
－105－

令 和 ２ 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和２年１２月１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 木 村 睦 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
丸 箸 啓 一 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和２年１２月１７日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－106－

令和２年１２月１７日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号

〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 村 幸 栄 議員

１５番 東 川 孝 義 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。

冬期の安全対策について外２件を、高野美枝子

議員。

〇１２番（高野美枝子議員） おはようございま

す。議長より指名をいただきましたので、通告順

に従い、質問をさせていただきます。

北海道は、１２月１４日、全道に交通死亡事故

多発警報を発出いたしました。１２月１０日から

１２日の３日間で５名が死亡し、１２月２０日ま

での警報を出したものです。これから吹雪や凍結

など厳しい自然環境にある道北地方では、事故や

立ち往生など特に交通事故に対する最善の対策が

求められます。そこで、大項目１、冬期の安全対

策について、小項目１、交差点での安全対策につ

いてお伺いいたします。交差点での交通事故対策

については、これまでも事故防止を考え、カット

除雪など対策を取ってきています。夏には国道４

０号線における交通事故で３名の方が重傷を負わ

れ、お一人は３日後にお亡くなりになり、もう一

名の方も瀕死の状況で、現在も治療中であり、一

瞬の不注意が死亡につながる恐ろしさをまざまざ

と経験いたしました。交通事故のないことを願う

ばかりです。例年冬期間の交差点ではカット除雪

を行っていますが、出会い頭の事故が後を絶たな

い状況にあると思います。その対策と状況につい

てお知らせください。

次に、小項目２、小中高生の通学路の確保につ

いてお伺いします。昼夜を問わず除雪作業に当た

られる皆様には心より感謝を申し上げます。日々

安全に配慮した除雪を行っていただいているとこ

ろですが、除雪が行き届かない悪路、学校に通う

子供たちを目にすることがあります。通学路の安

全の確保についてお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染症は、２月から今日ま

でまさに猛威を振るい、終息のめども立っていま

せん。早期の安全なワクチン接種に期待をする状

況です。医療関係者の皆様をはじめ大変な状況の

中で仕事をしている皆様には、心より敬意と感謝

を申し上げる次第です。そんな中で、子供たちに

学校の休校、消毒、学習環境の変化等、多大な恐

怖や不安感など心身ともに影響を与えているとこ

ろです。そこで、大項目２、子供たちの未来に寄

り添った教育について、小項目１、不登校、登校

渋りなど不安を抱えた子供たちの状況についてお

尋ねいたします。新型コロナウイルス感染症は、

いまだ終息するどころか、ますます感染者数が増

加傾向にあります。学校休校により不登校、学校

渋りなどが全国的に問題となっています。名寄市

の状況について、また不安を抱えた子供たちの状

況についてお知らせください。

少子化傾向はますます進み、今後も続くことが

予想されます。小項目２、少子化社会における学

校施設の整備計画について、今後の名寄市の学校

施設整備計画はどのような方向性になっておられ

るのかお知らせください。また、児童数の減少及

び学校施設の老朽化に対応したこれからの整備に

ついてどのように考えておられるのかお知らせく

ださい。

少子化は、小中学生のみならず、過去には４校

もあった高校が今は２校となりました。しかし、

また北海道教育委員会より再編の方向性が示され、

名寄市はいち早く再編に向け道教委に要望を提出
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いたしました。小項目３、名寄高校、産業高校の

再編についてお知らせください。２０２３年をめ

どに統合の方向性について要望しているところで

す。学科構成や名農キャンパスを含む両校の既存

の施設の有効活用について、また近年入学者数が

減少していますが、その対応についてお知らせく

ださい。

冬期間の除雪体制、高齢、少子化、新型コロナ

ウイルス感染症、指定管理制度など名寄市を取り

巻く環境は厳しいものがあります。安心してこの

地域に住み続けたい、こんな声を多くお聞きしま

す。大項目３、安心して暮らせる名寄市であるた

めに、小項目１、立地適正化計画の推進と今後の

取組についてお伺いいたします。立地適正化計画、

コンパクトシティーなど計画はできましたが、実

際に具現化するために市民が理解し、協力するた

めの説明と意見交換は十分になされているのでし

ょうか。また、どのように計画を着実に進めてい

く考えなのでしょうか。お聞きいたします。

次に、小項目２、公共施設整備についてお伺い

いたします。老朽施設や旧豊西小学校、旧風連日

進小中学校、旧東風連小学校の今後の対応につい

てお知らせください。

また、図書館の未来像についてお伺いいたしま

す。市民のための名寄図書館として、総務文教常

任委員会では前期４年をかけ提言書をまとめまし

た。現在の図書館は、非常に老朽化し、壁は崩れ、

雨が降るたびに職員はたくさんのバケツを用意し、

雨漏りに対応しています。新図書館の考え方につ

いて、また市内に点在する老朽化した公共施設の

今後の考え方についてお知らせください。

令和２年１０月３０日、名寄商工会議所の全額

出資により株式会社まちづくり名寄が設立されま

した。小項目３、まちづくり会社の位置づけにつ

いてお伺いいたします。名寄商工会議所が中心と

なった株式会社まちづくり名寄については、名寄

市とどのようにまちづくりを進めるのでしょうか。

また、このことにより名寄市民にどのような影響

があるのかお知らせください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） おはようござい

ます。高野議員からは、大項目３点にわたり御質

問をいただきました。大項目１は私から、大項目

２は教育部長から、大項目３は総合政策部長から

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、冬期の安全対策について、

小項目１、交差点での安全対策についてお答えい

たします。本年度も１１月下旬から本格的な冬の

シーズンを迎え、既に除雪作業がスタートしてお

りますが、除雪作業については今シーズンにおい

ても例年同様雪を道路の脇に寄せるかき分け除雪

と道路の幅員確保及びすり鉢状の道路改善のため

ロータリー車で雪を積み上げる積み上げ除雪を実

施してまいります。降雪の状況によっては交差点

に積み上げられた雪山が高くなることもあり、交

差点に進入する際には対向車や歩行者の確認にお

いて視界の確保ができず、車両や歩行者にとって

大変危険な状況となり、交通安全上その対応が必

要であるものと十分認識しております。そのため、

本市といたしましては冬期の安全対策として交差

点の角を斜めに排雪する隅切り作業、いわゆる交

差点のカット排雪を行っているところです。この

間道路パトロールや市民の皆様からの情報により

現地確認を行い、危険な場合は適宜カット排雪を

行っており、平成３０年度では実績として３５４

か所、少雪だった昨年度実績においても１３１か

所実施しているところです。今シーズンにおいて

も安全確保を最優先にこれら作業を継続して行っ

てまいります。また、広報なよろの紙面、「なよ

ろの除雪」においてもこれまで道路への雪出しは

やめてください、交差点への進入は徐行してしっ

かり確認しましょうなど市民の意識啓発も行って

まいりましたが、今後も引き続き市民への交通安

全対策についても啓発してまいります。
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次に、小項目２、小中高生の通学路の確保につ

いてお答えいたします。冬期間の通学路の確保に

つきましては、各小中学校の通学路に設置してい

る市道の歩道部分を除雪委託で対応しています。

通学路の歩道除雪の出動基準につきましては、車

道の除雪と同様であることから、深夜のパトロー

ル時点で１０センチ以上の積雪があれば歩道、車

道ともに出動し、除雪をしております。しかし、

パトロール時点で積雪がなく、パトロール後の朝

方等に降雪がありますと通学時間までに除雪を終

了させることができないため、除雪の出動はして

おりません。そのため、通学時間には雪の降り積

もった状況で登校となってしまう場合もございま

す。また、日中の市街地における歩道、車道の除

雪については危険が伴うため実施できませんので、

下校時においても雪の降り積もった状況で下校と

なる場合もございますので、御理解願います。

いずれにいたしましても、さきに述べた交差点

などの雪山をはじめ通学路の歩道においては、除

排雪業務を行う委託業者や市の直営班によりしっ

かりと除雪、排雪作業を行い、市民の皆様の安全

が担保されるよう十分に努めてまいりますので、

御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２

の子供たちの未来に寄り添った教育についてお答

えを申し上げます。

まず、小項目（１）の不登校、登校渋り等の不

安を抱えた子供たちの状況について申し上げます。

児童生徒の状況についてでありますが、学校から

新型コロナウイルス感染症拡大に直接起因した不

登校や登校渋り等の報告はございません。しかし、

コロナ禍の中、児童生徒は新型コロナウイルス感

染症拡大に伴う学習環境や家庭環境の変化等を背

景とした様々な不安を抱えていると考えられるこ

とから、一人一人に応じた心のケアに努めること

は極めて重要であると考えております。このため、

学校では児童生徒の状況を的確に把握し、一人一

人の不安感に寄り添った適切な指導に努めている

ところでございます。

次に、少子化社会における学校施設の整備計画

についてお答えをいたします。市内小中学校の施

設整備については、児童生徒が安心して学習でき、

豊かな学校生活を送るために学校の施設設備を適

切に維持管理、改善していくことが不可欠となっ

てございます。これまで学校施設の老朽化対策と

耐震化を推進するため名寄市街地区の名寄南小学

校と豊西小学校の統廃合に合わせた改築、風連中

央小学校の改築、今年度から整備を進めている智

恵文小学校の耐震化に併せ、智恵文地区の小中一

貫教育を推進するため義務教育学校の新設に向け

た取組など財政状況を勘案しながら着実に進めて

きていますが、国が示す耐震化率１００％には達

していない状況となってございます。今後の課題

として、名寄中学校と名寄東中学校が旧耐震構造

となっていること、また上下水道などの水回りや

暖房設備などの老朽化も激しいことから、早急な

施設整備が必要となってございます。さらに、耐

震化されている学校施設においても２０年以上経

過している建物の適切な維持補修や大規模改修、

また老朽化が進んでいる郊外農村部の教員住宅の

整備も必要となっており、学校施設等の整備には

多くの課題が残ってございます。今後の学校施設

等の整備の方向性としては、名寄市立小中学校施

設整備計画で基本的な考え方を示しておりますけ

れども、名寄中学校や名寄東中学校の早期な整備

や耐震化が完了している学校施設についても２０

年以上が経過している学校施設の大規模改修や部

分改修など各学校ごとの状況に応じた施設整備を

計画的に進める必要がございます。このようなこ

とから、学校施設整備計画を基本としながら、個

々の学校施設の劣化状況に応じた長寿命化計画、

個別施設計画を作成するため各学校の劣化状況調

査を実施し、その結果に応じた効果的、効率的な

施設整備について検討しているところでございま
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す。また、この長寿命化計画では耐震化の重要性、

老朽化への対応、危険校舎等の年次的な改修、改

築という視点からだけではなく、今後の児童生徒

数の推移など様々な要因を加味し、効果的、効率

的な財政運営と後年に過大な負担を残さないとい

う視点も踏まえ、学校施設の整備を計画的に進め

る必要があると考えております。

次に、名寄高校、名寄産業高校の再編について

お答えをいたします。これまでの市内道立高等学

校の状況につきましては、平成２１年度に風連高

等学校が閉校し、名寄農業高校は名寄光凌高等学

校と再編、統合し、平成２３年度には名寄産業高

校となりました。これにより名寄高校と名寄産業

高校の２校で学級数は２４学級、定員は９６０名

の規模となり、在籍者数は７４９名で、欠員は２

１１名でございました。現在の状況は、人口減少

や少子化の影響により中卒者数は減少傾向にあり、

定員割れが続いていることから、令和２年度の新

入学生の間口は名寄高等学校では４間口から３間

口に、名寄産業高校は酪農科学科、電子機械科、

建築システム科、生活文化科の４科から学科の転

換により酪農科学科、機械建築システム科、生活

文化科の３学科に再編され、両校で２間口減少し

ました。両校の学級数は２１学級、定員は８４０

名ですが、在籍者数は５５２名で、欠員が２８８

名となっております。平成２３年度と比較すると、

学級数は３学級、在籍者数も１９７名の減少とな

っております。これらの状況を踏まえ、名寄市に

おいては地域の生徒が学びたい専門的な知識を得

たり、希望する大学に進学することや自分の目指

す職業に就くなどの夢が実現できるように高等学

校教育の望ましい在り方について市内高等学校在

り方検討会議などを通じ市民議論を重ねてきたと

ころでございます。このような中、道教委から示

された公立高等学校適正配置計画案では令和５年

度の配置計画案として市内道立高校２校の欠員の

状況等を踏まえ、再編の検討について示されたと

ころです。本市としては、上川北部地区の中卒者

数が減少傾向にあり、２つの高校を新しい学校と

して再編し、地域の未来を担う人材を育成する魅

力ある学校として整備することについてはやむを

得ないものと理解してきたところでございます。

今後も市内の高校が地域から魅力ある学校として

認められるよう普通科、職業科の教育課程の在り

方や特進コースの新設、また既存校舎の有効活用

など様々な人たちとの対応の中から魅力ある高校

の在り方を模索し、名寄市内の中学卒者はもとよ

り、市外からも入学が希望されるような魅力ある

高校となるべく道教委に意見反映しながら進めて

いきたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目３、安心して暮らせる名寄市であるためににつ

いてお答えいたします。

初めに、小項目１、立地適正化計画の推進と今

後の取組について申し上げます。名寄市立地適正

化計画は、名寄市都市計画マスタープランと同じ

く本年度から２０３９年度までを計画期間とし、

２０年後を見据えた計画となっております。策定

作業では、各分野の代表者で構成される名寄市都

市計画マスタープラン見直し及び名寄市立地適正

化計画策定委員会で議論を重ね、市民説明会を開

催し、策定してまいりました。計画策定の目的で

は、全国の多くの都市に共通する課題である人口

減少、厳しい財政制約の下、医療、福祉、商業な

どの生活サービス機能を維持し、将来にわたり持

続可能な都市経営を可能にするため都市機能、居

住機能の集積、公共施設の適正な配置、公共不動

産の有効活用等によりコンパクトなまちづくりへ

の転換を図ることとなっております。計画では、

地域分析に基づき居住誘導区域及び都市機能誘導

区域を設定し、コンパクトなまちづくりを進めて

いくものでありますが、今後各機能を有する施設

を整備する際には必要な情報を市民へ公表し、誘

導区域内への整備を行い、具現化していくことに
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なります。また、計画内では具体的な項目につい

て５年後及び２０年後の目標値を設定し、進捗状

況の評価ができるようになっておりますので、Ｐ

ＤＣＡサイクルを回しながら推進していかなけれ

ばならないと考えております。

次に、小項目２、公共施設整備について申し上

げます。市内には老朽化が進んだ施設が増えてき

ており、今後計画的な整備が必要となってまいり

ます。既に学校教育施設をはじめ児童福祉施設に

も着手しており、機能の複合化をはじめ施設の規

模など議論を深めながらの推進になってまいりま

す。既に設置当初の役割を終了した施設につきま

しては、老朽化が進んでおり、利活用が見込めな

い場合は順次財源を確保しながら解体を想定して

いるところです。図書館につきましては、総合計

画実施計画に掲上させていただいており、整理へ

の意思決定はしておりますので、さきにも述べた

とおり、機能の複合化や規模、設置場所など都市

機能、誘導区域を重視しながら具現化へ向けて議

論を深めてまいります。

次に、小項目３、まちづくり会社の位置づけに

ついて申し上げます。国内において１９９８年に

特定非営利活動推進法、いわゆるＮＰＯ法が制定

され、２０００年以降公共という概念が新しい公

共を意識した概念に変化し、現在では新しい公共

を包含する意味で協働という取組を提示するよう

になりました。本市の総合計画では、基本構想で

ある大切にしたいまちづくりの基本となる考え方

で、協働によるまちづくりをうたわせていただい

ております。そのことを踏まえ、民に任せるべき

公的な領域を見定めつつ、安定的かつ持続的で質

の高い公共事業、サービスを可能な限り拡充して

いくことが自治体の責務と考えており、そのため

には何が何でも自治体直営でということではなく、

民の活用によってサービスの充足、さらには満足

度の向上を図りつつ財政節約ができるのであれば

そのほうが望ましいということになり、公的責任

を維持しつつ民間委託をするべきということにな

ると考えます。具体的な取組として、ＰＦＩ、Ｐ

ＰＰがありますが、民間事業者との対話から始ま

り、連携に向けて様々な課題について今後検討し

ていかなければなりませんし、その担い手として

事業者が１つ増えたということで期待をしている

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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それでは、答弁を

いただきましたので、再質問いたします。

冬期の安全対策についてでございますけれども、

交差点では事故が非常に多いということで、カッ

ト除雪、排雪で出会い頭の事故が少なくなってき

ているのかなというふうにも思いますけれども、

昨年はたまたま少雪だった、雪が少なかったとい

うことも考えられるのかなというふうに思います。

１１月２７日に名寄市除排雪対策会議がありまし

て、その中で名寄警察署から事故防止と安全対策

の徹底についてということでお願いがあったとい

うふうに思いますけれども、その内容についてお

知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 今議員のほうか

らもお話ございましたとおり、本年１１月２７日

におきまして除排雪に関わる各関係機関、お集ま

りいただきました。開発ですとか名寄警察署、さ

らには消防、そして町内会連合会の役員の方等々

含めまして皆さんに御参集いただいて、除排雪対

策の打合せ会議を行わせていただいたところでご

ざいます。会議の中におきましては、今議員のほ

うからお話ありましたとおり、名寄警察署様から

はいろんな事故の原因含めて注意喚起いただいた

ところでございまして、中でも携帯電話を見なが

らの追突事故が多いことですとか、そういったこ

とを受けました受傷事故には十分気をつけてほし

いといった内容のことが注意喚起含めてお話しい

ただいたところでございます。そうした情報共有

をしっかりと各関係機関でさせていただきながら、
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連携を図りながら、除排雪体制に努めていければ

なというふうに考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 名寄警察署のほう

でも私も伺ってお聞きしたのですけれども、厳し

い一時停止の取締りによって大分交差点の事故は

減少傾向にあるということでございますけれども、

冬の滑る道路の状況の中でやはり見通しが立たな

いとか、おとといからすごい吹雪が日本海側で続

いております。そのような状況の中でやはり交差

点での注意を重点的にしていってほしいなという

ふうに思います。

また、除雪体制なのですけれども、今コロナで

感染者が、もしくは除雪をする方の中に、事業者

の中に出てきた場合の、もともとオペレーターが

少ないとか作業員が少ないということでございま

すけれども、その対応については考えておられる

のか質問いたします。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 今シーズンの除

排雪体制の大きな課題の一つとして、やはりコロ

ナ感染の問題というのが私どもも考えているとこ

ろでございます。先ほどお話しいただきました除

排雪対策会議の中におきましても、委託業者様の

ほうからコロナ対策には非常に緊張感を持って取

り組んでいくのだけれども、やっぱり不安はなか

なか拭い去れないというようなお話もいただいて

おります。そのため、名寄地区、風連地区におけ

る委託業者さんの中におきましてもそれぞれ万が

一に備えまして、対応策というのを検討していた

だいているところでございます。両組合の皆さん

におきましては、早朝からの作業に加えまして、

そうしたコロナ対策への対応など非常に大変かと

思いますけれども、市民の皆様方の冬期の道路空

間の確保に向けて十分気をつけていただきたいな

というふうに考えているところでございますし、

除排雪がしっかりと継続されるように私どももで

きる範囲の中で支援のほうさせていただければと

思っていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） この地方で除雪車

が動かないということになれば、本当に大変なこ

とになるというふうに思いますので、対応につい

てよろしくお願いいたします。

除雪自動車のオペレーターの不足ということで

ずっと問題になっておりまして、この辺の育成と

いうことについても考えていかなければならない

というふうに思っておりますけれども、その対応

について何かございましたらお聞きしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 除排雪のオペレ

ーターの不足等についての御質問かというふうに

思っています。この問題、名寄市にかかわらず、

全道的にオペレーター不足、いわゆるなり手不足

というのは大変深刻な課題になってきているので

はないかなというふうに認識しているところでご

ざいます。特に除雪作業と排雪作業が重なるとき

もございますので、そういったときは本当に大変

厳しい苛酷な作業になっているのでないかなとい

うふうに思っているところです。そういった中で

新たなオペレーターの確保ですとか人材を育てて

いくということは、業界、請け負っていただいて

いる業者さんの皆さんからも非常に苦労している

という話も伺っておりますし、育成にはやっぱり

同じ除雪機械に、助手席に乗ってもらうのが一番

勉強になるという話も伺っているところでござい

ます。オペレーターにつきましては、私どもの地

域にとっては非常に重要な欠かすことのできない

業務であると思っておりますが、解決に当たって

は非常に難しい問題だというふうに認識していま

す。この問題、当然私ども行政だけではなかなか

解決することができないところもございますので、

引き続きましてこういったことの対応に向けて各

業者さん、業界さんの皆さんと一緒になって研究、
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協議させていただければなというふうに思ってお

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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 非常に時間がかか

る、一朝一夕には育成されないということでござ

いますので、ぜひ長期的な計画を立てて進んでい

っていただきたいというふうに考えます。

あと、除雪が大変で、高齢者の方が門口の除雪

ができないということで２０１７年からレンタル

＆ゴー事業について進めているところで、３年が

たって実績がないということで、高齢者の方たち

は諦めて引っ越しをするという、そういう状況に

なっているのではないかというふうに思うのです

けれども、レンタル＆ゴー事業について今年も頑

張ってやりますと、補助もつけますということな

のですけれども、なかなか定着していかないとこ

ろで、かえって小型の除雪機を町内会に、前は社

協の関係になるのでしょうか、貸し出したり、き

めの細かい対応していたというふうに思うのです。

今もやはり町内会で高齢者のために除雪をしてあ

げている方、また隣近所で高齢者の除雪ができな

い方のために除雪をしている方も見受けられると

ころなのですけれども、そこら辺の考え方につい

てはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） レンタル＆ゴー

事業と、それから小型除雪機の件だったかと思い

ます。議員御承知のとおり、平成２９年度から３

年間の試行期間を設けさせていただきまして、レ

ンタル＆ゴー事業についてはスタートさせていた

だいております。試行期間中につきましては、町

内会様の要望等に十分応えていく形で、また少し

でも取り組みやすい形になるように、使いやすく

なるように制度の内容を少しずつ変えながら進め

てきたわけでございますけれども、平成２９年度

に１町内会が活用していただいてから、少雪とい

うこともあったかと思いますけれども、残念なが

ら今のところ使用された町内会はないということ

になっているところでございます。ただ、このレ

ンタル＆ゴー事業につきましては、地域の、今お

話しいただきましたように、高齢者の方々の対策

ですとか踏まえて、地域の課題であるこの除排雪

というところをこの事業を活用していただいて、

地域のタイミングでカット排雪ですとか、歩道の

拡幅ですとか、雪山崩しというものを実施ができ

ると。それが効率的にスピーディーに対応が可能

となると考えておりますので、ぜひ多くの町内会

に御利用していただくよう引き続き周知の徹底に

は努めていきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。

先ほどお話しいただきました小型除雪機の貸出

しにつきましては、先ほど議員のほうからもお話

あったとおり、社協のほうで以前には事業化され

ていたというふうに伺っているところでございま

す。現在行っていないということなのですけれど

も、レンタル＆ゴー事業、計画をつくる際にも小

型除雪機の話も実は町内会の連合会の役員さんた

ちとも協議した経緯はございます。ただ、その際

にはそういった要望がなかったものですから、今

回の計画というか、内容に、今のレンタル＆ゴー

の事業内容になったというような経緯がございま

す。ただ、引き続き、今回も試行期間が終わって、

本事業がスタートするということから、今年もこ

れからがレンタル＆ゴーの活躍というか、活用し

ていただく期間にもなってまいりますので、少し

そういった状況を鑑みながら検討させて……検討

というか、考えていかなければならないのかなと

いうふうに思っておりますので、御理解いただけ

ればと思います。また改めて今シーズン終わった

後にでも検証させていただいた際で小型除雪機の

ほうも検証させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 高齢化社会、高齢

になっても住み続けられるまちづくりの一助とい

うふうに、レンタル＆ゴーができたときには本当
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にすばらしい制度だなというふうに思ったのです

けれども、なかなか使いづらいというところで、

やはり問題があるのだというふうに思うのです。

だから、そこのところ使用される方だとか町内会

だとか福祉関係の方とぜひ協議していただき、高

齢者の方がここに住み続けたいと、除雪が大変な

のだと、そういう声はやっぱり大切にしていって

いただきたいなと。やはり高齢者がずっと本当に

この地域のために一生懸命働いて、そしてまたこ

この地にいたいと、そういう思いを大切にしなけ

ればならないなというふうに考えておりますので、

御一考いただきたいというふうに思います。

名寄市は、非常に大きな予算と時間をかけて除

雪作業を行っていると承知をしております。人口

１人当たりの除雪費用は平成２９年で札幌では

５３７円、旭川では ９６０円、名寄市１万 ８

１６円、住宅街ということの差はありますけれど

も、本当に大きなお金が使われている、税金が投

入されているところは承知しているところでござ

います。豪雪地帯である名寄で一日も休みなく除

雪を行うということは、実は当たり前のことでは

ないと今改めて思っています。高齢者の間口除雪、

また子供たちの通学路の確保など非常に要望の多

いところでございますので、今後とも官民、また

市民の協力や知恵を出し合いながら冬期の安全対

策に努めていただきたい、そのように思っており

ます。

それで、大項目２、子供たちの未来に寄り添っ

た教育について再質問いたします。不登校、学校

渋り等の不安を抱えた子供たちの状況なのですけ

れども、令和２年２学期の不登校疑いということ

で２６名ぐらいの方が数として上がってきている

のですけれども、このことについてどのように理

解され、評価されているのかお聞きしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ２学期の数字でござ

いますけれども、小学校で３人、中学校で２３人

というようなことで各学校から報告をいただいて

おります。不登校につきましては、以前から申し

上げておりますけれども、学校での友人関係です

とか家庭での問題、様々な要因が絡み合って不登

校というか、学校になかなか行けない状況になっ

ているということでございます。各学校におきま

しては、担当の先生を中心に電話等で声かけをい

ただいたり、家庭訪問していただくなどして、な

るべく子供たちが学校に向くような対策を取って

いただいております。先ほど申し上げたとおり、

いろんな要因が絡み合っているということもござ

いまして、なかなか一朝一夕に解決できる問題で

はないというふうに思っていますけれども、引き

続き学校と連携をしながら対策を取っていきたい

というふうに考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当に微妙で、子

供たちの心の中は見ることができませんので、本

当に寄り添った対応していただきたいというふう

に思います。前回質問したときに北海道からのソ

ーシャルワーカーの派遣とかお伺いしたところな

のですけれども、うちの名寄市には大学がありま

して、専門家の方もたくさんいらっしゃるのでは

ないかというふうに思うのですけれども、そこら

辺のお考えについてお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） スクールソーシャル

ワーカーの活用、関係機関、特に名寄市立大学と

の連携についてということの御質問だと思います。

先ほどからありますとおり、不登校や登校渋りな

ど学校だけでは解決がなかなかの困難な事案に対

応するために特に児童生徒や保護者の生活状況や

経済状況などの家庭環境にもかなり影響があると

いうようなこともございますので、社会福祉等の

関係機関と連携して支援を行うスクールソーシャ

ルワーカーの役割というのが非常に重要になって

きているのだろうというふうに考えてございます。

このような状況の中で、道教委におきましてはス
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クールソーシャルワーカー活用事業というような

ことで実施をしておりまして、各市町村の教育委

員会からの要請に応じてスクールソーシャルワー

カーを派遣していただいているというような状況

でございます。今年度につきましても、本市の学

校において同事業を活用して派遣されたスクール

ソーシャルワーカーから支援をいただいたという

学校もございます。引き続きそのような状況にな

った場合については、道教委と連携をしながらス

クールソーシャルワーカーの派遣等についても検

討していきたいというふうに考えております。

また、名寄市立大学との連携につきましては、

学校の要請に基づきまして名寄市特別支援教育専

門家チームに所属をしていただいております臨床

心理士や臨床発達心理士などの資格を持っていた

だいております市立大学の教員の方々から指導、

助言を受けるなど児童生徒一人一人の不安感や困

り感に寄り添った支援を行っているところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 大学との連携につ

いてもう少しどのように考えているか、ちょっと

ごめんなさい、理解できなかったものですから、

もう一回、大学の方たちと本当に連携して進めて

いけば、道教委の考え方もあるのでしょうけれど

も、なかなか難しいということだというふうに思

うのですけれども、名寄大学をやはりこの地域で

お互いに、大学の先生にとっても学生にとっても

子供たちにとってもウィン・ウィンの関係で非常

によいものになるのではないかというふうに思う

のですけれども、その辺の考え方についてお聞き

いたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど申し上げまし

たけれども、特別支援の専門家チームの中に学校

の、大学の先生方に入っていただいております。

その中には、いろんな資格を持った先生方がいら

っしゃいます。実際にはちょっと困り感のあるよ

うな子供がいる学校からの要請を受けまして、そ

の先生方に実際の授業を見ていただいて、その中

からその子に対する支援の在り方などを一緒に協

議をいただくといいましょうか、専門的な知識、

知見をいただきながら対策について取り進めてい

くというような状況をつくり上げてございますの

で、今後もそのような形で大学からの協力をいた

だきながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ強力に進めて

いただきたいというふうに思います。

（２）のほうで、学校施設の整備についてです

けれども、施設管理や修繕費が今後の大きな負担

になっていくというふうに考えられますが、その

対応についてはどのように計画しているのかお聞

きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど答弁させてい

ただきましたけれども、市内の学校施設につきま

しては改築ですとか大規模改修などを計画的に進

めていかなければならないと考えております。特

に老朽化に伴う屋内、屋上防水や躯体の損傷、さ

らに電気設備や暖房、ボイラー等、また上下水道

の水回りなど老朽化に伴う故障が当然年数が経過

してくると発生するリスクが増えてくるというこ

とにもなります。児童生徒が安心して学習ができ

るような学校環境を整えていくという必要がござ

いますので、その都度各学校、影響が出ないよう

に財源の許す……財源の関係もございますけれど

も、計画的に進めていきたいというふうに考えて

ございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 今小規模校では少

年団活動や学校行事が学校単位で、学校行事はし

ていますけれども、少年団活動、学校単位ででき

なくなっているような状況なのです。やっぱり学

校単位で少年団活動ができるような、そんなこと
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が必要かなというふうにも思うのですけれども、

長寿命化計画はいつまでにどのような形で出され

るのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 長寿命化計画につき

ましては、現在各学校の劣化状況等の調査を行っ

て、それを今集約している段階でございます。劣

化の状況等を勘案して検討しておりますけれども、

年度内にはこの計画はまとめていきたいなという

ふうに現在の段階では考えております。また、こ

の計画では個々の施設の状況が刻一刻と変化して

いくということもございますので、その都度見直

し等も検討していきたいなというふうに考えてご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 年度内ということ

で答弁いただきましたので、そのように進めてい

ただきたいというふうに思います。

小項目の３でございます。非常に歴史のある高

等学校が対象となっております。要望書を提出す

る際に同窓会とか関係者の協議は、先ほどおっし

ゃっておりましたけれども、どのように行ったの

かお聞きしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ７月に一回要望を出

させていただいております。その後、さらに在り

方検討会議、この会議につきましては各団体、当

然同窓会の方、会長さん等にも参加をいただきな

がら議論してきております。さらには、より市民

の意見を広く聞きたいというようなこともござい

まして、新たに８月に魅力化推進委員会を立ち上

げさせていただいて、幅広い意見を伺いながら、

それをまとめていって、今後また道教委のほうに

より教育環境の整備に向けた要望等をしていきた

いというふうに考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 要望内容について

は、新設校としての要望なのか、もしくは吸収合

併ということになるのか、その辺もお聞きしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 道教委のほうの高等

学校の適正配置計画の中では、名寄高校及び名寄

産業高校を再編し、新設校を設置するということ

で道教委のほうでは考えられてございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） やっぱり地域の声、

先ほども御答弁ありましたけれども、皆さんの声、

名寄市にとってどのような形が一番いいのかとい

うことで、ぜひ深く慎重に進めていただきたいと

いうふうに思います。

市内の中学生の市外への高校進学が多くなって

きておりますが、その対策についてはどのように

考えておられますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 議員おっしゃるとお

り、名寄市内の中学生が全て名寄の高校に通って

いただけるというような状況になってございませ

ん。ただ、個々人の進路につきましてこちらから

方向づけをするということにはなかなかなりませ

ん。やはり市並びに教育委員会といたしましては、

いかに地元の高校が地元の子供たちに選ばれるよ

うな高校になるかということを考えていかなけれ

ばならないのだろうというふうに思っています。

そのようなことを基本としながら、今後も魅力あ

る、それこそ本当に子供たちからこの学校、高校

に行きたいなというような魅力ある高校づくりを、

高校づくりといいましょうか、そのような高校を

目指して、道教委のほうにいろんな要望等もして

いきたいなというふうに考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当にそう思いま

す。先ほど特進コースの設定とか、また魅力ある

酪農関係だとかいろいろなお話をいただいたとこ

ろですので、本当に魅力ある学校に新しくつくり
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上げていただきたいなというふうに思います。よ

りよい高校をつくっていくために市内外様々な御

意見をいただきながら、道教委に意見を要望して

いただきたい。小中学生については、本当に素直

な子が多いと教育関係者からの声を多く聞きます。

素直だからこそ傷つきやすく、悩んだときに適切

な対応を取ることが今求められています。大学の

力と市民の力でかけがえのない一人一人の子供た

ちの未来に寄り添った、そんな教育であってほし

いと心より切望いたします。

次に、大項目の３、安心して暮らせる名寄市で

あるためについて再質問させていただきます。公

共施設の老朽化が進んでおりまして、維持管理費、

修繕費が増加しているということで、立地適正化

計画に基づき個別施策の在り方を早急に進める必

要があると考えます。２０年の計画ということで

進んでいかない。市内からの私どもアンケートを

取りましたが、やはり老朽化施設について非常に

心配の声も上がっているところですけれども、こ

の辺のところについてお考えをお聞きします。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 立地適正化計画に

基づき個別施設の在り方を早急に進める必要があ

るというふうに思います。その考え方についてお

聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるとお

り、老朽化している施設、たくさん市内にござい

ます。今現状で施設の個別計画なんかも作成の最

中でございまして、それぞれ劣化調査なんかもし

ているところでございます。そういう部分で、そ

ういう計画をつくり、今策定作業中でございます

けれども、そういう部分を含めましてその計画の

状況を踏まえて今後検討していきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひよろしくお願

いしたいというふうに思います。

ＰＦＩ、ＰＰＰのことでも先ほどお話がありま

して、民間の活力をということで１０年ぐらい前

からいろいろメリット、デメリットも、成功して

いる例も成功していない例も全国にはございます

けれども、その点について、まちづくり会社が設

立されたところですけれども、そういう考えの下

に立って進むということでよろしいでしょうか。

民間活用ということで進むということでよろしい

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先般お示しさせていた

だきましたら名寄市立地適正化計画の中におきま

して、一つ官民連携による施設整備という文言を

入れさせていただいておりますので、まちづくり

会社におきましては、ＰＦＩ、ＰＰＰになるか分

かりませんけれども、官民連携のパートナーの一

つとして浮上してきたと、そういう認識をしてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 分かりました。

市が事業実施する際に当たってはしっかり公募

型プロポーザルを行うことで公平、公正な対応し

てほしいと思いますが、お考えをお聞きいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） どういう形で官民連携

進むかということにつきましては、まだ最初の段

階でありますので、この先どういうふうに動くか

についてはまだ確固たる方針は持っておりません

が、ただほかの事例等も十分研究させていただき

まして、一番いい形の官民連携事業ができればと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 公共施設整備計画、

立地適正化計画、コンパクトシティーなど、やは

り透明性のある、市民に納得ができる、名寄らし

い、子孫に誇れる、そんなようなことを目指して

進んでいってほしいというふうに思います。
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これで質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

長期化するコロナ禍における心のケア対策につ

いて外１件を、富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、大項目２点について通告順に質

問をさせていただきます。

大項目１、長期化するコロナ禍における心のケ

ア対策について。１２月に入り、全道各地で新型

コロナウイルスの感染地域が拡大し、旭川市内で

は医療現場での大規模なクラスターが発生してい

ます。全国的にも第３波の到来と言われています。

Ｇｏ Ｔｏ トラベルの一時中止、あるいは各種

大型イベントも取りやめになる中、長期化するコ

ロナ禍において感染リスクへの恐れと変化せざる

を得ない日々の暮らしの中で市民の不安とストレ

スは増幅するばかりであります。長期化するコロ

ナ禍における心のケアに関わり、以下小項目４点

について質問いたします。

小項目１、コロナ差別がゼロのまち宣言発出に

関わって。昨日山崎議員の質問にもありましたが、

１２月２日にコロナ差別がゼロのまち宣言が発出

されました。宣言の発出は、大いに賛同するとこ

ろであります。しかし、残念ながら長期化するコ

ロナ禍において人々の感染への不安や恐れは膨ら

み続け、ややもすると不確かな情報が拡散され、

ネットやＳＮＳでは感染者探しや根拠なき偏見、

差別や誹謗中傷、アウティングなどが散見される

という悲しい事態が起こっているのも現実であり

ます。そこで、正確な情報提供と感染予防への呼

びかけが大切なのはもちろんですが、偏見、差別、

誹謗中傷、アウティングという人格権侵害が起こ

らないようコロナ差別がゼロのまち宣言、その中

の３つの宣言と３つのお願いを柱に今後どのよう

に周知啓発を進めて、安心して暮らせるまちづく

りにつなげていくのか伺います。加えて、その具

体についてデマの流布や不利不当な実害が発生し

ないような取組と陽性者、感染者と家族を守る取

組を宣言に基づいてどのように推進していくのか

見解をお知らせください。

小項目２、メンタルに不調を抱えている人の把

握とケアの対策について。生活環境の大きな変化

や連日の感染拡大状況の報道による不安感の増幅、

新しい生活様式、新北海道スタイルによるリアル

コミュニケーションが取りづらいといった社会の

閉塞感とストレスによりメンタルに不調を訴えて

いる人が増えています。そうしたメンタルに不調

を抱える人たちの把握と適切なケア対策について

伺います。

小項目３、夏以降全国的に急増している自殺を

未然に防ぐ対策について。本市の自殺犠牲者数は、

人口が少ないため変動が大きく、一概には言えま

せんが、人口１０万人当たりの自殺死亡率換算で

はその数値は全国、全道と比較をしてみますとか

なり高い数値で経過をしています。市内で開業さ

れている精神科医の話でも上川北部地域、あるい

は宗谷管内の自殺率の高さは尋常ではないという

話であります。新しいデータがある直近の２０１

７年、１８年、１９年ついては減少傾向にはあり

ますが、２０１９年については再び上昇、今後コ

ロナ禍にある今、予断は許さない状況にあると言

えます。生活環境の大きな変化と失職、生活困窮、

いじめ、孤立、家庭内の葛藤などにより追い込ま

れた末の痛ましい自殺がコロナ感染者死亡者数を

大きく上回って、夏以降全国的に急増しています。

中でも夏以降は子供や女性の自殺が増えていると

いう悲しい結果が出ています。厚生労働省が発表

した統計によりますと、小中学生と高校生の自殺

者は今年４月から１０月までで２４６名、去年の

同じ時期よりも５８人多くなり、深刻な状況にな

っています。この先年末年始、そして来年に向か

い、コロナウイルスの感染状況がどうなるか分か

りませんが、メンタルヘルスに関するパンデミッ

クも起こり得るという精神科医や世界の関係各機

関、専門家の予測も出ています。そうした危機感
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を持ち、国連も各国に向けて対策強化を要請して

います。そこで、自殺を未然に防ぐ対策としてハ

イリスクを抱えている人のいち早いキャッチと命

のセーフティーネットの網の目をきめ細かくする

ための本市の取り組み方とゲートキーパーとの連

絡、連携活動体制についての具体について伺いま

す。また、９月の自殺予防週間の本市の取組内容

と来年３月に迎える自殺対策強化月間に向けた本

市の取組計画について伺います。

小項目４、第７２回人権週間の取組について。

国連は、１９４８年１２月１０日、世界における

自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を確

保するため世界人権宣言を採択し、１９５０年１

２月１０日を世界人権デーと定めています。それ

を受けて、法務省の人権擁護機関では１９４９年

から毎年１２月４日から１０日までを人権週間と

定め、世界人権宣言の趣旨及び重要性と人権尊重

の普及に努めております。そこで、法務省人権擁

護機関が発信、啓発する誰一人取り残さないとい

うスローガンの下、本市ではコロナ禍においてど

のような取組をしたのか伺います。また、昨年の

第４回定例会の一般質問の答弁で、人権週間と世

界人権宣言に関わって令和２年度に人権啓発活動

地方委託事業に取り組むとのことでしたが、その

実施内容と経過について伺います。

大項目２、地域公共交通活性化と物流の最適化、

適正化について。新型コロナウイルス感染拡大に

伴い生活様式の見直しが求められ、その影響は多

岐にわたっています。感染防止のために外出控え

により鉄道、バスの需要激減は路線の存続さえも

揺るがす事態となっています。一方、物流に目を

向けてみますと、思いのほか大きな影響を受ける

ことなく推移し、国土交通省のトラック輸送情報

報告によれば、ステイホームの定着やネット通販

の利用拡大などで宅配便は前年に比較すると取扱

量が上回っている状況です。リモートワークやテ

レワークなどの定着、そしてグローバリズムから

ローカリズムへシフトする機運も高まりを見せ、

大都市圏から地方への移住の動きも目立ってきて

います。地方地域が主役の地方創生論を問う声も

大きくなりつつある今、地域の公共交通網の持続

可能な活性化と物流の最適化、適正化に関わって

以下小項目４点について伺います。

小項目１、地域公共交通網形成における運輸連

合、ＭａａＳ、モビリティー・アズ・ア・サービ

スの可能性について。自家用車以外の移動手段を

大きく一つのサービスとして捉え、名寄市地域公

共交通網形成計画をバージョンアップさせ、住民

や観光客の利便性向上に結びつけていくために公

共交通機関同士の調整を行政は今後どのように取

り組んでいくのか伺います。地域の公共交通網を

道路輸送と鉄道輸送の連携を図りながら道北地域

の宗谷本線を基軸とした宗谷本線沿線版の運輸連

合を模索していく上で、どのような仕組みづくり

が必要であるか考えているかについて伺います。

小項目２、ＪＲ宗谷本線の利便性の確保と利用

促進について。行政報告にもありましたが、ＪＲ

北海道による来年春のダイヤ改正で特急列車２本

の臨時列車化と名寄以南の普通列車減便の方針に

対する活性化推進協議会の考え方、取り組み方に

ついて伺います。名寄本線駅カードの配付状況と

利用促進という目的の成果についての考察、そし

て今後の発展的取組計画について伺います。

小項目３、名寄高校駅（仮称）設置に関わって。

２０２３年をめどとしている名寄高校と名寄産業

高校を統合、再編して、新設校を設置するという

ことですが、現在の名寄高校キャンパスへの新駅

利用の生徒数の見通しについて伺います。本年度

予算で実施計画費 ３６９万円、名寄市総合計画

（第２次）にもリンクする名寄市中期財政計画で

総事業費は ５８９万円を見込む新駅の設置事業

でありますが、設置後の維持管理費の見込額と新

駅を利用する通学生以外の利用促進が見込めるの

かについても伺います。

小項目４、道北圏域ロジスティックス総合研究

協議会の議論経過について伺います。第３回定例
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会で補正予算化された道北圏域ロジスティックス

総合研究協議会負担金に基づく官民を挙げた仕組

みづくりの進捗状況について伺います。モーダル

シフトを包含した名寄地域の物流システムの最適

化、適正化に向けたグランドデザインとロードマ

ップをどのように策定していくのかについて伺い

ます。昨日の質問と重なる部分については趣旨を

おおむね理解させていただいておりますことを申

し添えて、御答弁お願いいたしたく、お願いを申

し上げたいと思います。

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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま富岡議

員からは大項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１のうち小項目１から小項目３は

私から、小項目４は市民部長から、大項目２のう

ち小項目１は総務部長から、小項目２から小項目

４は総合政策部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

大項目１、長期化するコロナ禍における心のケ

ア対策についてお答えいたします。初めに、小項

目１のコロナ差別がゼロのまち宣言発出に関わっ

てですが、コロナ差別がゼロのまち宣言を周知す

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いたしまし

た。また、町内会連合会を通じて町内会館などで

もポスター掲示などの協力をお願いしております。

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。新型コロナウイルスに関

連する差別から人々を守るためには、３つの宣言

にある感染者や医療従事者の人権を守り、風評被

害を防ぎ、思いやりの気持ちを持って安心して暮

らせるまちづくりの取組を進めていくことが重要

と考えております。具体的には、宣言にもありま

す３つのお願いを市民の皆様一人一人が取り組ん

でいただけるよう折に触れ普及啓発を図ってまい

ります。

次に、小項目２のメンタルに不調を抱える人の

把握とケア対策についてですが、福祉分野におき

ましては高齢者の方は地域包括支援センター、障

がいの方は基幹相談支援センター、子育て世代の

方々はこども未来課の子ども家庭総合支援拠点事

業、保健センターの子育て世代包括支援センター

事業などそれぞれの特性に応じた相談窓口を設置

し、メンタル相談を含め様々な相談内容を総合的

に受けているところであります。エッセンシャル

ワーカーへの対応につきましては、基本的に事業

所によるケアが主体と考えますが、行政窓口とし

ての相談手法を提供するなど支援と連携をしてま

いります。相談者の悩みは、いろいろな背景があ

り、複雑化してきています。福祉分野だけでは解

決できないこともあり、他分野との横の連携が重

要度を増していると理解しているところでありま

す。現在の福祉相談体制を維持しながらさらなる

相談窓口の周知を行うとともに、町内会や民生委

員児童委員の皆様から地域情報などもいただき、

相談者の実情に即した市政につなげてまいります。

小中学校の児童生徒の状況につきましては、現

在のところ学校から新型コロナウイルス感染症拡

大に直接起因したメンタル不調者の報告はありま

せん。各学校では、学級担任や養護教員などによ

る全ての児童生徒を対象とした健康観察や健康相

談を実施するなどして、一人一人の心や体の状況

をきめ細かに把握し、適切な対応に努めておりま

す。名寄市立大学における相談体制につきまして

は、学内の健康サポートセンターが対応していま

す。事前予約の上で対面による相談を受けること

に加え、電話やメールでの相談も受け付けており、

きめ細やかな相談対応を行っております。

長引くコロナ禍の中、生活スタイルの大きな変

化により全国的にメンタルに不調を抱える人が増

えてきていると言われております。本市におきま

しては、長くコロナの感染地域ではなかったこと

もあり、メンタルに不調を来した相談は少ない状
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況にあります。しかしながら、新型コロナ感染症

が今後も長期化することにより相談件数も増加傾

向に転じていくと予想されます。今後も可能な限

り相談者の心と体の不調のサインを見逃すことな

く、適切な支援につなげていくよう関係団体との

連携を深めながら取組を進めてまいります。

次に、小項目３の夏以降に全国的に急増してき

ている自殺を未然に防ぐ対策についてですが、令

和２年１１月に警察庁により発表された全国の自

殺者速報値では、１０月の自殺者が ０００人を

超えると報告されました。月別で見ても４月から

右肩上がりを示しているところでありますが、北

海道においては毎年減少傾向を続けているところ

であり、今月末現在の累計数も前年を下回ってい

る状況にあります。自殺を考える背景は個々人に

より様々でありますけれども、かけがえのない命

であることには変わりはありません。国が見直し

をした自殺総合対策大綱の基本理念である誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

に向け、市民一人一人が命の大切さを考え、共に

支え合う地域社会の実現を目指してまいります。

毎年９月の自殺予防週間には、上川北部自殺対策

推進連絡会議による報道機関への自殺予防の記事

掲載に市として協力しており、市の自殺対策につ

いて啓発を図る機会となっております。また、昨

年度からは３月の自殺対策強化月間に市立図書館

において自殺対策コーナーを設け、市民への普及

啓発をしているところであります。今後も各種の

相談窓口事業の充実を図るとともに、身近な人へ

の声かけができるよう市民へのゲートキーパー養

成についても推進してまいります。

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） 私からは小項目４、

第７２回人権週間の本市の取組についてお答えい

たします。

北海道が国の委託事業者となり、道内各市町村

への再委託を行う地域人権啓発活動活性事業に本

年度本市が対象となり、取組を進めてまいりまし

た。本事業のうち花を植え、育てる体験活動を通

して自然との触れ合いや思いやりの心を育成する

人権の花事業では、新型コロナウイルス感染症対

策による各学校の休業後の取組となったことから、

手法を工夫しながら小学校５校において実施いた

しました。幅広く市民に啓発を行う取組として、

地産地消フェアをはじめとする各種イベントで参

加者への啓発資材の配布を実施したほか、人権週

間に合わせた取組として人権啓発チラシの配布や

新聞広告、ラジオＣＭにより啓発と人権相談の告

知を行ったところです。また、新型コロナウイル

ス感染症によりまして日常生活を送る上でもこれ

まで考えていなかった様々な問題や課題が全国的

に発生しています。本市においては、市のポータ

ルサイトで感染症にかかってしまった方やその御

家族、さらに最前線で尽力されている医療従事者

の方々などに対する不当な差別や偏見はあっては

ならないことと訴えるとともに、国による人権相

談窓口を紹介しているところです。あわせて、同

感染症による差別やいじめ防止のポスターを市内

の小中学校や公共施設へ配布し、啓発を行ってお

ります。今後においても関係機関や団体と連携し

ながら広報等を活用した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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

地域公共交通活性化と物流の最適化、適正化につ

いて、小項目１、地域公共交通網形成における運

輸連合、ＭａａＳ、モビリティー・アズ・ア・サ

ービスの可能性について申し上げます。運輸連合

については、１１月下旬の報道のとおり、北海道

が提唱している公共交通網の維持を目的とした取

組で、複数の交通事業者が乗り継ぎや運賃制度な

どで連携することにより、利便性の向上を図りな

がら持続可能な公共交通の実現を目指すものです。

交通事業者の連携による利便性向上策としては、

ダイヤの見直しによる接続性の向上や共通運賃の
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導入による一定区域内での均一運賃の実現のほか、

整備工場や営業所など施設の共同化による生産性

の向上なども想定されています。一方では、複数

の交通機関が集中する区域における路線の統廃合

やダイヤ改正など効率化を図ることが必要になる

ことや均一運賃の導入によるバス事業者間の収益

の再配分などバス事業者にとっては非常に大きな

課題であり、今後において調整が必要になるもの

と考えられます。現時点における北海道の提唱内

容は、既に十勝地方で昨年度から取り組んでいる

ＭａａＳの実証実験を基本に各地域が利便性、生

産性向上に向けた取組を検討、実施しながら交通

事業者間の一層の連携を促進させていくものとし

ており、２０３０年度までに段階的に乗り継ぎ環

境や運行区間、運賃制度などの連携を進めながら

連携エリアを拡大していくものとして大まかに示

されたところです。運輸連合の実現に向けては、

複数の交通事業者が連携を図る必要があることか

ら、広域の市町村を範囲とした取組が必要と考え

られますが、現段階では北海道から連携エリアや

手順などの具体的な方針は示されていない状況で

す。本市の公共交通に関する施策としては、令和

元年度から令和５年度までの５か年を計画期間と

する名寄市地域公共交通網形成計画に基づき推進

しているところですが、運輸連合の取組について

は北海道の指導体制の下進められていることから、

今後名寄市地域公共交通活性化協議会において次

期計画を見据えて情報共有を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは初めに

大項目２、地域公共交通活性化と物流の最適化、

適正化について、小項目２、ＪＲ宗谷本線の利便

性の確保と利用促進について申し上げます。

昨年度よりコロナ禍における公共交通機関への

利用者数の減少は厳しいものとなっており、都市

間バスなどでも相当数の間引き運行が行われてき

たところです。長距離大量輸送を得意とする鉄道

事業では、ほかの公共交通機関と比べ運行コスト

が高い分、収支にも大きく影響を及ぼしており、

１２月２日に第２四半期分としてプレス公表した

ＪＲ北海道によりますと、対前年比輸送密度では

名寄稚内間で１日当たり３５８人から１５１人の

２０７人の減、旭川名寄間では１日当たり ４６

２人から８１５人の６４７人の減となっており、

営業収益では名寄稚内間で２億 ７００万円から

１億１００万円で１億 ６００万円の減、旭川名

寄間では３億 ０００万円から１億 ７００万円

で、こちら端数の関係もあり、１億 ２００万円

の減となっております。このことから、来春のダ

イヤ改正について宗谷本線沿線各地域から特別意

見は届いておらず、おおむね理解をいただいたと

認識しております。しかし、協議会としては宗谷

本線の利用促進の取組を継続しており、大きく利

便性の低下につながる減便が行われることのない

ようＪＲ北海道とも密に情報交換を行うとともに、

アクションプランの成果につながる取組を連携し

て行っていかなければならないと考えております。

利用促進事業として展開しております駅カードに

つきましては、１２月１６日、昨日現在というこ

とですけれども、１駅２５０枚作成し、１２駅分

を配置しておりますが、全 ０００枚中 ７４０

枚の配布となっており、配布率では５８％となっ

ております。昨年度の同事業を総括し、配布方法

等を変更したことで昨年度以上の利用促進に資す

る取組になっていると考えております。

今後の発展的取組につきましては、マイレール

意識の向上策として今年度も実施しました宗谷本

線フォトコンテストの受賞作品で作成した２０２

１年用のカレンダーの一般配布として各沿線自治

体で受賞作品展を行い、ＱＲコードを活用し、改

めて投票を行っていただき、抽せんで配布しよう

としているところであります。国からＪＲ北海道

が支援を受けることを可能とする法改正の期限が

迫る中、来年度以降も北海道と共に鉄道の果たす

役割や重要性について引き続き国に伝えていくと
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ともに、各沿線地域とも情報共有し、全道的な取

組となるよう努めてまいります。

小項目３、名寄高校駅（仮称）設置に関わって

申し上げます。名寄高校駅が設置され、市内高校

の再編により現名寄高校へ集約された場合の想定

利用者数につきましては、通学圏域の１５歳から

１７歳人口のうち現状通学いただいている人数割

合により算出した結果、令和５年度で１００人程

度の利用を想定しております。さらに、名寄市内

の生徒につきましては冬場のみ利用したいという

声もあり、昨年の調査で名寄高校在校生のみの数

字となりますが、３６人の要望があったところで

あります。駅設置後の維持管理費の見込みにつき

ましては、以前より問合せをしておりますけれど

も、現在設計中ということもあり、ＪＲからの回

答をいただけておりませんので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。清掃等の美化活動

やコミュニティースペースとしての活用など高校

生が本市や母校に誇りを持って大切に利活用して

いただける施設となるよう学校側とも情報交換を

しているところであります。ＪＲ北海道沿線駅で

は初となる高校の名前がついた駅となりますので、

高校の魅力アップやアクセスのよさを利用した他

校との交流拠点などさらなる付加価値についても

期待をしているところであります。通学生以外の

利用促進の見込みにつきましては、なかなか難し

いものがあると考えておりますが、通学インフラ

を整備することにより将来にわたり市内のみなら

ず圏域生徒たちを支えていく高校になってくれる

ものと考えております。

小項目４、道北圏域ロジスティックス総合研究

協議会の議論経過について申し上げます。お話の

とおり、本年設立された道北圏域ロジスティック

ス総合研究協議会では市からオブザーバーとして

参画しており、本年６月からヤマト運輸株式会社

北海道支社より派遣されている総合政策部特別参

事も参画しております。本市における物流の拠点

機能の構築に向けて、圏域の荷主様へ課題等の聞

き取りを継続して行っております。ドライバー不

足による現在の流通持続性への不安、労働基準法

改正によるドライバー労働時間の制約、生産地域

においては商品化に必要な労働者確保など様々な

課題が浮き彫りとなってきておりますが、現状解

決につながる手段がない状況となっております。

総合政策部特別参事や物流事業者様の知見を入れ

ながら解決につながる手法を模索しておりますが、

やはり地の利がある本市で物流拠点を実現してい

くことにより課題解決につながってくるものと考

えております。今後想定される効果などを積み上

げ、物流という大きな経済活動の流れを変えてい

けるうねりをつくっていくため実証試験等を重ね

ながらコストや時間、商品への付加価値向上など

成果を重ね、具現化へ向けて引き続き官民が連携

し、取組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。再質問をさせていただきます。

コロナ差別がゼロのまち宣言の発出に関わって

でございますけれども、昨日の山崎議員の答弁で

は町内会だとか、あるいは広報を利用しながら周

知をしていくという話に関しては理解をさせてい

ただいたところでありますけれども、発出された

宣言を、これをぜひとも市役所のホームページの

トップページとか、あるいはコロナ関連のページ

のトップに持ってくることができないのかという

ことについてちょっと伺いたいかなと思います。

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） 市のホームペー

ジの掲載の方法ですけれども、その辺は確認させ

ていただいて、どういった形で一番市民に触れる

かというのはちょっともう一回検討して、対応で

きる分についてはし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） 富岡議員。
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〇１番（富岡達彦議員） ぜひともその辺はお願

いしたいかなというふうに思います。宣言のチラ

シの項目を見つけるのに結構深く入っていかない

と見つからないという状況がありまして、せっか

く出された宣言であるならば、うちのまちは安心

して暮らせるまちをつくっていますよということ

のＰＲにもなるのかなというふうにも思いますの

で、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい。

それと、幼稚園や保育園、あるいは小学校低学

年、中学生にも分かり得るようなもっと具体的な

冊子みたいなものに関してを配るというようなこ

とに関しては考えはありませんか。

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、それぞれ

の施設には掲示してもらうように依頼をしていま

す。議員おっしゃられるように、あの文書が幼稚

園児、保育所の子が見てすぐ分かるかというと、

なかなか理解できない部分があるかというふうに

思いますので、そういった部分については幼稚園、

保育所の先生方の御意見をいただきながら、何か

ちょっと分かりやすいもの、活用できるものがあ

れば、そういったものも活用しながら、幼児期か

らそういった意識を持ってもらうというのは大変

重要だというふうに思っていますので、これ昨日

も言いましたけれども、コロナだけではなくて、

日頃からそういった意識を高めるというのは大事

だと思いますので、そういったポスターとかもあ

るかと思いますので、活用しながらちょっと検討

させてもらいたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 先ほどの市民部からの

答弁の人権問題に関わっての部分ともリンクする

部分があろうかと思いますので、ぜひその辺整合

性を取りながら進めていただくことができればあ

りがたいなというふうに考えております。

コロナ差別がゼロのまち宣言の発出を機会にい

ろいろな人権に関する名寄市のあらゆる偏見、差

別ゼロ宣言、あるいはそれに関わるような条例を

つくる方向に考えをシフトしていくということは

あり得ないかどうかについて伺います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） あらゆる人権に関わ

る名寄市としての条例の制定については、現状で

は考えてはおりません。今年度の人権啓発活動の

重点目標につきましては、誰かのことではないと

いうことで、人権問題は誰かのことではなくて、

自分自身の問題として一人一人がしっかり考える

べきだという考えに基づくものとなっております

が、本市におきましてもこういった国の考えなど

に基づきながら引き続き啓発活動などを行ってま

いりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともその辺前向き

に今後も進めて、考えていっていただきたいなと

いうふうにも思うのですけれども、差別というも

のというのは差別をやめましょうと言っても簡単

になくなるものでは残念ながらございませんで、

では差別をなくすためにはどうすればいいのかと

いうことをやはり考える必要があるのかなという

ふうに考えております。差別や誹謗中傷、そうい

ったものがかなり散らばって、あるいは耳にした

り、人から話されたりというときにその差別や誹

謗中傷に対して同調しないという姿勢が一番大事

になるのかなというふうに考えております。同調

することによって同調の電波というのがどんどん

広がっていって、恐らく差別というのがなかなか

根絶やしにできない状況というのが続いていくの

だろうなというふうにも思いますので、そこら辺

も含めて単純に差別はやめましょうとか人権は大

事ですよというような今までの通り一遍の啓発活

動ではなくて、差別発言や差別の言動に対して同

調しないというようなことをぜひとも取り入れて

いっていただきたいというふうに考えているとこ

ろであります。その辺についてどのようにお考え

になっていくかお聞かせをいただきたいと思いま
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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） 様々な偏見や差別と

いう悪質な事案が急増している状況がございます。

こういった問題を解決する一つとしまして、人権

が身近な問題であるということ、一人一人が関心

を持って生活するということが非常に重要だと考

えております。今議員がおっしゃいました同調し

ない考えというのもまさしくこの定義に当てはま

るものではないかと思っております。今後周知啓

発を図っていく上では、こういった文面や考え方

も含めて検討してまいりたいと思っております。

また、現実の社会では人権侵害というのが存在し

ているということは事実でありまして、悪質な事

案や事件も後を絶たないという意味では一朝一夕

にはなかなか解決しないのではないかと思ってお

ります。まずは、自分を守るためにおかしいなと

思った段階で人権の相談窓口のほうに御相談いた

だけるような体制を整えてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ぜひ進めていっていただきたいというふうに考え

ております。

小項目２のほうに入ります。メンタルに不調を

抱えている人の把握とケアの対策についてですけ

れども、それぞれに各相談窓口があるというのは

承知をしております。その中でお年寄りに関して

は不要不急の外出自粛とか様々な制限がかかる中

で、これから年末年始や冬場という時期を迎え、

外出機会が減っていく中で、恐らくフレイルの問

題ですとか認知機能の低下という問題が上がって

こようかとも思います。要支援者、要介護者への

介護支援専門員や訪問介護士、ヘルパーなどのフ

ィジカルディスタンスを保ったきめ細やかなサー

ビス提供というのが必要になってくるかと思いま

すけれども、その中で高齢者や障がい者の方々の

不調の見落としにならないような対策をどのよう

に進めていくかについてお伺いします。

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） 御質問ありまし

た要介護者等の対応ということでありますけれど

も、これは国からも対応方法のガイドラインとか、

こういった方法ということ来ておりますので、そ

れに沿ってフィジカルディスタンスをしっかり保

ちながら、また電話とかだけではなくて、定期的

には訪問もしながらやっぱりその人の様子等もし

っかり伺いながら対応しなければならぬというと

ころで、それぞれ介護支援専門員だったり、各サ

ービス事業所の職員であったり、より一層そうい

った観察をしっかりするような、そういった体制

を取りながら対応しておりますし、もし何か異変

とかサービスのさらなる必要性があれば市のほう

に相談があったり、いろいろサービス担当会議の

ようなもの検討しながら対応をしているところで

あります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともきめ細かな対

応をしながらお年寄りのほうも、高齢者の方々も

安心して住めるような形を取っていただきたいな

というふうに考えます。

子供に関してはとりわけコロナに起因した形で

のメンタルの不調という訴えがあまり聞こえてこ

ないというような御答弁だったかなというふうに

も思うのですけれども、意外と私たち大人という

のはややもすると子供が何も言わないから大丈夫

だというふうに思い込んでしまうというきらいが

あるのかなというふうに私は考えるのですけれど

も、いつもと変わりなく遊んでいるから大丈夫だ

というふうに思いがちなのですけれども、子供、

特に低年齢の子供に関してはどんなに伝達能力が

優れている子供でも自分の精神状態、心理状態と

いうのをしっかりと伝えるということは不可能だ

というふうに思います。大人たちは誰かに不安や

恐怖を話すことでストレスの解放とか軽減という
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ことできますけれども、子供はそういうわけには

いかないと思います。低年齢の子供の心にのしか

かった大きなおもしというのは、時間をかけてか

ら恐らく表面化されてくるのだろうなというふう

に考えます。子供たち一人一人が抱える学習格差

ですとか生活、そしてメンタルケア、その辺をし

っかりときめ細かに見ていく対策というのが必要

になってくるのかなと思います。そのためにも教

職員の感染予防策の負担を軽減するとともに、目

の届く学習指導等ができるようにするためにも教

職員の増員というものも今後コロナ禍が長期化し

ていく上では大切な状況になろうかと思いますけ

れども、その辺に関しては教育部方面はどのよう

にお考えになっているかお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員につきまして

は、現地職員の定数という、教職員の定数という

ことで管理されておりますので、今のところ加配

をするというような状況はいただいておりません。

ただ、その代わり今回のコロナ関連に起因しまし

て学校をサポートする体制ということで、学習指

導員の配置ですとかスクールサポートスタッフ等

の配置をしていただいておりますし、名寄市の学

校におきましても希望する学校におきましては配

置をするというような方向で進めさせていただい

ております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 学校に来られている子

供たちに関してはいろいろなサポートの仕組みが

あるということを認識させていただいたところで

ありますけれども、子供たちのメンタルケアに必

要なことに関して、せんだってＮＨＫの番組で

「ウワサの保護者会」というのがありまして、学

びたいのに学べないというのがありました。先ほ

ど高野議員の質問の答弁にもありましたけれども、

現在名寄市内で不登校や登校渋りの子供たちに関

してはコロナに関するものだけで不登校になって

いるということはないというような形で、複合的

な要因が絡まった中で中学生では２３名、小学生

では３名の不登校の児童生徒がいるという話があ

りました。その中で学校に行けるようにするため

に支援や指導、対策を講じているという話でした

けれども、やはり学習格差が懸念されてくるわけ

ですけれども、不登校の児童や生徒、あるいは登

校渋りの児童生徒が教育の機会を失わないために

２０１７年２月に教育機会確保法という法律が施

行されております。不登校や登校渋りの児童生徒

に対してどのような形で本市は教育機会の確保を

行っているのかお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 議員からのお話のと

おり、教育機会確保法は豊かな学校生活、教育を

受けられる環境を確保する、学校の中でそういう

環境を確保するということとその反面、不登校の

ために学校で勉強する機会を失われてしまった児

童生徒に対して学校への登校を強制せずにそれぞ

れの学習環境を保障するというような趣旨で定め

られているというふうに考えてございます。学習

環境を保障するために例えば民間レベルでいいま

すとフリースクールなどが受皿になるというふう

に考えてございますけれども、本市の人口規模で

は到底フリースクール等の設置については困難だ

というふうに考えてございます。本市におきまし

ては、従前から公的機関ということで教育支援セ

ンター、本市におきまして適応指導教室というよ

うな名称で呼ばさせていただいておりますけれど

も、不登校児童生徒については適応指導教室の中

で対応させていただいているということで御理解

をいただければというふうに考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 多分に本市の状況、本

市の状況というこの小規模な地域社会というのは

分かるのですけれども、その中でやはり中学生２

３名、小学生３名の不登校児がいるということ自

体が私的には非常にこれ大きな問題なのかなとい
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うふうにも考えるのですけれども、不登校は恐ら

く子供個人の問題として割と捉えられることが多

いのかなというふうにも思うのですけれども、そ

もそも的に子供が学校に行きたくなるような環境、

あるいは行きたい学校というものがつくれている

かどうかということにも問題があるのかなという

ふうにも考えるところなのですけれども、子供た

ちというのは割と自分を責めて、不登校になった

自分はどこかおかしいだとか、不登校はいけない

だとかということで自責の念に駆られている子供

たちも多いのかなというふうにも思います。そう

いった中でこのコロナ禍が相まって重なってきて

いるという状況に鑑みますと、やはり子供たちの

心のケアというものをこれからも真剣に取り組ん

でいっていただく必要があるなというふうに考え

ますので、教育機会確保法というのもあるという

ことを念頭に置きながら教育行政に今後もぜひと

も邁進していただければありがたいかなというふ

うに考えるところであります。

そして、エッセンシャルワーカーやそういった

方々に関してなのですけれども、本市においての

労働力の調査だとか就業調査というのはなかなか

確固たる数字を出してくるというのは難しいのか

なというふうに思うのですけれども、非正規雇用

では前年比較で全国で１３１万人の減という話に

なっております。その中で失業率が３％を超えて

きているという状況の中で、本市においては今の

ところコロナに関連する失業をされている方とい

うのがどれぐらいいるかということをもし把握さ

れていらっしゃれば、お知らせいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 残念ながらコロナの

影響による雇用喪失した方の数については把握し

ておりませんけれども、先般来お話ししているよ

うに、経済団体との意見交換会、さらには各業種

との意見交換会、金融機関も含めた産官金のサポ

ートネットワークなどで情報交換している中では、

非正規の部分、ここはアルバイトなんかも含めて

少しシフトや何かを減らしているというところが

あります。ただ、正規の雇用のところについては

一度首を切ってしまうって変ですけれども、解雇

してしまうとその後の補充がなかなか難しいので、

事業者のほうでそこについては継続しているとい

うお話を伺っております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 様々な支援をされてい

ることは存じ上げているわけでございますけれど

も、今後これ以上またコロナ禍が長引いてくる、

経済が停滞するという状況になりますと、やはり

今後の生活支援ですとか経済支援というものが必

要になってこようかと思いますので、その辺に関

しては可及的速やかに対策を講じれるような対策

を打っていただければというふうに思っておりま

す。

時間がなくなってまいりましたので、自殺のほ

うに、小項目３のほうに入ってまいりますけれど

も、コロナの感染者数よりもコロナの関連自殺者

数のほうが多いという事態に鑑みまして、本市に

おいても今後は失わなくてもいい命をどう守って

いくのかというのは喫緊の課題なのだろうなとい

うふうに思います。名寄市生きるを支える自殺対

策計画のセーフティーネットの網の目を今後も一

層きめ細かくしていただく中でメンタルパンデミ

ックを未然に防ぐ取組が必要だと思いますけれど

も、その辺についてどうお考えになっているのか

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） 自殺を未然に防

ぐ方法として、本当かけがえない命をやっぱりみ

んなで守るという、昨日も話しましたけれども、

支えのところが大事だというふうに思っておりま

す。そういった面では、ゲートキーパーの養成な

どを行いながら市民一人一人がやっぱりそういっ

た意識を持ってもらうというのが大事であって、
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もし異変に気づいた場合には市のほうに情報提供

いただく、それで個々の対応をしていくというの

が一番重要かなというふうに思っています。そう

いった面では、そういった研修会なり機会を捉え

ながら自殺に対する皆さんの意識を高めて、知人、

友人、そういう人たちの異変に気がつく、家族も

含めてですけれども、そういった意識づくりを今

後もしっかり行いながら自殺者の出さないまちづ

くりに努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともハイリスクを

抱えている人たちの声に耳を澄ませて、生活弱者、

子供、女性たちをしっかりと下支えできるような

対策をお願いしたいというふうに思います。

人権問題に関してですけれども、コロナ禍の向

こうには、人権というものはコロナに限らず、日

本国憲法に記されているとおり、いかなる場合で

も尊重されるべき人として誰にでもある基本的な

権利であるということを再認識しながら、ぜひと

もバージョンアップをさせていっていただきたい

なというふうにお願いを申し上げておきたいとい

うふうに思います。

時間がなくなってまいりましたけれども、大項

目２のほうに入らせていただきます。１２月２日

の新聞では、鈴木直道北海道知事は道議会の一般

質問に対して運輸連合に対して意欲を示しており

ます。ＭａａＳを含め地域公共交通網を新たに盛

り込んで、一層利便性のよい公共交通システムネ

ットワークを模索していくというところでありま

すけれども、まだまだ試行錯誤の段階でございま

して、本市において考えれば、先ほど御答弁にあ

ったように、まだまだこれから考えていく、何を

どう考えていくかというところにあるのかなとい

うふうにも思うところですけれども、１２月３日

に開催された公共交通活性化協議会の中、コロナ

禍の影響もあって、コミュニティバスの利用減が

課題とされています。東回りが特に減少している

という話ありましたけれども、公共交通網形成計

画をさらに今後ブラッシュアップをさせていくた

めにもＭａａＳの理念とか、そういったものを取

り入れながらシームレスな乗り継ぎ、あるいは利

便性の向上、効率のよいダイヤを持った新しい形

の交通システムを模索していく必要があると思う

のですけれども、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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほど答弁させてい

ただきました本市の公共交通の関係では、名寄市

地域公共交通網形成計画に基づいて推進している

というところでございます。協議会の中でも道の

提唱している部分については、振興局の課長さん

来られまして、まだ概要ですけれども、御説明い

ただきました。私どもとしても次期計画を見据え

て情報共有を進めながら、協議会の中で議論して

いきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともそこら辺どん

どんと膨らませて考えていっていただきたいなと

思うのですけれども、どうしても名寄だけの地域

というよりは道北圏域全体の問題としてこれ捉え

る必要があるのかなというふうに考えるのですけ

れども、とりわけてそれらをヒントにして、運輸

連合とかＭａａＳの理念をヒントにしながら考え

ていきますと、この地域ではＪＲ北海道ですとか

バス会社、あるいは沿線自治体、そして鉄道まち

おこしの任意団体とか、あるいは道の駅、観光協

会、地域おこし協力隊、様々な方々が一つになり

ながら、北海道開発局のシーニックバイウェイ、

こういったものを取り込みながらエコモビリティ

ツーリズムも包含した中で連合体として鉄道と道

路の運送を両立をさせていくという形を模索して

いくことが大事なのではないかなというふうに考

えるのですけれども、その中で少人数の地域から
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やはり名寄に限って考えれば、インフラを外すと

いうことはあってはならないことなのかなという

ふうにも思います。あるいは、インフラ整備をし

ないといった行政サービスの外しというものはあ

ってはならないことだろうというのは周知のとお

りだと思うのですけれども、市内中心部の持続性

というものは周辺部を含めて市全体が持続可能性

を探っていく必要があると。立地適正化ですとか

都市マスタープランだとか様々なそこら辺の整合

性を取らなければいけない部分があろうかと思う

のですけれども、統制、支配から自治、協働への

発想というものに結びつけていきながら、今後公

共交通網形成計画をどのような形で取り残される

地域がないような、空白地域を生まないような形

をつくっていくのかについて伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今議員おっしゃると

おり、交通の確保、大事なことだと思っています。

また、一方ではなかなか沿線自治体といいますか、

自治体の負担も大きくなっているというのは間違

いありません。そういうバランスを取りながらも

市民の皆さんの足を確保することは大事なことだ

と思いますので、そのバランス、うまくできるよ

うに考えていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） よろしくお願いしたい

と思います。

ＪＲ北海道の問題ですけれども、宗谷本線活性

化推進協議会の会長として加藤市長におかれまし

ては様々な関係各機関への働きかけ、宗谷本線の

重要性をお話しされているところでありますけれ

ども、今回の特急列車、来春のダイヤ改正で提案

が今挙がっておりますけれども、特急列車の臨時

化というのはこれかなり危機感を持たなければい

けないのかなというふうに考えています。という

のも、札幌直通列車の復活を求めているところへ

もってきて臨時化をされてしまうと、年間３０日

程度と言われていますけれども、その中で過去を

振り返ってみると急行利尻が特急利尻に格上げに

なって、その特急利尻が臨時便になって、季節運

行になって、その後フェードアウトするように廃

止になっていったという経過があります。それ鑑

みると、今後コロナの状況もある、あるいはＪＲ

の周遊の状況等々鑑みると、なくなってしまうの

ではないかという可能性も考えられるわけなので

すけれども、昨年の第４回の定例会の中でも私提

案を１つさせていただいていますけれども、特急

列車２本を札幌直通にして、今臨時化されようと

している列車に関してを特別快速扱いとか、そう

いう形にすることによって列車ダイヤも車両の運

用上も増配備がなく済むし、あるいはＪＲ北海道

がＨ１００形という新しい電気気動車を導入しよ

うとしているところでありますから、そういった

ことに関してももう一度活性化推進協議会として

強くＪＲ北海道にも申し入れておく必要があると

思うのですけれども、その辺についてのお考えは

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） Ｈ１００形のお

話もいただきました。今回決して臨時化といった

ようなネガティブなダイヤ改正だけではなくて、

ＪＲのほうから発表していただいた内容によりま

すと、旭川名寄間、３７本のダイヤのうち３４本

がＨ１００形というハイブリッドの新型車両が走

るようになるといったような、こういった前向き

な発表も中には入っていたということであります。

実はこの列車が走ることによって車両交換しただ

けで１１分の時間短縮、経費節減ということで協

力してきた、各地域で協力した駅の廃止、これが

名寄旭川間で５駅分あったのですけれども、この

部分だけで１２分の時間短縮につながるといった

ようなことで、ある意味普通列車、快速列車につ

いては利便性が上がってくるのだろうと。

それから、特急の臨時列車化ですけれども、ほ

かの答弁でも申し上げましたけれども、交通機関
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等見てもやはり致し方ないところが、そこは理解

してあげなければなかなか難しいかなというふう

に考えています。当然利用促進に資する取組を取

り組んでいますので、答弁したとおり今後もしっ

かりと情報共有しながら、やはり我々の意に反す

るようなことにつながらないようにそれはしっか

りと議論していかなければならないというふうに

思っています。

そして、今回は４月とか、要は閑散期のダイヤ

を限定した臨時列車化ということですけれども、

名寄市としては、４月、入学式、特に大学の入学

式等ありますので、そういった時期についての臨

時列車化は避けてほしいという要望は出させてい

ただいて、そこについては柔軟にちょっと今後対

応させてもらうという回答もいただいていますの

で、地域としてもそういった問題、現状も伝えな

がらしっかりと連携して努めていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２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。

健康の森及び道立公園エリアの将来構想につい

て外２件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目で３点

質問をさせていただきます。

大項目の１、なよろ健康の森及び道立公園エリ

アの将来構想についてお尋ねをいたします。平成

３年、ピヤシリヘルシーゾーン構想基本計画に基

づき市民の健康増進、レクリエーションエリアと

して各種施設が整備されてきました。その後、道

立サンピラーパークが整備をされ、施設内の充実

が図られており、名寄市日進地区再整備基本構想

では日進地区に求められる役割を再認識し、今後

も整備すべき方向性について市民の皆さんの議論

を深めるため構想を取りまとめたとしております。

構想では、２つのエリアに分けて現状を分析し、

日進地区整備の基本的な考え方として３つの基本

的役割を確認しています。

そこで、将来構想の中の一つ、健康の森、道立

公園エリアに関してお尋ねをいたします。小項目

の１、名寄日進地区再整備基本構想に基づく計画

について。基本構想から５年、健康の森設置目的

や役割への認識と将来構想に伴う基本設計の策定

状況についてお知らせください。

小項目の２、なよろ健康の森魅力発信について。

健康の森は、市民の憩いの場とともに、スポーツ、

レクリエーションの拠点として平成８年にオープ

ン、平成１０年には１ ５ヘクタールの森林を活

用し、トムテ文化の森を中心に森林の機能を生か

し、自然との触れ合いを通して自然学習や体験の

場として親しまれてきました。また、健康の森は

道立サンピラーパークと一体となった公園として

魅力ある公園となっております。なよろ健康の森

は、名寄市の魅力を道内外にアピールできる最適

の場と考えますが、その対応についてお知らせく

ださい。

次に、大項目の２、名寄市行財政改革の推進に

ついてお尋ねをいたします。今年度国勢調査が実

施をされ、令和３年６月に人口及び世帯の速報値

が公表される予定となっております。過去の国勢

調査によると、名寄市の人口は平成２２年では３

万５９１人、平成２７年度では２万 ０４８人と

５年間で ５４３人減少しており、今回の調査結

果は出ておりませんけれども、名寄市における令

和２年１０月１日現在の人口では２万 １２５人

となっており、これまで同様人口の減少が予想さ

れます。総務省の国立社会保障・人口問題研究所

が公表している将来の人口推計は、現状よりはる

かに厳しい推計になっています。名寄市総合計画
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（第２次）の策定において策定の基礎となる人口

の将来展望と財政の見通しにおいては、名寄市ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョンによるもので、

さきに示された中期財政計画では人口減少や少子

高齢化に伴う経済構造の変化、公共施設の長寿命

化への対応、さらには王子マテリア名寄工場の生

産停止に伴い懸念される地域経済への影響などか

ら収支不足が発生すると予想しております。計画

では、直近の令和３年度及び令和４年度において

収支不足が発生をし、基金に頼らざるを得ない状

況になっております。今後の財政の健全化を図る

ためにも早急なる対策が必要と考えております。

そこで、小項目の１、人口減少の加速に伴う財

政への影響について。財政収入の大きなウエート

を占める地方交付税は、５年ごとに行われる国勢

調査の数値が基礎となり、来年の６月に公表され

る速報値が気になるところですけれども、人口急

減補正があるものとの見込み推計としております

が、人口減少が及ぼす影響について、また合併算

定替えの特例措置が令和２年度で終了することや

経済構造の変化、王子マテリア名寄工場の生産停

止及び関連企業の動向など、税収においても厳し

い状況が予想されますが、財政に及ぼす影響につ

いてお知らせください。

小項目の２、人口減少と職員の定数管理につい

て。さきに述べたとおり、厳しい財政運営が予想

される中、今後の職員の定数管理をどのように考

えているのかお知らせください。第２次名寄市行

財政改革推進基本計画の令和２年９月実績では、

行政組織と職員制度の見直しにおいて各部及び部

長職で構成する組織機構検討会議で見直し、変更

を検討との報告を受けましたけれども、見直しや

変更の検討協議はどのように行われたのか。人口

減少の加速を見据え、財政の健全化と行財政改革

のあるべき姿についてお知らせください。

次に、大項目の３、水防対策の現状についてお

聞きをいたします。近年名寄市は集中豪雨に見舞

われることなく、大きな災害に至っておりません

が、気候変動による影響から全国でいつ集中的な

ゲリラ豪雨が発生するか予想もつかない状況にあ

り、名寄市もその例外ではないことから、万が一

の備えが必要と感じております。水防災に係る情

報として、河川が氾濫した場合に想定される浸水

を想定したハザードマップを全戸配布し、周知し

ております。まるごとまちごとハザードマップの

取組も行われており、市民の水害に対する危機意

識の醸成のため水防対策についての考え方をお尋

ねをいたします。

小項目の１、集中豪雨時における危機管理と雨

水処理の現状についてお聞きをいたします。名寄

市は天塩川と名寄川の合流地域に位置しており、

集中豪雨時の雨水処理など浸水に至らないようど

のような対応がされているのか、現状についてお

知らせください。

小項目の２、豊栄川の現状について対策状況な

どお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点御質問いただきました。大項

目１につきましては私のほうから、大項目の２に

つきましては総務部長から、大項目の３につきま

しては建設水道部長からそれぞれ答弁となります

ので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、なよろ健康の森及び道

立公園エリアの将来構想について、小項目の１、

名寄市日進地区再整備基本構想に基づく計画につ

いて、小項目の２、なよろ健康の森の魅力発信に

つきましては関連がございますので、一括して申

し上げたいというふうに思います。名寄市日進地

区再整備基本構想につきましては、ピヤシリヘル

シーゾーン構想基本計画が策定をされました平成

３年度以降道立サンピラーパークの整備、利用者

ニーズの多様化、社会状況の変化などを踏まえま

して、平成２６年度に日進地区に求められていま
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す役割を再認識し、整備すべき方向性について市

民の皆さんと議論を深めるために策定したもので

ございます。この構想に基づく個別の基本計画の

策定には至っておりませんが、その後の名寄市総

合計画（第２次）とそのローリングや冬季スポー

ツ拠点化の推進を通しまして日進地区の活性化に

努めているところでございます。なよろ健康の森

は、ピヤシリ山周辺の恵まれた景観を利用し、市

民が自然に親しみながら森林の持つ公益的機能と

役割に理解を求める中で、健康をテーマとしてス

ポーツ、文化、自然体験などのゾーンを設け、市

民の健康と福祉、生活文化の向上を図ることを目

的として平成８年より開設されてございます。ま

た、平成１０年には道立トムテ文化の森として森

林学習展示館やキャンプ場、林間学習広場などが

開設され、その後平成２６年には北海道から名寄

市に移管され、現在に至っております。なよろ健

康の森の利用状況につきましては、令和元年で申

しますと年間約２万 ０００人の利用があります

パークゴルフ場を筆頭といたしまして、総数で約

８万 ０００人、そのうち森林空間となりますト

ムテ文化の森に関する施設利用者につきましては

約１万人となってございます。一般の方はもとよ

り、健康の森を歩く会による林内散策やへっちゃ

ＬＡＮＤによるキャンプ、市内小中学校生による

林内探索や遠足などで利用がされております。そ

のほかにも、上川総合振興局北部森林室と振興公

社の協賛及び支援による森林散策や木工作体験を

市内小学校を対象に行っていただいております。

今後におきましても広大な森林や各施設を有効活

用し、関係機関や団体と連携し、市民の健康や生

活文化の向上を図る取組を継続していきたいと考

えております。また、森林空間以外の利用につき

ましては、これまでも道立サンピラーパークと一

体的に産業まつりやクロスカントリー大会などの

各種イベントや大会、さらには合宿などの誘致を

進めているほか、道立サンピラーパーク内天文台

や森の休暇村などの他施設やひまわり観光などと

の連携、相乗効果による利用促進にも努めてきた

ところでございます。今後ともなよろ健康の森を

はじめ道立サンピラーパークを含めた日進地区は

市民の憩いの場としてはもとより、交流人口拡大

の場、人づくりの場として名寄市の誇る財産であ

り、ピヤシリヘルシーゾーン構想のコンセプトを

尊重しながら関係機関、団体と連携して市内外に

その魅力を発信してまいります。

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） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

名寄市行財政改革の推進についてお答えします。

初めに、小項目１、人口減少の加速に伴う財政

への影響について申し上げます。御質問のとおり、

本市の歳入において大きなウエートを占める普通

交付税は、人口を基礎数値として算定する項目も

多数あり、人口減少による交付税算定額への影響

は大きなものになると推測しております。先日お

示しした中期財政計画では、過去の国勢調査実施

後の算定と同様人口急減補正があるものと見込み

推計しました。具体的には令和２年１０月末現在

の人口と令和２年度普通交付税算定の単位費用、

前回の国勢調査実施後の急減補正係数を用いて算

定したところ、人口減少による算定額の減少は約

１億 ８００万円となりますが、令和３年度にお

いてはそのうち ３００万円ほどが急減補正によ

り復元され、差引き約 ５００万円の影響額にな

るものと推測しています。その他交付税の影響と

して、合併算定替えの特例措置が令和２年度をも

って終了することとなりますが、その金額は令和

２年度で約 ２００万円でした。あくまでも令和

２年度算定結果からの推測ではありますが、人口

減少と合併算定替え特例措置終了の影響を合わせ

ますと、令和３年度普通交付税への影響は ７０

０万円に及ぶものと推測しております。人口減少

に係る急減補正は、段階的に復元率が縮減してい

きますし、令和４年度からは王子マテリア名寄工

場の生産品集約による税収への影響も大きなもの
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になるものと推測しております。中期財政計画で

もお示ししましたが、本市の財政運営には多くの

課題が山積しており、これまで以上に基金に依存

しながらの財政運営が想定されます。このような

状況の中で市民の皆様の安全、安心な暮らしを守

っていくためには、これまで以上に経費の削減に

努め、健全な財政運営の維持に努めていかなけれ

ばならないものと考えておりますので、御理解願

います。

次に、小項目２、人口減少と職員の定数管理に

ついてと小項目３、組織機構の見直しの現状と対

応については相互に関連することから、一括して

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。名寄市においては、平成１８年の旧風連町と

旧名寄市の合併に伴う行政組織のスリム化の必要

性から名寄市行財政改革推進計画に基づき平成２

１年度から平成２６年度までに６９人の職員数の

削減を実施してきたところであり、財政的な効果

を含め効率的な組織の構築の観点から一定の効果

はあったものと認識しております。平成２７年度

以降は、国や道からの権限移譲や人口減少対策を

主眼に置いた各種政策の実現のため組織機構の見

直しの中で職員配置数の協議を毎年実施し、職員

数の適正化を図っております。令和元年度に検討

を行った組織機構の見直しとしては、基幹相談支

援センターの新たな設置や下水道事業の地方公営

企業法の全部適用などがありましたが、職員数に

ついては現状を維持しつつ新たな機構に対応する

こととしました。一方、専門職については人材確

保の観点から令和２年度において保育士、保健師、

土木技師の各職種について募集を行うこととした

ものであります。議員御指摘のとおり、全国的に

人口の減少が想定され、本市においても例外では

ない中、今後の適正な職員数の設定は重要な事項

であると認識しております。一方、周辺市町村に

おいても、専門職を中心に職員の確保が困難とな

っている状況がございます。国の地方行政サービ

ス改革でも行政サービスを提供するシステムを周

辺市町村と共同利用することが示されており、今

後周辺市町村と連携して行政サービスの水準と組

織の在り方を検討していくことが求められること

も予想されるため、職員採用が今後市町村単独で

完結しないことも考えられます。また、国におい

ても今後の人口減少に伴う労働力不足を踏まえ、

職員数が減少する中で行政機能を維持するための

仕組みとしてＡＩ、ロボティクスの活用によるス

マート自治体の取組や自治体行政の標準化につい

て取組を推し進めているところであります。住民

サービスを持続的に提供する観点から業務の標準

化を含めた在り方の見直しや国のスマート自治体

推進の動向、周辺市町村との業務分担と関連する

人員配置の在り方など、必要職員数を想定する要

素は複数あります。既にスマート自治体推進や業

務の標準化については情報収集、内部検討を行う

こととしており、国の地方行政サービス改革をめ

ぐる業務の共同化などの動きについても見極めな

がら今後も引き続き行財政改革における組織機構

の見直しと職員数の適正化に努めてまいりたいと

考えておりますので、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 私からは大項目

３、水防対策の現状についてお答えいたします。

まず、小項目１、集中豪雨時における危機管理

と雨水処理の現状についてでありますが、集中豪

雨時の雨水処理については、集中豪雨が発生した

場合、名寄下水終末処理場において市街地中心部

及び大橋区周辺に降った雨が下水終末処理場内に

ある排水ポンプ場に流入することから、状況に応

じ雨水ポンプを稼動し、雨水を豊栄川に排水して

おります。また、日常から施設設備の点検や維持

管理に努めるとともに、集中豪雨時の運転操作マ

ニュアルを策定し、緊急時に備えて迅速に対応で

きるよう連絡体制を整備しております。今後も市

民生活に影響を及ぼすことのないよう訓練や施設

点検等、十分に努めてまいります。
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次に、市街地における河川の内水対策について

ですが、名寄市街地は天塩川と名寄川に挟まれた

立地で、これまでも集中的な大雨により河川があ

ふれ、大きな被害を受けてきた歴史があります。

天塩川の支川で北海道河川であります豊栄川は、

そうした状況から樋門を設け、排水処理を行って

まいりましたが、昭和４８年８月に発生した台風

崩れの低気圧により記録的な豪雨となり、市街地

のほぼ全域にわたり内水氾濫被害を受けました。

この対策として、国により現在の豊栄排水機場の

設置が計画され、昭和４９年に着工、昭和５２年

に完成いたしました。現在豊栄排水機場は国から

本市が委託を受け管理しており、いつ何どきの災

害に対応できるよう毎月ポンプやエンジンが正常

に稼働するか定期点検を実施しております。また、

本排水機場は、豊栄川の流水が逆流して旧豊栄川

に滞水した内水が氾濫するおそれがあるときは樋

門を閉じ、警戒水位に達した場合は運転の諸準備

を、内水位が運転基準に達した場合にはポンプの

運転を開始し、天塩川へ排水することとしていま

す。近年では、平成２８年８月に起こった災害に

よりポンプを運転して被害を防ぐことができたと

ころです。今後も気象情報に注意し、大雨洪水警

報が発動されそうな際は昼夜問わず防災担当や建

設水道部の職員により水位の確認や河川の状況に

ついてパトロールを実施するなど市民の安全、安

心に向けた水防対策に努めてまいります。

次に、小項目２、豊栄川の現状について申し上

げます。名寄市街地を流れている１級河川豊栄川

については、道道西風連名寄線を境に下流側の天

塩川に合流するまでの区間については、国が管理

し、上流側については北海道が管理している河川

で、河川改修等の事業や基本的な維持管理につき

ましては国、道のそれぞれの河川管理者が行って

おります。国の管理している区間については整備

済み区間であることから、草刈りなどの維持管理

を毎年実施されているとともに、土砂の堆積が確

認できるようになるとしゅんせつを実施されてお

ります。北海道の管理区間については、平成１４

年度より河川改修事業に着手し、河川断面の拡大

や護岸等を整備してきましたが、平成２２年の大

雨により浸水被害もあったことから、さらなる治

水機能向上について北海道へ要望を行い、平成２

６年から現在工事を行っている遊水地整備に着手

されてきております。本事業完了後は、既に豊栄

地区に設置している下流側の遊水地とともに、徳

田地区など市街地の浸水被害がより軽減されるも

のと期待をしているところです。

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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁いた

だきました。また再度御質問をさせていただきた

いというふうに思います。

この健康の森の関係から先に質問させていただ

きたいと思いますけれども、平成２７年、日進地

区再整備計画という形で、これはエリア分けして、

スキー場の部分と、それから健康の森部分という

ことで分けて進めてきたというふうには認識して

います。その中で再整備、構想を練ったというふ

うなことでありますから、当然その構想に基づい

て何らかの計画というものが示され、それがこの

健康の森、そして道立公園一体となった公園の利

活用というふうなことにつながっていくのかなと

いうふうに思っていたものですから、今回質問さ

せていただいたということでありますけれども、

その中で計画には至っていないというふうなこと

でありました。今後において計画の策定含め考え

ていることがあれば、お知らせいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 基本構想が設けられ

たので、その後個別のというか、全体の基本計画

が設けられるべきだろうという、そういう御意見

だったと思います。この再整備基本構想について

は、その計画の中でも、今議員も言われましたけ

れども、２地区に分けて進めるのだというところ
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が大きな組立てになっていまして、その中でもス

キー場、温泉エリアの整備を先行させるべきだろ

う、優先するべきだろうというところが基本構想

の中に盛り込まれておりますので、それに基づい

て今スキー場、あるいは温泉について議論を進め

させていただいているということでありますので、

そこについては御理解いただければと思います。

さらに、全体的な基本計画ということではなくて、

今申し上げたように、エリアを分けながらそこを

どう進めていくのかということ、計画の策定の有

無にかかわらず検討させていただきたいと思いま

すし、そこの裏づけとすると、先ほど申し上げま

したように、総合計画のローリングがございます

ので、ローリングの中で優先順位をつけながら検

討、さらには整備を進めさせていただきたいとい

う考え方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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） この健康の森、分け

てというふうな部分で、優先してスキー場という

ふうなことで、それは理解させていただきます。

しかしながら、それこそ平成３年にピヤシリヘル

シーゾーン構想がもともとの形で構想化されて、

日進の中でどのように今後進めていくかという中

で健康の森がつくられ、そして道立公園という形

で今サンピラーパークという、サンピラーパーク

があり、それから森の休暇村があり、奥には天文

台があるというふうな形で、その中にはキャンプ

場も備えておりますから、いろんな森林を生かし

た自然というものをしっかり理解をしてもらうと

いうことで、健康の森には当然健康増進というふ

うな形でパークゴルフ場もありますし、それから

夏ではあそこの陸上競技場を使って、いろんなサ

ッカーとかいう主体の大会が開催されて、練習に

も活用されていると。当然過去にはマラソンの合

宿や何かも入って、それからサッカーだとかラグ

ビーだとかアメフトだとか、大きな部分で利用さ

れてきたという経緯もあります。そういうふうな

部分であります。それから、冬は冬で歩くスキー

ですとか、今クロスカントリーという大会も誘致

をしながらしっかりとして使われているというこ

とで、それも重々理解しているのですけれども、

やはりこのトムテの森が出来上がった時点に遡っ

て考えてみると、自然との触れ合いという部分で

はやはりこの自然を生かした形の中で研修をした

り、体験をしたりというふうな部分で、これは広

く、子供たち、それから家族共々に使っていただ

いて、これまで来たという経緯があります。その

中で、平成２７年ですか、各小学校にＤＶＤが配

られて、これはたしか森の物語という一つの物語、

これは何年もかけて実際に状況を撮影をしてきた

ものをまとめたものというふうな形で活用いただ

きたいというふうな形で進めてきたのかなという

ふうに思っています。この自然というもの、生か

していく中で、もともとの部分についてはやはり

森林を生かして活用した中で森林浴を楽しんでも

らうと。当然先ほどもお話ありましたけれども、

森を歩く会があって、この会の部分でいえば四季

の自然を楽しもうということで、なよろ健康の森

マップみたいなものを作って、そして進めてきて

いるという、今もまだ継続して月に２度ほど例会

といいましょうか、開いているという状況であり

ますけれども、しっかりと遊歩道なりなんなりを

利用しているという部分でありますけれども、そ

れが何か市民にしっかりとした活用をされていな

いというふうに私自身も認識するものですから、

もっとこの魅力、実際健康の森と道立公園、一体

となって進めてきているわけですから、なかなか

他にはない、まちからそんなに離れていない中で、

自然の、この名寄の四季を実際に感触、しっかり

できるという、そういうふうな部分の最適地であ

りますし、いろんな取組もやっているという部分

でありますから、魅力をどのように発信をしてい

って、そこにしっかり人を呼ぶと。交流人口の拡

大というふうなことにつながっていくと思うので

すけれども、それらについて課題として挙げられ
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ていたと思うのですけれども、その部分について

はどのようにお考えなのかお知らせいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 健康の森をはじめと

して日進地区の豊かな自然、特に森林空間の魅力

をさらに発信するべきだろうという、そういう御

意見だったというふうに思いますので、そこはし

っかりと受け止めさせていただきたいなと思いま

す。先ほども申し上げたように、トムテ文化の森

の利用が年間約１万人あるということですので、

実際には先ほど言ったようなへっちゃＬＡＮＤや

何かという取組もありますけれども、一般の方も

多く散策を現状いただいているということだと思

います。恐らくその中心になっているのが今塩田

議員が言われたようなそこを愛する会の皆さんで

すとか、あるいは森の物語を作られた民間の方の、

そういった方たちの努力でこういう利用状況にな

っていると思いますので、私どもとしても改めて

森林空間の魅力についてしっかりと把握をしなが

ら情報発信をしていきたいと思います。特に先般

の民間の方が長年にわたって健康の森の森林空間

のつづりためたデータの提供をいただいておりま

す。私も全部はまだ見られていないのですけれど

も、少し見させていただくと、この時期に健康の

森、この場所でこういう動植物が見られますよと

いう貴重なデータなんかもいただいておりますの

で、こういったものもヒントとしながら市民の皆

さんに情報発信……市民だけではないですね。市

内外に情報発信をする機会を設けていきたいと思

いますので、御理解いただければ、もう少しお時

間いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 情報発信という部分

でいうと、今の森の物語って本当にすばらしいも

のだと思うのです。これをどのように市民の方に

発信をしていくか。発信の方法というふうな部分

でいうといろんな方法があるのかなというふうに

思うのですけれども、具体的にお考えがあればお

聞きをしたいと思いますけれども。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まだ具体的には練り

切れていない分ありますけれども、例えばですけ

れども、私どものほうで研究させていただいたと

ころでいくと、森の物語、あるいは先ほど言った

民間の方の情報を基に広報でその時期に健康の森

にこういったものが見られますよ、魅力がありま

すよみたいな発信することもできるのではないか

というような、そんな議論もさせていただいたと

ころでありますし、先ほどいただいたＤＶＤなど

の活用についても改めて内部でしっかりと議論さ

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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ただいま広報等にも

活用して発信をしていくというふうな部分で考え

方として持っているのだというふうなことであり

ますから、やはり結構なボリュームだったと思う

ので、この部分については何回かに分けて広報に

掲載をしていくというような方法もあるかなとい

うふうに思いますし、ある意味それをまとめたも

のというふうな部分で小冊子的なものができれば、

そういうものを道内外に要するに発信できるとい

う一つの雑誌としての発信するツールになるのか

なというふうに思いますから、そういうふうな考

えをしっかり持っていただきたいなというふうに

思います。それと、例えばせっかくのＤＶＤ、活

用の仕方というふうなことで考えていけば、健康

の森の管理棟、あそこにもテレビがございますよ

ね。したがって、そこでＤＶＤを流していただく

とか、仮によろーなにも時間帯、ずっと流すとい

うことにならないでしょうけれども、そういうふ

うな形で、名寄のこの自然というものをこういう

ところで四季を感ずることができて、こういうふ

うなことできますよというふうなことを発信をし

ていくというのは大事なことだというふうに思い
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ますし、やはりそういうふうなもの、新たなもの

は投資をしないで発信をしていけれるかなという

ふうに思うので、そういうふうなことの御検討も

いただきたいというふうに思います。いろんな構

想の中でも触れていましたけれども、やはりなか

なかフットパスですとか、そういうふうな部分で

何か来ていただけるような、そういうふうな形の

ものを、体験プログラム的なものをつくっていき

たいというようなことで構想の中でも触れていた

というふうに認識をしておりますけれども、そう

いうふうなこともしっかりと今後何かの形に表し

ていくということが必要だというふうに思います

ので、そういう努力をしていただきたいというふ

うに思います。要望して終わりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、行財政改革に関してお尋ねをした

いと思います。まず、１つとしては、相当税収も

含めて、地方交付税のこともあり、減収が予想さ

れるというふうな部分でお答えをいただいたかな

というふうに思うのですけれども、やはり人口の

数といいましょうか、基礎となるものはそこにい

ろんな部分で算出根拠の基礎となるものがあるの

だというふうにお答えいただいたかなというふう

に思っています。今回、今年１０月で国勢調査を

実施をして、来年６月に公表されるというふうな

部分でありますけれども、その数値を基に普通交

付税の算入基礎となる部分について生かされる部

分というのは令和３年からになるのか、令和４年

からになるのか、その辺私もちょっと聞き漏らし

たのかなというふうに思いますけれども、また改

めてその辺お願いをしたいというふうに思います。

それとあと、今年の、令和２年４月１日現在の

一般職員の部分でありますけれども、職員数は何

人になっているのかお知らせいただきたいという

ふうに思います。まず、その２つお願いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 塩田議員から御質問

いただきました国勢調査の絡みの部分の交付税の

影響ですけれども、令和３年度からということで、

先ほどの答弁のとおりという形でお願いします。

あと、令和２年４月１日付の職員数でございま

すが、病院と大学除きまして一般職で３２７人と

なっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 分かりました。

実際には交付税の算入に関する部分、人口急減

補正というのもあるというふうなことで、これも

２２年から２７年の国勢調査において減少してい

ますから、そのときにもそういうふうな補正が行

われてきたというふうな部分であります。やはり

私の中では、約５年間で ５００人を超える人口

が減っていると。平成２７年から今回、令和２年

までの部分でいうと、恐らくそれに匹敵をする、

それ以上の減少が起こるのではないかというふう

なことを懸念をしての部分として、当然普通交付

税に跳ね返ってくる部分があるのだろうなと。ど

れくらいの金額になるかについては、先ほどちょ

っとメモできなかったので、あれですけれども、

思ったより何か影響少ないなというふうに感じた

のですけれども、もっとあるのではないかなとい

うふうに実際思っています。

それから、合併算定替えに関して言えば、実際

令和２年が最終年ですから、９０％の影響が、９

０％というか、２７年をベースにしたときに９０

％の影響があって、令和３年からは丸々１００％

の影響が出るというふうな部分で、その部分につ

いても先ほど随分少ない数字だったなというふう

に思っています。平成２７年と比較するから、結

構多いのですけれども、一番最初この合併算定替

えが起こるというときに基礎となる数字は６億

７００万円だと思ったのです、満額でいうと。そ

れが令和元年度といいましょうか、のときの調査

では２億 ９５０万円、相当これは国のほうも軽

減策を取っていただいたということで減少してい

るなというふうに思っています。ただ、令和３年
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に関して言えば、２年との差ですから、１０％の

部分ですので、その部分でいうと ５００万円程

度の部分かなと思ったら、何か ７００万円です

か、くらいの影響でというふうな御答弁をいただ

いたかなというふうに思っています。私の印象と

しては非常に減収、地方交付税の額がそんなに大

きく減少しないのかなというふうな部分で、ちょ

っとびっくりしている部分ではあります。相当や

っぱりいろんな部分で歳入という部分における部

分とすれば、大きく影響するのだなというふうに

思っています。この部分については、中期財政計

画の中での令和３年度の収支の部分でいうと、収

支不足が約１１億 ０００万円、令和４年では１

４億 ０００万円ほどの収支不足が生じるという

ふうなことでお示しをいただいたというふうな部

分で、昨日の倉澤議員の質問に関わって、まだ確

定ではないけれども、歳入というのは１９９億円、

２００億円程度というふうなことだというふうに

理解をしているのですけれども、その中でも収支

不足が当然出てくるというふうなことになろうか

なというふうに思います。収支不足出る分につい

ては、当然基金の対応になってくるのだなという

ふうに思いますから、基金も無限にあるわけでは

ありません。したがって、こういう人口減少が進

んで税収も下がるわけですから、そういうふうな

ことを考慮した中で考えていけば、やはり大変な

将来、財政健全に向けての考え方からすれば厳し

い状況が生まれるのではないかなというふうに思

っています。改めてこの人口減少に伴うここの考

え方について再度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） 人口減少に伴う財政

面の影響ということだと思うのですけれども、先

ほど来答弁しているとおり、人口減少の影響は当

然財政に影響があると。特に歳入面においては、

交付税の部分も含めて減額になっていくというこ

とでございます。これまで答弁しているところで

ございますけれども、当然厳しい財政運営だと。

そして、施設も老朽化して、かなりしつこいほど

ですが厳しい状況だということでございます。職

員でそれを共有化しながら、健全な財政運営にな

るようにきちんと財政規律を守って、将来世代に

マイナスにならないように財政縮減に努めていき

たいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それは、本当に進め

ていただかなければ大変なことだなというふうに

思います。持続可能な名寄市、これからどのよう

になっていくか分からないというところで、やは

りそういうふうなことを、今後起こり得ることを

想定をしながらしっかりした対応を持っていかな

ければいけないのだなというふうに思っています。

ちょっと１つ確認をしたいのですけれども、中

期財政計画の中での地方交付税の部分であります

けれども、この普通交付税で、令和２年と比較に

ならないと思いますので、令和元年との比較とい

うふうな部分でいうと、今の諸事情がいろいろあ

って、減収につながる、減収といいましょうか、

地方交付税が減額されるというふうに私は認識し

ているのですけれども、この提出をいただいた中

期財政計画では逆に令和３年で２億 ０００万円

ほど、それから令和４年では８億 ０００万円だ

から、２億円ちょっと。逆に普通交付税が増額さ

れている、されるというふうに見通しがあるので

す。いろんなものの根拠がいろいろあって、それ

がトータルでこういうふうな積み上げの部分であ

りますから、いろんな要素があるのだろうと思い

ます。私には分からない部分があると思いますけ

れども。どちらかというとそういう厳しい状況に

ありながら、歳入の部分としてこのように見込ん

でいるというこの背景がちょっと分からないので、

説明いただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 交付税の積算について
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は非常に区分がいろいろあります。今話題になっ

ているのは人口減少のところでありますけれども、

ちょっとそれは置いておくとして、従前より決算

委員会、あるいは予算委員会の中で私ども起債を

借りるときには交付税のついている起債を借りる

ということで過疎債、あるいは合併特例債という

ことあります。つまりこの部分は、増えている部

分はその償還部分が今年度消化されるので、その

分が交付税のほうに算入されてきているので、ト

ータルで増えてきているということなのですけれ

ども、これを一回外して、人口減少のところだけ

見ると先ほどのとおり影響はあります。つまり交

付税で入ってくる特例債、あるいは過疎債につい

ての償還分としての交付税は入ってくるのだけれ

ども、それはそのまま償還に使われてしまいます

ので、それ以外のところをどうするかというのが

非常に大きな論点になるかと思います。先ほどの

とおり、人口減少の部分と、それから合併算定替

えの特例措置の終了を合わせると約 ７００万円

ぐらいの影響があるだろうと、少なくなるだろう

というふうに見ているのですが、昨日付で交付税

については、地方財政計画上ですけれども、コロ

ナ禍の関係もありまして、一定の確保すると。前

年度同水準の確保するというような情報も流れて

きておりますので、ちょっと安心はしております。

ただ、先ほどのとおり公債費にかかっている部分

が使われてしまいますので、それ以外の部分がど

れぐらいあるか、これが非常に大きな論点になる

と思いますので、改めて財政課のほうと十分詰め

ながら予算編成、当たりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 分かりました。要す

るに有利な起債を借りることによって自腹を少な

く、後で交付税で還元をしてもらうというような

部分で、そういうふうな要素があってこういう状

況が生まれているのだというふうに理解をさせて

いただきました。

ただ、この職員の定数管理の部分にちょっと変

えて質問させていただきますけれども、この部分

については平成２０年７月１日現在で職員の一般

職というのは３７４名だ。２１年から２６年まで、

これは定員適正化計画というのを、７３名削減、

これ何回も何回も言っているので、あれなのです

けれども、それが６９名で落ち着いたというふう

な部分であります。７０５名になったというとこ

ろが、２６年がそうです。その後、２７年には逆

に、先ほどもお話ししたとおり、権限移譲とか他

の要素があって、７名ほど職員を増やさなければ

ならなかったという状況で３１２名になっている

というふうには理解しています。先ほど令和２年

４月１日現在の職員数をお聞きをしましたら、３

２７名だというふうに思いますから、単純に平成

２７年、実際には新名寄行財政改革推進計画でい

うと２８年までですから、２８年まででどうだっ

たのかという部分についてはさておき、３１２名

なり１５名くらいだったのでないかなというふう

に思います。それが２９年から新たに第２次の名

寄市行財政改革推進基本計画というのが策定をさ

れて、今現在行財政改革に取り組んでいるという

状況だというふうに思いますが、この間単純に言

うと１２名から１５名職員が増えると。増えてい

るという状況があります。実際に今後の財政運営

を考えると、非常にやはり人件費のウエートとい

うのは大きいなというふうに実は思っていて、当

然事業の見直しなり組織機構の見直しというのを

進められていることは重々承知をしていますけれ

ども、そこら辺も含めてしっかりとした考え方を

持って、職員の、ここ目に見えてくる部分であり

ますし、それから経常経費ですか、この部分、昨

日も９３％というお話をしていました。そういう

ふうな部分からすると、これを抑えていかなけれ

ばならないという状況になりますから、これらも

抑えていくためにはやはり痛みといいましょうか、

職員に痛みを分かってもらわなければいけない部

分もありますし、それから市民のサービスの低下

というのは、低下になるかどうか分かりませんけ
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れども、理解をしてもらわなければならないとい

うことは出てくるかもしれませんが、いずれにし

てもこの部分については進めていかなければなら

ない部分だというふうに思っています。このこと

について、増えたからどうのと言っているわけで

はないのですけれども、しっかりとした定数管理

というものをやはり早急に定めることが必要なの

ではないかなというふうに思うのですけれども、

この分について副市長、どう思いますか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） これからの行政運営考

えますと、今御指摘いただいたとおり、定数とい

うのは非常に大きな要因に、要素になるかと思い

ます。今まで合併後の様々な職員数の増減につい

て議員のほうからお話しいただきました。正直言

いますと、平成の２７年ぐらいから我々行政側の

やるべき仕事については、先ほどの権限移譲も踏

まえて、そういう要因もありますけれども、非常

に増えている。しかも、質も変わっているという

のが背景にあります。例えば今議会でも様々な計

画物についてお話ありましたけれども、これちょ

っと古くて申し訳ないのですが、平成２９年１２

月での調べなのですけれども、我々行政側で今策

定している計画数、４０本以上あります。なおか

つ、まださらに、これ２９年ですから、増えてい

く。なくなっているのもありますけれども、こう

いう計画が出てきて、地方六団体はちょっとその

辺どうにかならぬのかというようなお話もされて

いるし、コロナの関係でデジタル化、あるいは様

々な情報分野のを使いながら業務の質を上げて、

住民サービスの向上を図る、そういうこともあり

ますので、いろんな要因を踏まえながら定数管理

については検討しなければならないと思います。

過去の事例もいろいろありますし、様々な経緯が

あって、今の職員の配置になっています。私今一

番考えているのは、職員採用に当たっては年齢構

成、あるいは経験も非常に重要だなと思っており

ます。例えば今私副市長やっておりますけれども、

年齢が５６歳です。私の隣にいるこの３人は同期

入社です。その間は７年間職員採用止まっていた

という時代がありますので、そうすると経験値の

移譲だとかできない状態になりますので、いろん

な要因を様々加味しながらどういう定数で、どう

いう配置で、これは現場の声も十分聞きながらに

はなると思いますけれども、少し練り込まなけれ

ばならない、そういう時期に来ているかと思いま

す。大事なのは、行政サービスの質を向上させつ

つ適切な適正管理に努めると、こういうことだと

思いますので、またいろんな形で様々な数字使い

ながら御説明できればと思います。よろしくお願

いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今お答えいただいて、

そういうふうな定数管理が大事だということは当

然理解をしていただいている部分だと思いますけ

れども、やはり理解はすれどもしっかりとした目

安というもの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。それは、やはりいろんな事

情はあったと思います。しかしながら、やはりだ

からといって今後歳入が思ったように組めないと

いうふうなことになってくると、当然苦しいのは

当たり前の話ですから、そこのところはしっかり

受け止めながら、当然経常的な比率を抑えていく

というようなことを考えていかざるを得ないと思

いますので、しっかりとした早期のこの辺の部分、

先を見据えた中での定数管理、しっかりと策定を

していただきたいというふうなことを要望して、

次に移りたいと思います。

最後で申し訳ないのですけれども、水防災に関

して今回質問させていただいた背景は、実際にハ

ザードマップ等々で示されているとおり、天塩川、

名寄川が氾濫したときにどれくらいまで水位が上

がってというふうなことで、そういうふうな部分

で危機意識を持ってくださいという、そういうふ

うなことで当然防災のほうでは資料を作られてい

るというふうに思っています。しかしながら、ま
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だ災害という、そう大きな災害には至ってはいま

せんけれども、至ったら困るというふうな部分で

ありますが、実際に集中豪雨は名寄でも起こって

いますし、時間的にいうと四十数ミリ降るだとか

いうふうなことも実際に起こっています。ですか

ら、これらの部分について危機というものは感ず

る部分でありますから、この部分について雨水処

理ってどのようにされているのかなというのをや

はり市民の方に理解をしていただきたいなという。

どのような形でこの雨水処理がされているのかと

いうふうなことを先ほど建設水道部長のほうから

お話をいただきましたので、名寄川なり天塩川の

ほうに放流をしていると、放水をしている。ポン

プを使って、実際には豊栄排水機場なり下水処理

場からというふうなことで、そのようにしている

ことで大きな集中豪雨、まだいつどのぐらいのも

のが降るか分かりませんけれども、それなりの対

策はしっかりと整えるためにしっかりとしたマニ

ュアルをつくって対応しているのだというふうな

ことをいただきましたので、安心をいたしました。

あと、豊栄川に関する部分としては、まだ使っ

ていたりというふうな部分ありますので、これは

上部機関のほうにしっかりと対応していただいて、

安心した生活ができるようにしていっていただき

たいというふうな思いで、要望して終わりたいと

思います。

以上をもって質問を終わらさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

コロナ禍における本年の地域農業の状況と今後

の課題と展望について、山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、これよりさきの通告に従いま

して、コロナ禍における本年の地域農業の状況と

今後の課題と展望について質問してまいります。

本年もほぼ全ての作物の収穫作業が終了し、１

年間の営農の成果が問われる時期を迎えました。

今年は、冬の降雪量の少なさもあり、平年に比べ

約半月ほど早い融雪期を迎え、順調に春作業が開

始され、その後の生育期間も全般的に安定した天

候が続いたことから、各作物総じて一定の収量、

品質が確保されたものと認識をしているところで

す。

そこで、１点目、令和２年産農作物の状況につ

いて、各作物の収量、品質などどのように総括し

ているのかお伺いをいたします。

２点目、国の新型コロナ対策事業における本市

の取組状況についてお伺いをいたします。新型コ

ロナウイルスの影響による農業者への支援策とし

て、国の第一次補正予算において高収益作物次期

作支援交付金が、また第二次補正予算において経

営継続補助金が措置されております。本市におい

ては、高収益作物次期策支援交付金は地域農業再

生協議会が、経営継続補助金は地元ＪＡがそれぞ

れ主体となり、申請手続などを進めてきていると

ころですが、各事業の現在の状況についてお知ら

せを願います。

３点目、コロナ禍による農業労働力への影響を

踏まえた今後の人材確保についてお伺いをいたし

ます。本年２月以降の新型コロナウイルスの急速

な感染拡大は、地域農業においても大きな影響を

及ぼし、４月に来日予定であった外国人技能実習

生が入国できなくなり、受入れ農家に大きな混乱

と不安をもたらしました。そのような状況の中で

の春作業のスタートでしたが、個々の農家の努力

はもとより、多くの方々の援農をはじめ様々な支

援の中で無事収穫終了に至ったところです。コロ

ナ禍にかかわらず、農業労働力の確保対策は喫緊

の課題であり、本年の状況や取組などを踏まえた

中で今後農業労働力としての人材確保に向けてど

のように取り組んでいくのか考え方をお伺いいた

します。

４点目、担い手の育成確保対策の今後の展開に

ついてお伺いをいたします。現在本市においては、

担い手の育成と確保に向け名寄市農業担い手育成

支援センターを核として様々な取組が行われてい
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るところですが、新型コロナの影響などによる働

き方の多様化や職業観の変化など背景にした農業

に対する関心が高まりを見せつつある状況を踏ま

え、担い手支援センター機能の一層の充実を図り、

新規就農者の確保や農外からの新規参入者の受入

れにつなげていくことが重要と考えます。今後の

取組の考え方についてお伺いをいたします。

５点目、名寄産農産物のＰＲと販路拡大に向け

ての取組についてお伺いいたします。コロナ禍に

おける農家応援の消費などを通じて国産農産物の

価値や地産地消の重要性が改めて認識されつつあ

る今、より積極的に名寄産農産物のＰＲ活動を行

い、一層のブランド力の強化と販路拡大につなげ

ていくチャンスではないかと考えます。今後の取

組についての考え方をお伺いいたしまして、以上、

壇上からの質問とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らはコロナ禍における本年の地域農業の状況と今

後の課題と展望について小項目で５点御質問いた

だきました。私のほうから順に答弁をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

初めに、小項目の１、令和２年産農作物の状況

について申し上げます。本年の農作物の状況につ

きましては、春の融雪は平年より早く、播種、移

植作業は順調に進みました。６月には降水量が少

なく、低温、日照不足の期間はありましたが、７

月以降は好天が続き、生育は順調に推移をいたし

ました。主な作物では、水稲につきましては農林

水産省の作況指数が１０７の良となり、平年を上

回る収穫量となりました。また、畑作物の収穫量

も全般的によく、特に小麦は平年を上回りました

が、大豆などの一部では収穫時期の降雨の影響に

よりまして収穫に至らなかったものや品質低下が

見られました。成果物につきましては、アスパラ

ガスの促成で若干減収となりましたが、バレイシ

ョ、カボチャは収穫量もよく、特にスイートコー

ンにつきましては品質、価格ともによい結果とな

りました。畜産につきましては、酪農では収穫時

期の天候不順による牧草の品質低下が見られたも

のの、乳価、生乳生産量、個体販売ともに安定し

ており、養豚では国内産豚肉の需要増加によりま

して大幅に販売が伸びております。このように生

産者の皆様にはまさに出来秋を迎え、総体として

よい一年であったと受け止めているところでござ

います。

次に、小項目の２、国の新型コロナ対策事業に

おける本市の取組状況について申し上げます。新

型コロナウイルス感染症に伴う国の農業支援策と

いたしまして、感染症防止対策や経営継続のため

の取組を支援する経営継続補助金及び売上げが減

少するなどの影響を受けた高収益作物の次期作に

向けた取組を支援します高収益作物次期作支援交

付金が国の第一次、第二次補正予算に伴い新たに

講じられましたことから、当地域におきましても

その活用に向けて取組を進めてきたところであり

ます。まず、経営継続補助金についてであります

が、申請に必要な経営計画書の作成や事業実施に

対し支援機関となるＪＡの支援の下、事業に取り

組む生産者個々が国に申請する制度で、新型コロ

ナウイルス感染症拡大を克服し、経営の継続を図

るため接触機会を減らす生産販売への転換、感染

時の業務継続体制の構築に必要な投資に取り組む

ことが要件とされております。現在までの状況に

つきましては、７月を期限とする一次申請では１

２５件の申請に対し１１６件が採択をされ、対象

経費２億 １８５万 ０００円に対しまして補助

金額で１億 ３１４万 ０００円の決定を受け、

１１月を期限とする二次申請では５９件が現在申

請中となっております。この事業の主な内容につ

きましては、農業用ドローンやＧＰＳ田植機など

人手を省くことで接触機会を減らす機械の導入な

どとなってございます。高収益次期作支援交付金

につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響による需要の減少により市場価格が下落するな
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ど影響を受けた高収益作物について、次期作に前

向きに取り組む生産者を支援する制度として講じ

られたものであります。具体的には２つの取組が

対象となり、その一つは令和２年２月から４月ま

での間に野菜や花卉などの高収益作物の出荷実績

がある、または廃棄等により出荷できなかった生

産者を対象といたしまして、その後の高収益作物

の作付、いわゆる次期作を対象にその作付面積を

算定基礎とする交付金制度として通知がされまし

た。しかしながら、その後１０月１２日付で国か

ら運用の見直しが示され、売上げが減収した品目

を対象に減収額を超えない範囲の交付額とする内

容に変更されたものの、既に交付金を見込み新た

な投資を進めている生産者への影響を考慮しまし

て、国から再度の運用見直しにより交付金が減額、

または交付されなくなる生産者を対象として、既

に実施した機械などの投資に対しまして減額分を

上限として支援する追加措置が設けられ、現在に

至っているところであります。本市におきまして

は、申請者となる名寄地域農業再生協議会の取組

として進めており、運用見直し前の当初申請では

アスパラ、バレイショ、ホウレンソウ、花卉、ト

マトジュースの出荷実績がある生産者８３件を対

象と見込んでおりましたが、大幅に要件が見直し

されたことを受けまして、１１月２６日に説明会

を開催し、今後の対応について周知をさせていた

だいたところであります。

２つ目の取組につきましては、高収益作物の次

期作において都道府県知事が作物ごとに定める新

技術を今年新たに導入し、生産することを要件と

し、取組面積を算定基礎とするもので、この制度

については運用の見直しもなく、当初の見込みど

おり病害虫防除などの新技術に取り組む４２件の

対象を見込み、現在も事業を進めているところで

あります。

次に、小項目の３、コロナ禍による農業労働力

への影響を踏まえた今後の人材確保に向けた対策

について申し上げます。新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を受け、本市において長年定着して

きた外国人技能実習生の今年度の受入れが困難と

なりました。受入れ予定農家では、不足する労働

力を補うため近親者やワーキングホリデー及び人

材派遣会社の活用などこれまでにない労働力確保

の取組も進められてまいりました。また、関係機

関、団体などからの援農により結果的には大幅な

作付変更を伴うことなくこの一年の営農を終える

ことができました。労働力確保対策といたしまし

ては、市立大学生による農作業従事の取組を進め、

本年はアスパラガスの収穫作業において受入れ農

家１４戸に４３人、スイートコーンの収穫作業に

おいては受入れ農家１０戸に３６人の学生が参加

をし、農業を学び、地域に貢献していただき、学

生と農家の交流も生まれております。また、ＪＡ

において新たに取組を開始いたしましたスマート

フォンアプリを活用したアルバイトのマッチング

の取組では、農業者８件で延べ２８９人の募集に

対しまして道内各地より２７７人が従事すること

となり、９５％の高いマッチング結果となり、今

後の活用に期待がされるところであります。また、

協業化による作業の省力化や雇用環境の改善によ

る人材確保を目指す法人化に向けた動きもあるこ

となどから、ニーズに応じた多様な取組を通じま

して、労働力不足へ対応していく必要があると考

えているところであります。この一年、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を受けまして、改め

てこれまでの対応における課題が明らかになった

一方で、これまで想定していなかった新たな労働

力確保の取組が生まれる結果となりました。今後

の労働力確保に向けて、新型コロナ対策の影響に

より見通せない部分もありますけれども、課題や

成果を踏まえながら引き続き関係機関、団体と連

携し、取組を進めてまいります。

次に、小項目の４、担い手の育成、確保対策の

今後の展開について申し上げます。新型コロナウ

イルス感染拡大による様々な制限の中、日々の仕

事や生活など暮らしに対する様々な思いや気づき
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から工夫や新たな取組も生まれております。議員

が言われますように、職業観の変化や働き方の多

様化の現れとして、報道などでも在宅勤務や都市

部から離れ、地方での生活を求めて移住する方の

増加なども紹介されているところであります。農

村への回帰や職業として農業に関心を示す方も多

いと伺っているところであります。農業は、感染

リスクが少ない環境で作業ができ、農繁期と農閑

期の区切りがあることや趣味を生かした作型を楽

しんだり、知識や技術を生かした加工、販売、農

家民宿なども可能であるなど、時間と環境を自由

に使える利点や魅力がございます。こうしたコロ

ナ禍における多様なニーズは、本市での担い手確

保の取組であります地域おこし協力隊、農業支援

員制度と都市部の農業に関心を持つ方々とのマッ

チングの追い風となる可能性は高く、また先ほど

申し上げた農業の魅力はもとより、自然災害が少

ない安全な環境や医療や大学などの都市機能に加

えまして、今後予定している農村地域における光

ファイバー整備は募集活動の強みになるものと考

えているところであります。まずは、一人でも多

くの方に本市での農業や農村環境を体験していた

だき、本市農業の魅力を知っていただけるよう移

住担当部署との連携を強化し、受入れ農家をはじ

め関係の皆様の御協力をいただきながら事業を推

進してまいります。

また、現在は独立就農を目指す方を中心に受入

れを進めておりますが、市内でも法人化が徐々に

進んでおり、雇用就農による定着も増えておりま

す。今後とも本市農業の担い手として活躍できる

場や選択肢が広がり、定着いただけるよう農業担

い手育成審議会に御助言をいただきながら農業担

い手育成センターを核として取組を進めてまいり

ます。

次に、小項目の５、名寄産農産物のＰＲと販売、

販路拡大に向けての取組について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大によりイベントの

中止や外出自粛による飲食店などの食材需要が激

減し、生産者が大切に育てた農作物を自ら廃棄す

るなど全国的に大きな影響を及ぼしております。

本市の状況につきましては、ＪＡによりますと外

食業界や学校での需要減のほか、他産地の豊作な

どの要因からウルチ米やユリネ、タマネギなど一

部で影響を受けたものの、長年培ってきた市場か

らの産地としての評価や信頼もあり、青果に関し

てはおおむね計画どおりの出荷とのことでありま

す。市内の直売場においては、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため開店時間を短縮した、外出

自粛による客足の低迷が２か月続いたなど、途中

影響を危惧する声もありましたが、最終的には固

定客に加えまして、地方発送が好調だったなど例

年並みの売上げと伺っているところであります。

地場産農畜産物のＰＲにつきましては、ＪＡなど

生産団体や直売などによるもののほか、市民がよ

り新鮮でおいしい野菜を求め、農家に直接出向き、

自家用と併せて御親戚や知人などに旬の野菜や果

物を発送する方も多く、こうした取組は生産者へ

の心強い応援と、そして市内外への大きなＰＲへ

とつながっていきます。あわせまして、姉妹都市

の鶴岡市や交流都市であります東京都杉並区など

への物産販売、観光協会で取り組むなよろ畑自慢

倶楽部やふるさと納税での返礼品などは、名寄市

自慢の農畜産物や加工品を全国にＰＲする重要な

ツールとなってございます。さらに、市が関係団

体などと共に名寄の食と食文化の発信に取り組ん

でおります名寄市食のモデル実行協議会では、先

般名寄市の知名度をさらに向上する取組といたし

まして、モチ米ロゴマークを策定いたしました。

今後ともこれらを有効に活用しながら日本一を誇

るモチ米をはじめとする名寄産ブランドの認知度

向上とさらなる消費拡大につながるようＪＡや生

産者はもとより、商工や観光関係団体など等もよ

り一層連携を深め、地域一体となった取組を進め

てまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。
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〇１６番（山田典幸議員） 御答弁をいただきま

したので、再度確認も含めて御質問申し上げたい

と思います。

お答えにもありました本年の農作物の状況であ

ります。お答えのとおり、全般的にシーズン通し

て天候、一定程度安定していたせいもありましょ

うし、今年はどの作物もおおむねいい出来だった

ということで、農家の方々の日頃の努力がまた報

われる年でよかったなというふうに思います。お

答えの中にもありましたが、残念だったのはちょ

っと収穫期後半、非常に悪天候が続きまして、大

豆が約６ヘクタール、またバレイショが５ヘクタ

ールほど未収穫になったということで、本当に後

半大変な思いをして皆さん収穫に当たられました

けれども、もう収穫できる状況ではないというこ

とで断念をしたと。また、特に大豆が品質の悪化

というのがやはり著しくて、高水分での収穫を余

儀なくされたということでありまして、品質低下、

一部廃棄したというような状況、５０トンから６

０トンぐらい廃棄せざるを得ないという状況があ

ったということで、そこら辺は少し残念だったな

というふうに思いますが、特に全体的にはＪＡの

今年度の販売高の見込みが９４億円ということで

見込みがあるということで聞いています。過去最

高だということでありまして、特に水稲、米のや

はり収量、品質が非常に良かったということで、

特にモチ米はやや１０俵弱、 ８俵の反収の予定、

それぞれウルチ、モチともに１１３、１１４％、

計画対比ということで、非常にいい成果が出たの

だというふうに思います。青果ではスイートコー

ンが非常に高値推移ということで、非常によかっ

た年だなというふうに思います。来年もそういっ

た年になってほしいと思いますし、コロナの影響

がまずは生産段階では今年の段階ではなくてよか

ったなというふうに思います。今後消費動向にお

いては多少米の部分、懸念があるということで関

係者も言っておられますが、後ほどお伺いします

販売等の関係も地域、行政、ＪＡ、協力しつつ影

響が最小限に抑えられるよう今後進めていただき

たいと思います。

コロナの関係で、今年は本当に全てにおいてコ

ロナで始まり、コロナで終わる年になりそうです

けれども、農業分野、生産現場ではそう大きな影

響はありませんでしたけれども、まずちょっと事

業のほうから確認をさせていただきたいと思いま

すが、国の一次補正と二次補正、それぞれコロナ

対策の事業打ち出されましたけれども、経営継続

補助金に関しては順調に二次募集も進んでいると

いうことだったというふうに思いますが、お話に

もありましたけれども、高収益作物の関係がちょ

っと現場も混乱し、運用の見直しですとか、その

後から追加措置が出てきたということでありまし

て、非常にこれは正直申し上げると現場からいい

ますと制度設計が非常に甘い事業ではなかったか

なというふうに思います。最初から生産現場でも

大きな懸念ありましたし、こうなるだろうなとは

思わなかったですけれども、本当にこれでいいの

かというような状況でありましたので、一時そう

いう形で運用の見直し、追加措置ということであ

りまして、生産現場におられる皆さん混乱しまし

たけれども、現場サイドとしてはその辺りのそれ

ぞれ申請いただいた方の受付も済んで、大方順調

にいっているということでよろしかったのか、そ

の辺り再度確認も含めて確認したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） コロナ対策、農業に

おけるということで、国のほうでも一次、二次補

正の中で速やかに制度をつくっていただいたとい

うことですので、そこのところについては国も農

業の実態を把握しながらということだったという

ふうに思います。ただ、制度の中の次期作のとこ

ろについては、やはり国も途中で運用の見直しを

したと。状況を見ますと、必ずしもコロナの影響

によらないところの申請も見受けられるというこ

とから、制度を見直したということですので、あ

る意味見直しの考え方についてはやむを得ない部
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分もあったのかもしれませんけれども、一度出し

た制度をスケジュールを押して、押して、押しま

くった上で途中で見直したというのは現場に多大

な混乱を起こしたのだろうなというふうに思って

いますし、そのスケジュール感の遅れが、生産者

の中にはその補助金を当てにして次の投資を既に

しているところもありましたので、その方たちに

とるとやはり資金計画や何かに大きな影響が出る

ところだと思いますので、そこは問題があるなと

いうふうに思っておりましたけれども、国の再度

の見直しの中でそこについての追加見直しがされ

た、措置がされたということについては、国とし

ても実態を把握しながら一定の手当てをしてくれ

たものだということで、そこについては評価をす

るところであります。現状の取組の状況というこ

とでありますけれども、国の見直しは２度にわた

ってありましたけれども、今現在は改めて生産者

にも説明会をし、所定の手続について進めさせて

いただいておりまして、先ほど心配をしました制

度を見込んで投資をされた農家さんについては、

一定程度追加措置の中で見込まれるだろうという

予定で今進めさせていただいているということで

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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 国の農業関係の三次

補正も先般示されまして、全体で１兆５１９億円

ということで、今お話しいただいたこの高収益作

物の三次補正ということでも ３４３億円という

ことですから、当初予算、一次の補正で２４２億

円の予算がこれ多分北海道だけでもその予算超え

てしまったという状況、ちらっと耳にしています

けれども、そういう部分では本当に制度設計、ま

た現場の状況、事業の立てつけ自体が本当にそも

そもちょっとやっぱり甘かったのだというふうに

思いますが、こういう形で補正予算でまた予算つ

けられましたので、対応も全て終わっているとい

うことで、あとはそれぞれ申請された農家の方々

にしっかりと事業交付金といわゆるコロナの影響、

乗り越えてまた前向きに取り組むための支援とい

うことで認識していますので、本当現場、大変だ

ったと思いますが、今後も引き続きまた対応しっ

かりとお願いをしておきたいというふうに思いま

す。状況については確認させていただきましたの

で、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

農業分野にとってコロナの影響が一番大きかっ

たのがやはり労働力の関係なのではないでしょう

か、今年度は。平成８年から受入れをしていた中

国人、中国人研修生から始まりまして、今技能実

習生ということで２５年経過していますけれども、

今年度コロナの影響で入国ができなかったという

ことで、お答えもありましたけれども、様々な手

だてで何とか収穫終了までいきましたけれども、

それぞれ市職員の皆さんにも援農していただいた

ということで、受け入れた農家の皆さんは本当に

助かったということを口々に言っておられました。

次年度に向けては、中国人の実習生の受入れ協議

会、最終的に判断した中では来年、まだ確証がな

い中、入国できるか定かでない中でありますけれ

ども、申請手続をしたということで確認をしてい

ますので、これについては今後どういう状況にな

ってくるかというのはちょっと読めない部分もあ

りますけれども、受入れに向けて関係機関にも市

としてもぜひ状況見ながら働きかけていただきた

いなというふうに思いますが、来れない可能性と

いうのも来年まだ、これは来れることが本当に前

提ではありませんので、やはり今年のような状況

も想定しながら労働力をどう確保していくかとい

うのは各農家さんそれぞれ今考えているところだ

と思いますが、お答えの中にもありました、今年

はそれに代わるワーキングホリデーを使う農家さ

ん、また農協のあっせんで人材派遣会社からの人

材の活用、また大学生にも多く助けられたという

ことでありますけれども、今後そういった中国人

の実習生制度が、コロナ禍がなかったとしても、

これちょっと来られる実習生の意識というのも徐

々に変わってくる中ではやはり多くの選択肢が今
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後必要なのかなというふうに、この人材確保とい

う部分でも多くの選択肢が必要なのかなという状

況に来ているのではないかというふうに思います

が、その辺り部長としては今どのような見解お持

ちなのかちょっとお伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今年はコロナの影響

によって当初２７戸で５１名の技能実習生を迎え

る予定でありましたけれども、残念ながら期待す

る結果にはならなかったということです。ただ、

先ほど申したように、生産者、あるいは農協関係

機関の尽力などもいただいて、結果的には作付大

きく変更しなかったということでありますし、天

候なども影響して作柄もよかったということであ

りますが、結果だけ見ると非常によかったなとい

うふうに思っていますけれども、今議員が言われ

ましたように、やっぱり課題は今回見えたなとい

う気がしています。現状の作型で進めていく上で

はやはり人材が必要ということでありますので、

そこをどう確保していくかということであります

ので、ある意味では中国人の技能実習生だけとい

うことではなくて、そこのリスクを回避する方法

も併せて検討していかなければいけないのだなと

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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） リスク回避、リスク

を分散するということ、今後やはり当然ながらそ

ういうことも想定していかなければならないのだ

というふうに思います。実際には、これ今中国の

経済成長もありまして、平成８年から受け入れた

という事業ですが、受入れ当初の中国人の方の感

覚と今の働きに来ている方の感覚、変わってきて

いるというのはこれ現実なのです。申し訳ないけ

れども、半分観光目的で来ているような方も交じ

っていたり、また昔ほどの生活水準がやっぱりそ

れぞれ中国の国内でも上がってきていますので、

お金に前ほど執着しないというか、ある意味稼い

で帰れなくてもいいのだと。私も五、六年前まで

１人使っていましたけれども、後半そういう実習

生もいましたので、ちょっとそういった部分では

来られる中国人の方の感覚もこれ変化してきてい

るというのが現実だというふうに思います。です

から、中国人が悪いということではなくて、だか

らその事業自体もこれ永久に続くのかどうかとい

うことも踏まえながら、別の選択肢も人材確保と

してしていかなければならないということなのだ

というふうに思いますし、地元の各農家さんもや

はりそういうことも必要だろうということで、い

ろいろと検討している農家さんもたくさん今おら

れます。特にワーキングホリデーを使われたとい

う農家の方は、しっかりとした居住環境も含めて

つくってあげることがいろんなところから人が来

る、そういうつてを使ってでも人が来る条件、整

備も必要だということも言っていましたし、これ

は外国人のワーキングホリデーだけではなくて、

人材派遣を使うということに関しても、この地域

の居住環境というのが整っているところといない

ところでは、いるところに行ってしまうという現

実もあるということでありますので、今後そうい

った受け入れる環境というのも、これは個々の農

家もそうですけれども、地域としてもしっかりと

これつくっていくということがある意味労働力の

確保、人材の確保にこれはつながっていくという

ふうにこれ思いますので、その辺り計画的に今後

そういったいろんなことを想定した中での居住環

境の整備、受け入れる体制の整備、これは計画的

に、これ行政だけでやるということではなくて、

やはり受入れ機関の、例えば今の中国人を受け入

れている機関の農協等々含めてこれはしっかりと

協力しながらそういった体制整備もこれ進めてい

くべきだというふうに思いますが、その辺りの今

後の考え方について部長の見解をお伺いしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 外国人材の活用につ

いて、これは農業だけにかかわらず、受入れ態勢
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として一つ課題と言われているのがやはり今山田

議員が言われた住環境をどう保障していくのかと

いうところが言われています。言葉も違いますし、

生活習慣も違う中でなかなか住むところを提供い

ただけないという事象もあるようですので、広く

そういうところが言われているのだというふうに

思っています。特に今言われた農業に特化してい

いますと、確かにこれまでの技能実習生であれば

その環境の中で住むことはできたのかもしれませ

んけれども、時代の流れとともにやはりより快適

な住環境が求められているところだと思います。

私が聞いているところでいくと、ワーキングホリ

デーの方についてもなかなか皆さんの用意できる

住環境の中では対応し切れずに、隣町のほうに住

居を構えたというような話も聞いていますので、

そういった意味では急ぐ課題でもあるのかもしれ

ませんし、希望によるともっと先で、少し長い目

で見なければいけない分なのかというふうに思っ

ています。例年農協から頂いている、要請書とい

うのを頂いておりますけれども、昨年から労働力

確保に併せて、項目の中で住環境に係る施策につ

いてこれは共に検討していきましょうという提案

もいただいているところであります。当然中国人

の技能実習生でいけば受入れ協議会ありますので、

そこも加えてということになりますけれども、関

係者と共にどういう施策ができて、そこにおける

行政の役割についても併せて検討させていただき

たいと思いますので、御理解を賜ればと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ぜひ関係機関と十分

協議していただく中で、そういった住環境の整備

についてしっかりと計画的に進んでいくようここ

はお願いしたいと思いますし、実際の話、私のい

る地域の中国人技能実習生が入っている宿舎の状

況も正直これ本当に中国人の方かわいそうだなと

いうぐらいやっぱり劣悪な環境というのもありま

す。いまだに母国でも水洗トイレ使っているのに、

日本に来てくみ取り式使うという感覚がちょっと

本当に、それで最初の時点でこういうところに来

るのかという感じがここ数年多い、そういう実習

生が多くなってきているようですから、受け入れ

る農家の側、我々も含めてですけれども、地域全

体としてもやっぱり意識を変えていかなければな

らないと。正直申し訳ないですけれども、中国人

ならこれぐらいでも大丈夫だろうと。だって、自

分の国だったらもっと貧しい生活してお金を稼ぎ

に来ているのだからこれ幸せだろうという感覚は

もう今や通用しませんので、そういった中国人技

能実習生にかかわらず居住環境の整備、そういっ

た部分で行く場所を選んでいる。人材派遣にして

もワーキングホリデーにしてもそういった部分も

これ大きな要素でありますので、計画的に整備お

願いしたいというふうに思います。

また、大学生のアルバイトに関してであります

けれども、今年もたくさんの大学生のアルバイト

入っていただいたということでありますけれども、

これいい話なのですけれども、この事業、大学生

援農有償ボランティア事業という事業で、農家さ

んに、アスパラ、今年は１４戸、スイートコーン

で１０戸、４３人と３６人ということで多くの学

生さんが行かれていますけれども、この事業を使

わないで、農家さんと直の契約で、直でアルバイ

トに３年ぐらい前からかな、行っているという学

生さんとお会いする機会、その農家さんのところ

で。１年生のときに一回、ちょうど３年前、始ま

ったときから使って、その農家さんが本当に気に

入ってしまって、そこ通さないで直で行って、ま

た後輩が入ってきたら、いい農家だから行ってみ

ないということで行くことになって、もう今シー

ズン、学校がない日ですから、土日中心、また長

期休暇の時期が中心になりますけれども、４人学

生さんが固定で来ているということです。これさ

っきの意識の改革って、ちょっと意識を変えなけ

ればならないという、まさに使う側の意識という

か、働いた人がやっぱり、特に学生さん楽しいと

思っているみたいなのです、話しすると。ですか
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ら、そういう受け入れる側の意識、人を使うとい

うことを改めて我々生産者も考えていかなければ

ならないのかなと。そこら辺意識改革がないと、

やっぱりこれから労働力というのは黙っていても

集まってくるものではありませんので、そういう

本当に人の使い方が上手な農家さん、学生さんが

本当に喜んでおりまして、これ卒業まで行くと。

また来年も何々さんのところに来たいと思ってい

ますと一生懸命働いておりました。また、事業と

別にそういうことがあるというのはすばらしいな

と思いますし、また多分その後輩の方も、後輩の

学生さんもそうやって同じ農家さんのところに行

くのだと思いますし、だからそういうのを見て、

地域の農家さんもうちもそういうふうに大学生来

てほしいなという中での意識改革が始まって、受

け入れる体制、いろんな体制整備、また例続きま

すけれども、そこの農家さんは１つの作業にして

もただはい、やりなさいではなくて、この作業に

は何が意味がある、こういう意味があるのだよと

いうこと丁寧に一つ一つ教えてくれる、それがま

た楽しいと言っていましたので、そういうのが本

当の意味での働きやすさ、大学生にとってもそこ

の農家に行ってよかったなというふうにつながっ

ているのだと思いますし、そういう取組というか、

農家側のそういうことがもっと広がればいいなと

いうふうに思っていますので、大学生、ちょっと

ここ大学の学生さんの話なので、丸箸事務局長、

何か学生さんのほうからそんなようなことを聞い

たりとか、そういうことはありましたか。何かあ

ればちょっとお伺いしたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 今議員おっ

しゃった学生と、それから農業者の方が直接そう

いった関係にあるというお話は、学生のほうから

聞いたことは実はございません。ただ、先ほど経

済部長も答弁していた今年のアスパラ作業とスイ

ートコーンですか、そこに学生が従事させていた

だいたということは、今年は本当にアルバイトの

求人が年度当初少なかったということもあって、

とても学生にとってはいいタイミングといいます

か、いい機会だったというふうに思っています。

学生を雇用した農業者の方と話をする機会が実は

ありまして、学生が農作業をするに当たってのネ

ックは移動手段がないということだということで

ありました。その農業者の方は、学生の送迎をや

っていただいているというお話でした。ここが農

業者の方がやっていただけるのか、あるいは何ら

かの別の手段を講じることができるのか、これで

今後学生がより多くこういった場面に対応できる

かというのが一つ考えられるかなというふうに思

っておりました。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 昨日の一般質問で

同僚議員の中で大学生の地域との関わりと経済効

果ということでありますけれども、ある意味これ

も間接的な、はっきり目に見えてということでは

ないのかもしれませんけれども、学生さん、大学

生がこの地域にいることによる経済効果、そうや

って仕事をしに来てくれていることで高収益の作

物を、手作業を手伝ってもらいますから、そうい

ったものがやっぱりきちんと作業ができるという

か、予定どおりの作付ができて、収穫ができると

いうことで農家の収益につながるということです

から、これもある意味大学生がいることによる経

済効果なのかなというふうに思いますので、こう

いった取組も引き続き、これ労働……一緒くたに

労働力としてしまうのがどうかという部分もあり

ますけれども、援農ボランティアということで少

しでも作業の手助けになるような形でこれからも

学生さんが来てもらえるような逆に農家の側も環

境づくりしていくことが必要かなというふうに思

います。労働力の関係では、住環境の整備、先ほ

どお願い申し上げましたけれども、それらの住環

境の整備も含めて選ばれる地域であること、また

意識が変わることで選ばれる農家、農家としても

選ばれるような意識、そういった人を雇うことの
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意識を変えていくということが必要なのだという

ふうに思いますし、あとちょっと別の分野で、他

産業とマッチングした中で何か今後農業人材の確

保がしていけることはないのか、また士別市さん

の例で、野球の北海道独立リーグ、士別市のほう

でチームができましたけれども、そこは地元の働

き手不足に貢献をしながらという側面も、選手た

ちがそういう農家の仕事も行くと聞いていますけ

れども、そういったの他産業、またスポーツとの

マッチングの可能性はこの名寄市で今後考えてい

くことができないのかどうか。これは経済部長と、

また総合政策部長になるかな。ちょっとそんなこ

とが今後検討できないかどうか、それぞれちょっ

と考え方お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） スポーツと農業

のマッチングということで、実はＮスポーツコミ

ッションの事業のほうでスポーツ移住ということ

で、どんなモデルケースがつくり上げられるのか

という調査をさせていただいております。やはり

スポーツでも中でも冬季スポーツをやりたいとい

う方が夏場しっかりと名寄地域の農業に従事しな

がら一年間のライフスタイルを確立していただく

というようなモデルを我々としても関係人口、そ

れから移住につなげられる一つの施策になるので

はないかということで注目をしておりますので、

今後ともそこの熟度はしっかりと上げていきたい

というふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 他産業とのマッチン

グということですので、ここも研究させていただ

きたいと思いますけれども、私ども今やっている

ところ、一つとすると職業は持っていないのです

けれども、例えば主婦の方とか、そういう方もお

られますので、そういった方たちのマッチングも

できないかというところが今少し投げかけなども

させていただいていますので、幅広く労働力確保

できるようなところを研究、工夫していきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 様々な選択肢はたく

さんあってもいいのだというふうに思います。様

々な角度から可能性を探っていただければと思い

ますし、現場としても、繰り返しになりますけれ

ども、受け入れることの、人を雇うということの

意識改革、これも現場サイドでよくこれからしっ

かりと考える必要性があるのかなというふうに思

います。よろしくお願いしたいと思います。

担い手の関係でありますけれども、今このコロ

ナ禍で職業観、働き方の考え方というのが変わり

つつある部分では、そういった農外からのこの地

で農業したいという人材の、これ人材確保にも関

わりますけれども、そういった人の確保の可能性

も、これコロナ禍のピンチをやはりチャンスに変

えていくという感覚が必要かなというふうにも思

います。これも昨日の一般質問の中でも地域おこ

し協力隊の関係でありましたけれども、やはり出

口というのが難しい。出口確保が難しいというこ

とで昨日やり取りがあったと思います。それが資

金だとか農地であったりという部分なので、それ

は第三者継承ですとか、先ほどお答えの中にもあ

りましたけれども、これから担い手の確保してい

く、育成をしていくという中ではやはり法人化と

いうこともこれ今後大きな要素になってくるのだ

というふうに思います。今定例会の初日、法人設

立支援補助金が提案されまして、議決されました。

引き続き法人設立の取組に向けて支援をお願いし

たいと思いますけれども、先般お呼ばれいただい

た担い手交流会に参加をさせていただきました。

今年の新規就農者７名のうち３名が法人就職とい

うことで、改めて今後こういうことがある意味普

通になってくる、こういうのもやはり当然この地

域でもなければならないなというふうに感じまし

た。法人設立に向けての支援含めて、また法人へ、

農業という職業に就職するという体制をつくると

いうことをやはり中心にして、またそのきっかけ
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づくりが移住担当部署との連携であったりするの

だというふうに思います。改めましてそういった

取組についての今後の考え方、進め方についてお

答えをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今議員が言われます

ように、やっぱり多様な形での農業との関わりと

いうのが今後必要なのではないかなと思っていま

す。これまではどちらかというと独立就農を中心

に進めてきましたけれども、議員が先ほど言われ

たように、担い手交流会、私も、主催者側のほう

で言うのも変ですけれども、改めて参加者の顔見

ると時代の趨勢なのだなというのをひしと感じま

した。今年７名が対象で、そのうち法人就業が３

名だったのです。当日は４名だったのですけれど

も、参加は。そのうちの２人が法人就業という形

でしたので、今後もこういう形も含めて、やはり

名寄の農業を支えていただくという視点も含めて

確保に向けていきたいというふうに思っています

し、それに必要な施策について、これは市だけと

いうことでありません。普及センター、農協も含

めて支援いただけるような形で協力要請をしてい

きたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ぜひ関係機関とこれ

もしっかり協働の取組、またそれぞれ協議し合い

ながら進めていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

最後、農産物の関係、これもコロナ禍で非常に

外食、また食品の加工というのがこれ減っている

中で、私たち自身もそうですけれども、産地とし

ての評価、やっぱりこの名寄産の農産物というの

は外部からも高い評価をいただいているのだなと

いうのが、答えの中にもそういったものがありま

したので、改めて感じているところです。モチ米

のロゴマーク、非常にいいです、あれ。十分活用

していただいて、広くまた認知していただけるよ

うな取組をお願いしたいと思いますし、コロナ禍

の中でも地域でまた１つ、これも御紹介したいの

ですが、うれしいニュースがありまして、農産物

のＰＲも含めてということでありますけれども、

名寄に初めての農家カフェが１０月上旬にオープ

ンしたということで、本当にいい取組だなという。

前から御自分で作られたそれこそモチ粉を使用し

た、モチ粉で作ったケーキを販売されていました

けれども、この１０月に改めてカフェとして立派

な建物ができて、私も先日早速お邪魔させていた

だきましたけれども、すごく明るくて、店内もす

ごくいい雰囲気で、改めていただきましたけれど

も、おいしいです、モチ粉ケーキは。改めてそう

いった地場の農産物を本当にいい形で活用して、

すばらしい取組だなと思って、改めて感じていま

す。こういう取組が、本当に加工までやるという

のはすごく難しいのです。ハードルも高いですか

ら、相当苦労もされたというふうに聞いています

けれども、またこれを、この取組をきっかけに地

場産の農産物のやはり品質の良さも含めて、こう

いう加工してもすばらしいものになるのだという

ことも、これを広くＰＲすることも大事だと思い

ますし、今後こういった小さい取組かもしれませ

んけれども、そういった農園カフェですとか、加

工に取り組むということもある意味きっかけづく

りという面では非常に大きなお店のオープンであ

ったかなというふうに思いますけれども、そうい

ったことを支援していくという今後の行政側、経

済部としての考え方について一言お答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ６次化というと非常

に大きな話になりますけれども、その以前の段階

としてそういった小さな取組も大切にしていく必

要があるだろうと思っています。我々経済部とす

ると、確かに農家さんの取組なのですけれども、

加工のところにいくとこれ商工のところになるの

です。我々は、経済部とすると農業、商工の分け

をする必要がありませんので、農業、商工、両サ
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イドの制度を使えるものについては使って支援を

していきたいと思いますし、今山田議員が御紹介

いただいた例については、商工サイドの事業で支

援もさせていただきながらそういった取組を進め

ていただいているということでありますので、そ

ういった制度での支援はもとよりですけれども、

我々から情報発信するということもできますので、

そういったところも含めて御協力をさせていただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今後そういう形でい

ろんな小さな取組であるかもしれませんけれども、

名寄の農産物のＰＲ、また地元の方に改めて知っ

ていただくということもこれまだまだ取組が必要

なのだというふうに思います。そういった小さな

取組、また６次化、今部長おっしゃったように、

なかなか６次化というとハードル高いのですけれ

ども、ちょっとしたそういう取組もしっかりと支

援を今後ともよろしくお願いしたいと思います。

農業分野のコロナ禍という、コロナ禍の状況、

今年の状況ということでいろいろとやり取り等も

させていただきましたけれども、今年そういった

春先の中国人が入国できないという本当に不安と

混乱の中でありましたけれども、またそのことに

よってこの先どうしなければならないかという展

望も見えつつありましたし、先ほどの農園、農家

カフェのオープンという明るいニュースもありま

したので、また来年はコロナにこの地域も、この

地域農業も負けない形でまた取り組めることをそ

れぞれ農家さんが取り組んでいただくこと、そし

てしっかりとまた行政サイドとしても支えていた

だくことをお願いして、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） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域活動への支援について外３件を、三浦勝秀

議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告順に従い、大項目４点につい

て質問させていただきます。

大項目１、地域活動への支援について。名寄市

の理念である市民と行政の協働のまちづくりを基

本に自立した活力あるまちづくりを促すため、町

内会活動を推進しています。現在は７２の町内会

が各地域間の情報共有に努め、それぞれの町内会

活動を充実させるための環境づくりに取り組むと

ともに、町内会長との連携を軸に関係する団体、

行政とも協力し、安心して暮らせる住みよいまち

づくりを目指し活動を行っています。この町内会

活動は、多くの市民の皆様が参加することによっ

てより豊かな地域づくりができるものであると考

えます。しかし、本市においては御存じのとおり

会員の高齢化が進み、役員などの担い手が不足し

ている地域もあります。このように若い世代の会

員が不足することで、多くの町内会活動が少しず

つ縮小せざるを得ない現状となっています。小項

目１、町内会活動が縮小している現状をどのよう

に捉えているのか、お考えお聞かせください。

また、現代ならではの課題として、町内会活動

自体を負担と感じる人の増加や人とのつながりを

ＳＮＳで完結してしまうなどの背景から町内会へ

の加入者は減少傾向であります。さらに、このコ

ロナ禍において今まで行われてきた活動自体も自

粛傾向が強く、さらに町内会活動の縮小が懸念さ

れるところであります。とはいえ、災害時に行政

の手の行き届かない部分を補う役割や地域コミュ

ニティーによる子供たちの見守り、独居世帯の確

認など重要な機能もあります。このような状況の

下で、行政の側からは分権の名により住民自治と

住民と行政との協働が叫ばれるようになりました。
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地域組織の弱体化が進むまさにそのときに、より

大きな期待が地域組織に寄せられるという矛盾に

地域は直面することになっています。そして、住

民組織への加入率の低下が止まらないことが見え

てくると、これらの組織の協力を得て業務を行っ

ていた行政も地域組織の再構築を迫られてきてい

るのかもしれません。小項目２、高齢化により若

い世代に向けた発信が難しいことやそもそも自治

会の存在が認識されていないケースもある中、市

として町内活動への支援についてお考えをお伺い

いたします。

次に、大項目２、収入減少世帯への支援につい

て、小項目１、独り親家庭と学生の支援について。

新型コロナウイルス感染症の拡大の終息が見えな

い中、本市の様々な事業者に甚大な影響を及ぼし

ているところでございます。特に非正規雇用と呼

ばれるパートタイマーやアルバイトとして働いて

いる方々の収入減少が著しく、業種別で見ると飲

食と製造業界で収入減の影響が大きく出ています。

一方で、コンビニやスーパーの販売員と運送業界

は需要の高まりで勤務日数や勤務時間が増え、収

入が増加したという事例もあるが、やはり非正規

労働者は現在も日常生活に苦労しています。特に

深刻となるのは、独り親家庭の就業、収入面に関

する問題です。独り親家庭は、時代の移り変わり

とともに増え続け、現在の日本社会の中にも一定

数存在しています。子育てや家事などを全て自分

独りで行わなければならず、負担が大きいことは

言うまでもありません。また、様々な面で幾つも

の問題を抱えることが多く、生活が苦しくなるこ

とも少なくありません。これまでも国や北海道か

ら給付金は支給され、本市におかれましても子育

て応援給付金給付事業、ひとり親世帯臨時特別給

付金給付事業などの様々な支援をされてきている

ところであると認識しております。名寄市立大学

の学生におかれましても、前段の非正規雇用の問

題が表すように雇用の減少により収入が減少して

いるという現状であります。支援につきましても、

名寄市立大学学生支援給付金として支給されたと

ころであります。しかし、新型コロナウイルス感

染拡大が長期化する中、冬期に入り、暖房代の支

出が増えるなどを鑑みると、いま一度さらなる支

援が必要であると考えます。そこで、独り親家庭

と学生へのさらなる支援についてお考えをお聞か

せください。

大項目３、働き方改革について。国は、働き方

改革について働く方々が個々の事情に応じた多様

な柔軟な働き方を自分で選択できるようにするた

めの改革としています。その中で、少子高齢化に

伴う生産年齢人口の減少、育児や介護の両立など

働く方のニーズの多様化などの状況に直面してい

る中、投資やイノベーションによる生産性向上と

ともに、起業機会の拡大や意欲、能力を十分に発

揮できる環境をつくることが重要な課題としてい

ます。また、北海道労務局は北海道労務局長を座

長とする北海道働き方改革・雇用環境改善推進会

議を開催し、働き方改革、雇用環境改善に向けた

共同宣言を採択いたしました。名寄市としてもこ

の宣言に賛同し、働き方改革、非正規雇用労働者

の正社員転換、待遇改善、女性の活躍推進、魅力

ある雇用機会の創出といった取組を推進している

ところであります。現在本市における行政サービ

スは、様々な分野を非常に幅広く細やかに対応す

るため、ある程度縦割りをした業務分担が必要で

あると理解しております。しかし、一方で各部局

における業務量の差が生じている一面も見受けら

れます。そこで、小項目１、本市における働き方

改革の取組状況についてお知らせください。

最後に、大項目４、名寄市のごみ処理等につい

て。ごみ問題は、今や世界的に注目されている問

題となっています。国でも第四次循環型社会形成

推進基本計画が閣議決定され、政府の取組を行う

上でつくられた循環型社会形成推進基本計画に基

づき施策を総合的に、そして計画的に推進してい

ます。第４次計画では、その方向性として地域循

環共生圏形成による地域活性化、ライフサイクル
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全体での徹底的な資源循環、適正処理のさらなる

推進と環境再生の３つの項目が新たに挙げられま

した。令和元年度に行われた名寄市の最終処分場

の埋め立てられたごみの調査によると、プラスチ

ックと紙のごみだけで約７割を占めているという

ことでした。さらに、このごみの多くは、プラス

チック包装容器と古紙に分類できる資源であった

ということです。この最終処分場の埋立て状況や

搬入ごみの分別指導の重要性など広報やホームペ

ージなどで市民周知されているところであると認

識しております。小項目１、本市のごみの分別や

リサイクル等取組状況についてお知らせください。

また、課題などもあれば併せてお聞かせください。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

御答弁よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 三浦議員からは、大

項目で４点にわたり御質問いただきました。大項

目１と大項目３は私から、大項目２はこども・高

齢者支援室長から、大項目４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、地域活動への支援について、

小項目１、町内会活動について申し上げます。町

内会については、公園や道路の環境美化活動、防

犯灯や街路樹の管理、高齢者世帯や支援を必要と

する世帯の見守り活動など地域に根づいた活動に

取り組むとともに、地域特有の課題解決に向けた

取組や地域と行政をつなぐパイプ役として様々な

分野で重要な役割を果たしていただいており、協

働のまちづくりを進める上で欠くことのできない

最も重要な組織であると認識しております。しか

し、近年少子高齢化の進展、社会状況や生活様式

の変化、価値感の多様化、地域の連帯感の希薄化

などにより町内会未加入世帯の増加や役員の担い

手不足などの課題が生じ、町内会活動の継続が厳

しい状況との声が聞かれています。市では、これ

までも町内会の主体的な活動に対する町内会自治

活動交付金や町内会館の整備を支援する町内会館

建設費等補助金などの財政的支援のほか、町内会

長と行政との懇談会やまちづくり懇談会を通じて

意見交換を実施し、町内会活動の推進を支援して

きたところであり、今後も町内会連合会や関係団

体と連携を深めながら安心して暮らせる住みよい

まちづくりを推進してまいります。

次に、小項目２、町内会への支援について申し

上げます。小項目１の答弁で申し上げましたとお

り、近年様々な要因により全国的に町内会未加入

世帯が増加している状況にあります。本市におい

ても町内会加入率は減少傾向となっており、会員

の減少による会費収入の減額や行事参加者の減少、

役員の担い手不足など町内会運営に支障を来すこ

とが懸念されているところです。また、本年は新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から毎年

各町内会において実施されてきた様々な事業が規

模縮小や中止となり、地域住民のコミュニケーシ

ョンの場が減少している状況となっております。

一方で、町内会役員の皆様が知恵を出し合い、工

夫しながら活動を継続されている事例があること

も伺っており、町内会運営を担う皆様の御尽力に

感謝申し上げる次第でございます。町内会加入促

進の取組としましては、転入者へは市役所窓口で

の転入手続の際に加入案内を行っているほか、市

の広報紙、ホームページで町内会活動の必要性な

どの周知を行い、まちづくりへの参加についてお

願いしているところです。アパート、マンション

に入居されている世帯への加入促進対策としては、

町内会連合会と市が共同で作成したアパート、マ

ンション入居者向けの町内会加入促進チラシを希

望する町内会へ提供しています。また、本年４月

からは不動産会社と連携し、アパート、マンショ

ン等の賃貸契約の際に加入案内チラシを配付して

いただく取組も行っているところです。加えて、

町内会連合会において町内会が実施する加入促進

活動や転入、転居の届出の際に市窓口で配付でき

る町内会加入促進リーフレットを本年度中に作成

することを検討しております。今後におきまして
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も町内会における加入促進の取組を継続して支援

するとともに、市民主体のまちづくりを推進する

ため町内会をはじめとする地域コミュニティーへ

の積極的な参加や連携協力を促し、安心して暮ら

せる住みよいまちづくりを進めてまいります。

次に、大項目３、働き方改革について、小項目

１、働き方改革の取組について申し上げます。本

市では、職員の働き方に関して名寄市特定事業主

行動計画第２期を平成２７年度に策定し、平成２

８年４月から平成３８年３月末までの１０か年を

計画期間として、労働時間の短縮や休暇の取得な

どに取り組むこととしております。本計画は、各

種項目に目標値を設定し、実績については毎年９

月にホームページにて公表しているところであり

ます。令和元年度の実績については、１人当たり

の時間外勤務の縮減に関しては基準年度の平成２

６年度で月平均１ ３時間だったものが令和元年

度には同 ３時間、年次有給休暇の取得日数につ

いては同年比で ２日から１ １日と改善してお

りますが、それぞれの目標値である８時間以内の

月時間外勤務、１２日以上の年次有給休暇の取得

については達成できていない状況にあります。こ

れらの目標実現のための具体的取組として、毎週

水曜日を早帰りの日、いわゆるノー残業デーとし

て設定し、喫緊の業務がない場合は時間外勤務を

行わず帰宅するよう各職場の始業前ミーティング

の場や庁内イントラネット掲示板で呼びかけを行

っています。また、年次有給休暇の取得につきま

しては、週休日の前後に年次有給休暇を連続して

取得するプラスワン休暇の取得や年間３日間取得

が認められる夏季休暇に併せて年次有給休暇を取

得することにより長期間の休暇でリフレッシュを

図るよう課長会議等を通じて働きかけを行ってい

るところです。また、各部局における業務量の相

違につきましては、毎年組織機構の見直しに当た

り各職場の意見を参考に機構及び人員の配置につ

いて検討を行い、業務量に応じた組織体制づくり

を行うとともに、年度途中で極端な業務量の変動

が生じた場合などは１０月期における人事異動な

どにより対応を行ってまいりました。加えて、部

署ごとの時間外勤務の状況についても数値として

把握を行うとともに、労働安全衛生委員会におい

て報告を行い、組織として勤務の実態把握に努め

ているところであります。議員御指摘の多様な働

き方の導入については、現在民間企業でテレワー

クの促進が急速に推し進められており、本市にお

きましてもテレワーク可能な業務の洗い出しを行

ったところであります。しかしながら、市の業務

の中心となる窓口に関わる業務は個人情報を取り

扱うものが多いことから、テレワークが困難なも

のが多数を占めることとなり、導入には多くの課

題が明らかとなっております。今後労働時間の短

縮等につきましては、引き続き目標達成を目指し

取組を進めていくとともに、テレワークに代表さ

れる多様な働き方の推進についてもできる限りコ

ストを抑えた技術整備と業務の在り方の見直しを

含め今後議論を深めてまいりますので、御理解願

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは大項目２、収入減少世帯への支援について、

小項目１、独り親家庭と学生への支援についてお

答えいたします。

独り親家庭に対する支援につきましては、児童

扶養手当の支給対象者にひとり親世帯臨時特別給

付金を７月末に支給しております。また、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、

収入が減少している世帯に対し５万円を追加給付

しております。追加給付の実施に当たっては、８

月に児童扶養手当現況届の提出案内時にパンフレ

ットを同封し、さらに現況届を窓口にて受付する

際に再度内容の説明と該当の有無について直接確

認をしてきております。生活福祉資金の特例貸付

け制度につきましては、社会福祉協議会が窓口と
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なり、収入が減ったことにより家計の維持が難し

い世帯に対し無利子、無保証の特例給付を行って

おります。独り親世帯の利用状況は、１回限りの

貸付けを行う緊急小口資金制度が４件、原則３か

月の貸付けを行う総合支援資金制度が３件となっ

ております。ひとり親世帯臨時特別給付金につき

ましては、国から年内に対象者へ再支給する旨の

通知がありましたので、本市としても対象者への

再支給の準備を進めるとともに、先ほど述べまし

た追加給付につきましても令和３年３月１日まで

が申請期限となっておりますので、引き続き制度

の利用について周知をしてまいります。

次に、名寄市立大学の学生に対する支援につき

ましては、名寄市独自の経済的支援策として全学

生に対し一律１０万円の名寄市立大学学生支援給

付金を支給しました。また、国では学生生活の経

済的影響に対する支援として、学びの継続のため

の学生支援緊急給付金を支給してきたところです。

新たな学生支援として、１１月から新型コロナウ

イルス感染症対策に係る寄附金を財源とする日本

学生支援機構の新型コロナウイルス感染症対策助

成事業を活用し、市立大学後援会と協調し、学生

食堂において全メニューの料金を割引する支援を

行うことにいたしました。この支援は、収入が減

少した際には食費を切り詰める学生が多いことの

実態から安価で食事を提供することにより健康を

維持し、学生生活を送ってもらうことを目的に今

年度後期まで取り組んでいくこととしています。

今後においても、独り親世帯や学生の生活状況を

注視しながら国や北海道の支援制度を有効に活用

できるよう周知など取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは大項目４、

ごみ問題について、小項目１、ごみの分別やリサ

イクルについてお答えいたします。

最終処分場に直接搬入されるごみは、令和元年

度の月平均で月当たり広域最終処分場は ９７８

件、２６８トン、風連最終処分場は２４９件、２

２トンほどとなっております。広域最終処分場を

管理する名寄地区衛生施設事務組合が本年１１月

に実施したごみ組成調査によりますと、埋め立て

られたごみにはリサイクル可能なプラスチックや

紙が約６割混在しており、年間搬入量も計画量を

超えていることから、このままの状況が続けばお

よそ１２年先には名寄地区広域最終処分場の使用

が完了となる見込みであり、広域最終処分場の使

用が完了してしまうと新しい最終処分場の建設が

必要となり、多額の経費を要することとなります。

このような状況を踏まえ、本年４月以降広域最終

処分場では搬入ごみに対して分別指導を行ってお

ります。状況としましては、分別の行われていな

い混在ごみやリサイクル可能な資源ごみの持込み

が多く、１０月末現在で６割弱の方が指導対象と

なり、中には利用をお断りするケースもあったと

の報告を受けております。御家庭から出るプラス

チック製容器包装類やペットボトル、古紙類等の

資源ごみは埋立てごみではなく、資源として出し

ていただければ無料で収集でき、御家庭の負担が

減るとともに、広域最終処分場の延命化にもつな

がります。処理施設へ搬入されたプラスチックは

４０％が新しい製品へ、２０％が鉄の原料となる

コークスに、残りの４０％は電気を作るガスへと

それぞれ生まれ変わり、ペットボトルは卵のパッ

クや繊維、新たなペットボトルなどに再製品化さ

れ、有効に活用されています。そのほか、古紙類

や瓶などもリサイクル事業者において新たな製品

や燃料などに生まれ変わっています。適正な分別

により資源を生かしごみを削減することは、天然

資源の消費を抑制し、循環型社会を形成するため

の身近で重要な取組であり、今後も市民と課題意

識を共有できる広報の推進など啓発活動や指導を

展開してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御答弁いただ
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きました。順番に再質問をさせていただきます。

まず、地域活動、町内会活動について、理事者

の方々も大切であったり、今後必要な組織である

という認識であるということは理解させていただ

きました。また、支援についても幾つかの支援も

行っていただいているということも理解させてい

ただきました。実際のところ、部長もおっしゃら

れたように、公園の美化活動等、地域の細かいで

すけれども、すごく重要なところを担っていただ

いているところではございますが、先ほどもおっ

しゃられたように、高齢化によって本当にまた人

手が少なくなって、活動自体がちょっと負担にな

っているよといった声も聞かれているところであ

ります。そういったところに関して、いま一度確

認になるのですが、どのように捉えられているか

お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 町内活動を行ってい

くに当たりまして、例えば役員の皆さんが、昔か

ら役員をやっていただいている方がやっぱり年々

固定化して、高齢化していくという形で、大変な

思いで今町内会活動されているということもあり

ますし、アパート、マンションでなかなか加入が

進んでいかないという部分で、なかなか解決でき

ないような課題が多々あるという部分で話は聞い

ているところでございます。今後も町内会連合会

の役員の皆さんとも協議を進めていきながら負担

軽減ですとか、そういう部分に努めていければと

思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 他自治体の話になるの

ですけれども、そういった町内会組織に対して補

助金といいますか、負担金、形はどうなるか分か

らないのですが、交付金として一括に組織にお渡

しして、そこで例えば清掃活動等ちょっとつらか

ったら清掃業者さんに町内会で委託するといった

形もあるということなのですが、こういった交付

金であったり、そういった委託について何かお考

えあればお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 単位町内会の皆さん

には交付金という形で交付金を交付しているとい

う部分ですとか、地域連絡協議会の皆さん方に交

付金ですとか、あと事業によって補助金的なもの

を出しているというところでございます。町内会

によって例えば草刈りだとかを高齢者事業団に委

託という部分については、そういうケースも聞い

ておりますので、そういう部分は可能なのかなと

思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 可能ということで、取

組、多分相談しながらですか、町内会と行政の方

へ相談しながらどういった対応がいいか、各地域

によって変わってくると思う、そういったことで

あると理解させていただきます。

また、総合計画の町内会加入率が２０２２年、

目標７ ５％ということで掲げておられると思う

のですが、この進捗状況についてお伺いしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 町内会の世帯の加入

率でございます。令和２年度で合計１万 ６８０

世帯のうち加入世帯が ４６８ということで、７

６５％の加入率となっています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 目標に対して進捗状況

としてはあまり足踏み状態かなといったふうに印

象受けるのですが、何か状況の一端として、先ほ

ど壇上でも申し上げさせていただいたように、若

い年代といいますか、２０代、３０代のこういっ

た年代がちょっと加入率が低いのかなというふう

に感じられております。本市といたしましてもラ

インの活用による新たな情報発信、今回の一般質
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問でも何度か出てきているのですが、こういった

ところに、こういったラインを使っての情報提供

についてはどのように考えているかお聞かせくだ

さい。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ラインを使っての情

報提供のお話でございました。今現状では、ライ

ンの加入率については基本的に今５９０人という

状況であります。１０月から始めさせていただき

まして、今試行期間的な扱いで、情報提供につい

ても、市からの情報提供についてはトークという

部分で上限がかかっているような状況もございま

す。今の試行期間の部分を踏まえて、今後上限も

撤廃ですとか、そういうことも考えていけるのか

なと思いますし、有効な手段という形で今回の議

会の中でもいろいろ話もございますので、活用で

きる分は活用していきたいと思います。

あと、先ほどの町内会がやっている活動で市か

らいろいろお願いしている部分であるのですけれ

ども、例えば高齢化だとか担い手がなかなか少な

くなってきたという形があれば、基本的には市の

ほうに担当課、例えば公園でしたら建設水道部に

なろうかと思うのですけれども、御相談していた

だきたいという部分と、あと担当が分からない部

分については町内会窓口の企画課のほうに御相談

いただきたいという形で協議していきたいと思い

ますので、そういうことでお願いします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございまし

た。ラインについてまだ導入したばかりというこ

とで、今後いろいろ検討、今制限とかもあるよう

で、有効な活用が見込まれるのであれば、新たな

設備投資をして、情報発信の一つとしていただけ

るということで理解させていただきます。これは

ちょっと一つ提案、提言みたいになってしまうの

ですが、町内会の加入と、例えばですが、町内会

加入した上でマイナンバーカードを作成していた

だいた方に何かしらのインセンティブ、地域商品

券とかになるのか、それは分からないのですが、

これ一つアイデアとしてちょっと考えがあるので

すが、そこについて何かあればお聞かせいただき

たいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） マイナンバーカードを

どのように普及させるかというところでの御提案

だと思います。非常にありがたい提案だと思いま

す。中でいろんな形で検討させていただきたいと

思いますけれども、そういうことが町内会の加入

率につながっていくのかどうかという、いろんな

側面からもあると思いますので、また中で少し議

論させていただきたいと思います。お話の中で町

内会活動の加入する方が少なくなってきている、

特に若い方がなかなか入らない、役員の皆さんも

高齢化ということで、町内会によっては様々な仕

事ができなくなってくる。そんな中で交付金を一

括して、使途目的を使わないでの交付金でそうい

うところというような、そういうような御提案も

いただいたかと思います。現状市のほうではそれ

ぞれの事業目的に従った交付金を出しております

ので、例えば環境美化の交付金でありますと公園

の愛護に使うということでありますから、そこは

事業目的に沿っていただきたい。町内会の中では

そういうものがなくて、自前のところで自前のと

この清掃美化活動ということで様々な業者に委託

しているというケースもあるかと思いますけれど

も、あくまでも交付金の使途に従った形で一応や

っていただく。ただ、現状ではなかなか難しいと

いうようなアンケート結果も出てきておりますの

で、中の、どういう形がいいのか、交付金のほう

についても様々な角度から検討させていただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 各地域によってそうい

ったことを意見を聞きながら今後やっていってい

ただけるというふうに理解させていただきました。
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次に、大項目２、収入減少世帯の支援について

でございます。まず、学生さんのほうについては、

食堂のほうの値引きをして支出を減らすといった

形で支援させていただいているということでござ

いました。学生さん、食堂の安くしたことによっ

て利用の何か増加等、もし、分かる範囲で教えて

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 今年度の学

生食堂については、当初遠隔授業で進めてまいり

ましたので、オープンが遅れまして、後期に入り

まして、９月２８日から対面授業を増やしており

まして、学生が大学に制限なく入れるようになっ

てきたというのに合わせて学生食堂も営業してい

ただいているという状況です。１０月、一月につ

いては、約６０名程度の利用があった。この利用

に当たっては、３密を避けるという、それから感

染防止対策をしっかり取るということで席数も少

し半分に減らしておりまして、そういった中での

運用でございました。さらに、この事業を利用し

ての値引きについては１１月から始めておりまし

て、一月間で１日１００名程度の利用なので、１

日６０名の利用から１日１００名程度の利用に増

えているという実態でございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 利用実態が増えて、す

ごく好評な事業なのかなと。また、感染症対策も

十分にされた上での事業なのかなと思います。ま

た、ちょっと一方で市民アンケートのほうにもあ

ったのですが、大学生の支援はすごくされている

というところですが、小中高生のいる家庭への支

援はちょっと考えられていないか。若年世代とい

いますか、小中高校生、年齢が小さい子供、お子

様がいらっしゃる家庭というのはもちろん親御さ

ん、一概にそうとは言えないのですが、２０代、

３０代、４０代の方が多いということで、生活に

また苦労されている部分という声も聞かれている

中で、ちょっと大きな質問になってしまうのです

が、小中高生がいる家庭への支援ということで、

もし今のところ考えられていることがあれば、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） 小中高生のいる

家庭ということで、独り親全体の話の御質問とい

うことですよね。市としても夏頃ですか、補正の

中でもそういった協議も実際はしたことがありま

す。ただ、その点については国の特別臨時交付金

が給付されているということも、１人１０万です。

ということで、そのほかに国の臨時交付金の活用

に当たっては違う部分でもっと有効に、さらに有

効にできる部分があるかということで、その分に

ついては今回支給というか、対象から外れたこと

になっております。当面今後においても、ちょっ

と小中高生に対する、家庭に対する市としての独

自の給付については今のところは考えておりませ

ん。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 今のところないという

ことで、多分国や道の動向も見ながらそういった

動きがあれば市もやっていくのかなというふうに

思います。

すみません。順番逆になったのですが、独り親

家庭についての支援なのですが、こちらの給付の

実績といたしましてどれくらいの……たしか二百

数十世帯いらっしゃいます。その中でどれくらい

の方が給付されているのか。パーセンテージもし

分かればお聞かせください。

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） ７月

末に給付した特別給付金の件数ということです。

対象者が令和２年６月分の児童扶養手当の支給を

受けている方ということでありますので、一応当

初予定では２３４名ということなのですが、実績

として２３３件給付をしております。それからあ
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と、公的年金受給によりまして児童扶養手当を受

けていない方については、１４件中８件の申請を

いただいております。あと、もう一つ、新型コロ

ナの感染症により家計が急変して、直近の収入が

児童扶養手当の対象となる数字に下がった方につ

いては、これ申請をいただかないと分からないと

いうことで、見込みでは２７件程度と見込んでお

りましたけれども、今のところ２件の申請をいた

だいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） すみません。ちょっと

最初のほう聞こえなかったので、確認させていた

だきたいのですが、２３４件中２３３件の……

（「そうです」と呼ぶ者あり）

〇５番（三浦勝秀議員） ということで、皆様周

知の方法は徹底されて、あと手続のほうもできて

いるということで理解させていただきました。あ

りがとうございます。

次に、大項目３、働き方改革についてですが、

以前に比べて残業時間であったり、有休取得数は

改善していますが、あともう一歩といったところ

ですよという状況の御答弁だったと思います。ま

た、その改善案としても水曜日早く帰りますとい

うのと、あとプラスワンの休暇ということでやっ

ていると思います。先日の山崎議員のほうの質問

にもあったのですが、こういった業務に関して業

務の平準化や業務量の可視化、こういったことが

今後こういった残業の減らしであったりとか有休

取得に必要であると考えますが、この業務の平準

化、業務量の可視化についてどうお考えですか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 業務量の把握につき

ましては、毎年各職場の職場会議を実施していた

だいて、その状況を組織機構の会議のほうに提出

していただいているという形でありまして、たし

か今回出していただいたのは令和元年度と平成２

９年だったかな、と比較して業務がどうなってい

るかだとか、そういうことも含めて職場から職場

会議を踏まえて出していただいていると。それを

踏まえて、例えば人の増員が必要かだとか、そう

いう部分を議論していこうという形で、職場の業

務量についてはそういう部分でそこそこの職場か

ら出していただいたものを踏まえて、各部長で議

論しながら把握しているというところでございま

すし、例えば時間外ですとか、そういう部分も労

働安全衛生委員会と共有しながら進めているとい

う部分でございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 理解させていただきま

した。昨日加藤市長と石橋部長の御答弁にＡＩや

ＩＣＴ、こちらの導入等についても全庁を挙げて

業務の効率化ですか、先ほどマイナンバーとも通

ずる部分かもしれないのですが、こういった部分

について、デジタル化についていま一度確認とい

う、今後の見解についてお伺いさせていただけれ

ばなと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 業務のデジタル化で

すとか、そういう部分につきましては、今国のほ

うでもデジタル庁なんかを創設するだとか、そう

いう部分が、あと予算なんかも大きなマイナンバ

ー絡みの予算なんかも大きくつけるような情報も

来ているところでございます。そういう国の情報

なんかも注視しながら、財源かかる話なので、そ

ういう財源を有効に活用できるよう取り組んでま

いりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

データ化って今後必ず必要になってくると思いま

すが、今のうちから少しずつやっていくことが大

事になってくると思いますので、国の動きも見な

がら、よろしくお願いしたいと思います。

最後に、ごみ処理等についてでございます。こ



－160－

ちらも市民アンケートの中でごみの分別が厳しく

なったといったお声がありました。これも先ほど

部長からありましたように、これ広報なのですけ

れども、ごみのチェックというか、検査をやりま

すといったことで、こういった市民の声が上がっ

てきているのかなと思います。ごみ調べた中で本

当に資源にできるものが多かったということで、

その事例もたくさん御答弁いただきました。こう

いったごみ減量による収集や焼却のコスト等、ど

れぐらい焼却、削減、ごみの減量によって収集や

焼却コストはどれくらい削減できるかってもしお

分かりいただければ教えていただきたいなと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今回のごみの分別を

進めることによっての具体的なコストの削減につ

いては、大変申し訳ございませんが、今手持ちに

ありませんので、後でお知らせさせていただきた

いと思います。申し訳ありません。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） すみません。名寄地区

衛生施設事務組合の令和元年度の決算によります

と、炭化処理施設運営負担金ということで本市

７４２億円（１２月１８日 三浦議員より修正発

言あり）、広域最終処分場運営管理負担金で１７

３億円（１２月１８日 三浦議員より修正発言あ

り）、これが全部が全部ごみの処理というわけで

はないと思うのですが、ごみ処理に関してはすご

くたくさんのお金がかかっているよということで

あると思います。こういったごみの分別といいま

すか、そういったことに関して一番大事なのは、

先ほど部長の御答弁にもありましたように、市民

の意識の醸成が一番大切になってくると思うので

すが、こういった広報やホームページへの宣言は、

宣伝といいますか、告知分かるのですが、もう一

歩踏み込んだ対応等、お考えあればお聞かせくだ

さい。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今議員のほうからの

お話もございましたように、今行っております最

終処分場でのごみの分別、あるいは名寄市の環境

衛生推進員の皆さんの御協力をいただきながらの

分別指導も行っております。広報などですとかご

み分別ガイドブックにおける対応も行っておりま

すが、先ほど来お話に出ていますラインを活用し

たごみの分別の意識の醸成などについても今後考

えてまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段ごみの分別によっ

てコストがどれぐらい削減できるか、ここがきち

んと御説明できれば市民の皆さんの衛生施設事務

組合に対する負担金がこれぐらい下がるのだよと

いう論理的なお話ができるかと、そういうような

趣旨の御質問ではなかったかなと思います。ただ、

１つだけ言えるのはこのまま、分別しないままプ

ラごみが古紙類含めて６割混入しているままでい

きますと、埋立ての処分場の閉鎖が早まってしま

うということは、また新たに３０億円、その頃に

なるとそれぐらいでは済まないかもしれませんけ

れども、それぐらいがかかるのだよというのはこ

れ間違いない事実でありますので、これは衛生施

設事務組合のほうとも、関係市町村のほうと一体

となってこのごみの分別、あるいはコスト削減に

ついてどういうような方策を立てて、それをどう

いうふうにＰＲするかというのはまた改めて中で

検討させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） これからどんどん、ど

んどん市民周知も含めてやっていただけるという

ことで、私のほうもぜひぜひいろいろと協力させ

ていただきたいなと思います。本当に環境に優し

くて税金もかからないすごくウィン・ウィンな、

分別することでウィン・ウィンなことだと思いま

すので、このごみ分別については世界的なあれも

ありますが、名寄市も先頭切って取り組んでいた

だけるようにお願いして、質問を終わりたいと思
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います。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

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。

散会 午後 ４時０３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 川 村 幸 栄

署名議員 東 川 孝 義
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