発達支援課が担当、

運営するという体制で平成２６年の４月に開所さ

れておりました。確かに就学前の児童発達支援事

業が福祉部所管ではなく教育委員会の所管であり、

就学前から教育委員会の職員が担当し、就学後も

継続してフォローする体制が取られているという

ことは、保護者にとって安心感があるというふう

に私は感じたところであります。

しかし、事業における目的が同一であっても、

その目標達成のためにはやり方や取り組み方とい

うのはいろいろあると思います。そこで、本市に

おける就学前の保護者を含めた教育委員会との連

携の部分についてお伺いをいたします。発達障が

いの診断を受けている子供、発達障がい傾向のあ

る子供の保護者にとって、特に子供の就学につい

ては不安があります。保育所、幼稚園から小学校

へなると健康福祉部から教育委員会、教育部へと

所管も変わり、保護者の方にはそこまで把握され

ている方は少なく、不安が募るとともに困惑して

しまい、障がいのある子の進路の相談先が分から

ないといったことにもなります。切れ目のない支

援をするということは、保護者に不安を持たせな

い支援体制も重要であると考えますけれども、保

護者を含めた教育委員会との連携はどの時期から、

具体的にどのようにされているのかお伺いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） こど

も発達支援の部分での御質問をいただきました。

保護者を含めた連携の強化ということでございま

す。当市では、保育所、それから幼稚園、小学校

への移行時期については、それぞれ保健センター

ですとかこども未来課、基幹相談支援センターぽ

っけ、それから教育委員会と複数の部署でまたが

って連携協力をして、支援を行っている状況でご

ざいます。具体的には保健、それから医療、福祉、

教育などの関係機関による連携支援ができるよう

にということで、先ほども答弁させていただきま

したが、個別の支援計画、いわゆる「すくらむ」

を利用するほか、障がいのほうの福祉サービスで
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は、利用される方については計画相談も活用しな

がら、切れ目のない支援に努めているところでご

ざいます。

また、議員の質問にもありましたけれども、教

育委員会との連携につきましては、小学校への入

学準備をする時期から連携を進めさせていただい

ておりまして、お子さんが小学校の生活にスムー

ズに移行できるように努めているところでござい

ます。

また、基幹相談支援センターぽっけにつきまし

ては、現在保育所、幼稚園、小学校、中学校、高

校など、様々な相談を受け付けております。障が

いのあるお子さんの進路の相談についてもぽっけ

で相談の対応ができますので、遠慮なくお問合せ

をいただけるようになっておりますし、ぜひ相談

をいただければというふうに考えております。引

き続き各関係機関の連携の下、切れ目のない支援

に努めていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 安心できる内容の御答

弁をいただいたというふうに思います。私も実は

子供が幼稚園から小学校へ行く際に、なぜかいつ

の間にかスムーズに就学できたというのを記憶し

ておりますけれども、その頃から健康福祉部と教

育委員会のほうの連携、情報提供というのはしっ

かりできていたのかなというふうにも思います。

名寄市には本市のいい取り組み方というのがあり

ますので、保護者に不安を持たせない、またスム

ーズな就学につなげるためにも情報共有と連携の

部分については重要でありますので、引き続き支

援体制が保護者にもしっかりと見えるというよう

な、そういう形でもって、保護者が不安にならな

い体制をもってスムーズに就学へとつながる切れ

目のない支援をお願いをしたいというふうに思い

ます。

次に、障がい児保育についてですが、これも約

２４年前になりますか、本市の保育所で私の子供

が慣らし保育期間中に、うちでお預かりすること

は厳しいですと断られたことがあります。はっき

り言って入れませんでした、そこには。当時は障

がい児保育に対応できる体制というのはあまり整

っておらず、受け入れてもらえるところも少なく、

障がいのある子を持つ家庭の母親が仕事をするこ

とはかなり困難な時代だったなということを今思

い出します。しかし、現在ではいろいろな取組が

されて、就学前の障がい児が必要な教育、保育を

受けられるように保育士の加配であったり、教育

の研修であったり、そういったところに取り組ま

れており、安心をしているところであります。今

後の障がい児保育というものは保護者との協働の

下、多様な背景のある幼児を理解をしてもらって、

インクルーシブな環境で幼児のそれぞれの特徴を

踏まえた保育を行うことが重要であるというふう

に考えます。

そこで、２０２４年度ですか、にオープン予定

の南保育所整備計画において、現在総合福祉セン

ターにあるこども発達支援センターこどもらんど

を併設することも計画されておりますけれども、

併設されることによりこども発達支援センター及

び障がい児保育のさらなる充実につなげる取組が

できるというふうに私考えるのですけれども、現

時点でのお考えをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

整備を予定しておりますこども発達支援センター

につきましては、新保育所と併設をすることで保

育所における障がい児保育への支援がまず行いや

すくなるということと、それから場所については

名寄市立総合病院に近いということで、また医療

との連携も取りやすくなるのでないかというふう

に考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 障がいのある幼児への
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支援も変わりつつありまして、こども発達支援セ

ンターでの専門的な療育のニーズであったり、保

育所での支援のニーズ等も増加し、障がい児保育

の必要性というものは年々増加してくるというふ

うに思います。保育士さんを含めた勤務される方

々の勤務環境等も含めまして、こども発達支援セ

ンター及び障がい児保育のさらなる充実につなが

る取組というものを期待しております。

次に、情報提供の充実についてですが、情報と

いうものは最新のものを早く、分かりやすく発信

することが重要であると考えますが、本当に必要

とされている情報の発信に努めていただきたいと

いうふうに思います。子育て中の保護者を含め、

子育ての経験をされた方の声を集めていただき、

ぜひこの機会に分かりやすい情報、必要とされる

情報の発信、情報提供の充実につながる取組をお

願いをしたいというふうに思います。前向きな御

答弁がありましたので、ぜひ期待をしております。

次に、相談体制の部分ですが、令和元年度から

こども家庭支援員を配置され、相談件数について

もかなり増えた状況の中でしっかりと対応されて

おり、一定の成果を得られているというふうに思

います。相談手段、相談割合等については理解い

たしました。

今現在コミュニケーションの手段も多様化する

という中で、これは総務省情報通信政策研究所の

調査によれば、従来の平日の電話の利用時間は携

帯、固定、ネット通話を合わせて ２分だったの

に対して、メール通話が１ ５分、ソーシャルメ

ディアの利用が７ ６分と群を抜いてソーシャル

メディアの利用時間が多くなっており、現代の子

供たちは電話よりもＳＮＳ、特にラインを多く利

用しているという実態があります。このような状

況を踏まえ、いじめをはじめとする子供向けの悩

み相談窓口も最近ではラインが活用されるという

ケースが増えてきており、一人で悩む子供たちに

潜んでいた相談したい気持ちというのですか、そ

れをラインが掘り起こすことができたというふう

にも捉えることができるというふうにも言われて

おります。子供の悩みを解決可能な時期に解消し、

深刻な事態に陥ることを回避する取組にもつなげ

ていけるのではないかというふうにも言われてお

ります。

また、若い世代だけではなくて、対面や電話で

の相談に抵抗を感じたり、家族に聞かれたくない

といった方の需要も高いというふうに言われてお

ります。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大

の影響が長期化する中、感染への不安、大きく変

化した生活、人間関係等により心身のストレスを

訴える人も増加しており、悩みも深刻化してきて

いるというふうにも言われております。現在では

ラインを活用した相談窓口というものは、自殺対

策、児童虐待防止対策、ひきこもり、子育て相談、

若年妊娠相談、ＤＶ、性暴力相談、人権相談、消

費相談、独り親相談など様々な用途で開設されて

いるという状況でもあります。本市には各種相談

窓口というものはありますが、その中でもまず初

めに教育相談、ハートダイヤルあります。教育と

連携をしたライン相談を導入するというようなこ

とを考えるところなのですけれども、今後の相談

体制の充実に向けた部分について考えをお伺いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 教育

相談に係る今後の考え方ということで、教育相談

につきましては最近、議員のほうからもありまし

たけれども、児童生徒の携帯電話ですとかスマー

トフォンの所持率が高いということで、これまで

ラインを利用した相談の導入については内部のほ

うでは検討してきているところでございます。た

だ、ライン相談の導入については、相談される方

が市内の在住者ということで限定ができないとい

うことと素性が分からない場合もありまして、的

確な対応ができないのではないかというような問

題点ですとか、それから相談員の勤務がシフト制
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ということで、相談に対してすぐお答えできない

といった場合もございまして、逆に相談者が不満

を抱かれるのではないかというような可能性が高

いというふうに考えられております。このような

ことから、相談者に対して即時性を求められる、

すぐ回答してあげられるようなラインでの相談対

応は非常に難しいということで、引き続き現在行

っています電話ですとかメールでの相談体制を維

持していきたいというふうに考えています。

また、教育相談におきましては、北海道教育委

員会で開設しております子ども相談支援センター、

これは２４時間対応でメール相談をされておりま

して、そのメール相談のアドレスを教育相談のパ

ンフレットに掲載をしておりまして、広く周知を

今現在行っているところでございます。

一応そういう形で検討はしているところなので

すけれども、通常今行っている電話、それからメ

ールでの相談体制については当面これで対応して

いきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ライン相談については、

そういった課題も多々あると思いますので、検討

もされるということなのですね。今現在の相談業

務事業でかなり対応されていると思いますので、

引き続きよろしくお願いをしたいというふうに思

います。相談業務というのは、コロナ禍における

心のケアというところにもつながっていくと思い

ますので、ぜひさらに相談業務の充実につながる

取組につなげていただきたいなというふうに思い

ます。

本市における子供、子育て支援については様々

な取組がされていますが、新型コロナ影響による

子供の貧困問題等、必要とされている支援は見え

ない部分を含めまだまだあるのかなというふうに

感じております。子育てをされている保護者の皆

様の声をしっかりと聞いていただいて、名寄市で

子育てをして本当によかったと思ってもらえるさ

らなる支援の充実につながる取組をしていただく

ことを要望いたします。

次に、農業振興、農業振興センターの部分から

お伺いをいたします。農業振興センターの役割、

実証試験の内容、成果については分かりました。

理解いたしました。また、土壌診断の部分で年間

７００件の部分ですか、これまでの土壌診断の

結果の統計や肥料成分の働きなどをまとめた冊子

を配付して、土壌診断の推進、診断結果、有効活

用を図るということは非常によい取組だと思いま

すので、引き続き実証試験を含め、地域農業の振

興につなげていただきたいというふうに思います。

農業振興センターについては、御答弁にもあり

ましたけれども、ＪＡとの共同により多様な作物

作りを支えて、栽培技術や営農情報などを提供す

る拠点施設であり、農業振興、農業の活性化にお

いて重要な地位にあるというふうに思います。ま

た、振興作物のさらなる収益性の向上や農業経営

の効率化のための実証試験、薬用作物の産地化を

図るための取組やカノコソウに続く試験栽培であ

ったり、冬季栽培など名寄の特性を生かした普及

研究や産地ブランドの確立に向けた取組、またス

マート農業導入への取組等重要な役割があると思

います。今後は、農業者の高齢化、労働力不足、

栽培技術力の継承等に期待をされるロボット技術

やＩＣＴ活用、農業ドローンといったスマート農

業の導入への取組、また冬期間の収入の確保につ

ながる寒締めホウレンソウのさらなる情報発信や

栽培技術の実証及び寒締めホウレンソウに続く冬

季栽培についても今重要視すべきというふうに私

は考えます。運営については、ＪＡとの調整等が

必要と思いますけれども、普及センターとの連携、

センター内の設備、資機材等を含めた今後の農業

振興センターの将来展望についてお伺いをいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま再質問いた

だきました。振興センターの重要性を含めて、今
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後のスマート農業の対応ですとか、あるいは冬野

菜の試験の関係、あるいは今後の管理運営につい

て幅広く再質問をいただいたというふうに思って

います。

まず、農業振興センターについてでありますけ

れども、先ほども少し触れましたけれども、農業

の環境が時代の流れとともに速く変わると、ある

いは技術の発展もあるということで、今後とも振

興センターが地域農業の拠点として機能する必要

があるというふうに考えておりますし、そのため

には関係機関、団体が連携し、そうした体制と、

そして拠点を保持することがまさに名寄市の農業

の強さにつながっていくのだろうというふうに考

えているところであります。

具体的な今後の展望についてということであり

ますけれども、まずスマート農業の関係について

ということでは、これは御存じのように今農家個

々の経営面積が飛躍的に拡大をしてきたというと

ころがあります。これに伴って作業の省力化です

とか、あるいは作る作物についても大面積であり

ますけれども、品質や収量の向上、さらには均一

化というものが求められる時代でありますので、

現在の振興センターにある施設設備で対応可能な

ものについては振興センターの中でしっかりと研

究あるいは試験に取り組んでいきたいというふう

に思いますし、これは役割分担という意味もある

と思いますので、振興センターでできないものも

あると思います。ここについては、例えばＩＣＴ

技術なんていうのはそうかと思っていますけれど

も、そういった特定の機器や知識については道で

すとか、あるいは専門の機関があります。あるい

は、メーカーが独自に研究開発を進めているもの

がありますので、そういったところともぜひうま

く連携をしながら、地域農業に貢献するような形

を探っていきたいというふうに考えております。

また、もう一点、冬野菜の関係について言われ

ておりました。議員が言われるようにまさにこの

地は豪雪地帯でありますので、冬期間の収入をど

う上げるかというのは一つの大きな課題だという

ふうに受け止めています。現在寒締めホウレンソ

ウが既に生産者の努力によって取り組まれている

と。品質の高さやブランド化なども図られまして、

市内外から大変好評を受けているということであ

ります。今後も引き続きこれらの冬期の冬野菜の

試験栽培に取り組んでいき、地域に適した品目の

選定ですとか、あるいは収量、品質向上に向けて

技術の確立に向けて進めていきたいというふうに

思っています。

最後に、運営に関してということであります。

ここは農業振興対策協議会というのがありますけ

れども、そこに農業振興センター部会というのを

設けております。この中には、市はもとよりであ

りますけれども、ＪＡですとか生産者ですとか、

あるいは指導農業士の皆さん、あるいは女性の農

業者も含めて幅広い方で構成をしているところが

あります。こういったところをはじめとして、農

業者の皆さんのニーズですとか課題ですとか、そ

ういったところをしっかりと踏まえながら、振興

センターを運営してまいりたいと思いますし、ま

たそれに必要な設備等については、当然市の抱え

る施設でありますから、限界はありますけれども、

更新等を中心に計画的に進めてまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれスマート農業、

冬季野菜の試験の部分、運営の部分について前向

きな御答弁をいただいたと理解をしました。今後

は、研修生等の新規就農者に対する農業振興セン

ターの有する技術や施設等をさらに活用すべきで

はないかと思うところでありますけれども、施設

整備についてはそういった部分も意識する必要が

あると私はちょっと思うのですけれども、お考え

をお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 現在も農業の研修生

受け入れているところであります。今地域おこし
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協力隊を中心に取り組んでいるということですの

で、ある意味３年間の中で独立に必要な技術を学

ばなければいけないということでありますので、

その体制整備をしなければいけないのだというふ

うに思っています。現状でいきますと、農業振興

センターについては当然知識を持った職員もおり

ますし、栽培に必要な設備、土地などもあります

ので、これを活用しながら研修生の育成を図って

きているところであります。特に今年度につきま

しては、従前の研修からさらにもう一歩進めまし

て、新規参入希望者の就農に向けた研修農場、い

わゆるリハーサル農場というところでありますけ

れども、これに取組をさせていただいているとこ

ろもあります。今後も振興センターの設備あるい

は知識を有効活用しながら、独立就農に向けて育

成を図っていきたいと思いますし、必要な設備に

つきましては振興センターの設備と併せて検討し

ていきたいと考えております。御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 限られた予算ではある

と思いますけれども、ぜひ前向きに検討していた

だきたいというふうに思います。

それでは次に、地域おこし協力隊についてお伺

いをいたします。６名の委嘱による２名の就農、

１名の起業準備による定住と成果も上げられてお

りますけれども、最近では残念ながら委嘱者がい

ない状況で、何とかこの事業については続いてほ

しいなと願うところであります。地域おこし協力

隊については、募集段階において地域及び地域住

民の理解、協力はもちろんのことでありますが、

農地を含めた受皿等の条件が当初から整っている

ことが重要であって、就農に意欲を持ってここ名

寄の地を選び、協力隊員として委嘱された方が不

安なく安心して農業研修、地域活動に臨み、任期

終了とともにスムーズに就農へと移行し、定住し

てもらう取組でなければならないというふうに私

は考えるところなのですけれども、その辺を含め

ましてのお考えをお伺いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） せっかく希望を持っ

て来ていただいた方がしっかりとこの名寄市の地

に就農いただきたい、その意味で今議員のほうか

らも出口のところの課題があるのではないかとい

う、そういった御質問あるいは提言だったという

ふうに思っています。私どもも調べてみますと、

今北海道では公益財団法人の北海道農業公社とい

うところが担い手の関係一括して取り扱っている

ところであります。ここが３年ごとに新規就農者

の実態調査というのを実施しております。この結

果を見ますと、就農に当たり苦労した点について

という質問に対して、資金の確保ですとか土地の

確保に苦労した方が多数回答があるということで

ありまして、まさに今議員が言われた出口の難し

さというのがこの調査からも表されているところ

かなというふうに受け止めているところでありま

す。

これに照らして本市における出口確保がどうな

っているかということでありますが、現状で申し

上げますと、地域おこし協力隊の最終年次となり

ます３年目の春頃から地域の方や、あるいは農業

委員会の皆さんに情報をいただいたり、御協力を

いただきながら、土地の確保に向けての取組をさ

せていただいているということでありまして、あ

らかじめ農地を有するという形にはなっていない

ということであります。しかしながら、こういっ

た状況を踏まえながら、現在は第三者継承による

農地確保に向けて検討させていただいているとい

うことであります。

実は、平成２７年度に実施をしました人・農地

プランアンケートというのがございます。この中

で、居抜きで経営継承したい、またはそれを検討

すると回答された方が一定数いるということであ

りまして、この中で一定年齢、農業者年金などか

ら経営移譲を希望されているだろうなと、そうい

うふうに想定される方に改めて意向確認をさせて
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いただきまして、その方たちを基に移譲希望者の

リストを作成させていただいたところであります。

今後もこのリストを活用してまいりたいと思いま

すし、経年に伴いまして今年新たにこのアンケー

ト調査させていただきましたので、リストの更新

などもしながら有効に活用していきたいなという

ふうに思っています。

また、これもそうでありますけれども、この間

進めてきた地域の方ですとか農業委員さんによる

情報提供ですとかあっせんなどもありますし、近

年は法人での雇用就農などもありますので、こう

いったものも含めた多様な形の中で定住できるよ

うに、就農できるように、就業できるようにＪＡ

とも、あるいは生産者と情報共有を図りながら進

めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひ協力隊として来て

くださった方が安心できるよう、出口での対策に

ついてはよろしくお願いしたいというふうに思い

ます。

また、先ほどの御答弁で近隣市町村を中心に地

域おこし協力隊の待遇や募集方法等について調査

し、比較により課題や改善点を精査して、多くの

募集につながるよう次年度に向け検討されている

ということで答弁がありましたので、次年度に向

け検討されているというところで大いに期待をし

ているところであります。よろしくお願いをいた

します。

本市の名寄方式と言われる農業支援員としての

地域おこし協力隊の募集は、非常によい取組であ

るとは思いますけれども、募集難であることも事

実であります。他の市町村では、幅広い分野にお

いて地域おこし協力隊が活躍され、起業や雇用に

よる定着でまちの活性化にもつながっており、本

市においても農業支援員のみにこだわらないで、

別の形での募集も考えてみてはどうかなというふ

うに思うところです。今後も地域おこし協力隊に

ついては、農業支援員のみの募集を続けていかれ

るのか、また農業以外に受入れの拡大を検討され

ているのかをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 地域おこし協力隊の

全体的な部分につきましては、総務部が所管する

という形になりますので、私のほうから答弁させ

ていただきたいと思います。

地域おこし協力隊につきまして、先ほど議員も

おっしゃったとおり、まちの活性化なんかにもつ

ながる部分あろうかと思います。農業以外でも他

の市町村では例えば観光ですとかスポーツ振興、

子育て、特産品開発、様々な部分で地域おこし協

力隊の公募をかけているという部分がございます。

すぐにメニューができるかというのは別な話とし

て、今後の取組について内部で協議を進めてまい

りたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 総務部長からの答弁が

なければ後からまた聞こうとは思っていたのです

けれども、先に言ってくれたので。頭の片隅に今

後そういう計画はあるというところで理解させて

いただきます。すぐにはというふうにはいかない

と思いますので、新年度は無理としても、その次

の年度にでも新しい形で地域おこし協力隊が予算

に計上されることを期待しておりますので。

地域おこし協力隊については、２０１９年度で

約 ５００名いると言われております。この隊員

数を２０２４年度には ０００人に増やすという

ことも目標に挙げられているみたいでありまして、

地域おこし協力隊のお試し期間を拡充する新制度、

地域おこし協力隊インターンも２０２１年度から

始めるということもありますので、さらに国のほ

うも強化をしてくるのではないかなというふうに

思いますので、できればそういうところでのっか

っていってもいいのかなというふうに私は思いま

す。
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また、新型コロナウイルス感染拡大が進んだ４

月以降は、特に都市部から地方へ移住されている

方が増えている状況でありまして、こういうとき

を活用すべきではないかなと、名寄市も。本当は

新年度予算に計上して、ばんとやってもらえれば

一番いいのですけれども、なかなか今厳しいとい

うところで総務部長からありましたけれども、加

藤市長も同じような考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域おこし協力隊を農業

以外の様々な分野で地域振興につなげていく、さ

らには定住につなげていくということは、これは

もうやっていかなければならないことだと思いま

す。タイミングがいつというのは、ちょっとここ

では申すことはできないと思いますけれども、議

員おっしゃるとおり、都会から、あるいは東京か

ら人の流れがいろんな形で今起きつつあるという

ふうに思っていて、これをしっかりとチャンスと

して捉えて、名寄市らしい地域おこし協力隊の考

え方等について、これも全庁的に議論を深めてま

いり、また新しい政策もぜひ検討していきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） いきなり振りまして申

し訳ありません。ありがとうございます。非常に

前向きな答弁で、ありがとうございました。やは

り今チャンスだと思いますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思います。

最後に、新型コロナウイルスもなかなか終息し

ない状況にありますけれども、今後も国の経済対

策、地方創生臨時交付金ですか、その辺の追加も

あると思いますので、引き続き市の経済を守るこ

とはもちろん、子供から高齢者まで誰一人取り残

さない、安心して暮らせる支援をしていただくこ

とを要望して、質問を終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

企業誘致と市内立地企業の流出防止の取組につ

いて外２件を、五十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目３点に

わたり順次質問してまいります。

まず初めに、大項目１、企業誘致と市内立地企

業の流出防止の取組についてであります。昨今地

方自治体にとっては切実な問題である人口減少、

その対策、改善策として企業誘致や観光産業によ

るインバウンドの取組などがありますが、ここ１

年で状況は一変し、インバウンドが取り込めない

現在の状況の中、冬季スポーツによる集客への不

安も拭い去ることはできません。一方で人々の生

活様式や働き方は大きな変容を見せていることは

間違いありません。ネット環境が整備されてきた

ことにより、いつでもどこでも働けるということ、

またサテライトオフィスといったテレワークの一

形態など、業務を地方に分散させる企業も増え、

地方にとって企業誘致あるいはワーケーションと

いった関係人口の創出が期待できると考えます。

そこで、小項目１、王子マテリア株式会社名寄

工場の生産品集約に伴う撤退後の跡地利活用につ

いて。王子マテリア株式会社本社要望等、市とし

て地道な努力を続けられているところですが、現

在の進捗状況等をお知らせください。

次に、小項目２、現在ある大手市外企業との関

係について。現在ある大手市外企業がさらに撤退

していくことがないよう、さらなる良好な関係を

構築し、継続していくことが望まれます。本市に

商業施設や事業所を構えている企業は数多くあり

ますが、中でも住友ゴム工業株式会社とは企業と

の長年にわたる良好な関係を続けている先例であ

ると言えます。そこで、現在までの関係について
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伺います。

次に、小項目３、地域の特性を生かしたワーケ

ーションの可能性について。ワーク・ライフ・バ

ランスが浸透しつつある現在、人々の働き方は大

きく変わってきました。さらに、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けたことにより、都心では

事業所の規模縮小などを理由に事務用机や椅子な

どの買取りが増えているとの報道もあります。職

種が大いに影響してしまうワーケーションではあ

りますが、ネット環境が整えばどこででも働ける

今の時代、地方自治体にとってはまさに関係人口

の創出、拡大の機運が高まっていると言えます。

本市の現在のワーケーションの取組と考え方につ

いて伺います。

続きまして、大項目２、再犯防止の取組につい

てであります。法務省では、関係省庁や地方公共

団体、民間協力者等と連携し、犯罪や非行をした

人が再び罪を犯さないように指導、支援する再犯

防止対策を進めています。再犯防止対策は、犯罪

が繰り返されない、何よりも新たな被害者を生ま

ない、国民が安全で安心して暮らせる社会を実現

するための取組であり、人々の理解と協力が不可

欠であります。本市においても件数は少ないもの

の、罪を犯した人が帰ってくる際には地域で見守

り、再犯を防ぎ、更生を助けていく必要がありま

す。

そこで、小項目１、罪を犯した人の再犯防止に

向けた取組について。罪を犯した人が円滑に社会

復帰できるよう地域社会の支援が必要不可欠であ

ります。罪を犯した人も矯正施設を出ればどこか

に住まなくてはなりません。立ち直りを助けるに

は、一番身近な自治体の協力が必須ではないでし

ょうか。就労場所や住居の確保はもとより、福祉

サービスが必要になる場合もあります。地域の更

生保護団体との連携の必要性について、今現在の

取組や課題をお伺いします。

続きまして、小項目２、再犯防止推進計画の策

定について。再犯を防ぐため自治体が策定する地

方再犯防止推進計画についてお伺いします。再犯

防止推進法では、再犯防止施策を国と地方の責務

とし、計画策定を自治体の協力義務と定めました。

北海道においても北海道再犯防止推進計画の策定

に向け、現在専門部会が検討している最中であり

ます。そこで、本市においても策定を検討すべき

と考えますが、見解をお伺いします。

次に、大項目３、生きるを支える取組について。

長引くコロナ禍では失職や倒産といった経済的困

窮、感染防止対策などの業務負担、また外出自粛

に伴う社会的孤立などによる自殺リスクの増加が

懸念されるところであります。新潟大学大学院医

歯学総合研究科によると、２００３年のＳＡＲＳ

の流行時には香港での自殺率が過去最高レベルま

で上昇したことが報告され、今後日本でも自殺者

が急増していくことが想定されるとのことです。

そこで、小項目１、名寄市生きるを支える自殺

対策計画について。平成３１年３月に策定された

名寄市生きるを支える自殺対策計画を進める中、

今現在の本市の現状と目標値の受け止めについて

お伺いします。

続きまして、小項目２、名寄市生きるを支える

自殺対策計画の重点施策の３項目と新型コロナウ

イルス感染症に関連した自殺リスクの可能性への

対応についてお伺いします。重点施策１の高齢者

の対策について、終息の兆しが見えないコロナ禍

で高齢者の外出機会が減少しています。先日、市

民福祉常任委員会の中で開催された町内会連合会

役員の方々との意見交換会では、町内会の現状と

して忘年会、新年会をはじめとした様々な町内会

行事が中止となっている現状をお聞きしました。

このような状況においての問題点として、現在の

外出自粛により社会から孤立してしまうことによ

る老年期鬱病の発症が懸念されます。高齢者の自

殺未遂や自殺は、鬱病が大きな原因とも言われる

中、どのような対応が必要になるか御見解を伺い

ます。また、重点施策２、中高年男性への対策、

重点施策３、生活困窮者への対策においても、今
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年は特に社会とのつながりが薄くなっていること

からもどのように支援につなげるかが課題となり

ますが、対応についてお伺いします。

次に、小項目３、ゲートキーパーについてであ

ります。自殺対策を支える人材であるゲートキー

パーの現在の養成状況についてお知らせ願います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 五十嵐議員から

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については私から、大項目２、大項目３

については健康福祉部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

大項目１、企業誘致と市内立地企業の流出防止

の取組について、小項目１、王子マテリア株式会

社名寄工場生産品集約に伴う撤退後の跡地利活用

について申し上げます。王子マテリア株式会社名

寄工場生産品集約に関する取組では、本年６月５

日に工場敷地の利活用について王子マテリア本社

と担当者レベルでテレビ会議を開催し、名寄市強

靭化計画と連携した中で３本柱として再生可能エ

ネルギー、物流、防災拠点、ＩoＴデータセンター

の推進について提案させていただきました。その

後、それぞれの項目で具現化に向けて研究、検討

を続け、１１月１９日に再度王子マテリア本社を

訪問し、王子ホールディングス株式会社取締役、

小関様、王子マテリア株式会社代表取締役社長、

船田様に対し要望を行ってきております。

要望では、再生可能エネルギーについて木質バ

イオマス発電を軸とした考えやバイオマス燃料加

工事業、薬用植物加工事業、データセンター事業、

物流拠点化事業、蓄電池ステーション事業など、

さらに具体化した内容で要望を行ってきておりま

す。現在進捗状況としてお話しできるものはあり

ませんけれども、バイオマス発電については、近

年の製紙工場の原料は古紙となっておりますけれ

ども、ここは原点に返り、道北には王子グループ

所有の山林も分布しており、当時の製紙工場の原

料であったチップなどが集まりやすいという原材

料立地型の工場だったことを考えると、理にかな

った提案だと考えております。燃料調達について

具体的なことはこれからになりますが、王子グル

ープが持っているリソースを活用できるのではな

いかという提案をしてまいりました。

データセンターにつきましては、ＧＡＦＡ、い

わゆるグーグル、アップル、フェイスブック、ア

マゾン、こちらも寒冷地である北にデータセンタ

ーを有しており、今後世界的投資の流れであるＥ

ＳＧ投資、環境等に配慮した投資、こちらの推進

で再生可能エネルギーによる電力を使うデータセ

ンターのニーズは高まると見込んでおります。再

生可能エネルギーの宝庫である北海道もデータセ

ンター誘致に力を入れており、本市にも優位性が

あると見ておりますので、札幌からの通信線の課

題があることを理解した上で北海道とも連携し、

誘致の取組を継続してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目２、現在ある大手市外企業との関

係について申し上げます。住友ゴム工業株式会社

は、昭和５８年頃から冬期に名寄の天塩川河川敷

を利用して冬用タイヤのテストを始めたことをき

っかけに本市にテストコースの建設を決め、平成

元年、智恵文智東地区の山間部約８７万平方メー

トルに日本初の本格的な冬用タイヤの専用テスト

コースを建設しました。これは、本市の官民挙げ

ての企業誘致の働きかけで実現したものです。以

来３０年以上にわたり、厳寒の本市で最先端の技

術開発を続ける中で、地域貢献の一環として秋に

は智恵文地区の農家でのカボチャ収穫やスイート

コーンの箱詰めといった援農を行うほか、夏はな

よろ産業まつりへの出店、冬期のテスト期間中は

雪質日本一フェスティバルへの出店、雪像作りな

ど地域イベントにも積極的に参加いただき、年間

を通じて市民との交流に努めていただいておりま

す。本市としてもテスト期間中にテストコース内

事務所の慰問や歓迎会を実施しております。平成
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４年には、冬期に本市を訪れる技術スタッフとの

親睦、交流を通じて地域活性化に寄与することを

目的に、地元企業や市民が中心となり、名寄ダン

ロップ会が設立されました。同会は、毎年１月に

住友ゴム工業テスト隊歓迎交流会を開催し、同社

幹部や技術スタッフと交流を深めており、住友ゴ

ム工業と本市とは行政とのつながりと企業、市民

レベルでの交流によって、良好かつ親密な関係が

構築されているものと認識しております。

次に、小項目３、地域の特性を生かしたワーケ

ーションの可能性について申し上げます。１１月

１６日に、名寄市移住促進協議会主催で芸者東京

株式会社代表取締役ＣＥＯ、田中泰生氏を講師に

お迎えし、関係人口創出、拡大に向けた特別講演

会を開催いたしました。趣味であるフライフィッ

シングをきっかけに天塩川の魅力に引かれ、名寄

市の関係人口として何度も足を運んでいただいて

おり、外からの視点でワーケーションの可能性に

ついてアウトドアツーリズムやポテンシャルを引

き出す施策が必要と提案をいただきました。ワー

ケーションへの取組としましては、名寄市移住促

進協議会として地域と多様に関わるものである関

係人口にも着目し、地域外からの交流の入り口を

増やすための取組も必要であると考え、交流人口、

関係人口に対しても事業展開を進めていけるよう、

来年度に向けて協議会規約の目的を改正する準備

を進めております。来年の夏に芸者東京株式会社

様が名寄でのワーケーションを希望されているこ

とから、どのような環境整備、支援を必要として

いるのか意向を確認しつつ、確実に受入れができ

るよう調整を進めてまいります。

さらには、北海道が首都圏企業等を対象に、広

域周遊ができる北海道型ワーケーション事業を実

施しており、来年度の受入れには名寄市も参加す

るため、協議を進めているところであります。ワ

ークスペースにはよろーななどの公共施設や民間

施設を、宿泊には民間宿泊施設の案内、その他ア

クティビティー体験、経済団体との意見交換会等

を提案させていただき、関係機関と連携しながら

取り組んでまいります。また、今後ワーケーショ

ンを受け入れるに当たり見えてくる課題やニーズ

のある支援、整備が必要となる際には官民連携で

の対応も想定しつつ、民間事業者が独自に宿泊、

ワーク環境、アクティビティーをセットにしたワ

ーケーション事業を展開していくところがあれば

情報提供等を行い、官民が連携して取り組んでい

ければと考えております。コロナ禍の影響が続い

ておりますが、関係人口の創出、拡大につながる

よう、名寄市の自然の豊かさや強みを生かしたワ

ーケーションの受入れ態勢の充実を図ってまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、初め

に大項目２、再犯防止の取組について、小項目１

の罪を犯した人の再犯防止に向けた取組について

お答えいたします。

罪を犯して検挙された人に占める再犯者の割合

は、近年上昇している傾向にあり、安全で安心し

て暮らせる社会を構築する上で再犯防止が大きな

課題となっております。このため、国では平成２

８年に再犯の防止などの推進に関する法律を制定

し、再犯防止に向けた取組を進めることとしてお

ります。刑事司法分野での関わりを進めていく法

律ですが、当市ではこれまで社会を明るくする運

動を通じて刑事司法分野へ関わりを持ってまいり

ましたが、更生保護事業に行政が直接的に関わる

ケースなどは少ないのが実情であります。福祉サ

ービスに関する相談に限れば、高齢に関すること、

障がいに関すること、生活困窮に関することなど、

それぞれの分野ごとの相談窓口を設け対応してい

ますし、社会福祉協議会でも総合相談窓口を設け、

各種の相談に対応しているところであります。相

談者を分け隔てすることなく、誰でも気軽に相談

できる体制を整えており、複数にわたる用件の場

合は横断的連携を行うことで相談者に寄り添った
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対応をしているところであります。今後において

は、国が進めている刑事司法分野と地方公共団体

との連携強化に取り組み、当市としても課題だっ

た刑事司法分野との情報交換を行うことで、関係

機関と連携した取組を進めてまいります。

次に、小項目２の再犯防止推進計画の策定につ

いてでありますが、国は再犯の防止等の推進に関

する法律の施行に伴い、平成２９年に再犯防止推

進計画を閣議決定しました。国による刑事司法分

野だけの取組だけではなく、保健、医療、福祉サ

ービスの利用や就学支援の実施など、地方公共団

体を含む国全体で取り組むべきものとして計画を

推進してきております。あわせて、地方自治体へ

も努力義務として地方再犯防止推進計画の策定を

促してきているところであります。道内において

は、各自治体での地方再犯防止推進計画の策定は

進んでいない状況にありますが、必要性について

は十分認識をしているところであります。

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課では、

来年度からの実施に向け、北海道再犯防止推進計

画を策定中と聞いております。道民が安全で安心

して暮らせる社会を構築する上で何が必要なのか、

どのような対策を講じるのかなど参考となる計画

内容となりますので、他市町村の策定状況なども

含め注視してまいります。

次に、大項目３、生きるを支える取組について

お答えいたします。小項目１の名寄市生きるを支

える自殺対策計画についてですが、本市では誰も

が自殺に追い込まれることのない名寄市を目標に

掲げ、名寄市生きるを支える自殺対策計画に基づ

き、市民一人一人が自殺を身近な問題として意識

し、かけがえのない命の大切さを考え、共に支え

合う地域社会の実現のため、生きるための包括的

支援に向けた取組を推進してきております。

国は、平成２９年の自殺総合対策大綱において、

平成３８年度までに人口１０万人当たりの自殺数

である自殺死亡率を平成２７年に比べ、自殺数を

３０％以上減少させることで１ ０以下とするこ

とを数値目標と定めています。このような国の方

針を踏まえ、本市の自殺対策計画の目標とすべき

数値目標として、人口規模などを考慮し、計画策

定時の直近平成２４年から平成２８年までの５か

年平均２ ２の自殺死亡率を平成２９年から令和

３年の５か年平均２ ４以下とすることとしてお

ります。本市の自殺死亡率は、平成２９年、１

７、平成３０年、 ２、令和元年、１ １となっ

ており、人口規模が小さいため人数の違いで大き

く自殺率が変動していきますが、いずれの年も目

標数値の２ ４よりも低く推移をしているところ

であります。

次に、小項目２の重点施策３項目と新型コロナ

ウイルス感染症に関連した自殺リスクの可能性へ

の対応についてですが、新型コロナウイルス感染

症の終息の兆しが見えない不安や外出を控えるな

どにより社会的な孤立による影響が心配されてき

ております。重点施策１、高齢者への対応につい

ては、介護サービスなどの利用を控えている方に

対しては、利用者の担当ケアマネージャーが定期

的に電話などで利用者の状況確認や心配事などを

聞き取り、必要な支援を行っております。また、

新規に相談を受け付けた場合は相談者宅へ訪問な

どをしながら、必要な支援につなげて対応してき

ております。

重点施策２、中高年男性への対応については、

中高年は家庭や職場の双方で重要な位置を占める

ことが多く、特に就業中の中高年への支援につい

ては、働き盛りということもあり、職場のメンタ

ルヘルス対策が重要と言われております。上川北

部管内の自殺に関する関係機関で構成される上川

北部自殺対策連絡会議を通じて、労働基準監督署

や公共職業安定所などとの情報交換や相互の連携

協力により、職場環境の改善や相談支援の窓口の

紹介などに努めております。

重点施策３、生活困窮者への対応については、

自殺に占める無職者の割合が大きくなっている傾

向から対策が重要と考えます。社会福祉協議会に
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生活困窮に対する総合相談窓口を設置しておりま

すが、自宅に閉じ籠もっていたり、人と話すこと

を避けているなど、相談につながらないケースも

潜在している状況にあります。このため、今後に

おいても地域の見守りを行っていただいている町

内会や民生委員児童委員の皆様から地域の情報を

いただきながら、対策をしてまいります。

新型コロナウイルスの感染拡大により、日常生

活、健康、仕事や経済など広範囲に様々な影響が

出ております。このことが自殺者の増加の要因の

一つになっているとの報道もされておりますので、

本市においても先ほど重点施策の対応で述べまし

た対策などに取り組んでまいります。

最後に、小項目３のゲートキーパーについてで

すが、自殺対策において自殺の危険を示すサイン

に気づき、声かけ、話を聞いて、見守りながら必

要な相談支援機関につなぐ役割を担うゲートキー

パーの存在は大変重要と考え、計画初年度はゲー

トキーパー養成研修を２回開催してきております。

１回目は、令和元年１０月に市職員を対象とし、

市民に接する機会が多い窓口業務の担当者を中心

に３１名、２回目は１２月に市民を対象とし、民

生委員児童委員や保健推進委員を中心に４２名が

受講され、合わせて７３名の養成を終えてきてい

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） 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。ありがとうございます。まず、大項

目１の小項目１について再質問させていただきま

す。

昨年来市長をはじめとした職員の皆様方ですと

か市内の商工会関係の団体の方々が一丸となって、

工場の跡地の利活用等、この地の地域の経済への

影響が最小限に収まるように御尽力されてくださ

っていることには感謝したいと思います。一企業

の判断として撤退を決められたことに関しては、

私たちがノーと言える立場ではないということで

はありますが、先日の本社要望の際には敷地の利

活用として、また新規事業の協力と雇用対策等を

要望したということをお聞きしていましたが、改

めて１１月１９日に訪問しての感触等どうだった

のか伺ってもよろしいでしょうか。

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） １９日の感触と

いうことですけれども、その行ってみての感触に

つきましては、会社としても初めてしっかりと文

書として要望として提案したのがその日だったも

のですから、会社として持ち帰って検討させてい

ただきたいというような形でしたので、今後丁寧

に情報交換を行いながら、一つでも具現化してい

けるように努力していかなければならないかなと

いうふうに感じて帰ってきたところです。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 今回３本の柱があっ

たということから、またさらに増やして具体的な

ほかの要望、バイオマスですとかＧＡＦＡと言わ

れるデータセンターの話ですとか、いろんなこと

を御要望されてきたのだと思いますけれども、工

場跡地の利活用に関してちょっと関連しての、少

しそれた質問になってしまうかもしれないのです

が、王子マテリアの敷地内には倉庫が結構たくさ

んあると、残っていると思うのですけれども、利

活用の一つの案として物流の拠点化が考えられて

いると思うのですが、その辺りに関する動きでは

本年の６月よりヤマト運輸株式会社の社員でおら

れる安藤正男氏が特別参事として招き入れられて

いると思うのですが、その関係性についてお聞か

せいただけないでしょうか。

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） ヤマト運輸株式

会社北海道支社から６月１日付で研修ということ

で安藤が来ておりますけれども、現在総合政策部

の特別参事ということで、物流担当ということで

今活躍してもらっています。今年度、道北圏域ロ

ジスティックス総合研究協議会という組織が会議
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所が事務局となって立ち上がっていますけれども、

そちらのほうに私と安藤がオブザーバーとして参

加をさせていただいております。今現在そこでい

ろいろなこの圏域の課題等の聞き取りを行ってお

りまして、可能性の調査を継続してやっていると

いったことであります。

工場敷地内の倉庫の話いただきましたけれども、

我々としては当然３本柱の一つで物流、防災拠点

化ということで柱を出させていただきましたけれ

ども、可能性のある一つの候補地として捉えてい

て、あそこありきで決して議論するつもりはなく

て、メリット、デメリットをしっかりいろんな方

の知見を入れながら精査した上で、拠点化構想を

具現化していくための場所というのは今後しっか

りと選定していかなければならないかなというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 一つの候補地として、

可能性の一つとして模索しているということで、

工場跡地になるのか、また別の場所になることに

なるというか、まだはっきりはしていないという

ことですが、いずれにしても物流のプロである方

が職員として名寄市のために知恵を絞っていただ

いているということで、これをしっかりと道北の

物流の拠点化に知見をいただいて成果に結びつけ

られることを期待したいと思います。

次に、小項目２、現在ある大手市外企業との関

係についての再質問をさせていただきます。約４

０年も前から続いている関係であるということで、

名寄市の気候を含め環境がタイヤのテストにふさ

わしかったということはもちろんなのですけれど

も、官民挙げての企業誘致が実ったということ、

そしてまたこれほど長きにわたり良好な関係を築

いてきたことは、これからの企業誘致にも必ずや

生かされるものではないかなと思っております。

秋の援農ですとか産業まつりへの出店や冬の雪像

作り、また雪質フェスティバルでの出店など、本

当にたくさん名寄市のイベントにも参加いただい

て、これからの名寄市としての企業誘致の取組に

も必ずや生かされていくのではないかなと思いま

す。

先ほどおっしゃられていたのは、テストコース

に慰問ですとか歓迎会などで直接お会いすること

があると思うのですけれども、そういったときに

要望など、例えば用地取得ですとか何かそういう

ものがあったときに情報提供するような支援につ

ながるのではないかなと思ったのですけれども、

例えば住友ゴムさん以外であってもそういった企

業とのやり取りはあるのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時５１分

再開 午後 ３時５１分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 申し訳ありません。

そういった直接企業の方とお話しする機会があっ

たということなのですが、そういうのって営業み

たいなものだと思うのです。営業として企業に行

かれたときに先方の要望を聞いて相談に乗るとい

うようないいタイミングだとは思うのですけれど

も、そういったことはほかの企業であってもそう

いう機会ってあるのかなと思ったのですけれども、

どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市内で市外から来て

いる主な会社で、市とそういったコミュニケーシ

ョンができている関係性があるかというお話です

かね。例えば今回の王子さんは撤退しますが、王

子さんに関しても実は経済団体で後援会等を切り

替えてから立ち上げさせていただいていたり、そ

こに私も役員として参加をし、東京等に行く際に

は事あるごとに訪問させていただいていると。あ

とは、例えば事例でいうと、名寄市の食肉センタ

ーを受託している指定管理業者のニチロ畜産さん
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なんかは、地域と一体となって名寄市の商品を販

売していただいたりとかというような、そうした

関係性だとか、当然年末年始等も様々な形で会社

等とコミュニケーションを取らせていただいてい

る中で、その会社、会社それぞれで信頼関係を築

きつつ、様々な事業の推進に双方が努力し合って

いるという関係性は持っているというふうに思い

ます。もちろん住友さんにしても、遠いので、な

かなか毎年は行けませんけれども、逐次私も訪問

させていただいたりしています。

余談ですけれども、今回光ファイバー網が全域

に敷設されることによって、実は智恵文地区のテ

ストコースがこれまで大変な御不便をかけていた

ところがありまして、このことによってかなり研

究の作業性等も増すものというふうに、これもお

話をさせていただいている中でありがたいという

お言葉もいただいているところでありまして、引

き続きそれぞれニーズを交換しながら、できる支

援も我々はしていきたいし、また我々がしてほし

い提案も場合によってはしていく、そうした関係

性を維持していきたいというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

した。光ファイバーの件、今まで智東地区通った

だけで圏外だったので、そういったところにも光

ファイバーが通ったことによって企業も仕事がし

やすくなるということで、すごくいいことだなと

思うのですけれども、やはりインフラ整備が整わ

ないと、企業誘致をしたくてもなかなかそれが進

んでいかないのだろうなと思っていたので、今回

のコロナの影響でもあるのですが、光ファイバー

が整うということは、地方のこういった名寄にと

ってもすごくいいチャンスになるのではないかな

と思っております。市内の雇用対策なんかのため

にも企業誘致と同様に今ある、立地している市外

企業との関係性というものは、とても大事だと思

っていまして、流出防止という観点からも良好な

関係をこの先も築いていっていただきたいなと思

います。

次に、小項目３の再質問に移らせていただきま

す。先ほどおっしゃっていた北海道型ワーケーシ

ョンというもの、次年度は参加するということで

理解しました。

１１月１６日、名寄市移住促進協議会が開催し

た関係人口創出拡大に向けた特別講演会、私も聞

いてまいりました。そのときのお話の中で、天塩

川の魅力ですとかロケーションのよさを改めて気

づくことができて本当にいいお話を聞けたなと思

ったのと、実際私も１０月に初めて天塩川をカヌ

ーで下ったのですけれども、道路から見る景色と

川の中から見る周りの景色というのがもう全く想

像を絶する違いといいますか、本当にこんなもの

が名寄の近くにあるのだなというすごく感動を覚

えたのですけれども、名寄に住んでいてもそうい

うことって全然気づかなくて今まで生きてきたの

で、やはりこのいいロケーションを使って、名寄

市の魅力をワーケーションの最大の強みにしてい

けたらいいのではないかなと思いました。来年そ

の芸者東京さんがワーケーションで来てくださる

予定になっているということで、そのときに要望

なども聞いて、それを反映されるということです

ので、その辺は期待していきたいと思います。

名寄市の強みって何だと思われますか、ワーケ

ーションをするに当たって。

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） 我々が強みと思

っているところが本当に向こうに響くかどうかと

いうところは別として、私は北海道、特に名寄と

いうのは四季折々の顔があって、自然環境に恵ま

れていてといったところがやはり強みになってい

くのだろうと。今議員がおっしゃったように住ん

でいて気づかなかったという角度、違う角度から

見たときの輝き方というのはもっともっと地域住

民、我々住民としてもしっかりと見詰め直して、

評価し直さなければならないのかなと思っていま

す。ワーケーションということで、当然いろんな
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企業に来ていただきたいし、営業活動というか、

宣伝活動をしなければならないのですけれども、

当然御存じのように全国で同じことをやっていま

す。これは、まだ強みなのは東京近郊、関東圏の

企業に、前回もちょっと私お話ししたのですけれ

ども、北海道は遠いですかというアンケートで遠

いと感じている人が意外と少なかったと。意外と

アクセスがいいという認識の下、向こうのほうで

受け入れられているといったところで、今回たま

たまつながりができた芸者東京さん、田中社長で

すけれども、かなりのやっぱり宣伝能力というか、

パワーのある方ですので、そういったところから

しっかりとつながりをお伝えいただきながら、ス

ポットでしっかりと入り込んで名寄に来ていただ

くような、そんな誘致活動を続けていきたいなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 名寄の個性を生かし

たワーケーションを確立できることを期待してい

ますし、また部長が外へどんどん発信して、私た

ちもどんどん発信していきたいなと思います。

最後に、全体を通しての質問なのですが、市内

の立地企業ですとか、またあるいはワーケーショ

ンなど様々な形で名寄市に貢献いただける企業が

期待される中で、御答弁でも言われたとおり、官

民含めた地域、企業が良好な関係を築いて、持続

させる必要があると思うのですけれども、企業が

行う地域貢献ですとか、そういうものを市として

何か感謝を伝える意味での形といいますか、そう

いったものはありますか。見解をお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 企業ですとか団体の

皆さんが行うような地域貢献の関係ですとか、そ

ういう事業につきましては、これまでも表彰審議

会におきまして名寄市表彰条例ですとか規則ござ

います。これに定める基準を満たすという形であ

れば、功労表彰ですとか善行表彰ですとか、そう

いう対象とさせていただいておりますし、これら

の表彰とは別に市長から感謝状を贈呈していると

いう場合もございます。議員のおっしゃるとおり、

地域と企業が良好な関係を築くということは、ま

ちの活性化にもつながると思いますので、これら

議員の御提言も含めて、今後も様々な取組を進め

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） そこにあるのが当た

り前になってしまうのではなくて、感謝を伝えら

れるときに伝える、そういったタイミングを逃さ

ずに良好な関係を大事にしていくことは、改めて

この企業との関係をより深く、強固にしていける

のではないかなと思っております。

次の大項目２に移らせていただきます。小項目

１、罪を犯した人の再犯防止に向けた取組につい

ての再質問になります。現在罪を犯した人に対す

る取組の中で、法務省を中心として名寄地区の保

護司会ですとか協力雇用主会、更生保護女性会な

どが再犯防止に取り組んでおりますが、現時点で

は市との横の連携がなかなか難しいという一つの

理由として、やはり個人情報という壁があるのか

なというふうには理解しております。そういった

中で、保護司の活動の拠点になる更生保護サポー

トセンターというものが福祉センターの中にあり

まして、相談をしたかったときにはそこに社協も

ありますので、相談を個別にすることも可能では

ないかなと思うのですが、いずれにせよ個人情報

のこともありますので、詳しい相談もなかなかし

づらい今の状況がありますので、やはり市と横の

つながりが確立されることが望まれるのですが、

その辺に関してどのようにお考えでしょうか。

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） 先ほど答弁でも

ちょっと触れさせていただきましたけれども、行

政が関わっていろんな取組というのはなかなかで

きていない状況にあります。言われるように個人
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情報のことだったり、どこがどういうふうに関わ

っていくか、大変これは難しい問題だというふう

に捉えております。そういった意味では、先ほど

も申し上げましたけれども、北海道においても今

再犯防止に関わる計画書を策定中であるというこ

とで、これには、具体的な取組まではいっていま

せんけれども、いろんな市町村との関わりも含め

て記載をされている部分がありますので、これが

策定後には市町村での役割といいますか、取組と

いうものについても北海道から通知等あるかとい

うふうに思います。そういった中で、市としてど

ういった関わりを持てるのか、どういったことが

できるのかというところも今後それに基づいて対

応していきたいというふうに考えているところで

あります。

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） 出所者への理解とい

うのがやはり難しいのかなと思うのですが、罪を

犯した人を排除するわけではなくて、地域全体で

見守るという考え方を市民にどのように意識を醸

成していくのか、その辺例えば広報とかでお伝え

していただくのもありだとは思うのですけれども、

その辺の意識の醸成についてのお考えをお聞かせ

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） 罪を犯した人に

対する思いやりというか、みんなで支え合い、見

守りながら、再犯を防止するというか、一緒に生

きていく、地域で生活していくということは重要

だというふうに考えているところであります。そ

ういった面では、地域全体がそういった意識に立

たなければならないということは当然であります

し、先ほどのコロナでもそうですけれども、やっ

ぱり一人一人が人権をしっかり尊重して、その人

のことを理解し、思いやりを持って、共にこの地

域で支え合い生きていく、そういったことが全て

において大変重要だというふうに考えています。

そういった面では、罪を犯した人に特化するとい

うことではなくて、従来からの地域での関わりで

あったり、地域で共に支え合う、そういった意識

をしっかり持ちながら取り組む、そういったこと

をどのように今後発信していくかというのも研究

しながら取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 市民が理解を深めら

れるような取組をこれからも期待していきたいと

思います。

小項目２の再犯防止推進計画の策定についてで

ありますが、北海道がまだ策定されていないとい

うことで、動向を踏まえて、その後検討されるの

ではないかなと思っておりますが、北海道の現在

のスケジュールとしては、今月２５日まで素案の

パブリックコメントの募集を行っているところで

あり、来年の令和３年３月には再犯防止推進計画

が策定されることとなっております。このように

３月に策定されると、きっと急速に自治体のほう

でも策定が進んでいくのではないかなというふう

には考えられるのですが、道のスケジュールを踏

まえた上で名寄市としての策定に関するお考えを

再度お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 策定スケジュー

ルは、特に今のところ具体的に持ってはいません

けれども、北海道が策定する素案もちょっと見て

いますけれども、正式にできた段階で中身も検証

しながら、ただこの件につきましては自治体がど

のように関わって、どういうふうに受皿になるか

というのは大変その取組について研究する必要が

あるというふうに思っております。そういった面

では、ほかの市町村もどのような対応をして、そ

の計画をつくるのであればどういった点を盛り込

んで、どういったことが重要かということもきち

っと整理をしていかなければならないというふう

に思っています。そういった面では、北海道策定
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後に市町村の役割も含めて下りてくるのかなとい

うふうに考えていますので、そういったものを見

ながら、単なる計画ではなくて、やっぱりつくる

のであれば実のあるものでなければならないとい

うふうに思っていますし、またこの計画単独でつ

くるべきなのか、道内でもつくったある市ではそ

れぞれの計画にそれぞれ盛り込んだり、いろんな

手法もあるかというふうに思いますので、そのほ

うがより実効性が高まるのであればそういった形

も必要になると思いますので、そういった面では

今後ほかの市町村の策定状況、策定方法も見極め

ながら、取組内容も研究しながら、策定について

は対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部長のおっしゃった

とおり、確かに策定だけではなく、その計画の策

定ということではなく、総合福祉計画の中に盛り

込むなどいろいろな方法があると思いました。今

のお話を聞いて、そういった方法もあるのだなと

いうことが理解できましたので、早い段階でそう

いったものを取り込んでいただけることを期待し

たいと思います。

次に、大項目３に関しましては、一括して再質

問させていただきます。先ほどおっしゃられてい

たとおり、今回新型コロナウイルス感染症の関係

もありますが、いろんな形で悩みを持っている方

がいらっしゃって、それぞれの悩みによって相談

できる窓口というのは違うでしょうから、これを

一つの窓口でということにはならないのかなとい

うことは分かりましたが、それぞれの窓口で悩み

に気づいて、必要な支援につなげて、見守ってい

くことが大事ではないかなと思いましたが、悩み

を抱えた人たちが自ら役所に来て相談ができると

いうことではないので、そういった意味ではゲー

トキーパーの養成ということが非常に重要になっ

てくると思うのですが、このゲートキーパー、現

在市民でも民生委員ですとか保健推進委員などの

方が４２名で、職員の方が３１名ということで、

今後広く講習希望者を募っていくお考えはござい

ますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員がおっしゃ

られるとおり、ゲートキーパーというよりもこう

いった自殺につながるような悩みを持っている人

のサインをいかに気づくか、そういったことで自

殺というものはどういうものかというところをし

っかり認識してもらうというのが大変重要であり

ますので、今後においてもこれは継続的に広く市

民にそういった研修会等機会を設けていきますし、

市の職員についても１回やったからこれはオーケ

ーだではないというふうに思っていますので、や

っぱり定期的にしっかりやることによって意識づ

けもされるというふうに思っていますので、今年

は新型コロナウイルスの関係で開催できていませ

んけれども、こちらは毎年しっかり開催しながら、

また保健センターのこころの健康づくりとか、そ

ういった部分で発信できるものがあれば発信しな

がら、この名寄の地から自殺者を出さない、そう

いった目標に向かってお互い見守り、支え合う、

そういったことができるような名寄市づくりに取

り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部長がおっしゃられ

たとおりで、今年はコロナ禍のせいでそういった

講習なども難しかったのではないかなと考えてお

ります。また、こういった状況なので、自宅での

時間が増えていく中で、民生委員さんですとか町

内会の方々が直接家に籠もられている方のところ

に行くというのもなかなか今は難しい状況ではな

いかなと思っております。まずは、そういった方

の気配りどうしていくのかということがちょっと

今不安になってしまったのですけれども、民生委

員さんであってもなかなか直接訪問できないとき

ってあると思うのです。そういったことで、市の
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ほうでは何か手だては考えているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） コロナの関係で、

当然今まで各町内会だとか地域を回って訪問した

りしながら、その人の状態を確認したり、また町

内会活動もこの間ずっとどこの町内会も行事とか

していない状況の中では、顔を合わす機会が本当

に少なくなっている状況にあります。そういった

場合にどうするかということで、民生委員の会議

は毎月やっておりますので、ちょっと気遣いが必

要な人、そういった人については電話での確認で

あったり、対応をしています。市のほうについて

もそういった情報をもらいながら訪問とか確認と

か、ちょっと注意をしなければならない人につい

ては電話とか訪問をしながら、連携、情報交換を

しながら対応してきているところであります。そ

ういった意味では、今回のコロナの中ではなかな

か十分な対応ができているかというと難しい状況

ありますけれども、できるだけ電話等を使いなが

ら声を聞く、必要があれば訪問して、これは感染

予防対策しながらですけれども、対応していくと

いうことで進めております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 実際自殺に関しては、

未遂を含めますと、なかなか数が今公表されてい

る数よりももっと悩んでいる方は多いけれども、

表に出てこないのではないかなと思っておりまし

て、こういった問題をまた皆さんで見守っていっ

て、気づいてあげられるような今局面にあるので

はないかなと思いますので、これからも気づきを

大切に地域で頑張っていけたらいいなと思ってお

ります。

以上、質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

冬季スポーツの拠点化について外１件を、清水

一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目２点にわ

たって質問させていただきます。

大項目１、冬季スポーツの拠点化について、小

項目２点についてお伺いします。小項目１、人工

降雪機の調査研究についてであります。私は、第

２回定例会において人工降雪機の導入について提

言しました。理事者から様々な方面から一度公社

の職員を含めて調査研究させていただきたいとの

答弁をいただきました。その調査研究の結果につ

いてお答えください。

小項目２、ジュニアアルペンスキー大会の協力

支援についてお伺いします。昨シーズンは、本市

でローカルではありますが、ジュニアアルペンス

キー大会がコロナ禍で中止となりました。本年度

も大会開催を計画しているとお聞きしております。

開催関係者とよく調整し、その協力支援について

のお考えをお伺いします。

大項目２、新型コロナウイルス感染症予防対策

について、小項目３点についてお伺いします。小

項目１、ピヤシリスキー場における新型コロナ感

染症予防対策についてであります。今シーズンか

ら小学生、中学生のリフト利用無料化及びシーズ

ン券料金の大幅値下げで、市内外の多くのスキー

ヤーが利用することが予想されます。そこで、具

体的なコロナ感染症予防対策についてお伺いしま

す。

また、名寄市指定管理者の指定手続等に関する

条例第９条、業務報告の聴取等に基づき、指定管

理者に対し新型コロナウイルス感染症予防対策の

実施を現場において実地に調査し、また必要な指

示をしているのかも含めお答えください。

小項目２、本市で開催される全道、全国スキー

大会における新型コロナウイルスの予防対策の協

力支援についてお伺いします。新型コロナウイル

ス対策で大会主催者及び大会主管者は、選手、コ

ーチ、監督及び応援者も管理棟の使用を制限、移

動手段に自家用車を奨励し、このことは特に選手

は車中での着替えが予想されます。今申しました
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制限等の対応の中で、選手等は１週間から３日前

には会場に乗り込んで大会に備えます。そこで、

会場の駐車場の除雪の確実な実施、クロカン会場

の場合は道立サンピラーパークの予備駐車場も含

みます。野外テント設営場の圧雪及び野外トイレ

の増設が必要と思われますが、市は大会主催者及

び大会主管者の関係者とよく調整し、その協力支

援についてお考えをお答えください。

小項目３、災害時の避難所開設における新型コ

ロナウイルス感染症予防対策についてお伺いしま

す。本年度の市防災訓練は、コロナ禍で市民参加

型の防災訓練ではなく、市職員に対しての防災訓

練と研修を実施しました。８月６日には旧豊西小

学校で、１９日には市役所名寄庁舎で新型コロナ

ウイルス感染症を考慮した避難所の運営について、

１１月２０日には市民文化センターで行われた北

海道版避難所運営ゲームを活用しての新型コロナ

禍を考慮した避難所運営訓練を実施しました。

お伺いします。１つ、市職員に対しての防災訓

練、研修での成果、２つ目、その成果を踏まえて

職員の実働演習の実施は、３つ目、その演習を公

開し、市民に対し安全、安心の理解を獲得するお

考えがあるかについてお答えください。

以上、壇上からの質問を終わり、理事者の答弁

をよろしくお願いします。

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） 清水議員から大

項目で２点にわたり御質問をいただきました。大

項目１の小項目１及び大項目２の小項目１につい

ては私から、大項目１の小項目の２及び大項目２

の小項目２については総合政策部長から、大項目

２の小項目３については総務部長からそれぞれお

答えいたします。

まず、大項目１、冬季スポーツ拠点化について、

小項目１、人工降雪機導入の調査研究について申

し上げます。ピヤシリスキー場の人工降雪機導入

につきましては、イニシャルコストやランニング

コストなどについてこれまで様々な助言や支援を

いただいている株式会社マックアースを通して情

報収集をしているところでございます。また、先

進地視察も計画しておりまして、人工降雪機の導

入実績があり、アルペンスキーの合宿、大会の先

進地であるＦＩＳ公認国設阿寒湖畔スキー場を予

定しております。今月２２日に開催される北海道

スキー連盟主催のアルペンスキー大会の前に視察

し、人工降雪機等の設備機器導入の効果をスキー

場運営の視点と合宿、大会誘致の視点から調査を

進めていきたいと考えております。

次に、大項目２、新型コロナウイルス感染症予

防対策について、小項目１、ピヤシリスキー場に

おける新型コロナウイルス感染症予防対策につい

て申し上げます。今シーズンのスキー場の営業は、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中

でオープンを迎える初めてのシーズンであり、徹

底した感染症予防対策が必要です。施設の指定管

理者である株式会社名寄振興公社では、政府や関

係機関が定めるガイドラインに基づき、名寄ピヤ

シリスキー場における新型コロナウイルス感染症

対策に関するガイドライン及び新型コロナウイル

ス感染症対策名寄ピヤシリスキー場各施設従業員

の対応をまとめたチラシ、ポスターを作成し、ゲ

レンデを含む施設内に掲示するとともに、利用者

への呼びかけなどに努め、周知を徹底することと

しております。

その具体的な内容ですが、ガイドラインではソ

ーシャルディスタンスの確保、マスク等の着用、

体温チェック、リフト乗車待ちや乗車中に大声の

会話を控えること、リフトは前を向いて乗車する

ことの遵守を求め、リフト混雑時は係員が乗車人

数を調整する場合があることに対する御理解、御

協力をお願いしています。

各施設従業員の対応につきましては、施設内備

品等の定期的な消毒を行うこと、施設内客室等の

定期的な換気を行うこと、屋内施設の入り口及び

トイレ入り口等に消毒液を常備すること、従業員

は手袋やマスクの着用、毎日の検温、健康チェッ
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クなど、小まめな手洗い、うがい等を徹底するこ

ととしています。今シーズンのレンタルに関しま

しては、貸出し備品は除菌処理を行い、衛生上の

観点から直接肌に触れるゴーグル、帽子、グロー

ブの貸出しは行わないこととしています。

スキーロッジ及びレストランにおきましては、

料理の提供方法について感染症対策を行っている

こと、密接、密集を避けるためスキーロッジの入

館人数を制限する場合があることをお断りし、休

憩、飲食など短時間の御利用の協力依頼をしてい

ます。そのほか、レストランでは、席を間引き、

テーブルの上にパーティションを設置するほか、

受渡し口に飛沫感染シートを設置いたします。こ

れらの感染対策につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の状況、いわゆる警戒レベルに合わせ

対策についても随時変更してまいります。

これらの取組につきましては、年度内策定予定

の指定管理者制度に関する運用指針で定める年４

回のモニタリングの試行という形で、今年度は名

寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例第９条に基づく実地調査を行っており、

その中で適正な実施を確認するとともに、職員の

行き来の際や検証委員会においても確認、指示に

努めてまいります。こうした取組を徹底し、感染

防止に努め、利用者の皆様に安心してウインター

スポーツを楽しんでいただくとともに、ウィズコ

ロナ時代に子供から大人まで楽しめる野外スポー

ツとしてまずは足元マーケットから、そして今後

さらなる利用促進につなげられるよう努めてまい

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） 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１、冬季スポーツの拠点化について、小項目２

ジュニアアルペンスキー大会への協力支援につい

て申し上げます。

昨シーズン新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で中止となった名寄地方スキー連盟主催のジュ

ニアアルペンスキー大会ですが、今シーズンも企

画されるということであれば、アルペンスキーを

含めた冬季スポーツの振興を図る上で大変うれし

いお話であります。現時点で今シーズンの実施計

画並びに協力要請について正式なお話はいただい

ておりませんが、今後大会運営や競技に必要な備

品購入等の要望があれば検討してまいりますし、

大きな予算が伴うものであれば総合計画ローリン

グの全体協議の中で、必要性や効果を検証しなが

ら検討をさせていただきます。

続きまして、大項目２、新型コロナウイルス感

染症予防対策について、小項目２、本市で開催さ

れる全道、全国スキー大会における新型コロナウ

イルス感染症予防対策への協力支援について申し

上げます。本格的にウインタースポーツシーズン

を迎え、先週末はピヤシリシャンツェにおいてピ

ヤシリジャンプ大会、吉田杯ジャンプ大会が開催

されており、道内各地から選手並びに関係者が本

市を訪れました。今週末からは、ノルディックス

キー競技を中心とした全国、全道大会の開催が予

定されており、年内は全日本コンバインド大会や

全日本学生チャンピオンスキー大会が開催され、

年明け１月には北海道スキー選手権や北海道中学

校スキー大会、３月にはＪＯＣジュニアオリンピ

ック全日本ジュニアスキー選手権大会が開催され

る予定で、延べ ０００人を超える選手、スタッ

フが本市を訪れます。

これら大会や合宿受入れに関わる感染予防対策

ですが、施設については利用人数の制限、手指消

毒、換気等の基本事項を徹底をすることとしてお

り、大会主催及び選手、スタッフについては、全

日本スキー連盟が定めている新型コロナウイルス

感染対策ガイドラインに基づき運営されることを

確認しています。

地元名寄地方スキー連盟との協議においては、

役割分担を明確にしながら、特に管理棟及び競技

会場の動線、仮設トイレの設置など、感染リスク

が少しでも軽減されるよう対策を講じているとこ
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ろです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目２

の小項目３、災害時の避難所開設における新型コ

ロナウイルス感染症予防対策についてお答えいた

します。

本年度の名寄市防災訓練につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響もあり、当初予定し

ていた市民参加型の実働訓練から市職員を対象と

した訓練に内容を変更して、２回にわたり実施し

ています。御質問の訓練実施における成果でござ

いますが、第１回訓練では新型コロナウイルス感

染症を考慮した避難所運営について、避難所の受

付や避難場所の配置などの検証のほか、職員を対

象として感染症対策を講じた避難所設営や避難者

誘導の留意点などについて研修会を開催したこと

により、避難所における感染症対策の認識が深ま

ったと考えております。

また、第２回の訓練ではワークショップ形式で

の水害想定訓練を行い、気象情報や河川情報に関

する情報の意味や災害時における災害対策本部で

の考え方などについて職員間の共通認識が深めら

れます。さらに、北海道版の避難所運営ゲームを

活用し、実際の避難所で想定される避難者受入れ

対応などについて図上訓練で疑似体験することに

より、避難所運営能力の向上が図られたものと考

えております。これまで市職員を対象とした訓練

が実施できていなかったことと、近年では大きな

災害もないことから災害対応を経験した職員が少

なくなってきているため、今回の訓練については

机上での訓練ではありますが、災害対応に関する

知識の向上や避難所対応能力の向上と併せて職員

の意識の高揚にもつながったものと考えており、

大きな成果があったと捉えております。

この成果を踏まえ、市民公開型の実働訓練を行

う考え方があるかとの御質問ですが、今年度の訓

練につきましては、感染症を考慮した避難所開設

から気象情報などによる災害時の考え方、避難所

運営訓練まで一定程度完結したものと考えており

ますので、職員を対象とした訓練については一区

切りさせたいと考えております。また、今年の訓

練を職員対象とした経過につきましても、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大予防のため変更し

たものであり、参加人数も各３０人程度に制限し

たものとなっておりますので、公開して市民を参

集するということも現状では考えておりません。

今後の訓練につきましては、大雨や地震、大雪、

暴風雪など様々な本市の災害リスクを想定した訓

練内容を検討して、計画し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） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 大項目に沿って再度質

問させていただきます。

人工降雪機の導入の調査研究について、先ほど

の答弁でありますが、マックアースさんから聞い

ている、１２月下旬には阿寒湖畔に研修に行くと、

こういうことでよろしいですか。結論は出ていな

いということでよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほど答弁させ

ていただきましたとおり、まずはマックアースさ

んを通して情報収集をしているということと１２

月に視察に行くということで、まだ結論は出てい

ない、これから調査させていただくところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 改めまして人工降雪機

の導入についての意義についてお話しさせていた

だきます。

１２月１２日ピヤシリスキー場はオープンしま

して、昨年より２週間早いオープンと思います。

今年から足元マーケット、小中学生のリフトの利

用無料化、シーズン券の大幅な値上げなどでまず

まずの出足かなと感じました。しかしながら、今
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年は東側斜面は未整備、圧雪をしていません。第

４ロマンスリフトは運休、このことは公社の経営

戦略と思いますが、誠に残念でなりません。東斜

面にはジャイアントコース、スーパージャイアン

トコース、スラロームコース、ダイナミックコー

スの４コースがありまして、これは国際スキー連

盟ＦＩＳ公認のコースであります。このＦＩＳ公

認のピヤシリコースは、１９８６年、昭和６１年、

ＦＩＳコース委員のエリック・タールベルク氏と

全日本スキー連盟、北海道スキー連盟、地元の名

寄地方スキー連盟アルペン部と市関係者が調査し、

翌年市は東側コースを伐採、拡張し、スーパー大

回転コースはＦＩＳ規格では標高差が足りなくて、

スタート地点を当初の予定位置から山頂へ３０メ

ートル移すとともに、やぐらを組んで標高を稼ぎ、

再度ＦＩＳコースの委員のエリック・タールベル

ク氏の審査を受け、１９８８年、昭和６３年にＦ

ＩＳの公認コースとして承認されました。関係者

の熱意と努力が報われたのであります。名寄市の

財産であり、宝でもあります。そのコースが整備

されていないことは本当に残念でなりません。

私は、今月６日からスキー連盟クロカン部の役

員の方と健康の森のクロカンコースに雪入れなど

コース整備を行い、整備開始２日目には道内外の

大学、高校生の選手が姿を見せ、早速練習を開始

していました。やはり選手は少しでも早く雪の上

のトレーニングをして、スキー感覚、技術、筋力

等を向上させ、頂点を目指すのだなと、こう感じ

入りました。このことはアルペン選手も同じなの

でございます。だからこそピヤシリスキー場東側

斜面ＦＩＳ公認コースに１１月中旬から人工降雪

機及びインジェクションを入れて、国際規格のコ

ースを整備し、どこよりも早くアルペンスキーの

合宿を受け入れてはいかがでしょうか。アルペン

スキー合宿の受入れは、インカレスキー大会の誘

致にもつながり、交流人口の拡大は市経済にプラ

スとなり、また地元アルペンスキー少年団の育成

にもつながり、将来はオリンピック選手も夢では

ないと思っております。改めてその見解について

お伺いします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいまスキー場の

歴史も踏まえた上で、さらには現状のスキー場の

オープンの状況も踏まえて、人工降雪機の優位性

について説明をいただいたというふうに思ってい

ます。ここについては、先ほど室長が申し上げま

したように、そういった優位性を認めた上で調査

させていただきたいということでありますが、優

位性がある一方でその設置をすることについての

条件等もあると思いますし、今足元マーケットの

ところで様々工夫をさせていただいておりますの

で、そういったものの行方などもしっかりと見極

めながら、この設置について検討させていただき

たいということでありますので、議員の思ってい

るスピード感からすると少し遅いという感はある

のかもしれませんけれども、私どももしっかりと

優位性に加えて様々な条件なども踏まえた上で、

この設置について検討してまいりたいと考えてお

りますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 結論につきまして令和

３年の第１回目の定例会、ここまで出るのか、で

はその結論は第２回の定例会、半年後になるか、

お答え願います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今結論を申せという

ことなのですけれども、ここについてはまだ調査

を終えていないということもありますし、今まさ

に令和３年度の予算編成の状況ということであり

ますので、調査を踏まえて、予算編成の中でもど

ういった形で進めたらいいのかについて検討させ

ていただきたいと思いますので、もうしばらくお

時間のほういただきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） では、令和３年の第２
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回目の定例会に再質問させていただきます。よろ

しくお願いいたします。

私は、調査研究せいと言っておりますが、調査

研究には資料の収集と関係者からいろいろなお話

を聞くことが重要かと思います。今部長が回答さ

れたとおりであります。関係者からいろいろなお

話を聞くには、やはり出張し、日帰りできない場

合は宿泊をする。その際の旅費、宿泊費は、市の

予算から支出されていると思います。相手が稼業

中に対応してくれる場合はそれは問題ないです。

しかしながら、相手方から稼業外、食事でもしな

がらお話をとお誘いを受ける場合もあろうかと思

います。そのときの食事代は自腹ですか。お答え

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） 調査に御協力いただ

く方がいるということであります。お食事のとこ

ろも含めて市の調査だということなのだと思いま

すけれども、ある意味関係機関のほうもそこは当

事者の一人なのではないかという思いが一つあり

ますので、それとお食事に関しては、これはこの

間行政内の様々な機関で御協力いただいていると

ころありますけれども、食事についてはふだん御

自宅におられても食事はされるところであります

ので、ここについては御自分で御負担をしていた

だいているというのがこれまでの倣いというか、

取扱いでありますので、食事についてはいろんな

思いはあるのだというふうに思いますけれども、

そういった意味では各自に参加者に御負担いただ

くのが基本的な考え方というふうに思っておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 実を言うと、その稼業

外のお付き合いが結構深いのです。根っこが深い。

なかなか聞こえない話も聞ける。もちろん人脈を

つくることもできる。しかしながら、職員が自腹

を切ってまで調査研究、情報収集、私は本当に心

苦しいです。痛い、心が。何とかならないのです

か。御回答をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 御質問の中に、再度確

認させていただきたいのですけれども、議員のお

っしゃられる職員というのは市の職員のこと……

（「そうです」と呼ぶ者あり）

〇副市長（橋本正道君） 市の職員につきまして

は、旅費規程の中で全て自腹ということで、食費

は自腹でありますので、これは曲げることはでき

ません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） そうですか。何とかし

てもらいたい、私はそう思うのであります。これ

以上話しても進みませんので、分かりました。規

程でそういうふうになっている。

大項目２のジュニアアルペンスキー大会の再質

問であります。今シーズンから小中学生がリフト

の無料化、シーズン券の料金も大幅な値下げで多

くのスキーヤーが利用することが予想されます。

そのスキーヤーからぜひ市民スキー大会もやって

ほしいという声が聞こえるかもしれません。どう

ですか。市は、市民スキー大会を開催するお考え

はあるかどうかお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 市民スキー大会が中止

になったいきさつは、なかなか参加人数が集まら

ないということが一つあったことを承知しており

ます。どういう条件であれば再開できるかという

ことが一番大きな鍵になってくるかと思いますけ

れども、できるだけ子供たち小さなうちから様々

な形でスキー場に親しんでいただきたいというこ

とが今回のピヤシリスキー場のコンセプトにもな

っておりますので、その中で様々なやり方もある

かと思います。条件等については再度精査させて

いただきながら、もし機会があればそういった大

会の復活、あるいはそこまで至らなくても気軽に

参加できるような大会という、そういう方策もあ
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るかもしれません。様々な角度から検討、研究さ

せていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 機運が盛り上がれば、

よろしくお願いいたします。

それでは、大項目２に移ります。ピヤシリスキ

ー場におけるコロナ感染症予防対策、具体的なお

話をしていただきまして、対応しているというこ

とを聞きまして、よろしくお願いいたします。特

にこの指定管理者の指定手続等に関する条例の第

９条、これを確実に実施していただきたいと思い

ます。これを今までやっておれば、昨年の公社の

事案は未然に防げたかも分かりません。改めてし

っかり現場で実地調査、具体的な指示をすると、

徹底すると、改めてお伺いします。どうぞ。

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） 今回のコロナ対

策ということでいいますと、この間の土曜日にオ

ープンをし、最初の週末ということで、私ども指

定管理の所管課として産業振興課の職員、私も含

め現地に行って、指導を含めて、あるいは公社、

そして今回コロナの対策というのが緊急事態とい

いましょうか、初めて迎えるときでありますので、

何としてもこのピヤシリスキー場の利用者の皆様

に感染していただきたくないという思いから、市

の職員も一緒になって検温ですとか、そういった

ことについてやらせていただきました。ですので、

議員おっしゃるとおり、この指定管理を所管する

課として指定管理者である公社に対して指導と、

それから協力し合っていきたいと思っているとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、全道、全国スキー大会の予防対策

の協力支援について関係者と協議し、協力支援し

ているという回答、これでよろしいですか。もう

一度。

〇議長（東 千春議員） もう一度答弁というこ

とですか。

〇９番（清水一夫議員） はい。

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） もう一度答弁し

直すということ……。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 部長の答弁の再確認で

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） 大会運営につい

ては、競技団体と、スキー連盟としっかり話合い

をして、役割分担をした上で協力をさせていただ

いているという認識でございます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 私は、１３日の日曜日、

クロカンのコース整備しておりました。東川町の

中学生、それと父兄が健康の森に来られて、特に

練習をし、父兄が激励している姿、これを見ると

コース整備してうれしくもあり、励みになりまし

た。この大会が選手が十分な力を発揮できること

を願うものでありますが、しかしながら自然相手

であります。急に大雪が降ってきて、どうしても

駐車場が空けれないというようなときは、市の協

力支援なくしては大会は開催できません。よろし

くお願いします。再度、部長、回答をお願いしま

す。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 多分いろいろな

ハプニングを想定されるのだと思います。そこに

ついては、臨機応変にやはり主催でありますスキ

ー連盟の皆様方と協議しながら、我々が協力でき

る部分についてはしっかりと協力していくといっ

たようなことで乗り切っていくことになるのだろ

うというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 最後に、避難所のコロ

ナ対策であります。何で部長、せっかく頭の体操
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したのに実働演習やらないのですか。そんなの成

果と言わない。それは成果と言わない。例えば災

害時、被災者が避難所の感染症が怖いから、自宅

の２階で避難して救助を待った。結局は避難所行

くのだけれども。それよりも被災者が早く避難す

るべきであります。そのためには、せっかく頭の

体操やったのだから、実働訓練して、我々市民に

公開してください。そして、安全、安心を市民が

理解するのが当たり前ではありませんか。どう思

う。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 清水議員、御提言あ

りがとうございます。

ただ、今回の職員の訓練につきましては、一定

程度コロナ感染症絡みもあって人数を絞ってやっ

たという部分もありまして、今後コロナの状況が

どうなるか分かりませんけれども、そういう状況

で一定程度やったという形です。ただ、これから

企画は担当で考えていく形になりますけれども、

例えば通常の実働訓練を行った場合だとしても、

避難指示が出て、そして町内会単位なのか、市民

の皆さんが避難所に避難すると。そういった場面

では、例えば今回訓練した内容、職員が訓練した

コロナ対応を取った受付のやり方だとか動線で分

けてやるだとか、そういうことの訓練は一般の訓

練でも可能ですし、そういうことについては当然

公開できる部分であると考えております。今後コ

ロナ禍がこれからどうなるかまだ予測つかないと

ころもありまして、どのような訓練にするかはこ

れから考えていくところでございますけれども、

基本的にはそういうコロナの関係で避難所の運営

というのは変わっているというのは間違いないの

で、これまでの訓練と変わってバージョンアップ

した訓練になっていくものだろうと考えておりま

すので、御理解願います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 理解できない。やって

くださいよ。自信がないのですか、公開すること

に。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 自信がないわけでは

なくて、今回コロナ禍の中で人数を絞ってやった

という形になりまして、今後どうなるか分からな

いという部分もあります。防災訓練については、

いろんな災害リスクが、先ほども答弁しましたけ

れども、ありまして、冬の訓練もあれば、夏の訓

練もある。そして、皆さん方の町内会単位でも訓

練行っていただいている部分もあります。いろん

ないいところがありますので、そういうのも取り

入れながら、様々な訓練を実施していきたいとい

うところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 様々な訓練を実施した

い前に、せっかく今回頭の体操をしたのだから、

実働演習をして、それを市民に公開しなさい。そ

れが市民に対する安全、安心の理解の獲得の一丁

目一番地です。違いますか。

〇議長（東 千春議員） ここで議事の都合によ

り、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。

〇議長（東 千春議員） それでは、よろしくお

願いします。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、

安全、安心のために私どもも日々いろいろ考えな

がら防災訓練、様々な施策について取り組んでい

るところでございます。防災訓練につきましても、

コロナ禍の状況の中で様々な部分考えながら取り

組んでいきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） だから、いろいろ取り

組む前に、こんな感じだけれども、見解の相違か

もしれないけれども。

私も今年町内会長として町内会で防災訓練やり
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ました。日曜日にやりました。市の防災訓練は何

曜日にやるのですか、令和３年。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 防災訓練の日程も含

めまして、誠に申し訳ございませんが、今まだそ

こまで煮詰まっている状況ではございませんので、

今ここで答弁はなかなか難しいということで御理

解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 私は強く要望します。

改めてせっかく頭の体操やったのだから、市職員

の実働訓練を演習をする。そして、市民に公開す

る。市民の安全、安心の理解を獲得する、それが

大事だということで、私の要望を踏まえて、質問

を終わります。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時５８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 今 村 芳 彦

署名議員 高 野 美枝子
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