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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１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１号 名寄市墓地条例の制定に

ついて（市民福祉常任委員長報告）

日程第４ 議案第４６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 議案第４７号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第１０号）

日程第６ 意見書案第１号 ２０２１年度介護報

酬改定における大幅増額、コロナ支援

を求める意見書

意見書案第２号 コロナ禍による地域

経済対策を求める意見書

意見書案第３号 特定戦災障害者等に

対する特別給付金の支給等に関する法

律の早期制定を求める意見書

日程第７ 報告第２号 例月出納検査報告につい

て

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１号 名寄市墓地条例の制定に

ついて（市民福祉常任委員長報告）

日程第４ 議案第４６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 議案第４７号 令和２年度名寄市一般

会計補正予算（第１０号）

日程第６ 意見書案第１号 ２０２１年度介護報

酬改定における大幅増額、コロナ支援

を求める意見書

意見書案第２号 コロナ禍による地域

経済対策を求める意見書

意見書案第３号 特定戦災障害者等に

対する特別給付金の支給等に関する法

律の早期制定を求める意見書

日程第７ 報告第２号 例月出納検査報告につい

て

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

７番 五十嵐 千 絵 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで三浦議員から発

言を求められておりますので、これを許可してよ

ろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありませんので、

発言を許可いたします。

三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私が１２月１７日に行

いました一般質問において、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

ついての再質問の中で発言の内容に誤りがありま

したので、訂正させていただきます。

名寄地区衛生施設事務組合の令和元年度の決算

の中で炭化処理施設運営負担金ということで本市

１億 ７４２億円、広域最終処分場運営負担金…

…

（何事か呼ぶ者あり）

〇５番（三浦勝秀議員） すみません。炭化処理

施設運営負担金ということで本市 ７４２億円、

広域最終処分場運営負担金ということで１７３億

円と発言いたしましたが、正しくは炭化処理施設

運営負担金は本市が１億 ４２０万円、広域最終

処分場運営負担金は ７３３万円の誤りでありま

した。つきましては、議会録及び電磁的記録につ

いては議長において精査の上、削除及び訂正いた

だきますようよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） ただいま三浦議員から

の申出のとおり、会議規則第６５条の規定に基づ

き一般質問の発言内容について議長において精査

の上、削除及び修正することにしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、会議録及び電磁的記録について削除及

び修正することにいたします。

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。

行政手続における押印廃止と書面主義の見直し

について外３件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問をしてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。

大きい項目１番目、行政手続における押印廃止

と書面主義の見直しについてを質問いたします。

中央省庁の行政手続の押印廃止を強力に推進して

いる行革担当大臣は、去る１０月１６日の会見で

約１万 ０００の行政手続のうち９ ２４７％の

手続で押印を廃止できると明かされました。その

約１万 ０００手続のうち各省庁が押印を存続の

方向で検討したいと回答しているのはわずか１％

未満の１１１種類とのことであります。また、大

臣は存続する相当部分は印鑑登録されたものや銀

行の届出印鑑などの証明書は、そういうものは印

鑑類は今回は残ると説明され、デジタル庁が発足

し、業務がデジタル化された際には電子認証など

導入されるだろうと見通しを示されました。さら

に、政府与党は確定申告など税務手続においても

押印の原則廃止を検討する方針を明確にしてまい

ります。２０２１年の税制改革で検討し、年末ま

でにはまとまる与党税制改正大綱に反映させられ

るそうであります。このように行政手続、文書だ
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けではなく、税に関わる他の書類でも押印廃止の

流れは加速されております。これらを踏まえ、理

事者に質問をしてまいります。

国において行政担当大臣が推し進めているこの

押印廃止について、言われているとおり約９９％

の中央省庁の行政手続文書の押印が実際に廃止さ

れる場合、我が市の行政文書において何と何が連

動して廃止できるのかなどの判断をして、今から

廃止対象のリスクの洗い出しを積極的にするべき

と考えますし、もしくは既に国の動きに合わせそ

の準備を進めているのか、具体的な取組状況につ

いて理事者の御見解をお願いいたします。具体的

にというのは、例えば国において急ピッチで洗い

出しをしているように、我が市においても現状押

印を必要とする行政手続文書が幾つあって、その

うち国と連動せざるを得ない文書が幾つ、市単独

で判断できるのが幾つあるのかなどというように

早急にリスト化をすべきと考えますが、理事者の

御見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、暮らしの安心情報について

をお尋ねをいたします。新型コロナの影響で長期

化する中、コロナ感染に不安と恐怖で悩む人が急

増しており、市民の暮らしの安心と感染への不安

への解消対策が待ったなしの課題と考えておりま

す。そこで、本市において偽感染発生状況への不

安解消の取組について以下の質問をしてまいりま

す。

コロナ禍で偽感染者発生に不安を抱えておられ

る方は、複雑な課題やリスクを抱えておられる方

もおられ、ケースも少なくありません。タイムラ

インには様々なコロナの感染情報は出されており

ます。偽感染情報に不安を抱いているこうした方

々を誰一人置き去りにすることなく、誰一人不安

な思いをさせることないという決意で支援してい

くため、本市において不安解消対策の取組につい

て理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、ＰＣＲ検査に至る相談検査

体制の変更への対応についてをお尋ねをいたしま

す。１１月以降新型コロナとインフルエンザの同

時流行に備えるため、厚生労働省はＰＣＲ検査に

至る相談検査体制のスキームを変更いたしました。

従来は原則保健所や帰国者・接触者相談センター

に相談してから必要と判断されれば、帰国者接触

者外来等の医療機関などでＰＣＲ検査を受けるこ

とができましたが、厚生労働省の方針どおり進ん

でいるならば、１２月の今の現在、かかりつけ医

等の各地域での身近な医療機関において相談やＰ

ＣＲ検査を受けられるようになっているはずです

が、本市における対応の実態はどうなっているの

か具体的に質問してまいります。

まず、１０月中に厚生労働省に対し県を通して

新たな申請したＰＣＲ検査が可能な医療機関の追

加が出されました。具体的には、名寄市内のどの

医療機関を加えたのか示していただくというのと

名寄は名寄市立総合病院だけなのでしょうか。そ

の上で、その医療機関のリストは市民に対し公表

されているのかどうかも、公表していないのかの

場合はその明確な理由について理事者の御見解を

お願いをいたしいたします。

また、厚生労働省は地域の診療所などＰＣＲ検

査に協力してくれる機関は診療検査医療機関と称

していましたが、厚生労働省の言う仮称の意味は

各自治体で名称を決めてよいという意味で聞いて

います。本市においてはどういう名称になったの

かもお聞かせをいただきたいと思います。さらに、

新しい体制で一番肝要というか、市民が真っ先に

電話で相談するかかりつけ医などの各地域の個人

病院、診療所やクリニックの対応について、他地

域では電話をしたけれども相談さえ受けてくれな

かったとか、保健所に電話をしてくれと言われた

などの問題やクレームの話が出ております。スム

ーズにＰＣＲ検査まで新しい流れができているの

か、そして実際に新型コロナ感染症の相談や診療

検査医療機関のＰＣＲ検査は増加しているのか、

市当局が把握している実態について理事者の御見

解をお願いをいたします。
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大きい項目４つ目、行政手続のデジタル化でオ

ンライン申請の推進をについてお尋ねをいたしま

す。９月に発足した菅内閣の目玉施策の一つで、

言うまでもなく行政のデジタル化を推し進め、デ

ジタル庁の創設に伴う本格的なデジタルトランス

フォーメーションへの転換であります。新型コロ

ナ禍で露呈した行政の手続の遅さなどに対応する

もので、１人当たり１０万円の特別定額給付金で

は国と地方のシステムの連携が不整合で、うまく

いかない原因になり、さらに各自治体が振込口座

を確認する作業で多大な時間を要したことなど給

付が立ち後れる一因となったことは記憶に新しい

ことであります。ＩＣＴ、情報通信技術やデータ

の活用など先進諸国に大きく水をあけられていて、

特に遅れが目立つのは行政のデジタル化だと指摘

をされております。パソコンやスマートフォンな

どオンラインで完結できる行政手続は、全国平均

でわずか７％との報道もあります。名寄市におい

ても国に歩調を合わせ、行政手続のオンライン化

の推進と今後デジタルトランスフォーメーション

に取り組むことは当然で、大事なことは今からで

も取り組める、可能な限りオンライン化を進める

べきだと思いますが、現状と課題について理事者

の御見解をお願いをいたします。

国の主導する本格的なデジタルトランスフォー

メーションを待って、システムを統一、標準化さ

せて、その後に我が市、対応を検討しようという

のでは住民サービスの向上、行政の効率化のため

現状の制度、執務活用して、できることから先ん

じて実行することが重要だと考えております。

具体的に質問させていただきます。理事者は当

然御承知されていると思いますが、今からすぐに

でも実現可能な行政手続のオンライン化に向けて、

それはマイナンバーカードを活用したマイナポー

タルぴったりサービスのフル活用です。これは、

自治体レベルで新たなシステムを構築するなどの

必要はありません。菅政権でも行政のデジタル化

を進める重要な手段としてマイナンバーカードの

活用を重視し、普及促進に向けて健康保険証、運

転免許証など個人を識別する規格の統合を目指し

ているところであります。このぴったりサービス

は、各自治体の手続検索と電子申請機能を可能と

するもので、災害時の被災証明書、発行、申請か

ら子育ての関連まで、児童手当の受給資格の認定

申請、保育施設への利用申込み、妊娠の届出など

幅広い行政手続をパソコンやスマホで申請するこ

とができます。現在進められている行政のデジタ

ル化が進む中で、住民のサービス向上と行政の効

率化に向けてマイナポータルぴったりサービスの

活用が必要と思われますが、理事者の御見解をお

願い申し上げ、この場での質問を終わらせていた

だきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） おはようございます。

高橋議員からは、大項目で４点にわたって御質問

いただきました。大項目１と大項目４は私から、

大項目２と大項目３は健康福祉部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、行政手続における押印廃止

と書面主義の見直しについて、小項目１、押印廃

止の具体的な取組状況について、小項目２、押印

廃止のリスト化について、関連しますので、一括

してお答えいたします。行政手続における押印廃

止については、新型コロナウイルス感染症への対

応が求められる中、テレワーク等の推進とデジタ

ル時代に向けた規制や制度見直しの一環として国

が進めている取組の一つであり、地方自治体が実

施する手続についても積極的な取組を求められて

おります。本市においては、現在国や北海道の動

向を見つつ対応を検討しているところではありま

すが、まだ具体的な取組は行っておりません。こ

のような中、国は地方自治体での行政手続におけ

る押印廃止のマニュアルを作成中であり、一部報

道では今月中にも各自治体へ配付するとのことで

あります。国では押印手続の大半が廃止される見

通しとのことであり、本市においても今後このマ
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ニュアルを踏まえて、所管する行政文書について

押印廃止が可能かどうか庁内全体で協議を進めて

まいります。

次に、大項目４、行政手続のデジタル化でオン

ライン申請の推進を、小項目１、オンライン化の

現状と課題について申し上げます。国では、本年

９月にデジタル庁準備室を発足させ、デジタル庁

新設に向け動き始めています。デジタル庁が取り

組む業務として言われているのが国と自治体のシ

ステム統一、マイナンバーカードの普及促進、行

政手続のオンライン化などで、これらが実施され

ることにより行政手続にかかる時間が短縮され、

行政運営の効率化が期待できるとされています。

実際に行政手続をデジタル化し、市民の皆さんが

窓口に出向くことなく、自宅や職場からいつでも

オンラインで手続を行うことができるようにする、

あるいはできるだけ短時間で手続が完了する環境

を構築することは、利用者の負担軽減、利便性の

向上の観点からも重要なことと考えます。本市に

おける行政手続のオンライン化は進んでいるとは

言い難い状況ですが、人口減少社会における住民

サービスの向上や持続可能な社会の発展に向けた

取組は喫緊の課題であると認識しておりますので、

今後の国の動きに合わせて各種システムの統一に

向けた具体的なスキームや業務の標準化への対応

を図るとともに、オンライン化に関する手順など

についても費用対効果を見ながら研究してまいり

たいと考えております。

また、オンライン化を進めるに当たっては、デ

ジタル弱者をサポートする仕組みも必要不可欠に

なると考えられますので、オンラインと対面によ

る対応との併用など、どのような形で行政手続の

オンライン化を進めていくのがよいのか、様々な

視点から内部議論を進めてまいりたいと思います。

次に、小項目２、マイナポータルぴったりサー

ビスの活用について申し上げます。現在本市にお

いてぴったりサービスを利用して行うことができ

るのは、子育て関連など５項目について手続に必

要な書類のオンライン上での作成や印刷、添付書

類の確認などとなっており、オンラインによる申

請はできない状況です。国が進める行政手続のデ

ジタル化は、スマート自治体の実現に向けた取組

の中でも触れられている内容でありまして、手続

のオンライン化によって住民サービスの向上だけ

ではなく、行政の効率化にも役立つとされている

ところです。しかしながら、その一方で先日の特

別定額給付金のオンライン申請では、申請者によ

る住所など必要項目の記入ミスや二重申請などに

よって申請受付後の自治体側の確認作業に多大な

手間が発生し、郵送による申請よりも給付までに

時間がかかってしまう事態となり、その結果とし

てオンライン申請の受付を停止する自治体が出て

くるなどの混乱も生じたところです。多くの方々

がオンライン申請に不慣れであったことが混乱の

一つの要因であるとも考えられることから、ぴっ

たりサービスを利用したオンライン申請が可能と

なることで同様の混乱は減らせるとも考えられま

すが、オンライン申請に対応するためにはシステ

ム改修を行う必要があり、そのための費用も発生

します。また、オンライン申請にはマイナンバー

カードの活用が有効であることから、まずはより

多くの市民が恩恵を受けられるようにするために

も本市におけるマイナンバーカード交付率の約２

３％を今後増やしていく取組が何より肝要である

と考えております。マイナンバーカードの普及に

よる効果は、ぴったりサービスのオンライン申請

に限らず、先ほど申し上げました今後国において

新設されるデジタル庁が目指す姿、さらには住民

票や印鑑登録証明書などの受け取りが曜日や時間

帯によって制限されることなく可能となるコンビ

ニ交付など、市民生活に直結するサービス向上に

もつながります。いずれにいたしましても、この

ぴったりサービスは窓口サービス改善の有効な手

段の一つと考えられますので、今後窓口関係部局

を中心にその活用について議論を深めてまいりま

す。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは初めに

大項目２、暮らしへの安心情報について、小項目

１の偽感染情報への不安解消対策についてお答え

いたします。

これまで国、北海道からの正しい情報をできる

だけ迅速に市民の皆様に周知するよう努めながら

感染拡大予防策を進めてまいりましたが、残念な

がら感染された方やその関係者に対し不確かな情

報や個人情報に関する心ない書き込みをインター

ネットやＳＮＳなどに掲載、投稿する方も一部見

受けられております。そのため、感染者や医療従

事者などの皆様を偏見や差別、誹謗中傷から守り、

患者の皆様が安心して治療、療養ができ、医療従

事者が治療や看護に専念できるよう名寄市コロナ

差別がゼロのまち宣言を１２月２日に発出してき

たところであります。現在新型コロナウイルス感

染症はいつどこで誰が感染するか分からない状況

でありますが、マスクの着用、手洗い、手指消毒、

室内の換気、３密の回避などの基本的な感染予防

対策を徹底することで感染リスクを避けることが

できると言われております。感染に対し過剰に恐

れることのないよう不安解消に向けた取組を進め

てまいります。市民の皆様には国、北海道、本市

が発信する正確な情報の下、冷静で思いやりのあ

る行動していただくようコロナ差別がゼロのまち

宣言に掲げる３つの宣言、３つのお願いの取組を

広く呼びかけてまいります。

次に、大項目３、ＰＣＲ検査に至る相談検査体

制の変更への対策、小項目１のＰＣＲ検査可能な

医療機関の追加と公表について及び小項目２の診

療検査医療機関については関連がありますので、

一括してお答えさせていただきます。新型コロナ

ウイルス感染症とインフルエンザとの同時流行に

備えた体制整備につきましては、これまでの医療

体制整備と同様に都道府県が主体となって推進す

ることとなっております。そのため、あくまでも

都道府県が医師会などと地域における整備方針や

課題等の共有、十分な協議を行った上で、発熱患

者等の相談体制を整備している医療機関に対し診

療検査医療機関（仮称）の指定を行うこととなっ

ております。御質問の名称の決定につきましても、

この地域においては北海道が診療検査医療機関を

指定することから、北海道が決定しておりますの

で、御理解をお願いいたします。相談、検査体制

の周知につきましても北海道が自治体のホームペ

ージなどを用いて広く発熱患者などに対する受診

方法や診療体制を住民に周知することとなってい

るため、市のホームページや広報なよろなどで北

海道新型コロナウイルス相談センターの開設など

の情報提供を随時行ってきております。しかし、

診療検査医療機関の公表につきましては、北海道

と医師会などが協働し、特定の医療機関に患者が

殺到することで現場に混乱が生じたり、重症化リ

スクの高いほかの患者への感染率が生じるなど地

域の医療体制に支障を生じさせないよう同意を得

られた医療機関のみの公表となっているとお聞き

しております。そのため、１２月２日付で北海道

のホームページに掲載された公表に同意があった

医療機関のみの一覧においても、名寄市内該当分

といたしましては平日の相談医療機関として市内

５か所、土日、祝日、夜間の医療機関として１か

所のみが掲載されております。発熱等の症状があ

る方の診療検査機関として掲載されている医療機

関は名寄市内にはないこととなっておりますが、

あくまでも公表に同意した医療機関の一覧という

ことになりますので、御理解願います。

次に、小項目３の地域の病院、診療所やクリニ

ック等の対応と検査数についてですが、市内の医

療機関においては診療検査医療機関等の情報が共

有されているため、発熱などの症状が生じた場合

にはまずはかかりつけ医に電話で相談していただ

くと、症状などを確認した上で速やかに適切な医

療機関を紹介し、必要なＰＣＲ検査を受けること

ができる体制が既に整備されているとお聞きして
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おります。また、かかりつけ医がない場合や診療

時間外は、北海道新型コロナウイルス感染症健康

相談センターに電話で相談していただくと、同様

の対応が行われると聞いております。北海道の警

戒ステージが３に引き上げられ、上川総合振興局

管内の新規感染者が増え始めた頃から新型コロナ

ウイルス感染症に関する相談が増加してきており

ます。その中でかかりつけ医などの対応について

議員が心配されるような問題や苦情は今のところ

受け付けてはおりません。しかし、かかりつけ医

がいない方からの相談を受け、北海道新型コロナ

ウイルス感染症健康相談センターへの相談を紹介

したところ、話し中でつながらないと再度お電話

いただく事案が数件あったため、名寄保健所また

は名寄市立総合病院の発熱者等診療検査外来への

電話相談を紹介しております。市内の診療検査医

療機関での検査可能件数につきましては、市で把

握はしておりませんが、第３回定例会でお答えし

ましたとおり、１日当たり１００件の検査は可能

であり、検査数も増加してきているとお聞きして

おります。ただし、検査試薬については感染が多

い地域への供給が優先されるため、最大数の検査

を毎日実施できる状況ではないともお聞きしてお

ります。今後においても国や北海道の対策を注視

しながら本市の感染対策本部会議など協議し、感

染予防対策に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ただいま答弁いただ

きましたので、再質問をさせていただきます。ま

ず、行政手続、押印廃止、書面主義ということで、

今押印廃止に向けたマニュアルが１２月に来ると

いうことで、それを見てから各省庁でやっていく

という部分なのですけれども、名寄市としては市

独自の押印を使った部分で廃止できる部分という

のは今検討はされていないということで、これか

ら一応そのマニュアルが来てから押印廃止にする

か、書面主義の見直しをしていくのかというのを

決めるということなのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほどの答弁のとお

り、今現状としては具体的な取組についてはまだ

行っている状況ではないというところで、基本的

に全庁的な取組になってくると思います。今現在

として、例規システム、市のほうではございまし

て、その中でその様式の中で使用されている例え

ば印だとか丸印だとかという部分の件数は検索し

ておりまして、その中でも、様式の中でも約 ８

００件ほどそういう印だとか丸印だとかが印字さ

れたという。ただ、一つ一つ確認しているわけで

ないので、例えば一つの様式に重複している部分

もあるかもしれませんし、その他、例えば例規シ

ステムに入っていない、市で単独で実施要領をつ

くって、申請で印鑑もらっているのもあろうかと

思います。具体的に洗い出し作業などまだ行って

いない状況ですが、一応そのための準備作業程度

のことは、例規システムの部分ですとか、その業

者とも打合せはしているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

この部分、道の鈴木知事も今定例会中にはっきり

するというふうに言っていますし、各市町村、そ

れに倣って、デジタルと言われている押印廃止、

書面主義をなくすことによってやはり国の住民サ

ービスの向上に向けてしっかりと進めていただく

ことをお願いいたします。

次に、２番目のコロナの差別のゼロのまち名寄

に向けて、本当に市民が安心して暮らせる社会と

いうことで質問させていただきました。初日に山

崎議員からもこの部分が出されました。本当にい

ろんなやっぱりＳＮＳだとか何かで書き込みが多

くて、それを見て、電話が来ます。市から発表も

ないし、道からも発表ないので安心してください

と言うのですけれども、やはり皆さんそれを見て、

また送るのです。どんどん、どんどん広がってい
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くという部分があります。そして、本当にやっぱ

り私は知らせることによって名寄に来たのでしっ

かり防御しなければいけないなという部分もつく

れるのかなという部分を感じるのです。そして、

今宗谷の枝幸町では出たものは全部発表されてい

ます。そして、上川が、みんなが不安なのは占冠

から中川までの広範囲で６人出ました、８人出ま

した、１人出ましたというのがやっぱりすごく不

安な要素だなというふうに思うものですから、こ

れ上川支庁に、この振興局は南部、中部、北部と

分かれているのです。この上川は北部で出ました

だとか、中部で出ましただとか、南部で出ました

だとかという、こういう具体的な部分……具体的

なと言ったらおかしいですけれども、広いから、

ある程度の部分絞れないのでしょうかということ

はお願いできないのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したように、上川管内で感染者出たという公表さ

れますと、どこの地域、どこの自治体だというの

はやっぱり皆さん関心というか、言われるように、

それによって自分も感染予防するというのは一つ

あるかというふうに思います。ただ、これは北海

道が２月段階から公表をどのようにするかという、

これはずっと協議、検討されてきているというふ

うに思っております。各自治体からもせめて自治

体名を公表したらどうかという問合せもしている

ところもあるようでありますけれども、北海道に

おいてはいろんな自治体があって、特定されて、

その中で感染された方、その家族、そういった方

々が差別や誹謗中傷に遭った事例、これがあると

いうことで、やっぱりそういった意味で今までど

おり上川振興局管内とか、そういった振興局管内

での公表で、あと本人の同意が得られれば自治体

名を公表することは考え方変えないできています

ので、ということで理解をしたいと思っています。

例えば先ほど言いました宗谷の枝幸町とか、上川

でほかでも出ているところありますけれども、ク

ラスターが発生している部分についてはこれ公表

になっています。それと、これまで市でも言って

いますけれども、市有の施設、市の職員とか学校

関係者、そういった部分については事業主といい

ますか、雇用主、そういった分で市長の責任にお

いて公表しているというところで、それはどこの

自治体でも同様というふうに考えておりますので、

そういった情報拡散をするのでなくて、感染予防

をしっかり行っていけば感染リスクを下げるとい

うふうになりますので、そして保健所のほうも濃

厚接触者の方々にもきちんと行動の自粛要請も含

めてされていると思いますので、出たからといっ

て感染が一度に拡大するという、そういった状況

にないということで、安心して日々から感染予防

対策をしっかり行う、そこを取り組んでいただけ

ればというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

感染予防対策、これが一番必要かなというふうに

思います。今札幌にいても旭川にいてもどこでか

かってもおかしくないというぐらい市中感染が広

まっている、今日のテレビでも出ていましたけれ

ども、２０代が行動が激しくて、この勝負の３週

間は若者の部分でやっぱり防げなかったという部

分も多いというふうに感じておりますし、できれ

ば感染対策をしっかりやっていただいて、コロナ

差別がゼロのまち宣言の名寄から必ず感染者出る

と思います。そういう方々がそういう誹謗中傷さ

れないようなまちづくりをしていくことをお願い

いたします。

次に、ＰＣＲ検査に至る相談検査体制の変更に

ついてということで、この部分でいいますとやっ

ぱり名寄市には保健所がありますので、その対象

の地域なはずなのです、国の話では。それで、こ

のＰＣＲ検査、先ほど部長が言われていた５か所、

私もリスト頂きましたので、その５か所は分かっ

ていますけれども、これはやっぱり市民の安心の
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ために私は公表するべきではないのかな、いつで

もここに行ったら相談もできるし、ＰＣＲ検査も

できるという体制を取ったほうがいいのではない

かなというふうに思うのですけれども、その部分

ではどういうお考えなのか、ちょっともう一度お

聞かせをいただきたいと思います。

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） 先ほど市で相談

体制は受け付けているということで公表されてい

るのは５か所だというふうに話をさせていただき

ました。ただ、市のほうで公表すると、市内に医

療機関ありますけれども、かかりつけ医としては

どこの医療機関も相談をこれ受けております。た

だ、公表するかどうかという判断はその医療機関

でありますけれども、例えばその情報を公表する

と、公表しなかった医療機関はやっていないので

ないかというふうに逆にこれは誤解を招く情報に

なるかというふうに思っています。そういった面

では、これまで同様それぞれのかかりつけ医にし

っかり相談して、かかりつけ医の判断の中でそれ

ぞれ医療機関、検査ができる医療機関への紹介だ

ったり、そういった対応はされるということで、

今後ともそういった市のほうでお知らせをしてい

きたいというふうに考えておりますので、御理解

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。そし

たら、ここに出ている５件だけではなく、名寄市

の医療機関では全部かかりつけ医としてこのＰＣ

Ｒ検査……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１３番（高橋伸典議員） だから、相談してＰ

ＣＲ検査を受けられる体制なんかを取れるように

相談できるという部分でいいのですね。全かかり

つけ医はそれをやっているということで。私は、

それをやっぱり市民に公表していただきたい。そ

して、かかりつけ医がない人は北海道新コロナウ

イルス感染症健康相談センターに電話をして相談

をするのだよという部分なのですよね。それちょ

っともう一度お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） かかりつけ、当

然風邪とか発熱とか、そうした場合に皆さんいつ

も通っている病院に相談をして受診をすると思い

ますので、そこが基本だというふうに考えており

ます。そういった方が、そういった病院が医療機

関がないという、転勤族の方も多いですから、場

合については市立総合病院でも発熱外来、予約制

でありますけれども、これは公表して、ちゃんと

市民にも周知しておりますので、そこに電話をし

て対応を相談するという、そういったことで今後

とも市としても何かの機会を見ながら情報発信を

していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。やはり市民はそういう部分で不安を抱いてい

る方もおられるのです。ぜひしっかりとこの相談

体制、そしてＰＣＲ検査に持っていける体制がこ

のように名寄市はかかりつけ医含め、名寄市立総

合病院を含めできていますという、やはり市民に

周知することが大事かなというふうに思いますの

で、ぜひその発信をお願いをいたします。

最後に、行政手続のデジタル化でオンライン申

請を推進するということで、先ほどマイナぴった

んこサービスをやるということで、ぜひ進めてい

ただきたいというふうに思います。その中で、や

はり一昨日の山崎さんのもの、市長が市の部分で

効率化のためにＡＩは必要なのだとして、地方だ

からこそ豊かな生活できるためにオンライン化に

していかなければいけないという答弁を山崎さん

がいただいていました。その中でもやはりこのオ

ンライン化は喫緊の課題であります。ぜひ進めて

いただきたいというふうに思います。そして、私

もぴったんこサービス、パソコンで開いてみまし

た、ぴったりサービスを。そして、各都道府県が
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出て、各市町村が出て、そしてそこに行き着くと、

各市がやっているサービスがあるのです。そして、

それでそのサービスをクリックすると、その申請

書が取れるという部分です。本当私はこれは今こ

のコロナ禍の中でやはり外出自粛、そして出られ

ない方だとか、そして妊婦の方だとか何かも本当

に外に出るのが怖いという方がたくさん、うちの

孫の話あれしたらまずいですけれども、一番ばっ

ちの嫁さんが来年子供生まれます。病院に行くに

もやっぱり不安な部分を抱えているのです。そう

いうやっぱり方々も含め、いろんな疾患を持って

いる方々も、移動するのが怖いだとかという方々

います。そして、このぴったりサービスであれば

申請できるような体制がこれから構築できると思

うのです。この庁舎もデジタル庁と含めてデジタ

ル化にしていく。そして、このぴったりサービス

も含めてやっていければ、市民の行政サービスも

生まれますし、そして職員の効率化も私はすごく

最大限に取れると思うのです。そして、今マイナ

ンバーが２３％と部長は言われましたけれども、

やはりよく銀行の縛りがやったからなかなか進ま

なかったという話もありますけれども、政府は金

融機関の口座だとかマイナンバーにひもつけしな

いという部分で今回設定されましたし、しっかり

このサービスのために増やすのは大事ですけれど

も、この２３％、マイナンバーを持っている方々

がこのぴったりサービスで楽に申請ができるとい

う体制を取るのが私は行政サービスかなというふ

うに思います。だから、１００になったからこの

ぴったりサービスをやるのでなくて、２３でも２

３の方がこの行政サービスを楽に受けられるとい

う部分をつくり上げるというのが大事だと思うの

ですけれども、その部分、部長、どうお考えなの

かちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） マイナンバーの取得

の、２３％と言わせていただきましたが、取得さ

れた方の利便性も当然あると思いますし、議員お

っしゃるぴったりサービスですか、そういうオン

ラインの部分のものが進むことによって逆にまた

マイナンバーの取得率も増えるということも考え

られますので、いずれにしても、議員おっしゃる

とおり、ぴったりサービス、オンラインサービス、

オンライン手続ですか、有効な手段の一つだと考

えているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） このぴったりサービ

ス、先ほど名寄では児童手当、そして母子保健、

そして児童扶養手当と含めて５個ぐらいやってい

ます。そして、そういう電子申請が、状況がやっ

ているところは今年の６月で約９５０の地方公共

団体が実施している。７ ３％なのです。介護の

ワンストップサービスの対応をしているところが

８３地方公共団体、 ６％、被災者支援ワンスト

ップサービス、罹災証明書だとか、そういう証明

書発行するだとか何かの部分は３３団体で ２％

しかないのです。そして、このぴったりサービス

開いてみたら、新潟の三条市というところが母子

保健、そして妊婦の医療費助成、そして児童手当、

保育所、保育園の入会申込み、子供の医療費の助

成受給者の交付申請、そして児童扶養手当、そし

て職員の採用、介護保険、国民年金の被保険者の

取得、そして図書館の本の貸出し、そして文化、

生涯学習、要望、意見、問合せ、被災者支援の罹

災証明書の発行等々、介護、イベントの講座、情

報公開、国で推し進めているこのぴったりサービ

ス１５の中のほかに２３この三条市では入れてい

ます。そういった部分で住民サービスを向上させ

ていくという部分が必要でもありますし、行政も

これからなり手不足、人材不足、そして少子化に

伴って役所に入る方が少なくなる可能性もありま

すので、やはりこういうデジタル化を進める中で

効率化を目指すというのが大事だというふうに思

いますが、最後にその部分をお聞きいたしまして、

私の質問を終わらせていただきます。
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〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 大変重要な案件だと思

っております。国のほうでは、様々な形で来年度

予算、あるいは補正におきましても行政手続のデ

ジタル化という大きくかじを切り、いろんなもの

を読みますと、少なくとも５年以内にはそれなり

のものといいますか、つくらなければならないと

いう期限が見えてきているところであります。お

尋ねのマイナポータルのぴったりサービスにつき

ましては、これ先進地の自治体や何かのモデル事

業を参考にして、それぞれの地方公共団体とも適

用できるようなガイドラインの作成ということも

総務省の予算要求が出ておりますので、こういっ

たことは我々でまだそういう支援も含めながらこ

れは改めて進めていかなければならない課題だと

いうふうに認識しております。時間は５年という

ことで、その中でやらなければなりませんので、

内部体制も含めていろんな情報を集めながら、こ

れから予算査定もありますけれども、様々な形で

推進できるように進めてまいりたいと思います。

いろんな形で一番肝腎なのはデータの安全性、あ

るいはセキュリティーの問題もありますので、そ

ういうことにも目配りをしながら進めてまいりた

いと思います。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

コロナ感染拡大への対応について外１件を、川

村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

１点目、コロナ感染拡大への対応について伺い

ます。コロナの感染が急速に広がり、上川管内で

も発症が確認され、不安が大きくなっています。

そこで、名寄市の対応について次の３点にわたっ

て伺います。

１つ目、医療体制への支援についてであります。

逼迫状況と言われている医療現場への支援につい

て考えをお聞かせください。日本医師会や北海道

医師会の会長の方々は、このまま感染者が増えれ

ば医療崩壊になる可能性が高いと指摘されていま

す。感染者を増やさないことが重要です。感染者

を増やさないために社会的検査の実施が求められ

ます。病院、高齢者施設、保育所や学校などで定

期的な検査を行い、感染者の保護、感染追跡を行

うことが求められます。お考えをお聞かせくださ

い。

２つ目に、市内経済への支援について伺います。

補償なき自粛と言われている国の自粛要請で各事

業者は混迷を深めています。また、このままでは

年を越せないとの声が多く聞かれるところであり

ます。市内でも閉鎖する事業所が増えているよう

ですが、プレミアム商品券の発行など行い、支援

を続けてきました。今定例会初日には補正予算で

支援の継続が決まったところではありますが、状

況の把握や具体的な支援策についてお聞かせをい

ただきたいと思います。

３点目、子育て世帯への支援について伺います。

コロナ禍の中、家庭内の暴力が増えているといい

ます。ＤＶや子供への虐待などへの対応について

お知らせください。児童相談所の体制強化も言わ

れていますが、当市においては家庭相談員の配置

がされたところです。コロナ禍の中での対応につ

いてお知らせください。また、特に独り親世帯へ

の経済的支援が必要と考えます。お考えをお知ら

せいただきたいと思います。

大項目２点目、介護保険制度に関わってお尋ね

します。介護保険制度が２０００年にスタートし

て２０年がたちました。この２０年間に保険料が

ほぼ２倍となり、住民や利用者に大きな負担とな

っています。また、介護職員への処遇改善は進ま

ず、なり手不足となり、介護を必要としている方

々への支援が十分に行われていない状況でありま

す。来年度からは第８期が始まりますが、計画策

定に向けて市のお考えをお聞かせをいただきたい

と思います。

小項目１、住民負担軽減について伺います。全
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国市長会は、国庫負担を当面３０％までの増額を

求めているといいます。市民アンケートも行われ

ています。介護保険料、介護利用料についてお考

えをお聞かせください。

小項目２、介護従事者の処遇改善について伺い

ます。介護職員不足で、施設入所希望者の待機数

が減らない現状であります。家賃補助や資格取得

費用補助、また給与補助、養成校奨学金返済補助

などの処遇改善が急がれるところであります。お

考えをお聞かせください。

小項目３、コロナ対策について伺います。コロ

ナ感染を恐れ、デイサービスを休んだり、ヘルパ

ーを断ったりと全国、全道的には経営困難になっ

た事業所もあると聞いています。当市において経

営困難となった介護事業所の実態把握と救済策に

ついてどのようにお考えでしょうか。また、感染

防止対策を行うに当たり、消毒液や防護具、設備

確保のために御苦労されていると聞いています。

支援についてのお考えをお聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から大項目で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及び小項目３は私

から、小項目２は産業振興室長から、大項目２は

こども・高齢者支援室長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

大項目１、コロナ感染拡大への対応についてお

答えいたします。初めに、小項目１の医療体制へ

の支援についてですが、１１月２７日に北海道の

新型コロナウイルス警戒ステージが３に引き上げ

られてからも感染の拡大は抑制されず、その後も

各地でクラスターが発生し、医療機関の逼迫を伝

える報道が多くなってきているところであります。

本市におきましては、医療崩壊を防ぐため上川北

部医師会を中心に感染予防対策を徹底し、各医療

機関において通常どおりの診療を続けていただい

ております。新型コロナウイルス感染症に対応す

るため予約での対応や電話での処方なども可能な

医療機関もあり、市民にとっては安心につながっ

ていることと考えております。市立総合病院にお

いては、圏域内外からの救急患者が搬送されるこ

ともあり、２４時間の対応が求められております

が、救急救命センターをはじめとした設備は充実

しており、現在のところ必要な人員は確保できて

いるとお聞きしております。感染者を増やさない

ための社会的検査につきましては、クラスターが

発生した施設等においては国の補助の下、ＰＣＲ

検査を施設全員に行うなどの方法が取られている

とお聞きしております。また、民間会社などにお

いて安価で検査が実施できるようになってきてい

ることから、本市においての効果的な社会的検査

の体制整備が図れるよう情報収集しながら対応を

してまいります。

次に、小項目３の子育て世代への支援について

ですが、新型コロナウイルスの感染が急速に広が

りを見せている中、全国的な傾向としてＤＶや児

童虐待の相談件数が増加しています。このことは、

新型コロナウイルスに起因する生活不安や外出自

粛で在宅期間が長くなる中、ストレスなどによる

ＤＶや児童虐待につながっているのではないかと

懸念されているところでもあります。本市におい

ては、ＤＶ、児童虐待ともに前年比較では新規の

対応件数は増加していないものの、子ども家庭総

合支援拠点事業においてきめ細やかな対応を取っ

ていることから、全体の対応件数については増加

している傾向にあります。現在子ども家庭総合支

援拠点については、家庭児童相談員とこども家庭

支援員を含め３名の体制で対応しておりますが、

継続して対応する件数が年々増加していることか

ら、将来的な体制強化は必要かと考えております。

また、北海道に対しても児童相談所の体制強化を

要望してきているところであります。

次に、独り親世帯への経済的支援についてです

が、児童扶養手当の支給対象者にひとり親世帯臨
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時特別給付金を７月末に支給しているほか、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低所得者世帯には５万円

の追加給付を実施しています。追加給付について

は、令和３年３月１日までが申請期限となってい

ますが、収入が減少し、家計が急変した家庭でま

だ申請をしていない方がおられると思いますので、

一度相談をしていただくよう引き続き周知してま

いりますので、御理解を願います。さらに、国は

新型コロナウイルス感染拡大による経済的な影響

が長期化していることから、再度ひとり親世帯臨

時特別給付金の支給を年内に実施することとして

おりますので、本市といたしましても給付金の支

給準備を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から小項目の

２、市内経済への支援についてお答えいたします。

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響に

対する経済対策として市内中小企業の資金繰りを

支援する融資制度の創設、プレミアム付き商品券

事業への２度にわたる支援を行いました。給付事

業では、公平感とスピード感を重視した第１弾、

影響が大きい業種を重点的に支援した第２弾を実

施し、切れ目のない支援に努めてまいりました。

また、名寄市中小企業振興条例施行規則を一部改

正し、補助基準の拡充、緩和を行い、アフターコ

ロナ、ウィズコロナを意識した市内事業者の投資

意欲を後押ししたことでこれまでにない多くの申

請をいただいていることから、本定例会初日に１

億円の追加の補正予算を議決いただいたところで

す。今年度に入り、市内において数件の廃業はあ

りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で

あるとは確認されていないこと、また現時点で給

付を受けた中小企業等から倒産や廃業は確認され

ていないことなどから、中小企業等の事業の継続

を支援するという給付金の目的に一定の効果があ

ったものと考えております。一方、新型コロナウ

イルス感染症の影響の長期化で実質無利子、無担

保の融資制度により確保した資金の枯渇が心配さ

れ、北海道における警戒ステージの引上げやＧｏ

Ｔｏ トラベル事業の停止などによる宿泊キャ

ンセル、Ｇｏ Ｔｏ イート事業における緊急措

置や外出自粛による飲食店の売上げ減少が避けら

れない状況でございます。こうした状況を踏まえ、

産官金連携なよろ経済サポートネットワークにお

いて金融機関と情報交換をするほか、市と名寄商

工会議所、風連商工会と連携して市内各業界団体

と個別に意見交換を行い、状況把握に努めている

ところでございます。こうした現場の声に耳を傾

けながら、新型コロナウイルス感染症の状況、先

般閣議決定された国の第三次補正予算や道の施策、

市の経済状況などを注視しつつ長期化することを

視野に入れながら適宜必要かつ持続可能な対策を

講じてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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、介護保険制度に関わって、最初に

小項目１、住民負担軽減についてお答えいたしま

す。

現在第８期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の策定作業を行っており、計画書の素案

につきましては名寄市保健医療福祉推進協議会及

び部会において審議が行われております。御質問

にありました介護保険料につきましては、算定基

準となる給付費の推計が確定していないことから、

基準額である保険料はまだお示しできませんが、

第７期の給付実績や今後の被保険者数、要介護認

定者数の伸びを勘案すると、現行より増額となる

ことが想定されます。保険料の算定に当たりまし

ては、アンケート調査の結果や福祉懇談会で出さ

れました意見やコロナ禍において感染予防対策費

用など家計負担が増加している状況も考慮しなが

ら決定していきたいと考えておりますので、御理
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解願います。

また、介護サービスなどの利用者負担につきま

しては、現在社会保障審議会において介護人材の

確保など４点の課題を中心に来年の介護報酬改定

の議論が進められております。今回は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響下での改定となるために

改定率は未確定であり、今後の動向が注目されて

いるところであります。今年度においても全国市

長会が国に対して介護保険財政の安定的な運営の

ため自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が

過重とならないよう国費負担割合を引き上げるこ

とと提言を行っております。引き続き市長会など

と連携し、国、道に対して要望を行っていくとと

もに国の動向を注視しながら対応してまいります。

次に、小項目２、介護従事者の処遇改善につい

てお答えいたします。介護職員の処遇改善、特に

賃金につきましては、介護報酬によるものが大き

く、直近では平成２９年度の介護報酬改定により

介護職員処遇改善加算の拡充が行われ、この加算

を取得した介護保険事業所は加算相当分を介護職

員の賃金に反映し、賃金水準の向上が図られたと

ころです。さらに、昨年１０月からは現行制度に

上乗せする制度として介護職員等特定処遇改善加

算が創設され、優れた技能や経験を持つ介護職員

の処遇改善により人材不足の解消策となるものと

考えられます。本市の介護人材確保の取組として

は、平成２８年度から介護人材確保緊急対策事業

による助成等事業を開始し、令和元年度からは介

護福祉士実務者研修受講費用の助成を追加するな

ど内容の拡充を行い、介護職員確保につなげてお

ります。課題といたしましては、人材不足により

定年後も引き続き働いていただいていることから、

介護職員の年齢構成が高年齢化となってきており

ます。今後も介護職員不足の状況が続いていくも

のと考えられることから、介護サービス提供量の

維持をしていくために新規就労者の確保と離職防

止に向け、市内事業者からの御意見やこの間の事

業を検証し、効果的な事業内容になるよう改善し

てまいります。

続きまして、小項目３、コロナ対策についてお

答えいたします。コロナ禍において国が実施しま

した介護事業所の経営への影響に関する調査結果

では、介護事業所の５割が経営が悪化したとの回

答があり、特に通所系の事業所が顕著であったと

の報告がされております。また、２０２１年度介

護報酬改定に向けた各種調査結果においても、感

染拡大前と比べ悪くなったが全体で４ ５％あり、

特に通所リハビリが８ ９％、デイサービスが７

６％と高く、サービスの利用を控えるケースが

増加しているものと考えられます。本市において

は、３月と５月に衛生用品の備蓄調査以降、１０

月２２日から１１月５日にかけて介護事業所向け

アンケートの調査を実施し、事業所、施設の運営

状況などをお聞きしたところでございます。その

結果では、コロナによる長期休業はなく、通常ど

おり業務が続けられたものの、半数に利用控えが

あったとの回答がありました。また、苦労したこ

と、困ったことの設問では、一番多かった項目で

は利用者、職員への感染への不安、２番目がマス

ク、消毒液等衛生用品の不足、３番目として利用

者家族からの相談、問合せとなっておりました。

さらに、衛生用品などの物資の在庫必要量では、

アルコール製剤、医療用マスク、ゴム手袋が不足

していることが分かりました。こういった状況下

において、新型コロナウイルス感染症に係る介護

サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いで

は感染防止拡大のため休業要請の有無によらず介

護報酬の算定について特例の活用が可能になる措

置が取られ、事業所のサービス継続支援が行われ

ております。また、令和２年度の国の補正予算に

おいて新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交

付金が創設され、都道府県が事業主体となり、全

ての介護サービス事業所、介護施設を対象として

令和２年４月１日以降にサービスを提供するため

に必要な衛生用品、消毒費用などをかかり増し経

費として１０割助成されており、各施設への支援
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につながっております。今後においても各事業所

の感染症対策に係る経費などの支援制度について

の情報提供を行うとともに、現在策定中の第８期

高齢者保健医療福祉計画介護保険事業計画におけ

る高齢者福祉施策体系の一つとして感染症対策を

掲げ、介護サービスを継続するための対策と体制

の整備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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、関連して

再質問とさせていただきたいと思います。

まず、コロナ感染拡大への対応の中の医療体制

への支援についてであります。ここ毎日のテレビ、

新聞等では、医療現場の逼迫状況が本当に大変な

状況になっているというのを肌に感じる状況であ

ります。私たち名寄市民も夏ぐらいまでは名寄で

たくさんの人がもし感染したら、旭川や札幌にお

願いできるかもしれない、そんな淡い期待もあっ

たところです。でも、今この状況になると、私た

ちの一番頼りになるところがもう名寄市立総合病

院しかないということです。ですから、この市立

総合病院を守らなければならないというところで

は、感染者をまず増やさない、私たちが感染しな

いように３密を避けて、何としても感染しないよ

うに取り組んでいかなければならない、その思い

は皆さん強くあると思うのです。そのためには、

今言われているように、平均年齢も当初夏ぐらい

には若くなってきましたけれども、今高齢者の方

々も重症化が増えたということですから、全世代

に広がっている。そして、無症状の方がいらっし

ゃるといった、そういった方々が知らず知らずの

うちに感染を広げているのではないか、そんなこ

とが言われている中で、日本医師会の会長さん、

また北海道医師会の会長さんが社会的検査、ＰＣ

Ｒ検査等を含めて実施していくことが必要だとい

うふうに言われているところであります。これは、

皆さん同じ思いでいると思います。特に病院や、

それから高齢者施設です。保育所や学校など、こ

ういったところで定期的に検査を行っていくこと、

感染者を早くに見つけ、そして保護をし、感染の

ルート、追跡調査です。ルートをしっかりと把握

して保護をする、ここのところは今本当に重要で

はないかというふうに思うのですが、この検査の

ところが先ほどはちょっと曖昧な御答弁だったか

なというふうに思っていますので、再度このお考

えについてお聞かせをいただきたいと思います。

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） 社会的検査の部

分の御質問であります。第３回定例会のときも御

質問いただいて、価格の面とか回数の面とか、そ

の部分でなかなか難しいという答弁をさせていた

だきました。あの当時１回４万円ぐらいと言われ

ていまして、市内でも、正確にはまだ人数調査で

きていないのですけれども、医療福祉現場だけで

も ０００人を超えるのでないかなというふうに

思っています。そうすると、１回だと ０００万

円かかって、費用がかかるからということやっぱ

りどうしても考えなければならない状況あって、

厳しいという話をさせていただきました。ただ、

ここに来て、いろいろ安価、安い検査、民間会社

も含め対応できるというようなニュースとかも出

されていますので、そういった分でちょっと今い

ろいろ情報収集していますけれども、民間のにつ

いても感染地域ですぐ予約が押さえられて、隙間

がなかったりしている部分もあります。一方で、

自分でできる検査キットも今安価で出てきていま

すので、それがどこまで有効なのかも検証しなが

ら、ちょっと検査体制がなかなか取れない状況が

正直言ってあります。そういった情報も注視しな

がらどういった方法がいいかをちょっと具体的に

情報収集しながら検討しているという、そういっ

たことで先ほど答弁をさせていただきました。最

低では月２回ぐらいやっぱりしていかなければな

らないかなというふうに私自身はこれずっと言っ

ているのですけれども、当然費用の部分もありま

すけれども、安価の部分も出てきますので、一つ
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早急に情報収集しながら、よりよい方法を模索を

しながら、まずは入院なり福祉の入所施設、ここ

はやっぱり最優先かなというふうにもちょっと考

えています。そういった体制がどこまで取れるか

も含めて検討しながら進めてまいりたいというふ

うに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 費用のことが心配だ

と９月のときにもおっしゃっていました。地方自

治体の半分は国が出すというようなことだったか

なというふうに思うのですけれども、やっぱりこ

れは私たち党としても国庫負担で行いなさいとい

うことで何度も要望出しているところであります。

これは、国の仕事としてやってもらわなかったら、

本当に地方自治体だけではやっていけないという

のは私も十分理解をしています。ですが、待って

いたら患者さんが、感染が広がってしまうのでな

いかというようなことでの不安は大きくなるばか

りであります。ですから、急いでこの対策をして

いかなければならないのではないかなというふう

に思っています。それで、今部長のほうからもあ

ったように、病院だとか、また高齢者施設のとこ

ろが早めにというふうなお話がありました。それ

で、実は厚労省が１１月１９日付で事務連絡、要

請ということで出されています。高齢者施設等へ

の重点的な検査の徹底についてというふうに出さ

れていて、またそのうちの３点ちょっと御紹介し

たいと思っているのですが、高齢者施設等の入所

者、または介護従事者等で発熱等の症状がある人

については必ず検査を実施すること、これは当然

だと思います。検査の結果陽性の場合は、入所者

及び従事者の全員に対しての原則としての検査を

実施すること、これは当然のことだと思っていま

す。もう一つ御紹介したいのが、高齢者施設等が

必要と判断し実施した自費検査は新型コロナ緊急

包括支援交付金の補助対象となると、こういうふ

うに述べられてありますので、その施設が必要と

判断したらということですから、発症した人がい

る、いないということではなくて、やっぱり安全

性を担保するためにこれが必要なのだということ

であれば補助対象となるというふうに私は受け止

めているのですけれども、この部分についてどの

ようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 厚労省の通知の

部分で、解釈の部分、ちょっときちんと私のほう

も北海道に照会がされていない部分あるのですけ

れども、基本的には、先ほども答弁で申しました

けれども、クラスターとか、そういった感染地域

においてはこれは補助対象ということでなってい

るようであります。こういった感染がそんなにま

だ広がっていない地域でいけばどこまでやってく

れるという部分は、ちょっと再度確認をしながら、

当然そういった国、議員からおっしゃられるよう

に、私も国の負担でこれやるべきものだというふ

うに思っています。自治体が予算によってできる、

できないというものではないというふうに考えて

おりますので、そういった補助金の活用も含めて

照会をしながらちょっとよりよい方法、対応をし

ていきたいと考えておりますので、御理解をお願

いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどの事務連絡の

もう一つ御紹介したいのは、都道府県が検査しな

い場合、高齢者施設等団体の相談窓口に連絡すれ

ば厚労省が都道府県に善処を求めるというふうに

書いてありました。ここまで書いてあるのです。

ですから、うちはやるというふうに決めればそう

いう方向に進んでいただけることになるのかなと

いうふうに思いますので、ぜひ強力に進めていた

だきたいなというふうに思います。そういう形を

つくりながらやはり感染者を増やさない対策とし

て徹底していく、このことが必要だと思います。

もう一つ、医療体制の支援についてですが、医

師の皆さん、看護師の皆さん、また病院に従事さ
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れている皆さん、本当に大変な思いしているかと

いうふうに思います。今後患者さんが増えたとき、

旭川、札幌辺りでは宿泊療養施設の確保というこ

とも言われて、確保もされています。名寄市の場

合そういったところ辺までお考えなのかどうかお

聞きをしたいと思います。

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） 患者数が増えた

場合のホテルとか、そういった分の宿泊施設の確

保ということですけれども、これ北海道のほうが

感染状況を見て随時対応してきて、やっている事

案でありまして、市として具体的に動くというこ

とではありませんで、御理解を願いたいと思いま

す。名寄市でそういった場合になった場合には名

寄市と連携して対応取るというふうになるのか、

それもちょっと分かりませんけれども、基本的に

北海道が対応ということで、恐らくこの地域で感

染者が増えた場合には旭川、札幌、そういった宿

泊施設も活用というふうになろうかと思います。

ただ、議員からありましたように、向こうがかな

り逼迫している状況があって、心配な状況ありま

す。そういった意味では、北海道でしっかり考え

ていただいて、こういった地域でもそういった感

染者が増えて、必要性が出てくるという、判断の

中では北海道の対応としてしっかりやってもらう

ように、これは自治体として北海道のほうに要請

しながら進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） あと、医療従事者の

皆さん方の体制強化、看護師さんがいなくて、自

衛隊からの災害派遣がされたというのも聞いてい

ますけれども、今後体制強化も含めて必要になっ

てくるだろうと思いますし、あとドクターにして

も看護師さんにしても、ゆっくりと休む暇もなく

頑張っていただいているかなというふうに思って

いるのです。そういった皆さん方がゆっくり寝る

ということは難しいかもしれないのですけれども、

やっぱりいっときでも体を横にして休める、そう

いった施設、例えば子育て中の看護師さんだと、

おうちに帰ってからも子供の世話もしなければな

りませんから、大変です。そういった方々が少し

の時間でもゆっくりした時間が取れる、そういう

体制を確保しているのかどうか、また確保するか

どうかのお考え、それからあと先日テレビで医療

用のゴム手袋が不足しているというふうな報道さ

れていました。感染防護具なども含めて、そうい

った医療器具の不足などについての対応について

も併せてお聞かせをいただきたいと思います。

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） 議員からありま

したように、医療従事者の皆さん、本当に例えば

発熱を受けるにしてもやっぱり緊張しながら対応

しているという部分では全ての医療機関の従事さ

れている方は日々緊張感を持って、ストレスたま

った中従事されている。そういった面では、ちょ

っと息を抜けるというか、そういったこと必要か

というふうに思っています。市立総合病院では、

いろいろローテーション組みながら対応している

というふうにお聞きしています。当初からそうい

った感染者を受け入れている病院の看護師さんに

対する誹謗中傷もいろいろ騒がれていて、家に帰

れなくて、車で寝泊まりしているというニュース

もよく目にしました。そういった面では、うちと

してもそういった方の対応できる施設がないかと

いう検討しているのは事実です。ただ、そこまで

はまだ至っていませんけれども、その辺について

病院の状況もしっかり連携を取らせてもらって、

情報を受けながら市として対応できる分について

はしっかり対応して、医療従事者の皆さんのケア

というか、そういったもの含めて進めてまいりた

いというふうに考えております。

もう一つ何でしたっけ。

〇議長（東 千春議員） ゴム手袋。

（「医療……」と呼ぶ者あり）

（「ゴム手袋」と呼ぶ者あり）
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〇健康福祉部長（小川勇人君） そうですね。す

みません。

ゴム手袋含めてそういった感染予防対策の部分

ですけれども、これ福祉施設、事業団の部分も聞

いているのは、ゴム手袋、やっぱりなかなか手に

入らなくて、代用品でやっているということ、し

のいでいるということは話を聞いています。医療

現場については、どこまで把握、ちょっと把握で

きていませんけれども、やっぱり医療現場、なか

なか代用品ということもならないかというふうに

思っていまして、その辺は恐らく北海道とも連携

しながら対応がされているのかというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 本当に私たちの命の

綱ですので、何とか守って、私たちができる範囲

での感染者にならないようにすることも含めて頑

張っていきたいなというふうに思っています。私

たちは、党としても医療機関の減収、コロナ禍に

入ってから減収も随分言われているというふうに

言われていますし、また先ほどからお話ししてい

るように、従事者の皆さん方の処遇についても手

当もないまま頑張っているところという話も聞い

ていますので、そういった部分でも十分に補填す

るようにというふうに国への申入れも行っている

ところであります。引き続きその声を大きくして

いきたいなというふうに思っていますので、次に

移らせていただきたいと思います。

市内経済への支援についてであります。この部

分については、この間一般質問でも何人かの方々

が取り上げていらっしゃったところであります。

先ほどコロナ禍によって廃業された方がコロナ禍

が主な理由ではないというふうにお話がありまし

たけれども、やっぱりお話を聞くと区切りをつけ

るきっかけにはなったのではないかなというふう

に思うのです、このコロナ禍が。例えばお客さん

が少ないということで、どうしようかなと思って

いたけれども、ここまで少ないとやめなければな

らないかなというふうな、そんな声も私も聞いて

いますので、このようなことをどのように受け止

めているかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁に

も、答弁させていただきましたけれども、廃業さ

れた事業者あるいは廃業されるとお聞きしている

事業者さんもあるのですが、それがコロナを理由

とするものとは確認されていないというところで

ございます。ただ、今議員おっしゃりましたとお

り、きっかけとなったということはあり得るのか

なと思っています。そこで、先般の再質問で答弁

もさせていただきましたが、私ども市でも名寄商

工会議所さんでも風連商工会さんでも会員、非会

員問わず相談を受け付けておりますので、そうい

った状況になる前にできるだけ早めに御相談をい

ただければ、適切なアドバイスですとか、あるい

は適切な相談する機関を御紹介するですとか、そ

ういったことに対応させていただきたいと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 相談体制、本当に強

化していただきたいなというふうに思っています

し、またせっかく個別に意見交換も行われて、い

ろんな御意見いただいたわけですから、具体的な

支援策、早急につくっていただくことが必要かな

というふうに思っています。それで、昨日話の中

で、この中で農業者の方からの意見交換はなかっ

たように聞いたのですが、農業の問題は昨日山田

議員のほうでされていましたけれども、実はコロ

ナ禍の関係でいうと外食や中食が減って、農産物

の需要が減っていると。それで、これちょっと幌

加内の方のお話なのですが、おそばの値段が通常

の６割ほどに下がっているのだという話をお聞き

しました。結構豊作だったようだったのですけれ

ども、需要が減っているので、６割ほどだったと

いうようなことでした。こういったことが名寄市

内の農業者の方の中にはなかったのかどうかお聞
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きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業者のソバの生産

者への影響ということだと思います。議員が言わ

れるとおり、ソバについてはなかなか価格がつか

ないということ、あるいは物が動かないというこ

とで、生産者に影響がないかといえば影響がない

ことではないのですけれども、ただ確かに生産物

の収入については一定程度影響があったと思いま

すけれども、ソバの作付については別の対策とし

て国の中で経営安定所得対策、経安と通常言って

いますけれども、そういったものが、制度もあっ

て、作付そのものに対する支援策などもあるとい

うのが一つです。それと、名寄市の農業の特色は、

一農業者でもたくさんの作物を作っているのがあ

りまして、そういう意味でいうとリスク分散もで

きますので、そういったところも含めて今年につ

いては大きく影響を受けた農業者については極め

て限られているというふうに認識をしてございま

す。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 少し安心をしたとこ

ろであります。市内経済の支援については、また

これからも各関係機関の皆さんとも意見交換をし

ながら取り組んでいただけることを強く求めると

ころですが、例えば年を越せないかもしれないと

いう声が聞かれます。そういった方々への支援策

として、例えば年越し援助金のようなもの、さら

にはお客さんは入らないけれども、家賃は払わな

ければならない、水道料は払わなければならない、

そんな声も聞いています。ですから、上下水道料

金の例えば支払いの猶予やら減額やら免除やら、

こんなことができないかどうか。それから、仕事

を失った方々への支援対策の強化、こういったこ

とができないかどうか。この部分についてのお考

えをお聞かせ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） 今具体的な御提案を

いただきましたので、私どもそこは受け止めて、

研究をさせていただきたいというふうに思います

けれども、コロナに対する経済対策については、

さきの倉澤議員に対する市長の答弁、あるいは東

川議員に対する副市長の答弁がございました。必

要に応じては臨時会もというところの発言があり

ましたし、あるいは現状の分析と、さらには国の

交付金などの状況も踏まえながらということで発

言があったところでありますけれども、私たち事

務方とすると、そこを受けて作業を進めれという

一つの指示だというふうに受け止めておりますの

で、分析を含めて作業を進め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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 相談体制を、相談窓

口を充実させてという先ほどの話もありましたの

で、本当に年明けて、どんなになっているか分か

らない状況ではありますけれども、やはり何とか

年を越せるように、みんなで年を越したいなとい

うふうに思っていますので、ぜひそういった相談

に来られる、気軽にというのは難しいかもしれま

せん。せっぱ詰まっていますから。ですが、相談

ができる体制づくりを強めていただくことを強く

求めて、次に行きたいと思います。

子育て世代への支援です。昨日も子育て世代へ

の支援のお話がされたところです。閣議決定で追

加の支援が決まったところでありますけれども、

それからそうした中で子育てで独り親世帯に対し

ての、実は東京都内で行われたこれアンケートな

のですが、子供を高校に通わせている独り親家庭

の中で、通わせ続けることが困難だと答えた家庭

が３割を超えていました、今のこのコロナ禍の中

で仕事がなくなったりなんだりして。それで、ま

た新たなＮＰＯ法人の調査の中でも収入が減って

いる。学校も休みになったので、給食も止まって、

食費が増えて、困窮状況がさらに深まってしまっ

た。食事の数を減らしている、３食食べていない

母子家庭が１８％だそうです。子供を守れていな
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い自分が嫌になって死にたいと言った３０代のお

母さんがいました。昨日も自殺の問題も何人かの

方々から取り上げられておりました。ふだんの生

活の中でいろんなことが重なり合ってのこういっ

た自分から、自らというところになるのかなとい

うふうには思うのですけれども、日常的な生活の

中で３食食べられないというような、こういった

中でのコロナ禍の中であります。当市も平成３０

年に行った生活実態に関する調査報告書見てみま

すと、生活困難を抱える層が２ １％、一般層は

７ ９％です。これ保護者の回答です。そのうち

困窮層と言われる方が ９％でした。このうちで

食料不足、食べるものがなかった、よくあったと

いった回答者が１ ７％、時々あった３ ７％、

半分以上の方々が食べるものがなかったことがあ

ったということです。これ平成３０年に調査して

いますから、平常時でこの数字です。今のこのコ

ロナ禍の中でどのように過ごしているのか、また

仕事が続けられているのか、こういったことを考

えると本当に胸が痛むのですが、こういったこと

に対しての支援等どのようにお考えかお聞かせを

いただきたいと思います。

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） 国の支援につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり、給付金、

年内に速やかにそれを今実施をしていきたいと思

っております。今川村議員のほうから東京のアン

ケート結果も含めてお話がありました。当市に全

てが当てはまるかどうかというのはちょっといろ

いろ状況が変わる部分あるかと思いますけれども、

今回の独り親の臨時給付金の中でも収入が激減、

急激に変動したという中での件数というのはそれ

ほど多くない状況、ただそれが本当に申請に来て

いない人もいるかというふうに思っていますので、

先ほども答弁したとおり、３月１日まではしっか

り周知を再度しながら、そういった方については

速やかに申請をして、受給してもらうようなこと

対応したいというふうに思っています。そういっ

た相談も受け付けながら生活の状況もやっぱりう

ちもきちんと確認をしていかなければならないか

なというふうに考えております。生活がやっぱり

継続できないことになってはならない部分であり

ますので、そういったものについてはいろんな福

祉的なサービスも含めて検討する、していかなけ

ればいけない事例かというふうに思っていますの

で、そういった人たちをいかに情報を得て対応す

るかがこれ大変重要だと思いますので、今後いろ

んな手続等がありますので、その中でそういった

人たちの把握しながら対応できる部分については

していきたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどの名寄市が行

った生活実態調査報告の中に支援制度を知らない

という回答も一定程度あるのです。やっぱり知っ

ているけれども自分は該当しないかもしれないと

いうふうに答えた方は結構多かった。そして、支

援制度を知らないという回答も一定程度あるとい

うことであると、行政といろんな接点がある人は

情報としても取ることができるのでしょうけれど

も、学校も含めていろんなところでこういう制度

があることを常に発信していただきたいなという

ふうに思っていますので、この部分を強く求めて、

次に移りたいと思います。

介護保険制度についてであります。先ほど御答

弁いただいたように、第８期のが今策定中であり

ますので、細かい中身はというふうには思うので

すが、この間２０００年、私もちょうど２０００

年にこの名寄の短大に入学しましたので、よく覚

えているのです、この介護保険制度がスタートし

たこと。そのときには、家族の介護負担軽減にな

るということで、多くの方は期待をしました。と

ころが、介護離職者、介護保険料は、先ほども言

ったように、ほぼ２倍になっていますし、介護す

るために仕事を辞めなければならなかった、こう

いった方々も２倍に増えています。２倍以上でし
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た。中には介護に追い詰められて、家族が介護し

なければならない方々を虐待したり、介護放棄し

たり、また残念ながら介護心中ということも起き

たわけであります。ですから、本当に家族の介護

負担軽減になるような介護制度になってもらいた

い、そのところを強く望んでいるところです。そ

のためには制度の見直しが必要になってくるかな

と思うのですが、これは国の制度ですから、なか

なか大変なことではあるのですけれども、その中

で一番気になっているのがやはり介護職員の皆さ

ん方の、不足の問題です。実はこれ今年３月、読

売新聞で主要自治体の首長の約９割の方々が今後

現行のまま制度を維持するのが難しいと認識して

いる、こんな報道がありました。その理由の一番

が、７４％ですが、人材や事業者の不足というふ

うになっています。次が６４％で保険料の負担に

住民が耐えられないというお答えをされています。

これは私たちが既に言っている中身でありますが、

そういったところで働く方々への支援を強く求め

るところでありますが、この他の首長の皆さんも

こんなふうに思っていらっしゃるというところで

は、加藤市長、どうでしょうか。突然ですが、加

藤市長、この介護保険制度の職員の不足の問題に

ついてお考えをお聞かせいただければと思います

が。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市においても、今の

分析のとおり、全国的な状況だと思いますけれど

も、先行き、本当に人材の問題でありますとか、

事業者の問題も様々なことから今後介護保険制度

そのものがどうなっていくのかというのは危惧し

ているところでありまして、そのことも含めてや

はりしっかりと財源が確保されることは何よりも

そうしたことの解消にもつながるというふうにも

考えておりますので、先ほども部長からも答弁さ

せていただいたとおり、市長会においても、今回

コロナの関係でなかなか直接的な要望は少なくは

なっておりますけれども、自治体の財政負担、被

保険者の保険料の負担が過重にならないように介

護保険財政の国費の負担割合を引き上げるという

ような要請をさせていただいているところであり

まして、引き続きしっかりと国や道に対してこう

した提言をしていきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ありがとうございま

す。ぜひ全国の首長の皆さんとも連携して進めて

いただきたいというふうに思いますが、そこまで

待っていると高齢、私ももうすぐ介護を受けなけ

ればならない状況になってくるかもしれないので、

ちょっと急がなければならないかなというふうに

思っています。介護労働者、先ほど御答弁いただ

いた中で、職員の高齢化が進んでいるというお話

がありました。これも全国的にも物すごい状況で

あります。入所する方々の年齢も高くなっている

のですけれども、介護する側が制度が発足当時か

ら１０歳以上高齢化が進んでいると。若い人たち

がこの介護職に参入できない、そこの原因がやっ

ぱり賃金が安い。全産業の平均賃金からいうと、

やっぱり月額で１０万円近く低いと。きつい仕事

で、本当に情熱持って介護職に就いた方々がきつ

い中で保障は低いということでは辞めざるを得な

いというようなことであります。これは、先ほど

からお話ししているように、国の制度としてきち

っと財源求めていくことなのですけれども、それ

だとちょっと遅過ぎますので、地方自治体として

地元で何とかここのところを補填するように支援

できないかどうか、そのところのお話をさせてい

ただきたいと思いますが、お考えをお聞かせいた

だければと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 人材不足は、議

員も御承知のとおり、福祉に限ったわけではなく

て、全ての業種において人材が不足している状況

にあります。名寄市においても今年も土木技師と

かいろんな専門職募集しても来ないという状況の



－185－

令和２年１２月１８日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

中では、そういった面では大変な状況になってい

て、これは国の中で全ての労働環境をどうするか

ということ、しっかり大きな問題で考えてもらわ

なければならないと思います。ただ、そういって

も直面する課題、特に福祉職場なり病院というの

は人を相手にする職場ですので、残業すればいい

というものでなく先送りもできない、そういった

職場ですので、これ最優先する課題だというふう

に思っております。これまでもそういったその種

の質問があったかと思いますけれども、福祉、医

療現場とその他の人材不足している業種、これと

のバランスもいろいろあるかというふうに思って

います。そういったのもきちんと検証しながら、

例えば今入所している方々、これからそういった

介護が必要になってくる方々をどう受け入れるか

というところも含めて人材の確保に何が有効で、

どういった体制をつくるかというのはちょっと総

合的に検討させていただきながら進めていきたい

というふうに思っています。ただ、給与、待遇改

善してもかなり改善しなければ人が集まってくる、

ただそれは人の取り合いにしかならない状況もあ

りますので、大変難しいですけれども、どんな手

法があるか含めていろいろ検討しながら対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今部長がおっしゃっ

たように、やっぱり福祉の分野だというところだ

と思うのです。職員が少なくなってきているとい

うことで、国ではデジタルテクノロジーの活用と

いうことで、機械、ロボットだとかＡＩだとか、

そういったものを導入するということを進めてい

るようであります。例えば入浴等に使う介護ロボ

ットなんかは、これは本当に有能だというふうに

思っています。これもやめなさいとは言いません。

しかし、例えば食事の介助だとか、歩くときにち

ょっと手を添えるだとか、目を見ながらお話をす

るだとか、そういったところら辺でいえば、ケア

が重視されるべき分野だなというふうに思ってい

て、そういった方々へのやはり支援が重要になっ

てくるだろうというふうに思っています。コロナ

対策にもつながるのですけれども、やっぱり入所

者さんの中にはマスクを装着するのが嫌がる方も

いらっしゃると。だけれども、やっぱりだからっ

て離れてはできない。やっぱり目を見て、近くで

話ししているということになると、それは人と人

との福祉のケアの問題ということで、重要な部分

かなというふうに思っています。それで、先ほど

話も出ていましたけれども、マスクやゴム手袋、

いろんなものに置き換えながらというふうなこと

でしたので、この部分はいいのですけれども、そ

ういったところで感染拡大防止のためにここでも

やっぱりＰＣＲ検査の徹底が必要かなというふう

に思っているところですが、改めてお聞きをした

いというふうに思います。

さらにあと、施設内ではフェースシールドをか

ぶったり、またアクリル板で防護したりして、い

ろんな対策を取って施設の皆さん方、知恵を出し

て取り組んでいらっしゃいます。あれを見ると、

本当に胸が詰まります。ありがたいなというふう

に思います。そういった方々にやっぱり支援も、

行政としての支援が必要だろうというふうに思い

ます。改めてお聞かせをいただきたいと思います。

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） 介護職場におい

ては、今ロボットの話も出されていましたけれど

も、大分これ進んできまして、私も有効だという

ふうに思っています。というのは、どうしても人

材不足になって、高齢の方、退職しても継続して

働いていただきたい。ただ、肉体的に大分落ちて

いる、そういった部分で肉体的に力の部分という

のはロボットに頼りながら寄り添って、当然人は

寄り添うのですけれども、そういった部分ではか

なり負担軽減も含めてなっていくかと思います。

そういったものについては、事業団でもいろいろ

情報収集しながら、勉強しながら対応しています
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ので、そういったものについてはできるだけ早急

に採用していきたいなというふうに考えて、負担

軽減につなげればというふうに思っております。

ＰＣＲ検査については、先ほど申し上げました

けれども、検査ができる体制、どういうふうにや

ったらできるかというところも重要な課題であり

ます。先ほど言いました民間会社でやっていると

ころについてはもう予約がいっぱいで、受入れで

きない状況があったり、検査キット、安いのを売

っていますけれども、それはどこまで有効だとい

うところもありますので、そういった検証であっ

たり、あとどこかに送る場合に３交代の勤務でう

まくローテーション続いて、唾液とかの検査のそ

ういったもの、試薬取れるかというところ、それ

が逆に負担にならないかという状況もあって相反

するかもしれませんけれども、そういったことも

事業団とも、ちょっと状況も確認しながら、本当

よりよい方向を早急に見つけながら対応していき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５２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。

日程第３ 議案第１号 名寄市墓地条例の制定

についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、高野美枝子委員長。

〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員） 議長

より御指名をいただきましたので、市民福祉常任

委員会に付託されました令和２年第４回定例会議

案第１号 名寄市墓地条例の制定についての審査

経過及び結果について御報告いたします。

委員会は、令和２年１２月３日、１２月７日の

２回にわたり担当職員の出席を求め、慎重に審査

を行いました。

１２月３日の委員会では、最初に付託された議

案の詳細について説明を受けました。条例制定の

趣旨は、名寄市合同墓の設置に伴って必要事項を

定めるに当たり、これまで名寄市墓地条例、名寄

市霊園条例を定めていたが、重複している内容が

多いことから、現行の霊園条例を廃止するととも

に、現行の墓地条例を全部改正とし、新たに名寄

市墓地条例を制定するものであります。また、条

例の要点として、合同墓の定義、合同墓の使用者

の資格、合同墓の使用料、使用許可の取消しなど

の説明と当日資料として１１月に開催されました

まちづくり懇談会での資料などの配付を受け、質

疑を行いました。主な質疑では、委員から使用者

の資格で名寄市以外に居住している親族の焼骨の

埋葬は可能なのかの質問に対し、使用する方が名

寄市在住であれば可能である。使用料が１体１万

０００円の算定根拠はの質問に対し、建設費、

墓地の区画使用料と管理料、管理運営料として修

繕費と維持管理料を積算して、埋蔵予定体数であ

る ５００体で割り返した金額である。１体１万

０００円は理解するが、墓じまいなどで例えば

１０名分を埋蔵する場合の金額はの質問に対して、

１体は１人分の焼骨なので、１０体であれば１５

万円という考え方であり、人数が多い場合は市の

台帳、申請者からの聞き取り、墓誌の名前などで

確認し、総合的に判断して使用料を納付していた

だく。今回の提案は、墓地条例の全部改正という

ことで、現行の墓地条例、霊園条例で規定されて

いる使用許可の取消しの新条例での変更点はの質

問に対し、現行の墓地条例では使用許可の取消し

と消滅の２通りの表現になっていたが、新条例で

は取り消すことができるということでまとめてい

る。また、死亡してからの経過年数など現行の墓

地条例、霊園条例で異なっていたが、現行の墓地
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条例を基に他市の条例も参考にしながら新たに定

めているなどの回答がありました。次回の委員会

では、審査中に資料請求を行った道内各市の合同

墓の使用料一覧と条文内の漢字の者と平仮名のも

のの使い方の違いなどについて説明を受けること

を確認し、終了しました。

１２月７日の委員会では、新条例第５条第２項

の漢字の者は法律上の人格を表し、平仮名のもの

は先行する用語を受けて、一定の人格や事柄など

をさらに限定する場合に使用する。新条例第１１

条の使用許可の取消しの根拠については、現状で

は承継が数年後に行われるケースもあり、実態に

合わないため削除している。現行の霊園条例にあ

る管理料については、新条例第１１条第１号に該

当し、使用許可の取消しの対象となるため、年数

を定めずに対応していきたい。同じく現行の霊園

条例にある宗教法人などで使用権の取消しを行う

場合は、墳墓に埋蔵された様々な遺骨に行き場所

がなくなるため、取消しではなく、解散後遺骨の

取扱いについて協議が必要であることから、削除

しているなどの追加説明を受け、質疑に入りまし

た。主な質疑では、新条例第１６条の過料で霊園

だけではなく、墓地まで対象を広げた理由はとの

質問に対し、今回墓地等内の土地、施設、もしく

は樹木などを損傷し、もしくは許可なく使用した

者に対しての過料を定めており、このようなこと

を墓地でも防止するためである。新条例第１１条

第１号の使用許可の取消しについて、現行の墓地

条例及び霊園条例と比較して分かりにくいのでは

との質問に対し、現行の条例では細部にわたり実

態に合わない内容であったため、この条例に違反

したときなどと規定している。使用料では他市と

の料金設定に随分差があるが、どのように分析し

ているか、また使用料の特例として２体目以降を

減額する考えはの質問に対し、供用開始が比較的

早い合同墓については使用料が低く設定されてい

ると感じている。民間の合同墓がある場合は、民

業圧迫にならないように高めの使用料になってい

る。名寄市では利用する方が限定された施設とな

るため、受益者負担の考え方で料金設定を行って

いる。特例を設けている根室市などの３自治体は、

改葬の際に減額などを行っているが、１体ごとに

納骨する方との負担の公平性を考えると、２体目

以降も１体当たりの負担をお願いしたい、墓じま

いをするための有利な方法はないか、墓誌に記載

されている２０名のうち５名分だけを合同墓に入

れることは可能かとの質問に対し、合同墓は永代

供養の考え方である。寺院での永代供養は５万円

から３０万円と聞いている。合同墓に入れる遺骨

が多く、何体ずつかに分けて入れることは市長が

特別の理由があると認めたときということで対応

は可能であるなどの答弁があった後、委員間協議

を行いました。委員間協議では、墓じまいをする

場合に先祖代々の遺骨が多いときは相談があれば

対応するとの答弁があったことに対し、このこと

は市民の関心が高いので、広く市民に周知を行う

ことになるだろうが、合同墓の運用については、

市民に丁寧で分かりやすい解説を行うよう強く要

望するということで委員間協議を終了しました。

その後、採決の結果全会一致で提案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上をもちまして、令和２年第４回定例会議案

第１号 名寄市墓地条例の制定についての審査の

経過と結果の御報告とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。
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休憩 午後 １時１１分

再開 午後 １時１１分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第４６号 特別職の職員の給与

の特例に関する条例の制定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４６号 特別職の

職員の給与の特例に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、水道を使用し、公共下水道に接続され

ているにもかかわらず、下水道使用料を賦課する

ことなく未徴収となっている賦課漏れがあること

が判明をしたことから、本事案を重く受け止め、

執行責任者として私と副市長の給料月額の減額措

置を提案するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第４７

号 令和２年度名寄市一般会計補正予算（第１０

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４７号 令和２年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、独り親世帯への臨時特別給付金

の再支給に伴う事業費を補正しようとするもので

ありまして、歳入歳出それぞれ ３３９万 ００

０円を追加をし、予算総額を２５７億 ３８６万

円にしようとするものであります。

補正の内容を申し上げます。３款民生費におき

ましてひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費の

追加は、１２月１１日に閣議決定をされました独

り親世帯の臨時特別給付金の再支給に要する経費

を追加しようとするもので、財源につきましても

同額を国庫補助金にて予算計上しております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 意見書案第

１号 ２０２１年度介護報酬改定における大幅増

額、コロナ支援を求める意見書、意見書案第２号

令和２年１２月１８日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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コロナ禍による地域経済対策を求める意見書、

意見書案第３号 特定戦災障害者等に対する特別

給付金の支給等に関する法律の早期制定を求める

意見書、以上３件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外２件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第２号

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和２年第４回定例会を閉

会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時１６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 富 岡 達 彦

署名議員 五十嵐 千 絵


