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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、

１３番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

生きる力を育む教育の推進について外２件を、

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、大項目で３点にわたり質問をさせていただき

ます。

最初に、大項目１、生きる力を育む教育の推進

について、小項目１、確かな学力を育てる教育の

推進についてお伺いいたします。ＧＩＧＡスクー

ル構想による教育の推進については、本年度中に

児童生徒１人１台のタブレット端末導入が完了さ

れると認識しています。現在の学校での状況につ

いてお伺いいたします。また、新しい学習環境の

中で個の特性を生かし、一人一人に応じたきめ細

かい指導を行うためには少人数での学習環境整備

が有効であると考えます。特にコロナ禍での新し

い日常生活を考えるとき小人数学級の早期実現に

向けた名寄市単独の施策が望まれます。その考え

方についてお伺いいたします。

次に、小項目２、特色ある教育活動についてお

伺いいたします。風連地区で進められている小中

一貫教育の成果と課題、今後の展望についてお伺

いいたします。また、智恵文地区で計画が進む義

務教育学校に向けた取組と目指す学校像について

もお伺いいたします。

次に、小項目３、地域運動部活動の推進につい

てお伺いいたします。生徒の希望に応え、生徒に

とって望ましい持続可能な部活動と学校教職員の

働き方改革の両面を実現することを目的とした部

活動改革について、その考え方についてお伺いい

たします。

次に、大項目２、まち・ひと・しごと創生総合

戦略についてお伺いいたします。加速する少子高

齢化に的確に対応し、人口減少に歯止めをかける

べく取組が進められています。総合計画とも連動

し、重点プロジェクトとされる冬季スポーツの拠

点化プロジェクトもその一つであります。しかし、

策定時には予想もしなかった新型コロナウイルス

感染症の出現により社会生活が一変しました。そ

こで、小項目１、進捗状況とコロナ禍による影響

について今後の対応も含めお伺いいたします。

小項目２、ジュニア世代の育成強化と冬季スポ

ーツの拠点化推進についてお伺いいたします。Ｋ

ＰＩ指数から考察できる推進の状況についてお伺

いいたします。また、ジュニア世代の育成強化に

ついては家庭、学校、競技団体、地域など多面的

な支援が必要であります。取組の現状と課題、今

後の展望についてお伺いいたします。

小項目３、Ｎスポーツコミッションの自走化に

ついてお伺いいたします。自走化が完成された姿

とは、どのような状況を指すのでしょうか。また、

Ｎスポーツコミッションが市民共有の財産と認識

されるためにどのようなアプローチをするのか、

その方策についてお伺いいたします。

最後に、大項目３、公共施設の有効活用につい

て、小項目１、総合福祉センターの有効活用につ

いてお伺いいたします。名寄市公立保育所等整備

計画により現在公立南保育所等の建設に向けた取

組が進んでいます。完成後、総合福祉センター２

階で運営されているこども発達支援センターは新

設の保育所内に移転の予定であることから、移転
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後の施設利用の計画についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

山崎議員からは大項目で３点にわたり御質問いた

だきました。大項目１は私から、大項目２につい

ては総合政策部長から、大項目３は健康福祉部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いしま

す。

まず、大項目１、生きる力を育む教育の推進に

ついて、小項目（１）、確かな学力を育てる教育

の推進についてでございますけれども、ＧＩＧＡ

スクール構想による教育の推進について、国にお

いてはsociety5.0時代を生きる子供たちにとって

教育における先端技術等の効果的な活用を目指し、

令和時代のスタンダードな学校像として全国一律

のＩＣＴ環境整備が急務とし、令和元年６月２８

日に学校教育の情報化に関する法律を施行し、令

和元年１２月１３日にはＧＩＧＡスクール構想の

実現に向けた校内通信ネットワークの整備、児童

生徒１人１台端末の整備を行うことを閣議決定し

ました。令和２年度に入り、新型コロナ感染症の

影響により長期にわたる学校の臨時休業等の緊急

時においてもＩＣＴの活用により全ての子供たち

の学びを保障できる環境を早急に実現するため、

ＧＩＧＡスクール構想におけるハード、ソフト、

人材を一体とした整備を加速させるため１人１台

端末や学校内の高速大容量の通信ネットワークを

整備する国の方針が示され、市ではそれらの支援

策を活用し、通信機器等の整備を進めているとこ

ろでございます。現在の通信機器整備の進捗状況

についてですが、小中学校１人１台端末の整備は

令和２年度当初予算整備分の４３５台と令和２年

度補正予算対応分の ４４８台の合計 ８８３台

については令和３年２月に納入されており、今後

各学校に応じたネットワークの設定後、３月中に

は配付の予定となっております。校内通信ネット

ワーク及び端末保管庫の整備については、校内の

高速ＬＡＮケーブルの敷設やＷi―Ｆiルーターの

設置、さらには通信ネットワークと１人１台端末

の整備に併せた充電保管庫の配置は完了しており

ます。智恵文小中学校のモバイルＷi―Ｆiは、１

人１台端末の配付に併せ、智恵文小中学校それぞ

れに４台配置する予定でございます。また、１人

１台端末の整備に併せ通信環境を改善するため、

各学校に光回線の敷設工事を進めていますが、智

恵文小中学校については智恵文地区に光回線が敷

設され次第整備をすることとしております。

以上がＧＩＧＡスクール構想に関わる主な情報

機器等の整備状況となっております。

また、情報機器の整備に併せ、各学校の管理職、

一般教職員で組織する名寄市学校教育情報化推進

委員会では、校務系や教育系の情報機器を運用す

るに当たり学校における電子情報及びそれを扱う

システムや個人情報の保護を図るため、校内ネッ

トワークやインターネットの適正利用に関する必

要事項や使用基準を定めた名寄市小中学校教育情

報セキュリティーガイドラインを作成しておりま

す。その中で名寄市小中学校情報機器運用基準、

さらには校務用端末運用ガイドライン、ネットワ

ーク活用に関する個人情報保護ガイドライン、校

内無線ＬＡＮ及び１人１台端末等運用ガイドライ

ンを定め、運用していきたいと考えております。

次に、少人数での学習環境の整備についてであ

りますが、国においてこれまで小学校１年生の３

５人学級が制度化されていましたが、令和３年度

から５か年計画で段階的に公立小学校の全学年の

３５人学級への移行が決定されました。北海道に

おいては、小学校２年生及び中学校１年生で３５

人学級が実施されていましたが、令和２年度から

小学３年生を３５人学級に移行し、令和３年度か

ら小学校４年生を３５人学級に移行する予定でご

ざいます。また、市の取組として個に応じた豊か

な教育を実現するため特別支援学級の児童生徒や

通常学級において困り感のある児童生徒に対する

きめ細やかな支援の充実に向け、特別支援教育学
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習支援員を各学校の実情に応じた配置に努めてき

ました。また、道教委が実施する学習指導員やス

クールサポートスタッフの配置などに取り組んで

きたところです。今後においても市独自で採用す

る教職員の配置は困難と考えておりますが、児童

生徒一人一人に目が届き、個に応じたきめ細やか

な学習指導や生徒指導を行うため、国や道教委が

行う教職員の加配や派遣事業での配置、市におい

ては特別支援教育学習支援員の配置などに取り組

んでまいります。

次に、小項目２の特色ある教育活動について申

し上げます。風連地区における小中一貫教育の取

組と智恵文地区において開設する義務教育学校の

学校像及び開設に向けた取組を併せて申し上げま

す。小中一貫教育とは、小中学校が９年間を通じ

た教育課程を編成し、それに基づき行う系統的な

教育のことでございます。国では、平成２８年４

月１日から施行された小中一貫教育制度の導入に

係る学校教育法等の一部を改正する法律により小

中一貫教育を行う新たな学校の種類が制度化され、

現行の小中学校に加え、小学校から中学校までの

義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学

校の種類として規定されました。これにより、１

人の校長の下で教職員が１つの組織として一貫し

た教育課程を編成、実施する義務教育学校として

の形態と組織上独立した小中学校が義務教育学校

に準じる形で一貫した教育を施す小中一貫型小学

校・中学校という２つの形態が制度化されました。

本市では、これまでの小中連携の取組の成果を生

かし、智恵文小学校と智恵文中学校は平成３０年

度より、風連中央小学校と風連中学校は令和２年

度より小中一貫型小学校・中学校の中の併設型小

中学校の制度を活用した小中一貫教育の取組を推

進しています。初めに、風連中央小学校と風連中

学校における小中一貫教育の成果としては、教職

員や保護者、地域住民の願いを踏まえ、義務教育

９年間を見通した教育目標を設定し、育成を目指

す子供像や教職員像を明確にすることができたと

ころでございます。また、教育目標を具現化する

ため風連地区小中一貫教育推進委員会を立ち上げ、

両校の全教員が９つの部会に分かれて風連中央小

学校と風連中学校の教育活動について十分な時間

をかけて共通理解を図ったことにより児童生徒の

実態や指導方法等について教職員間の共通認識が

醸成されたり、英語科の出前授業を複数回実施す

ることができました。課題としましては、共通し

た学習規律や生活の決まりをつくることや系統性

あるキャリア教育を推進すること、地域の人的、

物的な教育資源の活用時期や活用方法等について

共通理解を得ることが挙げられます。今後の選考

については、児童生徒の実態を勘案し、どのよう

な取組を一貫させ、継続させることが望ましいか

を吟味した上で共通理解を図りながら系統性、連

続性のある教育課程を編成することが重要と考え

ております。

次に、智恵文小学校と智恵文中学校においては、

特認校としての特性を有効に生かしながら令和６

年度義務教育学校の開設を目指した小中一貫教育

の取組を推進していきます。智恵文地区の義務教

育学校の学校像としては、地域において育てたい

子供像について学校と関係者が議論し、教育目標

を自ら学び、未来をたくましく生き抜く智恵文の

子と設定しました。この目標の実現を図るため子

供たちが主体的に学ぶ学校、学校、家庭、地域が

一体となって支え合う学校、教職員が共に学び合

い、高め合う学校をつくることを目指しておりま

す。義務教育学校開設に向けた具体的な取組とし

ましては、智恵文小学校と智恵文中学校の全教員

を構成員とする小中一貫教育合同会議を計画的に

開催し、授業における指導課程や指導方法、児童

生徒の実態等について共通理解を図ったり、食育

に係る出前授業や児童会、生徒会が合同で募金活

動を実施するなど系統性、連続性がある取組を推

進しているところでございます。今後教育委員会

としましては、働き方改革の視点から小中一貫教

育を進める取組が教職員の多忙感の増大につなが
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らないよう支援してまいりたいと考えております。

また、研修会等を通じて風連地区と智恵文地区に

おける小中一貫教育の取組の成果を市内小中学校

に還流し、名寄中学校区や名寄東中学校区におけ

る小中連携の取組等の充実に生かしたいと考えて

おります。

次に、小項目（３）の地域運動部活動の推進に

ついて申し上げます。学習指導要領では、部活動

は生徒の自主的、自発的な参加により行われるも

ので、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等

に資する学校教育の一環として位置づけられてお

ります。部活動に参加する生徒にとっては幅広い

活動機会を得られるとともに、異年齢との交流や

活動を通じた人間形成の機会でもある一方で、教

師の長時間労働の要因となっていることや指導経

験がない教師にとって多大な負担となっているこ

となどが指摘されております。このような部活動

に係る状況を踏まえ、国では平成３１年１月の中

央教育審議会答申において部活動は学校の業務だ

が、必ずしも教師が担う必要のない業務の一つで

あり、将来的には部活動を学校単位から地域単位

の取扱いにすることなどを積極的に進めるべきで

あると提言されました。また、令和２年９月１日

付のスポーツ庁及び文部科学省の連名による通知、

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について

では、休日の部活動を段階的に地域に移行する実

践研究を実施するなどとした部活動改革の具体的

な方策が示されました。この通知の中では、休日

に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を

構築することや休日における地域のスポーツ、文

化活動を実施できる環境を整備すること、休日の

部活動の段階的な地域移行を図ること、合理的で

効率的な部活動の推進を図ることなどが示されて

おります。道教委では、学校と地域が協働、融合

しながら地域における持続可能なスポーツ、芸術

文化活動のための環境整備を進めるため、地域の

実情を踏まえた部活動の望ましい在り方について

今後検討していくとしております。本市では、地

域での部活動を導入するに当たり検討を要する課

題が多くあります。例えば地域部活動の運営主体

となる団体の存在や団体の活動内容、地域部活動

の運営を担う人材や指導者の確保、当該団体の責

任の下での生徒の安全確保、指導者への謝金等の

管理運用、生徒や保護者の理解、地方大会の在り

方、平日に行われる活動と休日等に行われる活動

における指導方法や指導内容等の関連、休日に指

導を希望する教師の兼職、兼業の考え方など多く

の課題を整理する必要がございます。今後教育委

員会としましては国や道における休日の部活動の

段階的な地域移行に係る関連情報の収集に努める

とともに、学校やＮスポーツコミッションなど関

係機関と連携して本市の部活動の現状や課題につ

いて意見交換等を行う組織を立ち上げ、地域での

部活動の推進について調査研究をしてまいります。

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） 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

２、まち・ひと・しごと創生総合戦略について申

し上げます。

まず初めに、小項目１、進捗状況とコロナ禍に

よる影響についてですが、令和２年度の主なスポ

ーツ事業としてＮスポーツコミッションによるジ

ュニアスポーツアカデミーの設立や市民の運動習

慣に関する調査と併せて、手軽に運動ができる環

境づくりとしてＮスポ健康ステーションを設置い

たしました。また、地域経済活性化事業ではモチ

米を使ったスポーツ大福の開発、販売や冬季スポ

ーツのプロモーション事業に取り組んだところで

あります。新型コロナウイルスの影響ですが、体

育施設の閉館及び学校開放事業の中止が長期化し、

市民のスポーツ活動に大きな影響が出ました。ま

た、交流人口の拡大を狙ったスポーツツーリズム

事業やサマージャンプ大会の中止など大きなイベ

ントは計画変更を余儀なくされましたが、一方で

ステイホームの期間が長引いたことで町中にはウ

オーキングやジョギングを楽しむ市民や体力づく
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りに励む市民が多く見受けられ、ノルディックウ

オークや街なか運動会といったイベントに多くの

市民が参加するなどスポーツがより身近になり、

地域を結び、活気をもたらす存在であることが実

感できた１年でもありました。長い期間で考えた

とき、コロナ禍のこの時期がきっかけとなり、本

市にスポーツ文化が芽生えたと振り返ることがで

きればよいと思いますし、この大きな変化の過程

においてこれからは知恵を出しながらスポーツの

価値を高め、地域を明るくするスポーツ文化が根

づくよう努めていきたいと考えております。

次に、小項目２、ジュニア世代の育成強化と冬

季スポーツの拠点化推進について申し上げます。

ジュニア世代の育成強化に関するＫＰＩ項目とし

て冬季スポーツ全国大会出場者数を掲げており、

令和元年度は目標指数１５人に対して実績指数１

２人と目標を下回る数字となりましたが、昨年３

月のジュニアオリンピック全日本ジュニアスキー

選手権大会が開催されていれば、目標値を大きく

上回ったと推察されます。また、このＫＰＩ指数

については平成２６年度から数字を集計していま

すが、当初実績指数は８人でありましたが、阿部

雅司特別参与などを登用した平成２８年度以降は

最大２５人に増えるなど、各競技団体の御努力に

加えて、本市の冬季スポーツ施設の環境や人材面

でサポートができれば大きな成果が得られるとい

うことが成果として残りました。この検証を踏ま

えて、今年度からは冬季スポーツだけではなく、

幅広い競技からも全国で活躍できるようなジュニ

ア選手の育成サポートを目的としてジュニアスポ

ーツアカデミーを設立したところであります。今

後の課題ですが、一番の課題として挙げられるの

は指導する人材の確保でありまして、実際育成に

携わっている各競技団体や学校の運動部活動の現

場においても指導人材の確保が大きな課題となっ

ております。社会の生活スタイルが大きく変化し、

これまでと同じように指導人材を確保することが

難しい時代ですが、地域の中で指導者間の連携を

構築しながらジュニア選手を育成できる新しい仕

組みを模索してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、小項目３、Ｎスポーツコミッションの自

走化について申し上げます。Ｎスポーツコミッシ

ョンの自走化については組織の中でも議論されて

おり、自主財源を確保するための事業にも取り組

んでいるところであります。現在コミッションの

地域経済部会の中では、スポーツ施設を活用し、

インバウンドを狙ったスポーツツーリズム事業の

展開やスポーツ施設の新たな活用で交流人口を増

やし、財源を獲得していく仕組みづくりも検討し

ております。また、スポーツトレーナー派遣事業

など現在コミッションで取り組んでいる事業がそ

のまま組織の財源となる仕組みやスポーツ施設の

運営等についても財源確保の一つとして検討を進

めているところです。Ｎスポーツコミッションの

自走化は拠点化事業の中でもうたっていますし、

現在の取組が少しずつ形になってきていると実感

しており、将来この組織を中心とした地域一体と

なった組織化が理想だと考えております。一方で、

コミッションの市民理解に関することですが、当

初は冬季スポーツに関する施策を前面に押し出し

てきたことから、市民の皆様からの御批判もあり

ましたし、競技中心の事業展開だったことから、

市民理解が限られた範囲であったと考えておりま

す。現在はその方針も少し変えながら市民がスポ

ーツを身近に感じられる事業にも取り組んできて

おり、同時にＮスポーツコミッションの存在を認

識していただこうと努めているところであります。

今後は自走化及び市民理解も含めて、この組織が

掲げている市民が生涯にわたりスポーツを通じて

健康で豊かな人生を送るため人生におけるスポー

ツとの関わりを可視化いたしましたスポーツオブ

ライフの実現に向けて進んでまいります。

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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは大項目
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３、公共施設の有効活用について、小項目１の総

合福祉センターの有効活用についてお答えいたし

ます。

こども発達支援センターにつきましては、現在

総合福祉センター内に事業所を設置し、療育事業

を行っておりますが、新しく建設を進めておりま

す新南保育所への併設を計画しており、令和４年

４月からの開所を予定し、準備を進めているとこ

ろであります。新南保育所の建設につきましては、

令和３年度に実施設計、令和４年度から工事が始

まる予定となっております。事業所移転後の活用

についてですが、総合福祉センターは地域福祉の

拠点施設としての役割を有しているため福祉に関

する事業の推進を目的とした利用、活用を優先し

検討してまいりたいと考えております。また、こ

ども発達支援センター事業の特殊性から個別指導

室や観察室、小型トイレ室、プレールームなど療

育に特化した仕様となっているため、現状のまま

使用できるのか、個室から大きな部屋への改修等

が必要なのかも含め今後検討も必要かと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、時間の許す限り再質問をさせて

いただきます。

まず最初に、ＧＩＧＡスクール構想についてで

あります。先ほど河合教育部長から様々な現在の

状況についてお聞かせいただきました。その中で、

ガイドライン等についての御説明もいただきまし

た。活用に際してやはり様々な観点からのルール

化が必要になってきます。それは、学校の中での

教職員の方たちのルール化も必要でありましょう

が、やはり実際タブレット端末を手にする子供た

ちがそのルールをどのように理解して学習を進め

ていくのかというところが最も重要なところであ

ると思います。その点について、子供たちのルー

ル化について、その点の状況をお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特に今回一気にタブ

レット端末が入るということで、１人１台端末と

いうことで子供たちに１台当たることになります

けれども、子供たちのルール化といいましょうか、

学校で使う部分のルールですとか、例えば端末を

自宅に持って帰るというようなことも含めていろ

んな形の中でのルール化が必要だと思っています

けれども、例えば学校の授業の中で使うというこ

とであれば、当然担当の教員がそこにいるわけで

すから、その指導の下にパソコンの端末の操作を

していくということになると思いますけれども、

例えばそれぞれの子供たちが家に持ち帰るという

ことについては、不要な持ち帰りについては今の

ところ原則禁止をしようというふうに考えており

ます。ただ、この１人１台端末の導入については

コロナ禍の関係での自宅学習という関係もござい

まして、一気に整備が進んだということも考えて

おりますので、それぞれの学習状況、進捗状況等

も考慮しながら、自宅での学習が必要になる場面

もあるということも想定されますので、その辺に

つきましてはそれぞれ各学校長の判断によって自

宅への持ち帰りを行いながら家庭学習をするとい

うようなことも想定しながらルール化をしていき

たいなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 全体の統括したルー

ル、それからそれぞれの学校の中、子供たちの学

年も６学年あれば能力的にも大きな開きがありま

すので、その部分についての丁寧なルール化、定

着ということはまだまだ始まったばかりでありま

すので、これからスタートしていくというふうに

理解しております。具体的に子供たちが学習の中

でタブレット端末を使って進めていくというのは、

令和３年度に入ってからどの辺りになりますでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。
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〇教育部長（河合信二君） 取りあえず、先ほど

お答えしたとおり、今年度、３月末までには各学

校にタブレット端末を配置をしたいというふうに

考えております。それから、どのような利用とい

いましょうか、使い方をしていくのかというのは

今後のことでございまして、いつから家庭での家

庭学習のために端末を利用できるというようなこ

とは今の段階ではちょっと言えないのですけれど

も。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 早ければいいという

ことではありませんが、管内の中でも、友人の先

生方に確認しましたところ、もう既に授業の中で

１年生でもタブレット端末を使って授業を進めて

いるという学校もあります。その中で有効に進め

ていくということであれば、時期をしっかり見計

らって進めていくいただくことを要望しておきた

いと思いますし、それに関わってやはり子供たち

が一人一人その教材を使いこなしていく、その力

を適切に身につけていくことができるかどうかと

いうところも大きな課題であると思います。

少人数学級の実現ということで申し上げさせて

いただきましたが、国も３５人学級を打ち出しま

した。そして、道でも国に１年前倒しの形で３５

人学級を実現するというふうに先日の北海道新聞

で出ておりました。この点について名寄市が一歩

進んで取り組むというお考えについて、これは教

育長の考えをお伺いしたいと思います。いかがで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 名寄市としての今後の

少人数学級の在り方ということについてでござい

ますけれども、先ほど、大変申し訳ないのですが、

部長からお話しいたしましたように、現時点では

少人数学級の編制、市としての独自の実現につい

てはちょっと考えていないところでございます。

その理由なのですけれども、なぜかといいますと、

今山崎議員もおっしゃいましたけれども、国にお

いて５か年計画で小学校で全ての学年を３５人学

級にすると。この間道新の記事で令和３年から小

学校４年生も３５人学級への移行が完了する見込

みになっていると。道教委も国に先んじて導入進

めていますので、結局１年前倒しになったという

ことであります。それで、ちょっと加速されてい

るということが、これが１点目の私としての理由

なのです。

それから、２つ目は先ほど部長も答弁の中でお

話ししておりましたけれども、令和３年度につき

ましても特別支援学習指導員の増員、これを考え

ております。したがいまして、これまでも名寄市

としては加配教員を使ってＴＴですとか習熟度別

学習を展開してきておりますので、ここまで来て

早急に少人数学級編制、市として行うということ

にはならないのではないかという判断をしており

ます。

それにプラス、国で少人数学級を行ったのは大

分昔なのですが、小学校１年生で始めて、それか

らずっとストップしていたわけなのですけれども、

ただ少人数学級をずっとストップしていたわけで

はなくて、全国的に都道府県に加配教員を利用し

てきめ細かな個に応じた指導しなさいという、そ

ういう指示があったのです。それで、かなり個に

応じた指導のほうに力点を置いたということで、

ただ今回コロナ禍の中で急にまた少人数が大事だ

ということで出てきたと、そういう経過がありま

すので、そのことも踏まえて総合的に私は現時点

では少人数学級の実現は考えていないということ。

基本的には国や道教委の施策によって小人数編成

学級というのは実現していくべきものであるとい

うような捉え方をしておりますので、逆に言いま

すと道教委のほうにさらに加速して実現を求めて

いきたいと、そんなふうに考えておりますので、

御理解いただきたい。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 教育長の考えは伺わ

せていただきました。昨日の代表質問の中でも東
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中学校と名寄中学校の校舎の問題に関わっての質

問、答弁の中で教育長からはやはり財政的なもの

だけではなく、本当に子供たち一人一人にしっか

りとした教育が行き渡るということを第一に考え

ていかなければいけないという御発言がありまし

て、本当にそのとおりだと思って、私も安心した

ということではありませんが、共に考えさせてい

ただこうというふうに思った次第であります。そ

の上で現在の状況を見ますと、コロナ禍でもし４

０人の子供たちが１つの教室に入って授業を受け

なければいけない状況があったとしたら、これは

大変なことであります。３５人学級ということで

これから順次進んでいきますけれども、現在中学

生の体の大きい子供たちが２年生、３年生、４０

人に近い人数で１つのあの教室に入って授業を受

けている実態があります。ある年に中学１年生、

３５人学級でスタートいたしました。２年生にな

ったときに２クラスに減り、４０人、教室の中に

いっぱいの生徒が座っての授業開始となりました。

そのときにはコロナ禍ということではありません

でしたが、やはり子供たちの心の安定については

いささか不安が増えたというのが実態でありまし

た。それを思うときに、少人数学級としての学習

習熟度の定着、コロナ禍での生徒の健康を最大限

保障する、教育環境を保障するということについ

てぜひ教育委員会としても道教委のほうに働きか

けをお願いしたいと思います。うろ覚えで申し訳

ありませんが、萩生田文部科学大臣が３５人学級

を進めるというテレビでのインタビューを受けら

れたときに本来ならば３０人ということも申し述

べられておりました。隣の壁が高かったという言

い方をされていました。やはり財政的なものであ

ると認識いたしましたが、子供たちを育てないで

この国の未来はありませんし、特に少子高齢化が

進んでいる名寄市においては最も重要な進むべき

道であると思っておりますので、その点について

はどうぞ強い対応をお願いしたいと思っておりま

す。私たちの会派も暮れの要望書で加藤市長にも

お願いを申し上げているところでありますので、

今後ともぜひ実現に向けて要望を申し述べさせて

いただきたいと思います。

あわせて、教科担任制についても文部科学省で

はホームページでいろいろな情報を提示されてお

りますが、その点については教育長、いかがでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） もう御承知のことかと

思いますけれども、今年の１月ですか、１月に中

央教育審議会の答申の中で文部科学省のほうから

令和４年度ですか、をめどに小学校の高学年の教

科担任制を導入する必要があるということで提言

がなされているところでございます。今それを受

けまして、道教委のほうでは小学校の高学年にお

ける教科担任制の導入ということで、たしか国語

と算数と、それから理科、それと体育ですか、そ

れと外国語などにおいて今加配教員、これを配置

する取組を進めてくれているところでございます。

名寄市では、小学校高学年における教科担任制の

導入についてはまず教員の専門性を生かした質の

高い授業を子供たちに保障できるということが１

つと、もう一つは学校における働き方改革の視点

から担任の先生の授業の準備でありますとか、そ

れとか教材研究の時間が確保できると、こういう

利点がございますので、学級担任の負担軽減に資

する重要な制度だということで、今教育委員会の

ほうでは考え方を固めております。実は本年度名

寄東小学校と名寄西小学校が一応北海道の加配を

受けておりますので、その加配を活用して、名寄

東小学校に配置された加配教員を両校の、２つの、

西小と小学校の両校の４年生と５年生と６年生で

理科の教科担当として専科指導を行っております。

それと、これまでもいろいろ説明してきました

けれども、名寄市として学校力向上に関する総合

実践事業という取組をしております。この取組で

も加配がつくわけでありますので、その加配を利

用しまして、今風連中央小学校に配置された加配
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教員が風連中央小学校と、それから風連中名寄小

学校の５、６年生、これの理科の教科担任として、

名寄として活躍しておりますし、名寄西小学校に

配置された加配教員が名寄西小学校の５、６年生

と名寄東小の６年生、それとプラス智恵文小学校

の６年生、外国語の担任として専科指導を行って

いる状況でございます。これを基にして次年度、

令和３年度ですけれども、これ３年度にもこの取

組をぜひつなげて、そして令和４年度に向かって

いきたいなと、そんなふうに考えておりますので、

積極的に進めていきたいと思っています。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 詳細について伺わせ

ていただきました。今できる中での取組が進めら

れているということについて、子供たちにとって

よい学習環境が整えられているということで安心

いたしました。この後も進めていくということで

ありますので、よろしくお願いしたいと思います

が、先ほど担任の抱えるものの大きさ、働き方改

革という言葉もありましたが、これはちょっと河

合部長にお尋ねしたいと思います。先生方の時間

外での勤務状況は、名寄市の場合どうなっており

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） 名寄市の教職員につ

きましてタイムカードで出退勤の管理をしており

ますけれども、昨年といいましょうか、昨日１０

月から１２月の一月の平均値ですけれども、管理

職につきましては小学校で１か月４０時間程度、

教諭につきましては１か月で３５時間程度、中学

校におきましては１か月当たり管理職で５４時間

程度、教職員で４４時間程度の時間外勤務という

ことになってございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） もっと多いのかなと

いうふうに想像しておりました。平均ということ

でありますので、担われている先生方の状況は当

然個人差があると思いますが、私の知る限りでは

本当に夕食を取った後も学校に来られる先生方も

おられるような状況の時期もありましたので、実

態はもう少し厳しい状況にあるのかもしれないと

いうふうにも思いながら部活動のことに再質問を

移らせていただきますが、ちょっと何自治体か確

認させていただきましたときに、例えば地域運動

部活動をもう既に進めている自治体があります。

道内でも十勝管内の幕別町、幕別清陵高校、これ

は高校なのですが、幕別清陵高校では高校生全員

が地域のスポーツクラブの会員になっていて、部

活動の学校でやる部分と、それから総合型地域ス

ポーツクラブでやる部分をうまく乗り合わせなが

ら活動を進めています。この学校、私立の学校と

道立の学校が令和元年に１つになった珍しい学校

であります。しかし、今回の志願倍率は ６倍で

ありました。ほとんど ６、 ７というのが札幌

圏の高校であった中で、幕別清陵高校は ６とい

う倍率を出しておりました。それから、宮城県の

栗原市というところにしわひめスポーツクラブが

ありますが、ここはスポーツクラブの中で少年団

や学校の部活動を支えております。５時半までは

学校で、その後はその場所に地域の指導者が出向

いて部活動の継続的な指導を担うという形でやっ

ているというふうに伺っております。それぞれ、

地域の実態がありますので、それをそのまま取り

込むということではありませんが、子供たちの中

には何としても今まで続けてきたスポーツを部活

動としてやりたい、今まで子供たちに何度先生、

どうして部活動にならないのという言葉を投げか

けられたか分かりません。冬季スポーツ、頑張っ

ている子供たち、スノーボードにしてもカーリン

グにしても部活動にはなっていません。トランポ

リンもそうであります。その点について地域の指

導力、環境の中で部活動を支えていくことができ

る時期に来ているのではないかと思っています。

私の住む風連地区でも、風連中学校のバレー部は

残念ながらなくなってしまいました。しかし、少

年団でバレーボールはあります。地域のバレーボ
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ール協会もあります。活動もされています。そこ

で子供たちの活動意欲を支えることができないの

か、これについてはぜひ探っていく時期に来てい

ると思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 地域部活動について

でございますけれども、今の学校の部活動につき

ましては教育課程の一環ということで進められて

おりますので、なかなか地域とどのように融合し

ていくかというのが非常に難しい問題なのだろう

というふうに思います。ただ、実際地域の指導者

に指導いただいている部活動も確かにあるという

ふうに認識しております。文科省のほうでは、先

ほどのとおり、教職員の働き方改革の一環として

令和５年をめどに休日については地域で部活動を

見ていただくと。平日については学校で部活動を、

学校の指導者が部活を見るというような形で、そ

ういうような形で進めていけないかというなこと

で研究をしているということでございます。名寄

市におきましても、校長会の事務局の先生と相談

をしながら令和３年度からある程度検討する組織

を立ち上げて検討していきたいなというふうに思

っております。ただ、今まで部活動というのは学

校でやってきたというふうな認識が強いというこ

ともございますから、保護者の理解ですとか地域

の理解、さらにスポーツ団体の理解、考え方等も

お聞きしながら進めていかないと、学校側からの、

また教育委員会からの一方通行的な取組はちょっ

とできないというふうに思っておりますので、そ

ういう検討していく組織等を立ち上げて、調査研

究を進めていきたいなというふうに考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 調査研究ということ

でありますので、一つ一つ課題に向かっていただ

けると思いますが、子供たちは中学校３年間しか

ありませんので、今からでもすぐやってほしいと

いうのが子供たちの願いであります。なかなか声

を上げることのできない子供たちでありますけれ

ども、たくさんの子供たちがその思いを持ってい

るということはこの場で伝えさせていただきたい

と思います。

大項目２のほうに移らせていただきます。先ほ

どＮスポーツコミッションの自走化について伺い

ました。財源確保、具体的にどのようなものが考

えられているでしょうか。

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） 財源として今取

り組もうとしているのは、いろいろなスポーツ施

設を活用したメニューを開発して、そこで人を呼

んで楽しんでいただいたりとか、あとノルディッ

クウオークなど今始めさせていただいているので

すけれども、そこで昼食を取っていただきながら

楽しんでいただくといったようなメニューも用意

しながら市民の皆さんに楽しんでいただくという

ことで、まずは今までそういった料金を徴収する

ような事業を持っていなかったものですから、そ

ういったことをまずは始めさせていただいている

というところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） たしか今年度で自走

化３年目完了というふうに思っていますが、今部

長から御答弁いただきました内容は整いますでし

ょうか。Ｎスポーツコミッション、３年後に自走

化するというふうに当初聞いていたと思います。

その３年目が令和３年度だと思いますが、整いま

すでしょうか。

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） 実は一番大きな

自走化へのポイントとしては、やはり施設の管理

であるとか、そういったものが伴わないとなかな

か難しいという部分も正直あると思います。今年

度中には整うかと言われると、今のところ厳しい

という状況であります。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市民も期待している



－98－

令和３年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

Ｎスポーツコミッションでありますので、具体的

に進めていただくことはもちろん要望したいと思

いますが、市長にお伺いしたいと思います。

このＮスポーツコミッション、当然まち・ひと

・しごと創生総合戦略からスタートしていると思

いますが、財源を生む、その中で人も呼び込む。

しかし、地域の中に定着していくことが一番であ

ると思います。市長の描かれるＮスポーツコミッ

ションの理想像をお聞かせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年度から合宿推進協議

会を発展的にＮスポーツコミッションに改組して

今年度で２年目ということでありますが、その前

段で地方創生の総合戦略の中で冬季スポーツの拠

点化ということを打ち出して、総合計画の中の大

きな柱の一つにも据えて、冬のスポーツ、名寄市

の財産をうまく有効に活用しながら冬のスポーツ

によってまずは交流人口の拡大であるとか、冬季

スポーツのメッカになっていこうと、こういった

ことでＫＰＩもつくって、様々な事業も展開をし

てきて、それぞれＫＰＩの中では例えば大会の誘

致、あるいは合宿受入れ、さらには子供たちの中

でジュニアの大会に多く出場する人数だとか、そ

うしたことをしっかりと目標クリアしてきていて、

一定の成果は出てきたのかなというふうに思って

います。一方で、冬季スポーツだけなのかという

ようなお話もございまして、スポーツそのものを

市民の地域の文化にしていこうと。そうしたこと

をしっかりとやっていくことで最終的には冬季ス

ポーツの拠点化にもつながっていくのだろうと、

そんな思いもあってＮスポーツコミッションを立

ち上げて、今現在に至っていると、こういうこと

であります。今石橋部長からもお話あったとおり、

様々な事業を展開しながら、自走化というか、自

主財源を獲得していくということもいろんな形で

やってきているところでありますけれども、スポ

ーツというのは教育的な側面も、あるいは行政施

策的な側面も相当、健康増進だとかということで

すね、強いということもありますので、ここはや

はり民間の力だけではなくて、行政の力もしっか

りとオンしながらもハイブリッドな形で進めてい

くということが今後のコミッションの大きな姿に

なっていくのではないだろうかというふうに考え

ております。先ほど議員からもお話のあった部活

動の改革なんていうのも、これＮスポーツコミッ

ションも主体的に教育委員会とよく相談をしなが

ら関わっていかなければならない部分だというふ

うに思います。地域を挙げてスポーツが身近に感

じられて、そして文化となり、健康で、そして地

域愛あふれる子供たちを育む、そしてそのことが

地域のあらゆる活性化につながっていく、そうし

た組織を今後とも目指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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） このＮスポーツコミ

ッションの取組についてはまだまだやり取りをさ

せていただきたいところでありますけれども、進

め方が悪くて、時間が足りなくなってきましたの

で、また改めて別の機会に議論させていただきた

いと思います。

最後の大項目のところでありますが、先ほど小

川部長から御答弁いただきました。福祉関係の内

容を中心に活用を考えていくということでありま

した。当然移転された後ということでありますが、

こども発達支援センターについては防音装置の効

いた部屋もあって、相談対応するにはとても安定

した環境であると思います。教育相談センターが

大変老朽化が進んでいて、相談対応もなかなか落

ち着いた状況でできないというわけではないので

すが、その中で十分やっていただいているのです

が、生かすことができないかなというふうにも思

っています。庁舎内での例えば生活困窮等の相談

で訪れられる方の相談も、申し訳ないですが、安

心して相談対応のできるスペースが確保されてい

るというふうにも思えない状況がありますので、
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そういう相談対応等でも使っていただけるような

お考えをお聞かせいただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど答弁しま

したが、こども発達支援センターの中にいろんな

スペースありまして、今議員からありましたよう

に、防音の効いた相談ができるスペースも有して

おります。それは、先ほど言いましたけれども、

基本的には地域福祉の拠点施設ということであり

ますので、福祉を優先した考えがありますけれど

も、ただ福祉センターの中でも相談業務やってい

ますけれども、小部屋でなかなか場所が、入り口

にあったり、あまりいい状況にない部分もありま

すので、そういった面では総合的な中で活用を考

えたいというふうに思っていますし、教育相談セ

ンターだったり、例えば市の相談、その部分だけ

持っていくということになると業務の効率性含め

て連携が悪くなる部分がありますので、ただどう

いった形でできるかというのはいろんな御意見を

いただきながら今後検討してまいりたいと思いま

すので、今後とも何か忌憚ない御意見いただけれ

ば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） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

高齢者福祉について外１件を、遠藤隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、高齢者福祉について４点、

最初に小項目の１、支援体制の整備等についてお

伺いいたします。総務省統計局の２０２０年９月

１５日現在の推計データによると、我が国の総人

口が前年に比べ２９万人減少している一方、６５

歳以上の高齢者人口は前年に比べ３０万人増加し、

総人口に占める割合、高齢化率は２ ７％と過去

最高となっており、高齢化が進行し、令和７年、

２０２５年には団塊の世代が後期高齢者、７５歳

の年齢に達し、高齢者の増加による医療や介護な

ど社会保障費の急増が懸念され、令和２２年、２

０４０年には団塊ジュニア世代が６５歳以上とな

り、高齢者人口がピークとなり、高齢化率３５％

超になるとされる年であり、また現役世代の急減

により介護、福祉における人手不足、社会保障の

さらなる増大が懸念されております。本市におい

ても高齢化率は増加傾向にあり、平成３０年、２

０１８年の３ ０％から令和７年、２０２５年に

３ ４％、令和２２年、２０４０年には３ ４％

に達すると見込まれており、高齢独居世帯、高齢

夫婦世帯や認知症高齢者、老老介護、介護ニーズ

が高い後期高齢者の急速な増加が見込まれ、介護

歳出需要の増加、多様化も想定され、また総人口

の減少とともに生産年齢人口の減少も見込まれ、

地域の高齢者を支える介護基盤の確保が重要とな

ります。名寄市第８期高齢者保健医療福祉計画・

介護保険事業計画の策定に当たり介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査、保健、

医療、福祉についてのアンケート調査、ワークシ

ョップにより様々な課題も見え、高齢者が地域で

安心して暮らしていくために２０２５問題、２０

４０問題に対応すべく、また地域共生社会の実現

を目指し、包括的な支援体制の整備や取組の強化

が行われていくと思いますが、今後の支援体制の

整備等進め方についてのお考えをお伺いいたしま

す。

次、小項目２、介護保険サービス以外のサービ

ス支援についてお伺いいたします。在宅介護実態

調査結果において介護保険以外のサービス支援に

ついて在宅生活継続のために充実が必要なものと

して、外出同行、通院、買物など移送サービス、

介護福祉タクシー等が上位にあります。また、独

り暮らしの高齢者や夫婦のみで暮らす高齢の方が

要介護、要支援認定となり、運転免許証を返納せ

ざるを得ない状況となった場合の通院時等の交通

の確保も重要であると考えます。外出支援サービ
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スや移送サービスを受けるには対象者も限定され

ており、今後はそういった対象とならない方への

支援を含め介護保険サービス以外のサービス、支

援体制の整備が必要であると考えますが、今後の

介護保険サービス以外のサービス支援の考えにつ

いてお伺いいたします。

次に小項目の３、健康づくりと介護予防の取組

についてお伺いいたします。高齢者一人一人が可

能な限り健康を維持して、要介護状態を防ぎ、要

介護度認定を悪化させない努力も大切ではありま

すが、コロナ禍で高齢者が自宅で過ごす時間は大

幅に増えたため、運動不足を解消しながら元気に

過ごせる取組が必要と言われております。外出や

運動を控え過ぎると身体機能が低下して、フレイ

ル虚弱が加速し、健康な高齢者でも動かない状態

が続けば筋肉量が失われるため、要介護予備群、

フレイルに移行しやすく、認知症予防のためにも

新型コロナ対策をしながら高齢者の健康を支援す

る取組が求められておりますが、本市における高

齢者に対する健康づくり、介護予防の取組につい

てお伺いいたします。

次、小項目の４、地域包括ケアＩＣＴネットワ

ークについてお伺いいたします。我が国の６５歳

以上の人口は増加の一途をたどっており、高齢者

をサポートする医療、介護へのニーズはますます

高まっており、団塊の世代が６５歳以上になる２

０２５年を目標に各自治体において地域包括ケア

システムの構築が求められ、現在本市においては

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの構築に向け

整備が行われていますが、医療と介護を連携させ

る地域包括ケアＩＣＴシステムの整備状況及び今

後のスケジュールについてお伺いいたします。

次に、大項目の２、農業振興について２点お伺

いいたします。小項目の１、本年度の地域農業総

括と新年度の実証試験についてお伺いいたします。

本年度も融雪が順調に進み、春作業も順調にスタ

ートできたと思いますが、４月下旬の低温、人手

不足による作付減少、移植作業時期の降雨、収穫

期の降雨により影響が出た作物もあったと思いま

すが、本年度の地域農業を総括して農畜産物の状

況についてお伺いいたします。また、毎年の作物

状況等の評価も踏まえ、振興作物のさらなる収益

性の向上、農業経営の効率化等を図るため農業振

興センターにおいて継続した実証試験が行われて

いますが、試験結果の活用及び新年度の試験内容

についてお伺いいたします。

次に、小項目の２、人手確保対策についてお伺

いいたします。本年度は中国人技能実習生が入国

できない状況となり、作付への影響も考えられま

したが、上川総合振興局、北海道電力ネットワー

ク株式会社、日甜、ＪＡ、本市職員等の援農があ

り、おおむね計画どおり作付できたとお聞きしま

す。しかし、今後も人手確保については大きな課

題になると考えます。春作業の人手確保について

は、スマートフォンアプリを活用したバイト募集

やハローワークを通じた求人及び人材派遣会社の

活用等、ＪＡと各農業者の方々により様々な取組

がされていると思いますが、本年度同様人手確保

が厳しい状況となった場合の本市としての支援策

等お考えについてお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 遠藤

議員から２点にわたり御質問がございました。大

項目１は私から、大項目２は経済部長からそれぞ

れ答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

最初に、大項目１、高齢者福祉について、小項

目１、支援体制の整備等についてお答えいたしま

す。我が国の高齢化は加速しており、国立社会保

障・人口問題研究所の推計では令和７年以降に現

役世代の急減、令和２２年には高齢者人口がピー
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クとなり、以降減少に転じることが推計をされて

おります。本市の高齢者数は令和３年以降減少に

転じるものの、高齢者数における後期高齢者の占

める割合は上昇し、令和７年には６ ９％となる

見込みとなっており、介護サービス需要の増加、

多様化が想定をされます。このため、第７期計画

から引き続き地域包括ケアシステムの進化、推進

に向けて介護予防、健康づくり、認知症施策の推

進や令和７年及び令和２２年を見据えた介護サー

ビス基盤と介護人材の確保が重要になると考えて

おります。これらの課題に対応するため、これま

で介護保険事業の状況や地域特性を考慮し、令和

３年度から令和５年度の３年間を計画期間とする

名寄市第８期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の策定を現在進めているところでござい

ます。第８期計画における具体的な取組としまし

て、生活支援体制の整備では予防給付から地域支

援事業に移行しました訪問介護、通所介護につい

ては引き続き訪問型サービス、通所型サービス、

その他の生活支援サービスなどの実施や生活支援

コーディネーターによるサービス主体間との情報

共有、連携を図ってまいります。介護サービス基

盤の整備では、高齢者が住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう介護支援専門員をはじめ

医療機関や関係機関などとの連携や支援、介護相

談員等派遣事業による介護サービスの向上、介護

給付費等適正化事業による介護サービスの提供の

適正化を図ってまいります。喫緊の課題である介

護人材の確保、育成では介護を必要とする高齢者

の増加に対応できるよう国、道と連携をするとと

もに、介護人材就労定着支援事業の継続と制度内

容の精査を図ってまいります。あわせて、ＩＣＴ

等の活用により介護現場における業務効率化の取

組を強化することで介護職員の負担軽減が図れる

よう支援してまいります。高齢者の住まいでは、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続け

ることができる住まいの確保が課題であることか

ら、新たな低所得者の高齢者向けの住まいについ

て検討を進めてまいります。

最後に、災害対策では近年の全国的な風水害な

どの自然災害の影響による社会不安が増大してい

る中、災害の発生に備え、日頃から介護事業所、

防災担当部局等との連携により物資の備蓄、調達

状況の確認等を行ってまいります。また、感染症

対策では新型コロナウイルス感染症に対する不安

が続く中、より一層市民に対する感染症予防の推

進が必要であることから、引き続き高齢者の肺炎

球菌、インフルエンザ予防接種の実施に対する助

成を実施するとともに、新しい生活様式をはじめ

とした感染症対策などの情報発信に努めてまいり

ます。今後も高齢者が可能な限り住み慣れた地域

でその有する能力に応じて自立した日常生活を営

むことができるよう医療や介護、介護予防、住ま

い及び日常生活の支援が包括的に確保される地域

包括ケアシステムの進化、推進をしていくととも

に、高齢者が生きがいを持って安心して暮らせる

まちを目指す取組をさらに推進してまいります。

次に、小項目２、介護保険サービス以外のサー

ビス支援についてお答えをいたします。外出同行

に係る支援につきましては、市内の訪問介護の１

事業所と社会福祉協議会に属するボランティア団

体、ほのぼの倶楽部が実施しており、介護保険の

認定者以外の方でも同行支援が利用できることと

なっております。また、移送サービスにつきまし

ては、歩行が困難な重度な介護状態で一般の公共

交通機関を利用することが困難な方への支援とし

てリフト付ワゴン車を利用し、通院を支援する外

出支援サービス事業を社会福祉協議会に委託し、

実施をしております。免許証の返納につきまして

は、運転免許証自主返納者に対し ０００円分の

商品券と反射板などの交通事故防止グッズを贈呈

をしているところです。その際に移動が困難で生

活に支障があるような場合については、利用が可

能な介護サービス等を説明をしながら支援につな

げさせていただいております。全ての高齢者を対

象とした移送支援のサービスの実施については人
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的、財政的に厳しいと考えますが、地域的な問題

や経済的な問題等によって通院や買物などの外出

が困難になっている場合にはその都度相談を受け

ながら必要な支援につなげるよう進めてまいりま

す。

続きまして、小項目３、健康づくりと介護予防

の取組についてお答えいたします。現在市民が自

らの健康に関心を持ちながら自分に合った健康づ

くりに取り組めるよう各種検診の受診や様々な健

康増進活動への参加に対してマイレージを付与す

るなよろ健康マイレージ事業を実施しております。

平成２７年度から事業を開始し、参加者は徐々に

増加してきておりましたが、令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対策のため中止とした

ところです。第８期高齢者保健医療福祉計画にお

ける検討事項として、これまで継続して事業に参

加する方が少ないなどの課題もあるため取り組み

やすい内容にするなど事業内容の検討を始めます。

また、民間企業との連携なども視野に入れながら

効果的な事業実施につながる取組を進めてまいり

ます。また、これまで市では健康教室、健康相談、

介護予防教室などの高齢者の健康づくりや介護予

防の取組を進めてまいりましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため昨年の２月以降町内

会、行政などにおいて特に集団での活動を自粛す

る状況が続きました。その後、町内会や老人クラ

ブから道内の感染状況がある程度落ち着いてきた

ことにより健康教室や介護予防教室の開催の要望

があったため、新型コロナウイルスの感染防止を

配慮しながら開催をしてきております。本年度の

健康教室や介護予防教室の主な内容は、新型コロ

ナウイルス感染防止の方法、マスク着用に伴う脱

水症の予防、フレイル予防等の講話、また生活機

能改善機器を使用した介護予防教室では息が上が

らない軽めのプログラム内容を実施いたしました。

昨年の４月１日には国民健康保険法、高齢者の医

療の確保に関する法律及び介護保険法が改正され、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施が施

行されました。本市における一体的事業は、国保

高齢医療係、保健センター、高齢者支援課、地域

包括支援センターが連携をし、国保のデータベー

スシステムの健診や受診データと併せまして健康

相談、健康教室や介護予防教室の参加者へ後期高

齢者への質問票による調査を実施し、その結果か

ら糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者及び

フレイル予防対象者を把握し、それぞれ保健セン

ターと地域包括支援センターによる保健指導や支

援を展開しております。また、今年度開始されま

したＮスポ健康ステーション事業にも参加をし、

少人数に限定をしましたが、１０月と１月に介護

予防教室を２回実施をいたしました。その他、高

齢者が自宅で実践できるフレイル予防として、フ

レイル予防のレシピを紹介する記事、「楽食レシ

ピフレイルを予防しよう!」と運動を促す記事、

「Ｌｅｔ’ｓ楽トレ！おうちで体操リフレッシ

ュ」を広報なよろに令和２年４月号から毎月連載

をしております。今後も新型コロナウイルスの感

染を予防しながらの生活が続くことが予想されま

すが、高齢者や地域の皆様が健康づくりと介護予

防に取り組んで安心して暮らしていけるよう新し

い生活様式の実践例に沿った施策の充実や体制整

備に取り組んでまいります。

次に、小項目４、地域包括ケアＩＣＴネットワ

ークについてお答えいたします。本市では、地域

包括ケアシステム構築の方策の一つとして情報通

信技術、いわゆるＩＣＴの活用により患者情報を

医療と介護で共有化し、名寄市における医療介護

連携の促進や地域における包括的な医療、介護の

支援及びサービス提供体制づくりを推進すること

を目標とし、令和３年４月からの本格稼働を目指

し、名寄市医療介護連携ＩＣＴ事業に取り組んで

おります。現在の進捗状況ですが、昨年５月から

６月にかけて名寄市立総合病院をはじめとし、上

川北部医師会、調剤薬局、歯科医院の医療機関や

介護サービス事業所向けに事業の説明会を実施し

てきました。新型コロナウイルス感染症等の影響
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から予定より内示が遅れておりましたが、昨年１

０月２７日に北海道からの補助金交付の内示を受

け、１１月から事業発注に係る契約手続及びアド

バイザー事業の開始等、事業に着手をいたしまし

た。事業着手後はシステム導入に併せまして補助

採択ありましたアドバイザー事業を委託業者の専

門職からシステム立ち上げから運用に向けた助言、

指導を受けまして、市内医療機関や介護サービス

事業所、関係機関への説明会等を実施し、準備を

進めてまいりました。本年２月２日には、医療機

関や介護サービス事業所の代表者等を委員とする

名寄市医療介護連携ＩＣＴ協議会を設置し、４月

から稼働するネットワーク運用の検討を開始をい

たしました。２月１５日から医療機関や介護サー

ビス事業所へのシステムのセットアップと操作説

明を順次進めているところです。また、一部の医

療機関と居宅介護支援事業所や介護サービス事業

所において２月２２日より１か月間先行トライア

ルを開始したところです。今後のスケジュールと

しては、３月中旬に先行トライアルを通して運用

上の課題を把握し、３月下旬には参加事業所を対

象としたワークショップを開催して、効果的、効

率的なシステム運営の検討を行います。また、市

民への周知、利用者への参加説明と同意手続を順

次行いながら７月からの本格稼働を予定している

ところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業振興について、初めに小項目の１、本

年度の地域農業総括と新年度の実証試験について

申し上げます。

本年度の地域農業につきましては、コロナ禍に

おいて外国人技能実習生の受入れ断念やソバなど

における価格への影響などが見られたものの、生

産者の皆さんの営農努力をはじめ関係機関、団体

の御指導や民間の皆さんの御協力、さらにはおお

むね天候にも恵まれ、実りの多い年であったと受

け止めています。中でも水稲は農林水産省の作況

指数が１０７の良となり、ＪＡのモチ米出荷数量

につきましては過去最高となりました。畑作物の

収穫量も全般的によく、成果物についてはスイー

トコーンが品質、価格ともによい結果となりまし

た。畜産については乳価、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るなどおおむ

ね全ての農畜産物がそろって好調の中で１年を終

えることができたと考えているところであります。

次に、農業振興センターにおける実証試験につ

いてでありますが、継続試験を中心にグリーンア

スパラ、カボチャ、大豆の品種比較試験、新たな

資材の効果測定試験、水稲における省力化技術の

地域適性試験、人工衛星を用いた生育状況調査な

ど実施してまいりました。新たな資材の効果測定

試験では、小麦における施肥法比較におきまして

増収効果や追肥作業の省力化を図る効果などが確

認をされたところであります。水稲における省力

化技術の地域適性試験として取り組みました疎植

栽培につきましては、収量の減少が伴うことから、

導入に当たっては十分な検討が必要な技術である

ことが明らかとなりました。また、人工衛星を用

いた生育状況調査では、大豆の生育に地域間で差

が生じていることが分かり、肥培管理による収穫

時期の調整、適期収穫に向けて今後関係機関と連

携し、栽培技術講習会を開催することとしており

ます。令和３年度の実証試験といたしましては、

今年度の検証を踏まえ、農業者の現地圃場を含め

た大豆の品種及び栽培方法の比較試験をはじめ、

薬用作物でありますカノコソウの病害虫対策、培

養苗の育成試験、また省力化栽培や資材の効果測

定試験など、これまでの試験精度を高めるため継

続して取り組んでまいります。また、実証試験以

外の取組では、これまで実施をしてきました土壌

診断結果から作物ごとの土壌傾向や肥料成分の働

きなどをまとめました「土壌診断によるバランス

のとれた土づくり」と題した冊子を作成しており、
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今後の土壌診断の推進と診断結果の有効活用に向

けて活用してまいります。今後とも地域農業に必

要な栽培技術の向上と普及に向けて農業振興セン

ターを核にＪＡ、農業改良普及センターなど関係

機関、団体と連携しながら試験研究に取り組み、

生産者への的確な情報提供と指導に努めてまいり

ます。

次に、小項目の２、人手確保対策について申し

上げます。本市における人材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は

じめ、本年度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

穫作業におきましては受入れ農家１０戸に３６人

の学生が参加をし、農業を学び、地域に貢献する

とともに、学生と農村との新たな交流も生まれて

きております。また、今年度ＪＡにおいて新たに

取組を開始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におきましては、農

業者８件、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に今後の拡大、定着が期待

をされるところであります。新年度の取組につき

ましては、地域に定着してまいりました市立大学

生による農作業従事や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などを中心としＪ

Ａと連携し、役割を分担しながら取組を進めてま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御丁寧な御答

弁いただきましたが、何点か質問をさせていただ

きます。

まず、高齢者福祉についてからお伺いをいたし

ます。小項目の１の今後の支援体制の整備等につ

いては、今後の進め方についてはおおむね理解を

させていただきました。今後本市においても単身

や夫婦のみの高齢世帯、認知症高齢者、老老介護、

介護ニーズが高い後期高齢者の増加も見込まれ、

また総人口の減少とともに生産年齢人口の減少も

見込まれているわけですから、やはり先ほどの御

答弁にもありました生活支援体制、介護サービス

基盤の整備であったり、また介護人材の確保、育

成、ニーズに合った高齢者向け住宅の確保、コロ

ナ禍においても災害時にもサービスが継続できる

災害、感染症に関わる整備等々、計画的に本当に

整備しなければならないことはたくさんあるとい

うふうに思います。時間があるようでそんなに余

裕はないのかなというふうに私は感じております

ので、市民の皆様の声をしっかりと受け止めた事

業となるよう市民への周知を含め、計画的にぜひ

進めていただきたいというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

次に、介護保険サービス以外のサービス支援に

ついてですが、今後のお考えについては分かりま

した。本市において高齢者数については令和３年、

２０２１年以降ですか、減少に転じる推計となっ

ていると思いますけれども、独り暮らしの高齢者

及び夫婦のみで暮らす高齢者については増加傾向

にもあることから、今後高齢者数における後期高

齢者の占める割合というものは上昇していくもの

と見込まれていると思います。そういうところで

移動手段となる交通手段、交通の確保の部分につ

いては早めに対応をしていくべきではないかなと

いうふうに考えるところです。本市は障がい者福

祉において名寄市内に居住し、在宅で生活をして

いる方で身体障害者手帳１級、または２級を所持

している方とか、視覚、体幹、下肢、または腎臓

機能障がい等で身体障害者手帳の３級を所持して

いる方、療育手帳のＡ判定を所持している方を対

象として病院等へ通院するための負担軽減を目的

としたハイヤー料金助成がありますけれども、今

後は高齢者福祉においても外出支援サービスや移

送サービスの対象外となっている市内に居住をし

て在宅で生活をされている方で、要介護、要支援

の認定を受けている独り暮らしの高齢者であった

り、夫婦のみで暮らす高齢者の方へも病院等へ通
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院するための負担軽減策としてハイヤー料金の助

成をと考えるところですけれども、御見解をお伺

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 高齢

者に対する、通院に対する等の助成ということで

御質問いただきました。御質問の中に障がい者、

それから障がい児のハイヤー料金助成については

現在通院等のために要するハイヤー料金の一部を

助成している事業でございまして、対象者につい

ては一定の基準を設けて実施をしている事業とな

っております。この事業の対象者につきましては

６９４人いらっしゃって、そのうちの４７２人が

６５歳以上の高齢者ということで、全体の６８％

となっております。また、実際の利用につきまし

ては６５歳以上の方が約７８％と多くの高齢者に

利用いただいているところでございます。議員お

っしゃられるとおり、高齢者の足の確保は非常に

大きな課題ということで、計画の中でも大きな課

題の一つということにしておりまして、現在の市

内の公共交通の実情も踏まえながら今後の移動手

段、持続的な確保というところではそのための手

法については検討していかなければならないとい

うふうに考えております。先ほどの答弁にもさせ

ていただきましたが、今後につきましても歩行が

困難であったり、身体に支障があったりとか、ま

た経済的に不安がある方についてはこれまでも随

時相談いただきながら必要な支援につながるよう

努めてきておりますので、現行の支援とサービス

について御理解を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） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 前向きな答弁だったと

いうふうに理解はさせていただきますけれども、

現在名寄市があるというのは様々な面で名寄市の

ために御尽力をされてきた高齢者の方々のおかげ

であり、今こそやっぱり恩返しを含め対策をしっ

かりと考える時期ではないかというふうに私は思

うところであります。高齢者の方々が安心して暮

らしていく上でもやはり便利な交通手段の形づく

りというのは重要であるというふうに考えますの

で、まずはその第一歩となるような取組をしてい

ただくことをちょっと要望いたします。

次に、健康づくりと介護予防の取組についてで

すけれども、コロナ禍において様々な制限を受け、

取り組めなかった部分も多々あるとは思います。

また、高齢者の方には町内会等の活動をはじめ行

動等にも制限を受け、今だったら、特に冬期間に

ついては積雪や気候の影響等により外へ出る機会

も減少し、本当に我慢をされているのが高齢の皆

様でないかというふうに私思っているところです。

高齢の方が住み慣れたまちで、住み慣れた地域で

暮らし続けるためにも疾病予防、介護予防、フレ

イル対策、認知症予防というのが重要であるとい

うふうには思います。国としても健康寿命延伸プ

ランや健康日本２１（第二次）の推進、市町村に

おける高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施を推進するとしておりますけれども、本市にお

いては第８期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の中で高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施についてもされているというところで

すので、疾病、介護、認知症予防につながる取組

になることをぜひ期待しております。

また、健康相談、健康教育については、やはり

新型コロナ影響により実施できなかった時期もあ

ったと思いますけれども、また町内会、老人クラ

ブ等からの要望があって、やられているというこ

とですので、引き続きなよろ健康マイレージ事業、

これ知らないという方も中には結構いますので、

そういったところの市民周知を含めて、さらに町

内会、そういった老人クラブ等とも連携をして、

健康づくりと介護予防につながる取組となるよう

よろしくお願いをしたいというふうに思います。

次、地域包括ケアＩＣＴネットワークについて
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ですけれども、現在の整備状況、今後のスケジュ

ール等については分かりました。名寄市地域包括

ケアＩＣＴネットワークは、医療と介護が連携す

ることによって１つのチームとなって支え、高齢

者が住み慣れた地域で安心して生活できる取組で

あるというふうには思いますけれども、やはりこ

れは本人だけではなくて、家族にも安心してもら

える取組でなければならないと考えるところであ

ります。本市において高齢独居世帯、高齢夫婦世

帯が増加傾向にあることからもその御家族につい

ては市外や遠方に居住されている方も多くいると

思います。特に遠方に居住する家族にも安心でき

る取組でなければならないというふうに考えます。

地域包括ケアＩＣＴネットワークが構築されれば、

家族との連携の部分で遠方にいる家族に対しても

親がどんな様子でどんなケアを受けているかをス

マートフォン等で確認することも可能であるとい

うふうに思うのですけれども、遠方に居住する家

族との連携の部分についてのお考えをお伺いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） ＩＣ

Ｔネットワークのことで再質問いただきました。

先ほども説明させていただきましたが、本年４月

から稼働開始しますけれども、まず最初にこのネ

ットワークに参加をしていただいて、徐々に申込

者数は増えていくかなというふうに考えておりま

す。まず、ＩＣＴを活用した本来行う医療と、そ

れから介護の連携の動向を見ながら今後のシステ

ムの更新、それから修正、それと参加事業所の拡

大などの検討を進めていきたいというふうに考え

ております。

御質問ありました遠方にいる御家族の方とかと

のそういったものへの活用ということですが、本

人や家族、それから離れている方に対してのスマ

ートフォンによるシステムの活用については技術

的には可能というふうに考えておりますので、今

後のこのネットワークの経過を見ながら検討して

いきたいと考えておりますので、御理解いただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） まずは本年の４月から

運用されるということで、最終的にぜひ遠方にい

る御家族の方には見えるネットワークづくりとな

るような取組になることをお願いをいたしたいと

思います。今後もワクチン接種ですとかコロナ感

染症対策も続くと思うのですけれども、高齢者施

策の将来ビジョンの基本目標にも掲げられており

ます市民みんなが安心して暮らせるまちづくりを

目指して、これ会派としても市長へ要望させてい

ただきますけれども、第８期高齢者保健医療福祉

計画・介護保険事業計画の具現化に向けて、また

地域共生社会の実現に向けた体制づくりに努めら

れ、市民にも分かりやすく周知されることを要望

して、高齢者福祉の部分については終わらせてい

ただきます。

次に、本年度の地域農業総括と新年度実証試験

についてですけれども、本年度の地域農業総括に

ついては名寄市の農畜産物は全般的によい年だっ

たということであり、本当に今年度も多くの地場

産物をおいしくいただくことができました。まず、

生産者の皆様はじめ御協力等をいただいた皆様に

感謝を申し上げたいと思います。御答弁では、本

年度はおおむね天候にも恵まれ、実りある、実り

の多い年だったということですけれども、その一

部には気候や様々な要因によって影響が出た作物

もあったと思います。また、農業振興センターに

おいても継続試験を中心とした各種試験、調査に

よって効果や課題も見えたと思います。新年度に

おいては今年度の検証を踏まえ、大豆の品種及び

栽培方法の比較試験をはじめ薬用植物、カノコソ

ウの病虫害対策、培養した苗の育成試験、地域農

業に必要な栽培技術の向上と普及に向けた省力化

栽培や資材の効果測定試験等されるということで
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したので、地域農業のさらなる発展につながるこ

とを期待しております。また、土壌診断結果をま

とめた冊子を作成されたということでもありまし

たので、農業者の皆様に配付をすることによって

土壌診断結果の有効活用、今後の土壌診断の推進

につながるというふうにも思いますので、併せて

期待をしております。

次に、人手確保対策についてですが、ＪＡさん

と連携をして、役割分担しながら取り組まれると

いうことでしたので、その部分についてよろしく

お願いをしたいというふうに思います。新年度も

本年度同様の援農があればいいのですけれども、

外国人技能実習生の受入れについては不透明であ

り、先ほどの御答弁にもありましたが、市立大学

生の協力であったり、スマートフォンアプリの活

用によって市内及び近郊からは一定程度の人手確

保はされているということですけれども、今後は

新たな形での人手確保、道内、さらには道外から

の長期アルバイトの募集をしてはと考えるところ

です。新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまし

て解雇や雇い止めが全国で８万人に達し、道内で

も ０００人以上が職を失っているという状況で

あります。地方に目が向けられている今、中には

農業に興味を持ち、きっかけを待っている方もい

るのではないかというふうに私思っているところ

です。今そういった方を受け入れるチャンスでも

あるというふうに考えます。そのためにはやはり

住居等、受皿の部分ですけれども、特に生活環境、

通信環境を含め不便を感じない現代のニーズに合

った環境、そういったもの整えた状態で募集をし、

当初は長期アルバイトで来ていただき、さらに気

に入った、さらに興味を持っていただいた方には

地域おこし協力隊、農業支援へとつなげることも

可能ではないかというふうに考えるところですけ

れども、御見解をお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 新たな労働力確保と

して、道内外から長期のアルバイトなんかの活用

もいかがでしょうかということと併せて、そうい

った体験を通じながら本市への新規就農に向けて

の誘導もどうかという、そういった面からの御提

言であったというふうに思いますので、貴重な提

言としてまずは受け止めさせていただきたいと思

います。

実は先ほど紹介したスマートフォンアプリを活

用してのアルバイトの関係でした。今年度初めて

の取組というのもあって、実際に雇用側で求人を

した方については春先の作業に限られたというの

が一つ課題としてありました。例えば申し上げる

と、ユリネの植付けの関係、あるいは水稲では田

植時の苗運び、あるいは田植の補助、あるいはア

スパラの収穫、スイートコーンの苗植えですとか

カボチャの苗植えということで、春作業に限られ

たということですので、まずニーズとして長期の

アルバイトというのがあるかどうかというのが一

つ課題としてまだ分からないところでありますけ

れども、これを通じて我々が受け止めたのは結構

道内の幅広い地域からこれを求めて、職を求めて

こられたということで、遠く釧路のほうからも、

あるいは帯広のほうからもあったということであ

りますので、そういったニーズはあるのだなとい

うことを受け止めさせていただきました。ただ、

これが潜在的なニーズなのか、コロナ禍による一

過性のものなのか、ここはしっかりと見極めなけ

ればいけないと思いますので、今年の実施に当た

ってその辺も状況を把握できないかどうか、これ

は農協とも少し打合せをして、実態把握などもさ

せていただきたいなというふうに思っています。

次に、ただ不足する労働力を確保する手とする

とこのアプリなど議員が言われたような道内広く、

あるいは道外からも視野に入るのかもしれません

けれども、そういったものを視野に入れながら続

けさせていただきたいというふうに思っておりま

す。これらの方を新規就農に向ける方策として、

居住環境なども整えながら受け入れるべきではな

いかという御提案がもう一点ありました。ここに
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ついては居住環境を整えるべきだというふうに思

いますが、ただ実際に研修生を前提として、新規

就農を前提とした研修として受ける場合について

は、これはある意味で行政の役割としてそういっ

たところの整備も必要かと思いますけれども、他

産業も含めて雇用主と働く側という関係の中でい

きますと、行政がどこまで立ち入るべきなのかと

いうところもあると思いますので、ここは状況を

踏まえながら考えていかなければいけないのだと

思います。ただ、議員が言われたように、労働力

の確保については多様な視点から今後も方策を求

めていく必要があると思いますし、今も民間サイ

ドで課題になっているのは外国人の技能実習生な

どをはじめ、その方たちの居住環境をどうするか

というのは農協を通じて我々にも要望が来ており

ますので、ここは農協などとも力を合わせながら

今後の在り方について検討させていただきたいと

思っておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 様々な課題があって、

これは行政だけではなく、ＪＡさんと協働して、

農業者の皆さんの意見もしっかりと聞いていただ

きながらやらなければなかなか進むことはないと

思うのですけれども、やはりそういった様々な課

題はあると思うのですけれども、そういった受皿

の部分ですか、それしっかり整えておいておけば、

整えた状態で募集すれば来てくださる方というの

ですか、いると思います。これは、たまたま長期

アルバイトからさらに興味を持たれた方は地域お

こし協力隊、農業支援員へというふうに申し上げ

ましたけれども、またさらにはそういった長期ア

ルバイトで来てくださった方が名寄の地域性です

か、気に入ってもらって、名寄に住みたいなとい

うふうに思えた方がいれば、またハローワークと

の連携等によって就職のあっせんをするなど移住

定住へつなげることも可能ではないかというふう

に私考えているところなのです。さらに、今一定

期間地域に滞在をして、アルバイトで生活をする

といったスタイルを望むニーズというものはある

と思います。他市町村でもたしか事例があるとい

うふうにお聞きしますけれども、そういったこと

からも他業種へも広げていくことも可能ではない

かというふうに私考えるところです。今回農業で

の長期アルバイト募集という形で提案をさせてい

ただきましたので、この部分について御答弁は求

めませんけれども、今地方が本当注目されている

というところで今がチャンスだと思います。いろ

んな形でやることによって、そのためにも住居等

受入れの部分というのは非常に大事ではないかな

と思うのですけれども、いきなり来て、住まいが

なければそこで働けないわけですから、それが環

境の、今どきＷi―Ｆiがないところは多分誰も来

てくれません。そういった通信環境をしっかり整

えた住居等の受入れの部分の整備をされた上で募

集をしていただければ、様々な形での人手確保、

さらには移住定住につなげる一つの策になるとい

うふうにも思いますので、ぜひ検討していただき

たいなというふうに要望いたします。

最後になりますけれども、新型コロナの影響に

よる対策、支援については迅速、的確に経済政策

をはじめ様々な分野において現在も行っています

けれども、引き続きコロナ禍においてやはり全市

民が名寄市に住んでいて本当によかったと思って

もらえるような、まだまだ見えづらい部分の支援

ですか、対策、その辺もお願いをして、質問を終

わりたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新たな経済活動へ向けた取組について外１件を、
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今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長からの御指名であ

りますので、通告順に従い、順次質問を行います。

大項目１、新たな経済活動へ向けた取組につい

てお伺いをいたします。昨年のコロナ禍にあって

も名寄市の基幹産業である農業は堅調に推移をし、

ＪＡによる取扱高は過去最高の９２億円を超える

と推測をしております。各農業者にとってもよい

年であったなと感じています。その一方、市内経

済は依然として厳しい状況が続いております。名

寄市内においても経済格差の拡大があると認識を

しているところでありますが、行政として経営支

援対策、あるいは学生への給付をはじめ多くの施

策を打ち出すことで市内経済、市民生活の下支え

を行ってまいりました。このことは広く市民に理

解をされており、特に影響の大きな業種の方々か

ら感謝の声を聞く場面が多くあることをこの場で

申し添えておきます。新北海道スタイルもすっか

り定着をし、リモートワークやオンライン会議が

普及した現在、人や物の流れ、お金の流れ、働き

方や生活習慣全てにおいてコロナ禍以前から大き

く変化をしました。このことは、これまで以上に

将来予測や長期的な計画立案が難しくなったこと

と直結すると考えております。今後ワクチン接種

が始まることで一連のコロナ対策についても一段

落つくように感じられることから、改めてアフタ

ーコロナ、ウィズコロナの名寄市を見据え、質問

を行います。

小項目の１、中小企業振興条例に基づく店舗支

援事業等についてお伺いいたします。さきに述べ

たように、昨年度は農業者のように堅調な業種も

ある反面、飲食関係に代表する経営悪化した業種

もあることから、税収への影響は避けられないと

考えております。その中にあって、市が行ってお

ります経済対策でもある名寄市中小企業振興条例

に基づく店舗支援事業は多くの利用があり、コロ

ナ禍にあっても前向きな投資を行う事業者が一定

数あることは非常に明るい材料だと考えておりま

す。経済効果の長期的な循環が期待されることか

ら、大変重要な施策でもあると考えております。

さらなる経済活動の発展を踏まえ、当該事業の利

用実績と効果についてお伺いいたします。

小項目２、企業版ふるさと納税についてお伺い

いたします。信金中央金庫の事業として地方創生

応援税制における寄附、いわゆる企業版ふるさと

納税として ０００万円の応援をいただきました。

名寄市が推進をしている再生可能エネルギーによ

るまちの活力アップ事業への支援であることから、

物流拠点への推進が期待をされております。今後

の取組についてお知らせください。

小項目３、名寄高校駅に伴う各種計画の見直し

についてお伺いいたします。公共交通機関の利用

拠点でもあるＪＲ駅が移設をされ、市街地の近傍

となることは学生に限らず、一般市民にとっても

大きな利点となり、名寄高校の近郊を含め徳田地

区における将来性が大きく変化する可能性を秘め

ていると考えております。しかしながら、名寄市

の総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、

立地適正化計画といった名寄市の骨格をなす各計

画はもとより、名寄市地域公共交通網形成計画に

おいても明記をされておりません。当然今後は新

駅の利用促進に向けた取組などの施策展開を行う

ものと考えておりますが、計画の見直しについて

名寄市のお考えをお伺いいたします。

大項目２、より一層の強固な農業経営環境の構

築へ向けた取組についてお伺いいたします。小項

目１、有害鳥獣対策について質問いたします。昨

年大豊作の陰で山間部を中心にエゾシカの被害が

多発をしました。予防策として地元猟友会による

駆除が行われておりますが、さらなる被害軽減へ

向け個人だけではなく、地域全体の圃場へ侵入を

阻害する電気放牧柵の設置について提案をいたし

ます。現在中山間地域等直接支払制度による補助

はありますが、個人での導入及び施工となること

から、地域全体でエゾシカの侵入を阻む体制づく

りが必要ではないかと考えております。名寄市の
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有害鳥獣対策の現状と課題についてお伺いいたし

ます。

小項目２、土壌診断についてお伺いいたします。

農業振興センターで行っている土壌診断は、簡易

なｐＨ、ＥＣ測定からより専門的な微量要素の診

断まで細かい測定が可能となっております。昨年

の水稲作況指数は名寄市で１０７と近年まれに見

る大豊作ではありましたが、やはり天候に左右さ

れる部分が非常に多く、今後さらなる温暖化、そ

れに伴う集中豪雨、あるいは異常高温についても

対処することが求められてまいります。現在の取

組についてお伺いいたします。

小項目３、国のコロナウイルス感染症対策支援

事業の活用についてお伺いいたします。昨年施行

されましたコロナウイルスの影響で減収をした農

業者に対し行われた国の施策では、交付金を活用

し、次年度以降の作業機械や資材への投資の補助

が可能となるなど柔軟な運用となった経過があり

ます。先日の常任委員会で報告がありましたが、

一次申請と二次申請合わせて１７２件、１９１戸

の利用があり、その決定額は１億 ２１２万円と

なっております。この補助金は、さきにも述べた

ように、機械や資材の投資、すなわち新しく導入

する技術体系への助成とみなすことができます。

ここから農業者が今後はどの分野にどの程度の投

資を行うのか、どの作目、あるいは作柄、あるい

は技術が今後必要とされているのかがある程度予

測が可能であると。そして、今後の農業施策の策

定に当たり参考とすることが必要かと考えており

ます。同事業の実施状況についてお伺いをいたし

ます。

今回大項目２点にわたり質問を行いましたが、

根底には市内経済を効率よく循環させることで市

民生活全体への寄与すること、そして名寄市の独

自財源の増加へ向けた取組を強化すること、この

２点が今後の市政運営に大きく寄与するとの考え

からお伺いをするものであります。市内交流人口

の増加はもちろん、利益のあった企業や人から市

内へのトリクルダウンを誘導する、端的に申し上

げると少しでももうかった人や企業のひもを緩め

させる施策を打ち出すことで一刻も早くこのつら

い状況を皆で乗り越えられるように期待をして、

壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今村議員から大

項目で２点にわたり御質問をいただきました。大

項目１、小項目１については私から、大項目１、

小項目２及び３については総合政策部長から、大

項目２については経済部長からそれぞれお答えい

たします。

まず、大項目１、新たな経済活動へ向けた取組

について、小項目１、中小企業振興条例に基づく

店舗支援事業等についてお答えいたします。当該

事業については、新型コロナウイルス感染症に対

する経済対策の一つとして昨年６月に名寄市中小

企業振興条例施行規則を一部改正し、補助基準の

拡充、緩和を行いました。これは、新型コロナウ

イルス感染症の影響による厳しい経済状況におい

て中小企業の積極的な投資を後押しし、地域経済

の持続を図ろうとするものです。改正内容は、新

型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込

まれる令和２年度の特例として補助率のかさ上げ、

補助限度額の引上げ、下限事業費の引下げを実施

しております。名寄市ホームページ、名寄商工会

議所及び風連商工会から各会員へのお知らせ、地

元新聞社による報道などにより市内事業者へ周知

を図るとともに、昨年８月に事業者及び施工業者

向けの説明会を開催し、事業概要や改正ポイント、

申請手続などを説明いたしました。２月末日時点

での補助金の申請状況について、中心市街地近代

化事業、申請件数４０件、交付決定額１億 ８８

４万 ０００円、店舗支援事業、申請件数８９件、

交付決定額 ７５６万 ０００円、創業支援事業、

申請件数１３件、交付決定額 ５９８万 ０００

円となっております。具体的な改修事例として、

店舗入り口のドアを非接触の自動ドアに変更、手
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洗い場の蛇口を自動水栓化し、センサー式蛇口に

改修、壁紙や床板に抗ウイルス、抗菌加工を施す

などウィズコロナ、アフターコロナを見据えた改

修が目立っており、市内店舗の新型コロナウイル

ス感染症の感染予防対策が着実に進んでいること

がうかがえます。また、多くの事業者に活用いた

だいている状況から、経営意欲の向上につながっ

ており、ひいては雇用の維持に寄与しているもの

と考えます。閉塞感漂うコロナ禍において市内事

業者の設備投資ニーズに応える事業として好評を

得るとともに、事業を請け負う市内施工業者から

も高い評価をいただいているところでございます。

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

１、新たな経済活動へ向けた取組について、小項

目２、企業版ふるさと納税について申し上げます。

議員からお話ありました信金中央金庫による企

業版ふるさと納税につきましては、信金本店が所

在する地方自治体が申請可能という事業であった

ことから、昨年末申請をさせていただきました。

再生可能エネルギーへフォーカスした取組で、全

国的にも珍しい事業内容となっていたこともあり、

上限額いっぱいの認定を受けることができました。

地球温暖化対策は国としても喫緊の課題であり、

各産業ごとでは知恵を出し合い、世界へ貢献すべ

く努力を重ねていることと思います。今回は道北

の課題である持続可能な物流の構築に資する取組

としてエネルギー転換の実証試験を行うものとな

っており、物流の幹線輸送で使われている冷凍、

冷蔵ボックスの充電を太陽光発電によるエネルギ

ーへ転換が可能か、名寄が充電拠点となり得るこ

とができるかを確認させていただこうと考えてお

ります。現在市内事業者との連携など打合せを始

めておりますので、今後事業設計ができましたら

お知らせしていければと考えております。その他

事業などへの企業版ふるさと納税の活用につきま

しては、対象事業が名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略へ掲載された考えに資する取組が対象

となっており、有効な財源として企業側との調整

が整えば取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、名寄高校駅の設置に伴う各種

計画の見直しについて申し上げます。令和３年度

に設置工事に着手する名寄高校駅ですが、通学さ

れる生徒の皆さんにはかなりの利便性向上になる

と考えております。また、ＪＲ北海道と連携した

利用促進に資する取組として次期宗谷線アクショ

ンプランにも掲載する予定となっており、国にお

いて地域の主体的な取組として評価されることと

思います。総合計画を最上位計画とする各計画に

つきましては、昨年末議員協議会で報告をさせて

いただきました総合計画中期実施計画の見直しの

中で主要施策、地域公共交通の取組の中に名寄高

校駅設置事業を追加させていただきました。計画

の中に直接書き込む想定はしておらず、あくまで

も計画の具現化へ向けて取り組む実施計画事業と

して位置づけておりますので、御理解いただけれ

ばと思います。新駅の利用促進に向けた取組につ

きましては、駅名からも分かるように目の前が大

切な地元高校でありますので、高校の魅力の一つ

として活用いただくなど地域、圏域から愛される

高校になっていただけたらと思いますし、生徒に

大切にされる駅となるよう維持管理も含め高校と

連携してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、強固な農業経営環境の構築へ向けた取組に

ついて、初めに、小項目の１、有害鳥獣対策につ

いて申し上げます。

本市の有害鳥獣による農業被害につきましては、

エゾシカやアライグマによる食害が主であり、Ｊ

Ａの調査によりますと令和元年度の被害額は約７

７０万円と推計され、過去５か年の平均被害額、

約９１０万円と比べ減少となっております。本市
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における農作物の被害防止対策といたしましては、

名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会におきま

して猟友会の協力の下、エゾシカ、キツネ、アラ

イグマを対象に捕獲、駆除を実施しております。

これに加えて、農業者による自主的な被害防止対

策といたしまして電気柵による有害鳥獣の農地へ

の侵入防止や箱わなによるアライグマの捕獲が取

り組まれており、これら全市的な取組が農業被害

の減少に結びついているものと受け止めてござい

ます。電気柵設置への支援につきましては、中山

間地域等直接支払制度交付金を活用し、名寄地域、

風連地域、それぞれの協議会事業として取り組ま

れており、電気柵設置に必要な資材購入経費に対

し２分の１以内の支援となっております。近年の

設置状況につきましては、平成１９年度には両協

議会合わせまして５１件、総延長で約６９キロの

新規設置がございましたが、令和２年度では６件

で総延長約６キロと大きく減少する一方で、更新

が８件、総延長約６キロとなっており、これまで

の事業を通じて一定の整備が進み、更新期を迎え

ていると考えられます。

議員から御提案のありました電気柵の共同設置

についてでありますが、設置者の合意形成など前

提となる条件も想定されますが、個々に整備する

よりも低コストで広範囲をカバーすることにつな

がるものと考えられ、未設置の農地や電気柵の更

新時期を迎える地域も少なくないことから、今後

の被害防止策の有効な手段の一つとして受け止め

たいと考えております。なお、先ほど申し上げま

したように、電気柵への支援事業につきましては

中山間事業を活用した名寄、風連地域協議会によ

る取組でありますので、今後地域からの御相談や

会議の機会などを通じまして情報提供を図ってま

いりたいと考えております。

次に、小項目の２、土壌診断について申し上げ

ます。農作物の安定生産と品質の向上には土作り

と適切な肥培管理が重要であります。特に気象変

動の激しい近年は作物への影響も大きく、圃場間

での収量、品質差も見られますことから、天候不

順の影響を制限するため地力の増進は欠かせない

ものであります。作物に適した土壌条件をつくる

ためには輪作体系の構築や排水対策などの取組に

加えまして、土壌の現状把握と適正施肥に取り組

む必要があることから、農業振興センターにおき

まして土壌診断と診断結果に基づく施肥設計、指

導を実施しているところであります。これまでの

利用実績といたしましては、令和元年度の利用農

業者数が１８１人で微減傾向にあるものの、診断

件数は年間約 ７００件で横ばいとなっておりま

す。しかし、利用農業者数は全体の約４割程度で

あること、作物や地域別の利用割合にも偏りがあ

りますことから、利用者の拡大、土壌診断の定着

が課題となっております。また、これまで蓄積さ

れた土壌診断結果から土壌に含まれる肥料成分に

偏りがあることが分かり、作物に必要な成分とこ

れまで施肥されてきた肥料の成分や量がかみ合っ

ておらず、土壌中に含まれる成分に過不足が生じ

ている状況も明らかになっております。こうした

状況を踏まえまして、本年度過去５年間の土壌診

断結果を基に作物ごとに整理した土壌の傾向とと

もに肥料成分の有効な働きと欠乏状況、過剰状況

の説明、各作物の要素障害の写真やイラストを載

せた冊子を作成し、本年２月に各農業者へ配付を

し、土壌診断の普及、定着と利用促進に取り組ん

でいるところでございます。今後も講習会の開催

や各生産部会における研修会などの機会を通じ情

報提供に取り組むとともに、生産者からの御相談

や指導において土壌診断の有効活用を促し、一層

の安定生産を図ってまいります。

次に、小項目の３、国のコロナウイルス感染症

対策支援事業の活用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し

て、感染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

支援する高収益作物次期作支援交付金が国の第一
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次、第二次補正予算に伴い講じられ、当地域にお

きましても事業の要件に沿った設備、機械の導入

などが取り組まれております。このうち事業の継

続、転換のための機械、設備などの導入を目的と

する経営継続補助金では、申請件数１７２件のう

ちドローンや自動操舵装置などスマート農業関連

機器の導入が４６件で全体の約２７％、営農の継

続に必要な移植や耕起、選果などの作業機が９８

件で約５９％、フォークリフト、トラックなど運

搬作業機が２７件で約１６％となり、省力化やス

マート農業に向けた機器導入の動きが進んでいる

状況ということがうかがえます。また、この事業

では複数農家による共同申請が可能でありまして、

１０件の共同申請のうち７件がドローンを導入し

ており、共同化により作業が限られる機器の利用

効率を高め、導入経費の軽減を図る取組も見られ

ました。今後も農業者における作業機械、設備の

ニーズを把握し、国の支援制度などの情報収集と

提供を通じて農業者の負担軽減に努めてまいりま

す。また、多くの生産者が取り組んだ今回の事業

をはじめといたしまして、各種事業などにおける

生産者の皆さんの意向や平時からの相談や対応、

会議などの機会を通じて得る情報などを併せまし

て今後の農業施策に反映してまいりたいと考えて

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） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 御丁寧な答弁をいただ

いたと思っております。順次再質問させていただ

きます。

まず、大項目の１番、中小企業振興条例に基づ

く店舗支援について御説明がありました。かなり

の件数の利用があったということで、特に入り口

のドアですとかセンサー式の水道というような本

当にコロナウイルスの対策という部分にもそぐう

内容で取り組まれているのかなというふうに思い

ます。ハード面についてはこれである程度整備が

可能かと思いますが、ソフト面、例えば誰かが何

か行うといったようなコロナウイルス対策に係る

ような取組についても今後補助を行うのかどうか

という点についてお考えをお伺いいたしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今回の中小企業

振興条例施行規則の改正の際ですけれども、先ほ

ど例示をさせていただいた３つのハード事業であ

りますが、そのほかにソフト事業であります街な

かにぎわい事業、これは商店街の活性化を推進す

るためのものですけれども、これについても補助

率のかさ上げというものを実施させていただいて

おりました。これを既に活用していただいており

まして、具体的な活用の事例といたしましては名

寄地区、風連地区の飲食店が実施した新北海道ス

タイルの徹底や消毒液の設置などの感染予防対策

への取組ですとか、風連地区飲食店の新規開発メ

ニューなどをタクシーで自宅や職場に届ける風連

出前館などのソフト事業についても支援をしてお

りまして、コロナ禍を乗り越えようとする地域自

らの発案によるこうした取組については大変心強

く感じているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） こちらがといいましょ

うか、この施策の中である程度想定していない、

かつそれでも効果的な経済対策という部分につい

ても広く支援をされているなという印象があるよ

うに思います。中小企業というのは、本当に名寄

市の根幹をなす経済構造の一部であると考えてお

ります。先ほどの壇上でも申し上げましたが、こ

の中小企業がしっかりもうけるというところを重

点的に執り行っていただくことというのが今後経

済対策の一つの軸になるというふうに強く考えて

おります。またさらに、今後の展望といいましょ

うか、このコロナウイルス、今コロナウイルスだ

けに対策をしているだけではないですけれども、

コロナウイルスの拡大を防ぎながら経済を今生き

残らせようとしている対策というのが主なのかな
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と思いますが、そうではなく、さらにもう一つ、

コロナが終わってからさらにＶ字回復を目指すよ

うな、そういう対策についてお考えがあれば、お

伺いをしたいと思います。

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） 現在コロナの影

響が長期化している状況で、先が見通せない状況

にあります。ただ、議員おっしゃるとおり、真の

意味での経済の活性化のためには感染防止対策を

徹底した上で地域経済を回すために必要な施策に

取り組むことが重要だと考えております。まさに

そうした意味では、この中小企業振興条例に基づ

く補助事業というのは地域経済を回すという意味

での施策だと思っております。ただ、先ほど答弁

させていただきましたが、これは令和２年度の限

定した限定的な措置となっております。一方で、

名寄市の商工業振興に係る基本計画を今策定して

いる最中で、これに併せまして施行規則のいわゆ

る補助事業につきましても見直しを進めておりま

して、中小企業振興審議会、あるいはその検討部

会においても審議をいただいてるところです。た

だ、これについては令和４年度からの施行という

ものを目途にやっているところでありますので、

そうしますと令和３年度というところが少しどう

かなというところがありますが、そこについては

長期化するコロナ禍の中にありまして、これまで

同様商工会議所、商工会、３者と連携しながら、

あるいは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の意見をいただいたりしな

がらその都度必要な施策について検討する必要が

あると思っておりまして、国や道の施策、市の経

済状況なども注視しながら適宜必要かつ持続可能

な対策は講じなければいけないと考えているとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 先ほど壇上でも申し上

げましたように、農業者は結構もうかっている農

業者が多いと。お金の使い道に困っているところ

もあるというような話を一部伺って……私ではな

いです。すみません。一部伺っていることから、

農業者から少しでも上前をはねると言ってしまっ

たら変な言い方ですけれども、いかにもうかった

企業から経済をトリクルダウンに向かっていくか

というところしっかりと取り組んでいただきたい

なと思います。特に今回民間が主体になっており

ますタクシーの配達事業というのは、本当に農繁

期にお食事を届けていただけるような取組につな

がってくるというふうに考えております。これ将

来的にわたって定着をしてきたらまた新たな一つ

の産業の形として形づくれるのではないかなとい

うふうに思います。これからまた、令和３年がま

だちょっと不足をしているという部分があるそう

なので、どんな状況になるか分かりませんけれど

も、そういう民間の執り行いというのもしっかり

拾いながらぜひ取り進めていただきたいというよ

うに思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。

続いて、小項目の２番、企業版ふるさと納税に

ついて再質問いたします。取りあえず現状このま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に資するものとし

ての取組ということで再生可能エネルギーによる

まちの活力アップを図っていくと。まだまだ研究

段階ということで、具体的な数値目標というのは

今後煮詰めていっていただけるのかなというよう

うにも思います。そこで、今後まちづくり会社と

いうものが恐らく起きてくるのではないかなと思

いますが、そことの連携、あるいは市民生活に直

接どういう影響があるのかといった点、お考えが

あればお伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、まちづく

り会社ということでお問合せありましたけれども、

この間答弁をさせていただいておりますとおり、

そういった市内の事業者の中でまちづくりに関す

る取組について参画いただける一つの事業所が増

えたということで、我々としても非常にたくまし

令和３年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第３号
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い、期待をしているところであります。まちづく

り、どのような恩恵があるかといったことでいう

と、代表質問の中でも市長のほうから答弁させて

いただきましたけれども、やはりこの先王子とい

う工場が停機をすることが見えておりますし、そ

の後しっかりと、総合計画にもありますこの地の

財産を生かした取組として再生可能エネルギーと

いうのは非常に可能性を感じておりますし、そう

いったものが新たな産業として定着することでそ

れに関連する事業が活性化されたり、いわゆる好

循環が生まれる起爆剤になれば非常に明るい材料

を提供していけるといったことで、そして当然こ

こでお住みいただく、お住まいいただくというこ

とでは雇用という部分も非常にキーワードになっ

てくると思いますので、そういった産業をしっか

り定着させるべく努力を続けて、雇用の受皿とし

てもしっかり対応していければと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 雇用対策ということに

もつながるということでありました。これは、そ

のとおりかなというように思っております。また、

今回信金中央金庫さんからの寄附でありましたけ

れども、この企業版ふるさと納税という仕組みは

企業が寄附をした９割を損金で計上することがで

きるという法人税法上の特例措置を使ったもので

あると考えておりますので、これもちろんほかの

企業さんにとってもある意味プラスになる部分、

先ほど言いましたけれども、もうかって黒字にな

っている企業にとってはいいことになってくるの

かなと。そしてさらに、名寄市とのある程度コネ

クションもつくっていくということを考えれば、

名寄市が企業にとって魅力あるまちなのですよと

しっかりＰＲをしていくことが今後さらにこの企

業版のふるさと納税を増やしていくことにつなが

るのかなというように考えております。自由に使

える ０００万円だと私は考えておりますので、

こういう財源を独自に増やしていけるような取組、

これからもぜひ進めていっていただきたいという

ようにお願いをして、ここは閉じさせていただき

たいと思います。

続きまして、小項目の３、名寄高校駅に伴う各

種計画の見直しでありましたが、まず総合計画の

一部でありましたか、具現化に向けた事業で記載

があるということでありました。確かに私が持っ

ている公共交通網形成計画も令和元年の計画であ

りますから、高校の駅ができる前の計画でもあっ

たということで、これ仕方ないのですけれども、

新しい駅ができてくるというところで、例えば中

心市街地にある名寄駅と高校駅、あるいは風連駅、

智恵文といったところの地方の駅との連携といい

ましょうか、ダイヤの改正状況等、現状お話しで

きることあれば、お伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回提案させて

いただいております名寄高校駅ですけれども、こ

ちらは主に今まで調査してきた内容から見ても利

用者がほぼ名寄高校の生徒さんが利用されている

といったような東風連駅、こちらについてはそう

いったような利用状況でありました。そんなこと

から、それであればそばに寄せてあげて、利便性

をしっかりと高めてあげることが地元高校の利用

促進につながると、進学促進につながるといった

ことで取り組まさせていただいております。公共

交通網形成計画の考え方ですけれども、ＪＲ、い

わゆる鉄路というのは公共交通の幹線の位置づけ

であることは間違いありません。その計画の中で

も幹線の中心を担うのが名寄駅といったところで、

名寄駅を中心にいかに二次交通、三次交通を効率

よく伸ばしていくのかという考えの下、ちょっと

構成をさせていただいております。そういうこと

ですので、議員からも最初の質問の中でも入って

おりましたけれども、計画へ溶け込ませるといっ

たような思いというのは十分我々も受け止めさせ

ていただいておりますけれども、私の考えとして

はそれぞれ予算化させて具現化していく事業、政
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策ありますけれども、そういったものは当然我々

も市民の皆様は当然ですけれども、いろいろな方

々から御意見をいただきながら提案をさせていた

だいて、それをしっかりとやはり説明、そして議

員協議会、それから各委員会、そして予算委員会、

決算委員会と、しっかりとそこで議論を深めてい

くことが重要かなと考えておりまして、そういっ

たことを重ねていくことで総合計画をしっかり前

へ進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） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） あくまでまち全体のバ

ランスを見ながらというようなお答えだったのか

なと思っております。今回名寄市の各計画という

のを自分も調べている中で、名寄市都市計画用途

地域というところになると思います。これですけ

れども、この名寄高校の周囲というのが第１種中

高層住居専用地域というところに指定をされてい

るというところで、これ住宅が建ってもいいよと

いう地域なのかなという認識をしております。で

すが、これを航空写真等の、グーグルマップで見

ますとかなり農地がまだ占めている部分があると。

今後農地の転用して住宅地を造成していく、ある

いはコンビニでもできるのかなというようなこと

が正直考えられると思うのですが、そういうこと

が今後起きていくように私は感じられているので

すけれども、ちょっと考え方お聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） いわゆる市街地

が広がっていくといったような傾向、まさにその

ことを一定程度将来ビジョン、計画をつくって見

せることによって我々が市民の皆様と一体となっ

て進めるコンパクトなまちづくり、コンパクトシ

ティーのイメージをしっかりとお伝えするという

のが今回の区域の設定をさせていただいた目的で

ございますので、当然これからいろいろなまちづ

くりの政策、施策出てくると思いますけれども、

ここは立地適正化計画をやっぱり根底に据えた政

策をこれから展開していかなければならないと考

えておりますので、そういった広がりについては

我々の計画の中では、そういったことをなるべく

避けるためにつくった計画でもありますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 実際コンパクトシティ

ーを目指すに当たりなかなか難しいバランス感覚

が必要とされる問題なのかなという認識も私もし

ております。ですが、というわけではありません

けれども、客観的に見て、例えばハザードマップ

を見てもここの地域は洪水の想定される地域から

も外れていることですとか、現状徳田地区のショ

ッピングセンターが近傍にある、あるいは学校が

近傍にある、そして駅が近いとなったら、どうし

てもそこに対する期待度というのが市民目線で広

がってしまうのではないかなという懸念を私は抱

えております。純粋に経済だけを考えると、そこ

に住んでくれる人が増えるというのは非常にあり

がたいことなのですが、全体を見る、まちづくり

の将来をちゃんと見ていくという中ではある程度

厳しく制限をかける、あるいはもっと強く中心地

に向かって誘導していくという施策展開が今後必

要になってくると私は考えているのですけれども、

なかなか現状、郊外に向かって市街地が広がって

いくというのを止められない状況にもあると思い

ます。今後その状況を打破していく、打開してい

くためにちょっと強い決意というものがあれば、

お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今立地適正化計画と、

それから公共交通網の２つの側面からというのが

今のやり取りの中で少し浮かび上がってきたかと

思いますけれども、立地適正化計画の中で居住誘

導区域、そして都市機能誘導区域、これはまさに

コンパクトシティーをつくっていくという一つの

考えであります。これは、私どもの反省でもあり
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ますけれども、なぜコンパクトシティーが必要な

のかということについては再度市民の皆さんに改

めていろんなデータを用いながら周知させていた

だきたいと思います。例えば今お話しになってい

ます徳田地域ですけれども、確かに民間のアパー

トですとかたくさん建っておりますけれども、そ

のアパートに居住される方、もう少し具体的に想

像しますと、例えば比較的若い御夫婦の方だとす

るとあと２０年、３０年たつとそこはどうなるの

かといった、そういう時間軸の問題等も出てくる

かと思います。そういったことですとか様々な財

政的な課題、それからそういったものをもう少し

丁寧に御説明できる機会があれば、私ども積極的

にそこはさせていただきたいと思います。ただ、

コンパクトシティーといってもそこだけにぎゅっ

と凝縮する、市街地、中心部にぎゅっと凝縮する

のではなくて、様々な歴史的な経緯ですとか、あ

るいはお話しになったような事業活動による集積

もあるかと思います。そこをどういうふうにつな

げていくのかというのが公共交通網のネットワー

クの話ですので、この２つの側面から将来のまち

づくりについては時間軸と現状も丁寧に御説明し

ながら、様々な意見をいただきながら、しかも計

画自体はこの状況ですと必ずどこかで見直さなけ

ればなりませんので、それも含めて適宜進めさせ

ていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） これについて適宜なタ

イミングでぜひ見直しを図っていただいて、なお

かつ中心市街地の利便性を向上していく、再活用

を行っていく、駅前の、申し訳ありませんけれど

も、アーケードがかなりシャッターが目立ってき

てしまっているという現状、本当に心苦しく感じ

ておりますので、ぜひ外に何か生かせないかと、

まちの真ん中で商売やって、住んだほうが絶対プ

ラスになるのだよ、これからの若い人、分かった

というような、そういう気持ちで取り組んでいた

だければなというようにこれお願いをして、次の

大項目に移りたいと思います。

それで、大項目２番、有害鳥獣対策についてと

いうことでありました。現状被害額が若干少なく

なっているというところで、昨年の秋口ぐらいに

報告いただいたときには前年の捕獲頭数を上回っ

ているというような状況もあり、被害額が減少し

たというところに驚きがある部分もありますけれ

ども、これ地域全体を、一人一人が自分の圃場を

囲むのではなくて、地域全体で山から鹿の侵入を

防ぐという取組が効果的であると認めていただい

た部分があるのかなというふうに私は理解をいた

しました。これ大変ありがたいことだなと思いま

す。これの提案をいたしました一つの理由として、

やはり農業者、自分で設置をするには高齢化もあ

り、特に山の急斜面、中山間地ですから、斜面を

設置して歩く、あるいは回収するという作業、か

なり難しくなってきてるという現状もございます。

これ補助自体は中山間地の直接支払制度で２分の

１が柵としてかかりますけれども、それをうまく

使う、あるいは農業者自身が自腹を切る等によっ

て業者に施工をお願いしてしまえばいいのではな

いかと、そういうような考えもありました。これ

は農業者、では自分でやればいいではないかとい

うわけではなく、共に助ける共助という意味合い

から市役所として農業者が被害にちゃんと困って

いるということを聞きながら、なおかつ市内のそ

ういう施工を行えるような事業所に向けて話をす

ることでお互いが利益を循環できることにもつな

がっていくというように考えておりますので、こ

れはぜひ取り進めていただきたいというようにお

願いをしておきたいと思います。

続いて、小項目の２番、土壌診断についてもお

伺いいたします。土壌診断、土壌の成分、肥料成

分等を分析するということでありました。私のと

ころにも過去のデータを頂いたまとめた資料等あ

りました。その中で、まだまだ全体の４０％の利

用にとどまっているというところから、今後展開

を進めていきたいというお話だったと思いますけ
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れども、これがなぜ進まないかという一つの要因

で、これ風連の農業者に多いと思いますが、翌年

の肥料を秋のうちに購入をしておくという文化が

ちょっとあります。秋のうちに購入してしまうの

で、作付が終わってから土壌診断をしても意味が

ないのだと、そういうような考えにどうしても達

してしまう場合があるのです。これ非常にロスに

なると。農業者自身も余計な肥料をまいてしまい、

環境負荷をかける、なおかつ収穫量が上がるかと

いえばそうでもないと。お互いにとってメリット

のないことを今やっているケースがあると思いま

すので、ぜひこれをまず打開するのが必要である

と。そのためには意識づけということも必要だと

思いますが、栽培歴という何月に何の作業を終え

てというところのペーパー、昨年の協議会のほう

の資料で頂いていますけれども、その中に例えば

秋に土壌診断を行うというような作業の体系とし

て一つ組み込む方針ですとか、あるいは１戸当た

り２点の土壌診断を名寄市が行いますよと。そし

て、土壌成分のばらつきを全町的に把握をして、

マッピングをして、そして全町的な傾向を分析し

ましょうといったような取組を行うことで肥料成

分を全町的に有効活用できるようになるのではな

いかなというようにも考えております。なかなか

肥料の細かい話をしてしまうと臼田部長も答弁さ

れるのが大変かなと思いますので、避けておきま

すけれども、まず肥料の状況等をしっかりと分析

する、また圃場の地域特性というのがかなり変わ

ってきますので、それも求めて細かな指導や施肥

設計を行えるような専門の職員を配置してはいか

がかなと考えておりますが、ちょっとその点お考

え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） 今村議員が言われる

ように、土作りは非常に大切なことでありますの

で、土壌診断を基に適正な施肥をしていくという

ことが作物の安定生産につながりますし、場合に

よっては所得の向上、あるいはコストの削減にも

つながる、あるいは環境への負荷の低減にもつな

がるということで、あらゆる面において効果があ

るものだというふうに思っています。それの必要

な策として土壌診断の専門的な技術員が必要では

ないかということでありますが、ここについては

農協からの派遣により土壌診断については特定の

人の派遣をいただいているということが一つあり

ます。それと、土壌診断に専門ということではあ

りませんけれども、ここについては農業の専門的

な技術員も２人配置をしておりますので、決して

土壌診断に対して専門的な知識がないということ

ではないと思いますし、またこれまでのデータ、

あるいは指導の積み重ねの中からもそういったノ

ウハウを十分振興センターの中で有しているとい

うふうに私どものほうでは把握をしてございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 施肥設計を行える方が

いないというような印象を受けてしまったのは非

常に申し訳ないなと思いますが、現状その２人の

方がいらっしゃるのは私も承知をしております。

その２人もなかなか圃場の夏場といいましょうか、

圃場に出て作業をするうちというのはそっちにあ

る程度集中をしてしまう場合も考えられます。細

かく診断をしていくという、あるいは先ほどの答

弁でもあったかと思いますけれども、ドローンで

すとかＩＣＴ環境という新しい分野というのはな

かなか我々農業者にとっても理解しづらい部分も

ありますし、当然専門のある程度見識がなければ

そこ理解することができない、広めることもでき

ないと考えております。ぜひそういうＩＣＴ関係

も特化したような人材を育成できるよう取り計ら

っていただければありがたいなと。これ要望とし

てお願いをしておきますので、ぜひ一考いただき

たいと思います。もしこの土壌診断、しっかりと

全農家、農業者が行って効果があるかどうかとい

う話ですけれども、例えば水稲においてケイ酸分

が少ないといった場合にケイ酸の補給をすると必

ず収穫量が上がります、品質も向上します、必ず
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もうかります、農業者がもうかると必ず市は潤い

ますというので、これ自分たち農業者だけがもう

かるような話ではなく、名寄市全体の利益に対す

るものでありますので、ぜひお考えをよろしくお

願いしたいと思います。

そして最後、小項目の３、コロナウイルス感染

症対策の事業の活用ということで、この中で非常

に多くの金額が投資に回ったなというように私も

思います。１７２件で１億 ０００万円、本当に

１件１００万円以上の金額をかけて、さらなる投

資、増収、あるいは新しい技術といった挑戦的な

姿勢が今回見てとれたというのは非常にありがた

いことだなというように思っています。ここで問

題として私が捉えているのは、確かに今後ドロー

ンや自動操舵、人手不足というところから考えて

も合致すると考えております。どんどん人手が要

らない農業が増えてきてしまうというように感じ

ております。この人手が要らない農業というのは、

もちろん地域人口が減少することに合っているよ

うで、実はそれを進めているのではないかという

懸念、そしてアスパラ、あるいはスイートコーン、

カボチャといったような人間の手が必ず介入する

作物に対して今度作付意欲が減退するのではない

かというような懸念を抱いております。これ全国

的な傾向かもしれませんが、名寄市としては本当

に広い面積の水田、そして手工業的なアスパラ、

あるいは寒締めホウレンソウももちろんそうです

が、そういう特産的な取組というのを両立今後し

ていかなければならないというように考えており

ます。その両立に向けてお考えがあれば、お話を

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） 今、今村議員から言

われたところがまさに今名寄の農業が直面してい

る課題なのかなと思っています。間違いなく１戸

当たりの経営規模が拡大しているという状況があ

る中で、その面積を効率的に栽培していくとする

と、その一つは作物を転換していくということに

なるでしょうから、いわゆる大規模畑作に向かう

ところがある、そういう傾向がどうしても出てく

るのだと思います。ただ、一方で名寄市の農業の

強みというのは様々な農産物があることによって

リスクの回避がされているということがあります

し、作物の中にはまさに地域を代表するような特

産品なんかもありますので、そういった多品種の

ものをどう維持していくかというのがもう一方で

は課題になっていくのだと思います。ＩＣＴの活

用は確かに省力化のところがありますけれども、

決してそこだけでは今後ないのだと思うのです。

そういった多品種のもの守るための一つの技術と

してＩＣＴを活用することもできるのだというふ

うに思いますので、ここ様々な技術ですとかノウ

ハウを生かしながら今、今村議員が言われたよう

に、やはりこの地域の農業の特色を消さないよう

な形でぜひ今後も努めていきたいと考えておりま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） やはりもちろん大規模

で均一な農作物というのは必要になりますし、そ

れに併せて一つの経営の柱として野菜関係、必ず

存在しておりますので、ぜひ両立できるような支

援策、今後検討していただきたいというように思

います。１つの面積の中でいろんな作物を作るこ

とができる。だけれども、それをできないのは人

手がいないからだということになるということは、

名寄市内の多くの水田、あるいは農地の潜在的な

能力をまだまだ使い切っていないということに私

はなると考えております。例えば本当に市内で仕

事がない、暇な人がいるのだったらちょっと仕事

しに来いと。そういうような人が安定的にある程

度仕事できるようになれば農業者ももうかります

し、そういう仕事がない人たちの雇用対策に必ず

つながってくると思います。まだまだどういう施

策展開ができるかというところまで私も勉強不足

ではありますけれども、名寄市内の人口、あるい

は農地全てをしっかりと使いながら新しく利益を
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生んでいくというような姿勢、今後必要になって

くると考えておりますので、ぜひ取組を進めてい

っていただきたいというように思います。

時間もありませんので、最後に加藤市長の口か

ら今までの創業支援等も含めてまだまだ名寄市が

大丈夫だよというようなお話から我々農業者、我

々と言ったら語弊が出ますけれども、ちゃんとも

うかった農業者含めて利益循環できるような取組

をしたいというようなお話をちょっと分かりやす

く元気よくいただければありがたいなと思います

ので、お願いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 様々貴重な御提言をいた

だきまして、ありがとうございます。コロナ禍の

中でも１年近く以上は経過をしている中で名寄市

としても、繰り返しになりますけれども、様々な

国や道の施策をしっかりと遂行していくことに加

えて、独自の政策をいろんな形で行っていくこと

によって最小限に経済の落ち込みを防げているの

ではないかというふうに承知をしているところで

あります。一方で、まだまだ厳しいというお声も

聞いていますので、これは逐次しっかりと機を捉

えて様々な政策を打ち出し、対応していきたいと

いうふうに思っています。一方で、いやいや、厳

しいところでなくて、もうかっている業種もある

のだと。特に俺はもうかっているというお話もあ

りましたので、ぜひとも今後Ｖ字回復していく中

でそうした皆さんの力も大きく活用しながらしっ

かりと経済を前に進めていくための様々な施策も

展開していきたいというふうに思います。なかな

かコロナ禍によって大変先行きが見えないという

お話もありますけれども、一方で地域にとっては

大きなチャンスでもあるというふうに私はいろん

なところで言っているし、捉えているところであ

りまして、これをしっかりと追い風として捉えて、

今後名寄市が発展していくようにまた様々な施策

を短期、あるいは中長期で展開していきたいとい

うふうに考えておりますので、今後とも御支援を

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

地域医療の充実に関して外２件を、佐久間誠議

員。

〇４番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、地域医療の充実に関して、

小項目１、コロナウイルスワクチンについて伺い

ます。ファイザー社のワクチンが本年２月１４日

に薬事承認され、２月１７日から準備が整った地

域へ暫時ワクチン配送が行われています。接種に

当たっては医療従事者から始まり、４月以降、名

寄地区には５月連休頃までという報道もあります

が、６５歳以上の高齢者を対象にしたワクチン接

種を行うことが予定されております。本市におい

てもワクチン接種対策チームが設置され、遺漏の

ない接種に向けた準備態勢の構築に努力されてお

り、様々な御苦労をされていることに対し関係者

の皆さんにまずもって感謝申し上げたいと思いま

す。国のほうの取組やスケジュールなどに変更も

あり、不確定な点もあると思いますが、可能な範

囲でお答えください。接種体制と進行計画、医療

関連予算について、まず本市における接種体制の

考え方と今後の進行計画についてどのように考え

ているか伺います。さらに、ワクチン接種での医

療関連予算について市立総合病院にはどの程度下

りてくるか、満度に予算づけされるのかどうかお

伺いいたします。

優先接種について質問いたします。医療関係者

の後に高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設

等の従事者、そして一般の方々、１６歳から６４

歳までと言われておりますが、緊急時に出動を余

儀なくされる職業の方、例えば警察の方だとか、

あるいは自衛隊の方、かかってしまうとクラスタ

ーの発生が危惧される職業の方、各学校の先生だ

とか介護に従事されている方、ここなどを優先し
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て接種するなどの考え方はないかどうかお伺いい

たします。

小項目の２、コロナ対応ベッド数と医療従事者

の現状について。本市と近隣自治体でのコロナウ

イルス感染の状態は幸いにも医療崩壊とは聞いて

おらず、コロナ病床が満床になることはなかった

ものだと理解しておりますが、この間病床はどの

程度確保されていたのか伺います。また、ＥＣＭ

Ｏ、体外式膜人工肺稼働の場合、医療従事者の看

護体制が人数的に厳しくなると聞いているわけで

すが、この辺りの現状についてお聞かせください。

小項目３、名寄市立総合病院の経営課題につい

て。自治体で運営する病院の多くはどこも財政で

苦労していると推察しているわけですが、本市に

おいても同様な状態にあると思います。そこで、

直近の名寄市病院事業会計で見る流動比率につい

て、その割合とどのような認識を持たれているか

について伺います。さらに、薬価算定基準の改定、

令和３年４月と診療報酬改定、令和２年度による

名寄市立総合病院の経営の影響と見通しについて

どのように分析されているか伺います。

次に、大項目２の農業の振興について伺います。

小項目１、労働力不足の現状と対策について。コ

ロナウイルス感染症の世界的な蔓延で昨年は中国

からの研修生が来られなくなるなど、本市におい

ては特に農業分野での労働力不足が懸念されてお

ります。前年度は国内に滞在していた他の外国人

労働者を急遽受入れするなど対策を打ったものの、

就労ビザがない労働者がいたことで送還するなど

課題があったと聞いております。本年の見通しに

ついてお伺いいたします。あわせて、都市部にお

いてはコロナによる失業も深刻化していることか

ら、北海道が取り組む異業種チャレンジ奨励事業、

この活用で労働力不足の解消を図ることはできな

いか、その可能性について伺います。

小項目２、農畜産品を活用した六次産業化につ

いて。コロナ禍の中で事業の衰退を食い止めよう

と様々な経済対策がされています。そうした中で

本市における基幹産業、農業を基軸にした産業の

活性化、再構築を図っていくことが大切であるこ

とを改めて痛感しております。農業における生産

物は人々の健康を守り、命を育むために欠かせな

い大切な存在でありながら、第一次産業は利益を

生み出しにくい構造となっております。そこで、

生産から先にある加工食品の製造、販売など本市

における農畜産品を活用した六次産業化の今後の

方向性について伺います。

小項目３、食育の推進と地産地消について。本

市においては小学校教育から食育の推進と地産地

消を取り上げ、推奨されているところであります

が、名寄産の農畜産物がなかなか買えない、特に

肉や野菜というアンケート結果があります。この

辺りをどのように考え改善し、振興を図っていく

かについて伺います。食育、そして地産地消を進

めていけば、地場農畜産物を活用した食品加工に

結びついていきます。みそ造りなど楽しみながら

技術の継承している町内会や団体もあり、生涯学

習として食育、地産地消は受け継がれ、浸透して

いるのは本市の秀でた点であると思います。そう

した視点からも、名寄地区の食品加工の拠点とし

て活用されているあぐりん館は必要な施設ではな

いかと思います。そうした環境は残していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いい

たします。

大項目３、教育行政について、小項目１、中学

校の配置計画について。学校の整備については大

規模な予算措置を伴い、将来の生徒数の推移や名

寄市内の公共施設立地のバランスなど様々な視点

から見極め、計画的に進めていかなければならず、

本市にとって大きな課題となっています。そこで、

老朽化した名寄中学校と東中学校の今後の学校施

設の在り方と配置についての考え方について伺い

ます。

小項目２、高等学校の在り方と間口問題につい

て。高校入試も大雪の影響で１日延びるというア

クシデントに見舞われながらも３月４日に２１１
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校で実施されました。本市においては、少子化の

影響により高校の間口を維持できるかどうかが懸

念事項であったわけですが、出願状況からも大変

厳しいものがありました。酪農科学科の間口維持

について考えられていること、名寄市内高等学校

魅力化推進委員会で検討されていることなどにつ

いて伺います。

小項目の３、名寄市立大学の運営と今後の展開

について。大学院開設を目指してのイメージと大

学院設置で期待されることについて伺います。当

面２年間の修士課程のイメージなのか、あるいは

在校生で希望者はどの程度いるのか、また財政に

関わる点で心配する市民もおられます。ハード面、

あるいは大学院生を教える教授陣をどのようにそ

ろえられようとしているか、現段階で描いている

ことについてお伺いいたします。

最後になりますが、名寄市立大学の学生寮アル

カディア、公共施設個別施設計画、Ｂ評価、築２

５年について、時期は別としても今後改築される

ときには行政などの意向として町中への移動も考

えられるのかどうか最後にお伺いいたしまして、

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま佐久間

議員から大項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１のうち小項目１及び２は私から、

小項目３は病院事務部長から、大項目２は経済部

長から、大項目３のうち小項目１及び２は教育部

長から、小項目３は大学事務局長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、地域医療の充実に関して、

小項目１のコロナウイルスワクチンについてお答

えいたします。新型コロナウイルスワクチンの接

種体制につきましては、先日の議員協議会で説明

したとおり、高齢者については集団接種を基本と

し、名寄市民文化センター多目的ホール及びふう

れん健康センターにおいて完全予約制にて行う予

定であります。接種開始の日程につきましては、

ワクチンの供給状況が確定していないため明確に

お答えすることはできませんが、ワクチンの入荷

が確実になった際には速やかに接種を開始できる

よう準備を進めてまいります。接種に関する費用

につきましては国庫補助にて賄われることとなっ

ておりますが、接種体制の確保に関わる費用とい

たしましては令和２年度と令和３年度にかけて実

施となるため繰越明許となることを想定しており

ます。接種を希望される方が安心して接種できる

体制を構築できるように関係機関とも連携しなが

ら進めてまいります。ワクチンの接種につきまし

ては国が接種要領を定めており、医療従事者と高

齢者、基礎疾患のある方といった順に接種を進め

ていくこととされております。ワクチンの確保が

段階的になる中で重症者、死亡者をできるだけ減

らす観点から接種順が定められているものであり、

市としての考えを反映できないものであることを

御理解願います。

次に、小項目２のコロナ対応ベッド数と医療従

事者の現状についてですが、新型コロナウイルス

感染症に対応する病床数などにつきましては新型

インフルエンザ等特別対策措置法に基づき北海道

知事の下総合調整が行われており、本市及び近隣

自治体におけるコロナ病床数及びその確保状況に

つきましてはこの場でお答えすることはできませ

んので、御理解願います。また、ＥＣＭＯの使用

に関しましては、新型コロナウイルス感染症に特

化して使用する機器ではなく、名寄市立総合病院

においては循環器疾患などの手術の際などに複数

の職種でチームを組んで稼働させており、ＥＣＭ

Ｏの稼働が即看護体制に影響を及ぼすものではな

いとお聞きをしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は大項目１の小項目３、名寄市立総合病院の経営

課題についてお答えいたします。

１点目の市立総合病院の会計上の流動比率につ
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きましては、確定している令和元年度決算におい

ては１０ ２％の数値となっておりますが、令和

３年度の予算上においては７２％と大変厳しい数

値となっております。これは、予算編成上の性質

として収入面では国庫補助等については例年並み

に試算しながらも、支出面ではコロナ対策等で決

算見通しに沿って増額して計上していることなど

によるもので、一般的に見ても予算上の比率数値

をもって経営状況を判断する指標とはなり得ない

ため現状では分析等は行っておりませんので、御

理解願います。

２点目の薬価算定基準の改定と診療報酬改定に

よる影響との見通しについてですが、薬価制度に

ついては令和２年度で大幅な改定が行われ、大き

な変更点として２年ごとの改定が毎年改定となり、

令和３年度は初めての毎年改定が行われることに

なります。改定の影響を受ける品目は長期収載品

の８８％、後発品の８３％などほとんどの品目が

改定を受けることになり、薬剤費削減額は国費で

００１億円、全体で ３１５億円と言われてお

ります。全ての病院においてはこれまで薬品の納

入価格を交渉して、薬価差益を上げる努力をして

きましたが、改定後はその分を国に吸収されてし

まうことになります。今後においては、使用薬剤

の選定や購入方法の検討など新たな対応が必要と

考えております。また、薬価改定での利益減少分

は、ＤＰＣ係数の上昇分で若干の吸収を見込んで

おりましたが、この間のコロナ対応における診療

実績の変化についてどのように評価されるのか指

針が示されていないことから、現状では見通しの

立たない状況となっております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業の振興について、初めに小項目の１、

労働力不足の現状と対策について申し上げます。

農業者の高齢化や後継者不足などにより労働力

不足が課題となる中、本市におきましてはＪＡ道

北なよろが管理団体となり、外国人技能実習生を

受け入れ、特に人手を必要とする畑作物の生産に

おいては労働力としても重要な役割を果たしてお

り、実習生、受入れ農業者、双方に大きなメリッ

トとなっております。今年度の外国人技能実習生

については、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受け、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会社の活用などこれ

までにない人材確保の取組も進められてきました。

また、関係機関、団体などからの援農なども加わ

りまして、大幅な作付変更を伴うことなく、１年

の営農を終えることができました。本年の見通し

につきましては、現在新型コロナウイルス感染症

拡大を防止するため入国制限の措置が取られてお

り、不透明な状況でありますが、今後国の対応を

見ながら受入れ予定農家及び農家で構成する協議

会とＪＡとの協議により判断がされ、対応が検討

されることとなります。市といたしましては、引

き続きＪＡと連携を密に取り、必要な対応につい

て速やかに協議、対応してまいります。議員から

御提案のありました北海道の異業種チャレンジ奨

励事業についてでありますが、新型コロナ感染症

の影響による離職者を人手不足が深刻な業種へ就

職を促し、人材確保を図る取組を支援する事業と

なってございます。他産業と農業とのマッチング

につきましては昨年道から照会を受け、ＪＡで検

討したものの、人手が必要な時期が移植や収穫な

ど短期間のため要望に至らなかった経緯があり、

また本事業の要件が常勤かつ１年以上の雇用契約

となっていることからも活用は難しいものと考え

ているところであります。異業種との連携につき

ましては、お互いの繁忙、閑散時期や雇用期間な

ど条件面で調整が難しいなど課題はありますが、

今後も農業者のニーズを捉え、必要に応じて対応

できるようＪＡと連携、協議をしてまいります。

次に、小項目の２、農畜産品を活用した六次産

業化について申し上げます。一次産業の農林漁業



－124－

令和３年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

と二次産業の製造業、三次産業の小売業を総合的

かつ一体的に進める六次産業化につきましては、

農畜産物に新たな付加価値を生み出し、所得向上

や雇用確保につながる取組であり、農業を基幹産

業とする本市におきましては地域資源であります

安全でおいしい農畜産物が豊富であることから、

魅力ある取組の一つとして受け止めております。

また、六次化された商品はその地域を象徴する商

品として個性や魅力が高く、その商品を求めて市

外からも足を運び、お土産品として御購入される

方が増えるなど地域の活性化や情報発信にも効果

が期待がされます。本市における取組事例といた

しますと、六次産業化の先駆けでもあります大福

などの餅製造をはじめとしまして、トマトジュー

スやワイン、学校給食で使われるみそなどのほか、

昨年は農村地区にファーマーズカフェや冬期間限

定ではありますが、テークアウト店がオープンす

るなど、今後六次化を目指す農業者へのよい刺激

になるものと受け止めております。市といたしま

しては、今後も六次化サポートセンターなどの相

談機関の紹介をはじめとしまして、各種補助制度

の情報提供など丁寧な相談対応、支援に取り組ん

でまいります。

次に、小項目の３、食育の推進と地産地消につ

いて申し上げます。食育の推進につきましては、

現在第３次食育推進計画に基づき市をはじめ関係

団体などで構成をします名寄市食育推進協議会を

設置するなど、実践から拡大へをテーマに官民に

おける取組を進めているところであります。アン

ケート調査につきましては、第３次食育推進計画

の中間年に当たり検証を行うため実施したもので、

御質問のありました名寄産農畜産物を購入しやす

いかと思いますかの設問ではとても思う、どちら

かといえば思うとの肯定的な回答につきましては

５ ８％で、平成２８年度に比べまして１％の微

増、品目別では野菜が７１％と一番多く、お米が

５ ５％、肉は３８％となってございます。また、

自由記述の御意見といたしましては、地元産の品

質の良さ、安全性を認識して購入している、名寄

産を地方に送っている、以前より名寄産コーナー

が多く目につくようになったとの御意見の一方で、

価格が高い、販売品や販売場所が少ない、冬の販

売が少ない、どこで販売されているか分からない

などの御意見もいただくなど地元農産品への関心

の高まり、地産地消への結びつきの一方で引き続

きの課題もうかがえる結果となりました。市とい

たしましては、今後も一人でも多くの皆さんが地

元の農産物を手に取り、御利用いただけるよう産

業まつりや地産地消フェアなどのイベントを継続

するとともに、生産者をはじめ民間の皆さんの取

組や直売などの情報発信によりまして購入機会を

広くお知らせしてまいります。また、生産者の皆

さんの努力や苦労によってできました貴重な農畜

産品に対する感謝の念、食に関する正しい知識や

健全で健康な食生活を送ることができるよう関係

機関、団体と連携しながら食育と地産地消を推進

してまいります。

次に、みそ造りなどの食品加工技術の継承など

の環境確保についてでありますが、日本の食文化

の伝承、あるいは農畜産物の有効活用と長期保存

など市民活動としてはもとより、食育や地産地消

の推進からも重要と考えておりまして、現在食品

加工施設を運営し、市民の皆さんに御利用いただ

いているところでございます。今後も施設の利用

状況や運営コスト、施設の老朽化などを勘案し、

各種計画との整合性を考慮しながら市民の皆さん

が職員確保に取り組める環境を確保してまいりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは大項目３、

教育行政についての小項目（１）と（２）につい

てお答えをいたします。

初めに、小項目（１）、中学校の配置計画につ

いてですが、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南小学校や風連中央小学
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校の改築などに取り組んでまいりました。また、

現在智恵文地区小中学校の義務教育学校の新設な

ど財政状況を勘案しながら着実に整備を進めてき

ました。残された課題として、名寄市街地区の名

寄中学校、名寄東中学校が旧耐震構造であること

に加え、施設の老朽化が激しいことから、早急な

施設整備が必要となっております。このことから、

来年度においてこの２校の耐力度調査を実施し、

整備の方向性について検討していきたいと考えて

おります。また、中学校の学校施設を整備するに

当たっては将来にわたっての生徒数の推移や建築

場所など様々な要因を加味しながら進めていかな

ければならないことから、検討委員会などの組織

の設置も視野に入れながら、関係者の皆さんから

意見をいただきながら検討を進めていきたいと考

えております。

次に、小項目（２）、高等学校の在り方と間口

問題についてですが、市内の高等学校は人口減少

や少子化の影響により中卒者数は減少傾向にあり、

定員割れが続いております。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高等学校２校

の欠員の状況等を踏まえ、再編の検討について示

されたところでございます。このことから、本市

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

指す職業に就くこと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や名寄市内高等学校魅力化推

進委員会などを通じ間口の問題や利用する校舎、

子供たちから選ばれる学科の設置など魅力ある学

校づくりについて市民議論を重ねてきたところで

ございます。今年度の市内高等学校の入学志願者

の状況を見ますと、市内中学卒業生の５割以上が

市外の高等学校などに進学希望している状況で、

特に名寄産業高校の酪農科学科につきましては４

名の出願がありましたが、名寄市内からの受験者

はゼロという結果になり、酪農科学科の維持自体

が厳しい状況にもなってございます。本市におい

ても酪農科学科の間口維持のために名寄産業高校

酪農科学科受験者交通費等助成事業や名寄市高校

生資格取得支援事業に取り組んでいますが、なか

なか実効のあるものにもなっていないのが現状で

ございます。しかし、酪農科学科は全国から生徒

を募集することが可能となる学科という優位性も

あることから、引き続き職業科の間口の在り方に

ついて高等学校在り方検討会議などで検討し、道

教委に意見反映してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 丸箸大学事務局長。

〇市立大学事務局長（丸箸啓一君） 続きまして、

小項目３、名寄市立大学の運営と今後の展開につ

いてお答えいたします。

初めに、１点目の大学院開設を目指してのイメ

ージと期待されることについて申し上げます。現

在大学内で検討している大学院のイメージは、現

在の保健福祉学部を基盤にした上に１つの研究科

を置く２年間の修士課程を想定しています。大学

院の目的は保健、医療、福祉に関する地域の課題

に主体的に取り組み、総合的な専門知識、調整能

力、リーダーシップを発揮して、地域に貢献でき

る高度専門職、研究者、教育者を育成することと

して検討を進めています。４年制の市立大学を開

設して１５年目を迎えようとしていますが、これ

まで一定程度の志願者を得て、入学生を確保して

きました。その背景には公立大学であることのほ

かに高い国家試験合格率と高い就職率、さらには

卒業生への評価があると思います。これに加え、

大学院の開設は専門性が高く、新しい知見を生み

出すことを可能にする教育研究機関であることか

ら、その効果は保健福祉学部の教育研究活動にも

波及するものであり、名寄市立大学がより魅力あ

る大学になるものと考えているところです。大学

院生確保の見通しと教員の確保は現状の課題とし

て捉えておりまして、調査を進めてまいる予定と

しています。
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次に、２点目の学生寮アルカディアについて申

し上げます。大学学生寮は平成７年に建築、平成

８年度から供用を始め、２５年が経過している建

物です。現状は、外壁全体にひび割れが見られ、

屋上防水の塗装も剥がれている箇所が見られてい

る状況です。そうした状況を踏まえ、市立大学将

来構想では学生に対する住環境整備の支援として

民間活力による学生寮等の整備を盛り込みました。

昨年１１月に入寮生を対象に行った建て替えに関

するアンケートでは、回答者のうち９割以上が現

在の場所かより大学に近い場所にあったほうがよ

いとする回答をいただきました。当面は、名寄市

個別施設計画に示すとおり、入寮生の生活に支障

がないよう日常的に点検を行い、必要に応じた修

繕をもって施設の機能維持、長寿化を図ることと

併せて、ＰＦＩなど官民が連携する手法を参考に

しながら施設の更新を検討していきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。再質問したいというふうに思います。

それでまず、コロナウイルスワクチンの関係で

ありますが、先ほど御答弁いただきまして、名寄

においては文化センターの多目的ホール、そして

風連も１か所ということで、集団で接種をすると

いうことで理解しました。それで、旭川辺りはか

かりつけ医で接種するという方針を聞いておりま

すが、かかりつけ医で接種する利点として日頃か

ら患者の容体、健康状態を把握しているというこ

とで、いわゆる問診にかかる時間が短くて済むと

いうふうに思っているわけですが、集団接種とい

うことになりますと、どの先生に注射を打っても

らうか分からないのですが、ここら辺の問診にか

かる時間を短縮する、埋める対策や、さらには市

民周知について、例えばこういう事項については

事前に聞いて接種に臨んでほしいだとか、そうい

った周知の仕方みたいなものについてのお考えに

ついて質問したいと思うのですが、ここら辺につ

いていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したように、かかりつけ医の医師が一番接種受け

る方の状態を承知しているというのは当然であり

ます。そういった面では、まだいつの時点で周知

するかは決めていませんけれども、事前に接種さ

れる方にはかかりつけ医のいる方については事前

に医師と相談をしていただいて、接種したらどう

なるかとか受けられるかどうかも含めて相談して

いただければ、速やかに集団接種の中で行えるか

なというふうに思っています。今後の時期を見な

がら接種券だったり予診票とか送付しますけれど

も、それに併せてやるなり、あと違った形で市民

周知しながらできるだけスムーズに集団接種が行

えるように対策を練っ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） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。手順

踏んでよろしくお願いしたいと思います。

それであと、接種の順番についてなのですけれ

ども、先ほど国の考え方だからということですよ

ね、結論から言うと。それで、それ分かるのです

が、１つだけ安心しているのは消防の方です。こ

こ医療従事者と一緒に接種をされるということで、

先行して受けられるということで安心したわけで

すが、特に何かあるとやはり緊急出動する職業の

方に全て頼っているのです。例えばクルーズ船の

コロナの関係のときもテレビで見ていましたらそ

ういう自衛隊の方が出動してみたり、それから近

頃では茨城だとか東京の青梅市で山火事なんかも

ありまして、そういうときにもやっぱりそういう

方が対応されているということなのです。それか

ら、結局クラスター発生してもそうなのですけれ

ども、そういう職種にある人は、やはりこういう

事態でありますから、何かの会議のきっかけのと
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きにぜひ先行して接種すべきではないかというよ

うな御意見も反映されてはいかがかと思うのです

が、何かの機会を捉えてそういう意見反映もでき

ればしてはどうかと。直近のところでいうと旭川

の高校ですか、そこでもクラスター発生している

わけでありまして、大変クラスターの発生が心配

されますし、様々な要請というのは旭川の病院も

そうですが、沖縄辺りも困ったときはそういう方

に頼みますから、やはりそういう議論なんかを、

対策本部の中で意見反映の議論なんかされたこと

があるかどうか、この辺りについてちょっとお伺

いしたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の医療従事者

等の範囲の中での接種ということだというふうに

思います。その要件の中に新型コロナウイルス感

染症患者を搬送する救急隊員等で海上保安庁職員

なり自衛隊職員も含まれておりますし、自治体等

の新型コロナウイルス感染対策業務において新型

コロナウイルス感染患者に頻繁に接する業務を行

う者とかうたわれておりますので、国において今

言われた部分の中で必要な分については先行接種

ということで対応されるかというふうに思ってい

るところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。

それで、続いてなのですけれども、ワクチンの

副反応の対応なのです。名寄の対応としてコール

センターをつくるということで伺っておりますが、

これって接種後もコールセンター、例えば具合が

悪くなったときコールセンターを通してすれば対

応するのかどうか。

それと、もう一つ、あまり聞かれていないので

すけれども、ワクチンの効果期間、まだ一回も接

種していないのに先んじているのでないかと言わ

れそうですが、このワクチンの効果期間はどの程

度と考えたらいいのかお伺いしたいと思います。

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） まず、万が一副

反応が出た場合の対応ということでありますけれ

ども、今回コールセンターの委託を考えている部

分については予約を主に委託を考えております。

それ以外の副反応とか、そういった症状が出た場

合には別途保健センターだったり、ちょっとまだ

詳細は決めていませんけれども、担当窓口をしっ

かり決めて、接種した方にはお知らせするように

したいというふうに考えております。接種会場の

中では今のところ３０分は経過観察で待機しても

らうような形を考えていますので、副反応出る方

も大体その時間の中で分かる、判断ができるかな

というふうに考えておりますが、いずれにいたし

ましても万が一に備えてはしっかりと連絡先含め

て接種した方にはお知らせをさせていただきたい

というふうに思っております。

次に、ワクチンの抗体の持続期間ですけれども、

これはまだ国においても臨床試験や接種が始まっ

たばかりで、国のほうからどの程度期間があるの

かというのは示されておりませんので、この場で

はちょっと申し上げることはできませんので、御

了承願います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。

次に、時間もないので、名寄市立総合病院の経

営課題についての関係なのですが、通常キャッシ

ュフローで純粋にキャッシュの入りと、それから

アウトを見る、インとアウトを見ていくというこ

とでキャッシュフロー使われるわけですが、流動

比率、なぜ聞いたかというと、１年以内に現金化

される資産と、それから１年以内に支払わなけれ

ばならない負債との比率を見ることによって経営

の安全度をはかるということで市場では使われま

す。それで、先ほどお答えいただいたのですが、

特に市立総合病院の関係でいうと当年度純損失と

いうことで、これ一生懸命やっていただいていて、

お金のこと言うのは非常に申し訳ないのですが、
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純損失４億円強計上しているということからもか

なり資金繰りについては窮屈になっているのでは

ないかということで、キャッシュフローでなくて

流動比率でお聞きいたしました。

それと、薬価の算定基準の関係、先ほどお答え

いただいたのですけれども、特に近年医薬分業と

いうふうになっておりまして、ほとんどこれ病院

のほうで収益の面では影響がなくなってしまった

のだなと。先ほどのお答えもそういうことに沿っ

た中身なのでないかなと思うのですが、そこら辺

について再度お答えをいただきたいと。

それと、診療報酬の改定なのですけれども、医

療従事者の負担軽減、それから医師等の働き方改

革の推進というのが今回の重点課題に位置づけら

れております。それで、特に消費税財源を活用し

た救急病院における勤務医の働き方改革の特徴的

な対応として ０８％上積み、公費で１２６億円

が措置されているわけですけれども、かなり経営

側にとっては診療医療報酬改定は厳しいものにな

ったという認識で受け止めているのですが、この

辺りは率直にいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 御質問

２点でよろしいですか。薬価の関係につきまして

は、これまでも一番問題になったのは高額な抗が

ん剤が市場に出てきたとき、これが薬価の変動を

大きくさせてしまったということから、国の財政

負担にも響いたということで、半年ごとの調査、

改定等を行いたいというようなこともあって、こ

の制度改正がされたということでございます。従

前は院内処方をしていた時代でございましたら、

院内での薬価差益というものはこれは努力によっ

て相当生み出せた時代もございましたが、調剤薬

局等への院外処方となって以降につきましては、

これも院内で使う薬剤に限られてきましたので、

そこにつきましては当然振り幅は小さくなってい

るということでございます。さらに、やはり先ほ

ども申し上げましたけれども、それぞれの病院が

努力をしてここでの薬価差益を生み出しながらそ

こに係る経費の補填をしていたわけでございます

が、それが毎年調査をされて、実勢価格に近いと

ころでの改定をされるということでございますの

で、これは大変厳しい状況になるのは目に見えて

いるということでございます。

それから、診療報酬改定での働き方改革相当の

部分につきましては、これ昨年の４月の改定で組

み込まれたものでございます。これにつきまして

は、医師の労働時間等を縮減するために係る費用

を見なさいと、その分を上乗せしますというよう

なことでございます。実質的にはそれほど大きな

額ではございませんので、これから医師の働き方

改革につきましては３年ないし４年かけて整理し

ていくということになっておりますので、御理解

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。

次に、農業の振興についてお伺いしたいと思い

ます。それで、先ほど労働力不足の関係でお話を

伺いました。それで、異業種チャレンジ奨励事業、

うまくこれが当てはまればいいのですが、今の現

状ではやっぱり１年間、通年通した雇用でないと

これ生かされないということでありますから、北

海道の段階ではかなりこの春先の人手の関係で、

名寄市、そうなのですが、忙しくなるということ

もありますから、ぜひ北海道のほうに要望をしっ

かり上げていただいて、使いやすい事業にしても

らうといいますか、活用できるような形にしても

らったらいいのではないかと。特にコロナ禍で都

会のほうでは結構離職する人もいるのですが、そ

の場合奨励金が３０万円で、転居費用も最大２０

万円つくと。そして、雇った側も奨励金３０万円

が支給されるという、これかなり手厚いものだと

いうふうに私は理解しておりますし、しかしなが

ら１年間継続して使えないということで、継続し

て雇用しなければならないということもあります

から、ぜひこれＪＡのほうでも意見としては、例
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えば畑作事業から春に使ったとしたら酪農業に次

に忙しいときに使っていただくだとか、あるいは

今農業法人ということで法人化もされております

から、そういう中でのいわゆるローテーション組

んで、何とか１年間つないで、例えばこの事業使

えるようにしてもらうだとか、そういうことがで

きれば大変いいのではないかなというふうに考え

ているものですから、この辺り意見反映というこ

とでお願いしたいと思います。

それとあと、六次産業化ということなのですが、

先ほどもちょっとお話ありましたけれども、多方

面にこれは基幹産業、農業を中心にして幅広く加

工産業だとか様々な展開が期待されるところであ

りますから、ぜひ名寄産といいますか、名寄産の

冠をつける取組なんかもやってみてはどうかとい

うふうに考えております。例えば北海道なんかで

も推奨しているのですけれども、小麦、全量北海

道産だとか、そういうキャンペーンが以前あった

のです。したがって、例えば名寄産小麦１００％

使用の、それを使った小麦粉、強力粉だとか、そ

ういったものの開発だとか、それから名寄産牛乳

１００％使用のバターだとか、通常流通している

オーソドックスなところからこれは名寄産の冠を

つけて、これだけ素材使ったものを大事にして消

費もしているということでやってみてはどうかと

いうふうに思うのですが、この辺りちょっとお聞

かせいただきたい。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 加工の中でもさらに

付加価値をつけるという意味で名寄産１００％に

こだわる、あるいはそれを表示するという取組に

ついての提言だったというふうに思います。例え

ば一個人が取り組むものであるとそういった考え

方が何となくぴったりくるのかなと今イメージを

持っています。ただ、規模が大きくなってくると、

あるいは取組者が増えてくるとその規格を統一し

て守ってもらうということと表示することに対す

る責任なんかも出てきますので、なかなか大きい

取組として実施することについてはハードルもあ

るかなと思いますが、ただ個人の取組などについ

てはそういった可能性もあるのかなというふうに

思っておりますので、ここについては他事例、あ

るいはその方法などについても幅広く情報収集し

てまいり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） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それと、先ほどアン

ケートの中で本市における野菜だとか肉だとか、

なかなか場所だとか分からない、なかなか買えな

いということなども指摘がありました。今日ちょ

っと時間ないので、またこの次に議論したいと思

いますが、実は今全国的に見てみますと、新鮮な

野菜を売りたい、それから買いたいという中で野

菜バスの運営を始め、注目を集めている企業があ

るということで、野菜バスの運営ということで、

静岡でできまして、広島、茨城、兵庫、福岡、大

阪、長野などで展開されているということで、こ

れは生産者とストレートに消費者を結びつける。

間に介在するのは企業なのです。いろんなスマー

トフォンだとか、そういうものを駆使していわゆ

るマッチングといいますか、欲しい人と売れる人、

これを結びつけるという取組なんかされておりま

して、非常に物流コストをこれ軽減するというよ

うな取組なのですが、様々な形でこれから取り組

めることかなと思っていますので、またこれは議

論していきたいというふうに思っています。

最後になりますが、教育行政の関係に移ります

が、先ほど中学校の配置計画ということで、耐力

度を見極めながら順に名中、東中ということで耐

力度調査を実施するということなのですけれども、

特に私心配するのは建築からそれぞれ４０年超し

ていますから、構造物などの落下事故がちょっと

心配されるかなというふうに思っています。耐力

度を測った上で修繕しながら改築までもたせると

いうことになるのですが、今現在心配される大き

な不具合というのはないのかどうか。
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それと、もう一つは公共施設個別施設計画、こ

れの中に学校の老朽度なんかも今回のもので併せ

て組み込んだらいいのではないかなというふうに

思ったものですから、教育関係は教育関係の施設

ということで別にやられているというのはよく分

かるのですけれども、せっかく名寄の中の公共施

設個別施設計画が出されていますから、これにや

っぱり一元化して一元管理をするという、これだ

けのものがありますよということでやったらどう

かと思うのですけれども、この辺りちょっとお答

えいただければ。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 当面名寄中学校と名

寄東中学校において管理面での不具合はないかと

いう御質問でございます。今ちょっと危惧されて

いるのが、名寄中学校のボイラーがちょっと正直

のところいつ落ちてしまうかなという心配もござ

いますけれども、定期的に業者の方に点検をして

いただきながら運転をしているというような状況

でございます。あと、体育館等の構造物につきま

しても毎年目視で確認をしながら、不都合があれ

ば修繕等していくということでございます。

あと、学校の施設全般的にいいますと、市の計

画とは分かれておりますけれども、今年度中に学

校施設においては長寿命化計画を策定することに

なってございまして、それが３月までということ

になっていますので、学校の施設についてはその

計画の中で今後も管理をしていきたいというふう

に考えてございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今河合部長のほうから

学校のほうありましたけれども、公共施設の総合

管理計画というものがありまして、そちらについ

ては国からのお話ですと令和３年度に一回見直し

の時期なのだよということで来ております。個別

計画の中にはほかにも公営住宅ですとか様々な計

画があるものが個別の中からは別の計画として出

ておりますので、それを総合的に管理する総合管

理計画の中で改めて、今回名中、東中の問題もあ

りますので、また令和３年度にどこかの時期では

整理しなければならないなと思っているところで

あります。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 分かりました。

それで、この個別施設計画も含めてなのですが、

学校が一番大きいわけです。 ０００平米ぐらい

の建物でありますから、黙っていても１校直すと

いったら校舎だけでざっと２５億円ぐらいかかる

予定になると思いますから、かなり厳しいと。そ

して、そこにさらに個別計画でＣランク、Ｃ評価、

Ｄ評価とか、そういう流れになっていますから、

様々な順番待ちという状態の中でどのように運営

をしていくか。本当に名寄市、今後しっかり施設

を整備していかなければならないと、お金もかか

るということで、頭の痛いことも多いでしょうが、

子供たちの学校という面では子供たちの安全、こ

こをぜひしっかり守って、整備含めて順立ててや

っていただきたいと思います。

ちょっと時間不足しまして、私の采配ミスで不

足しまして、言いたいこと、聞けなかったことあ

りますが、この後また予算委員会等で御質問させ

ていただきたいと思います。ありがとうございま

した。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

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。

子供、子育てについて外１件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。
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大項目の１、子供、子育てについてお尋ねをい

たします。幼児教育は、生涯にわたる人格形成の

基礎を養うための重要性や幼児教育の負担軽減を

図る少子化対策の観点から２０１９年１０月より

幼児教育の無償化が始まりました。そこで、小項

目の１、未就学児の保育、教育の現状についてお

尋ねをいたします。令和２年度の保育所、幼稚園、

認定こども園など認可施設の年齢別定員数と措置

の状況について、また幼児教育の無償化により住

民登録されている３歳以上の全ての児童が認可、

または認可外施設において保育、教育が受けられ

ているのかお知らせください。なお、３歳未満児

の待機の状況についてもお知らせください。

次に、幼児教育、保育無償化に伴い必要な担い

手確保の状況について、慢性的な保育士、幼稚園

教諭の不足の解消策として待機児童解消緊急対策

に取り組み、幼児教育、保育に携わる有資格者の

確保対策が講じられています。担い手確保の現状

と対策についてお知らせください。

少子化が進む中、名寄市の近年の出生者数を見

ると年間２００人を超える数で推移しておりまし

たけれども、近年では１７０人を下回る状況にあ

ります。子供を安心して産み育てる環境づくりを

今後どのように進めるのか、対策についてお聞か

せください。

小項目の２、今後における保育所の建て替え、

再配置についてお尋ねをいたします。幼児教育、

保育の無償化に伴い保育ニーズが高まっています

が、現在の保育所、幼稚園、認定こども園の措置

バランスの現状と南保育所の建て替えに関し幼稚

園等との意見交換の実施の有無など、基本計画の

策定において対応状況について、なお現在３か所

に設置している認可保育所の現状や課題の整理、

３歳未満児の対応と対策など今後における保育所

の統合及び将来構想についてもお知らせください。

また、保育ニーズが高まる中、今後の認定こど

も園の認可拡大に向けての対策についてもお知ら

せください。

次に、大項目の２、経済対策についてお尋ねを

いたします。新型コロナウイルス感染症の終息が

見えずに、当市においても経済を含めあらゆる分

野において厳しい状況が続いております。そこで、

名寄市を取り巻く経済状況を踏まえ質問してまい

ります。小項目の１、（仮称）名寄市商工業振興

基本計画の策定状況について。平成３０年第４回

定例会において本市における商工業に係る基本的

な理念や役割などを定める基本計画の検討を位置

づけ、検討、取組を進めるとしておりましたが、

策定の進捗状況についてお知らせください。

小項目の２、新型コロナウイルス感染症予防対

策に係る経済対策の現状把握と今後の支援につい

てお尋ねをいたします。直近の経済対策事業、名

寄市経営維持支援給付金の申請状況及び交付実績

について。

次に、中小企業振興条例助成事業の中心市街地

近代化事業補助及び店舗支援事業は、補助基準な

ど時限的拡大緩和措置により投資事業が喚起した

と思われますけれども、効果や実績についてお知

らせください。

また、名寄市が実施したコロナ禍関連の経済対

策支援事業を除く国、道が実施した持続化給付金、

雇用調整助成金、家賃補助など市内事業者への支

援に関する把握の現状をお知らせください。

なお、終息が見えず、本市経済への影響の長期

化しており、コロナ禍の自粛により被った影響は

飲食業界をはじめとする各業界及び関連事業者に

も及んでいます。本市経済を守るため今後の対策

をどのように進めようとしているのかもお聞かせ

ください。

小項目の３、地域経済の活性に向けてお尋ねを

いたします。人口減少や企業の撤退など市内経済

の状況は一層厳しくなることが予想され、地域経

済を守るため行政の役割として国や道の補助事業

の活用はもとより、名寄市の官公需における発注

事業の確保は重要であると認識しているところで

あります。官公需受注機会の確保の取組や地域内
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循環型経済対策の推進は地域経済の活性に向けた

最も重要な対策と位置づけ、対策を講ずる必要が

あり、まさに今の厳しい名寄市の経済をどう立て

直すのか、即効性のある経済対策が肝要と考えま

すが、お考えをお聞かせください。

また、建設業における民間戸建て住宅の建設に

おいて、地元企業の受注が近年大幅に減少してい

ます。この減少の受け止めについても考えをお聞

かせいただきたいと思います。

以上、この場から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） 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） 塩田

議員から２点にわたり御質問がございました。大

項目１につきましては私から、大項目２は産業振

興室長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

最初に、大項目１、子供、子育てについて、小

項目１、未就学児の保育、教育の現状についてお

答えいたします。未就学児の保育、教育の現状と

しまして、令和２年５月現在の定員と入所児童数

の状況について申し上げます。公立保育所の入所

状況につきましては、３保育所で定員２２０名に

対しゼロ歳児８名、１歳児３９名、２歳児５０名、

３歳児４９名、４歳児４０名、５歳児４４名の合

計２３０名で、５月時点で既に定員を超えた入所

状況となっております。例年公立保育所において

は年度末に向けて徐々にゼロ歳児や１歳児の入所

が増えていくことから、最終的には２５０名を超

える児童が入所している状況となっております。

市立の幼児教育、保育施設においては５３９名の

定員に対しゼロ歳児７名、１歳児３４名、２歳児

４２名、３歳児１３６名、４歳児１５０名、５歳

児１５４名の合計５２３名が入園しており、私立

の施設においては、満３歳の誕生日を迎えて幼稚

園に入園していく幼児もいることから、最終的に

は５７０名程度の児童が入園している状況となり

ます。令和元年１０月から３歳以上児の幼児教育、

保育の無償化が始まりましたが、それ以前から３

歳以上児の施設利用者数は１００％に近い状況に

ありましたので、入園を希望している３歳以上の

児童はいずれかの施設を利用できている状況にご

ざいます。

次に、３歳未満児の待機児童の状況としまして

は、令和２年４月１日時点においては１歳児５名、

２歳児３名の計８名の待機児童がおりました。こ

の待機児童の多くは、４月直前の転入により入所

調整が整わなかったケースになります。その後入

所調整を経て５月には待機児童が解消され、令和

３年１月時点においても希望する施設への入所に

至らないケースはありましたが、待機児童はいな

い状況となっております。

次に、幼児教育、保育の担い手の現状と対策に

ついてですが、近年３歳未満児の入所希望が多く

なってきている状況にあります。議員御存じのと

おり、保育士や保育教諭の配置基準としましては

最低でもゼロ歳児は３名に１人、１、２歳児は６

名に１人の配置が必要であり、さらに安全確保の

ためには基準以下の児童数であっても複数の保育

士等の配置が必要となってきております。また、

現在市内全ての認可施設において障がい児の預か

りを実施している状況にあり、それぞれの施設に

おいて保育士等を加配し対応してきていることか

ら、担い手の確保に苦慮しているところです。こ

のような状況の中、３歳未満児を受入れしている

施設を中心に慢性的な保育士等の人員不足が生じ

ていることから、これまで実施してきた待機児童

緊急対策事業に加え、新年度においては保育体制

強化事業として保育支援者を配置できる事業を開

始し、就労環境の改善を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、出生率の減少、少子化を見据えた対応に

ついてですが、平成３０年度以前までは例年２０

０名を超える子供の出生がありましたが、令和元

年度においては１６９名の出生にとどまり、急激
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な出生数の減少となりました。全国的にも大幅な

出生数の減少傾向であり、今年度においても昨年

同様１７０名前後の出生にとどまる見込みであり

ます。令和２年度から５か年で実施します名寄市

子ども・子育て支援事業計画においては、ここで

育って、ここで育ててよかったと言えるまちづく

りを目指してを基本理念として掲げ、子供を安心

して産み育てる環境づくりについて計画を推進し

ております。教育、保育費用の負担軽減としては、

令和元年１０月から３歳以上児の幼児教育、保育

の無償化を開始しておりますが、計画の主要施策

として掲げている多子世帯の保育料軽減について

令和３年度から年収が６４０万円未満相当の世帯

における第２子以降の保育料を無償化することで

安心して子育てできる環境の整備を図ってまいり

たいと考えております。

続きまして、小項目２、今後における保育所の

建て替え、再配置についてお答えいたします。新

南保育所の建設に当たっては本年度実施しており

ます基本設計の中で保育の課題と今後の保育状況

を見据えた検討をしているところです。具体的な

現状と課題としましては、現在の３保育所はいず

れの保育所も建築から４０年を経過し、老朽化し

ていることから、建て替えが必要な状況にありま

す。加えて、建設当時は３歳未満児の保育ニーズ

が現在ほど高くなかったため、３歳未満児の乳幼

児室の面積割合が低い状況にあります。現在乳幼

児１人当たりの保育に必要な面積基準の範囲内に

おいて最大限の乳幼児が入所しており、物理的に

入所が難しく、待機せざるを得ない状況も想定さ

れます。こうした３歳未満児の保育ニーズに対し

待機児童を出さないためには、さきに回答したと

おり、保育士等の確保が難しい状況において公立

の保育所における受皿の整備が求められてきてお

ります。

次に、保育のニーズの高まりによる入園のバラ

ンスにつきましては、これまで保育所と比較し保

育料の低い幼稚園の幼児教育を受ける児童が多く

いましたが、３歳以上の幼児の預かりが幼稚園、

保育所ともに無償化されたことに伴い、保育時間

が長く、給食が配食される保育へのニーズが高ま

ってきております。市内には認定こども園が３園

あり、ニーズの変化に伴い幼児教育の認定から保

育への認定へ変更する家庭も多く、それぞれ園内

において保育認定の定員を増やし、対応を図って

きております。また、幼稚園においても保護者が

就労している家庭は幼児教育時間後の預かり保育

も無償化の対象となったため、新たに就労し、預

かり保育を利用する家庭が増えてきている状況に

あります。一方で、さきにお答えしたとおり、令

和元年度の出生数が１７０人を下回った状況にあ

り、前年対比３０人以上の子供が減少したことか

ら、令和７年度には３歳以上児の人数が現在と比

較し９０名を超える原因となることも想定されま

す。これは、幼稚園１園に相当する人数であるこ

とから、公立保育所における３歳以上児の定員を

減員し、私立の幼児教育、保育施設への入園を促

していく必要があります。

次に、新南保育所の建設による幼稚園及び認定

こども園に及ぼす影響につきましては、令和元年

１０月から幼児教育、保育の無償化により保育の

ニーズが高まってきたことから、特に影響を及ぼ

す幼稚園との協議を実施してまいりました。具体

的には出生数が減少していることから、このまま

推移すると令和７年度には９０名以上の３歳以上

児の減少が想定されている状況に加え、無償化に

伴う保育ニーズの受皿確保が必要となるため現在

の幼稚園ではニーズと合わなくなってきているこ

とから、認定こども園に移行できないか協議をし

ております。協議結果では、給食の配食について

は市が支援することで１園が認定こども園への移

行を決定しております。また、もう一園について

も今後のニーズの状況により再検討をしていくこ

ととなっております。このことにより私立の幼児

教育、保育施設において３歳以上児の保育ニーズ

におおむね対応できることとなったことから、公
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立保育所の定員としては３歳以上児の保育定員を

減員し、３歳未満児の保育を持続していく方向と

しております。このことにつきましては、名寄市

子ども・子育て会議を経て第２期名寄市子ども・

子育て支援事業計画に反映しているほか、各園長

及び保護者会の役員で構成されております名寄市

幼児教育保育振興会の会議において公立保育所の

定員の方向性を示し、確認をいただいているとこ

ろです。

最後に、今後の保育所構想としましては、新南

保育所が令和５年度中に完成を予定しており、完

成に伴い西保育所、または東保育所のどちらかを

閉所するほか、残った保育所についても、さきに

お答えしたように、３歳以上児の保育ニーズに対

して私立の幼児教育、保育施設と新南保育所の定

員で確保できることから、今後の出生数の状況に

もよりますが、３歳未満児に特化した保育所とな

る予定であります。閉所に伴う影響は、現在入所

している１歳児の幼児が５歳児になる令和６年度

から影響するため、認定こども園や幼稚園への移

動を検討するためにも３歳児になる前の令和３年

度中に方向性を協議してまいります。また、西保

育所または東保育所のどちらの保育所が存続する

ことになったとしても、建設から４０年を経過し、

老朽化していることから、新南保育所の整備後に

おいて立地適正化計画や公共施設個別施設計画に

基づきながら新保育所の整備について検討を行っ

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目２、

経済対策についてお答えいたします。

まず、小項目１、（仮称）名寄市商工業振興基

本計画の策定状況について申し上げます。本市に

おける商工業振興に係る基本的な理念や役割など

を定める基本計画については、人口減少に歯止め

がかからず、事業所数や従業員数が減少傾向を示

すなど事業活動が厳しさを増す本市において地域

経済を維持、継続させていくためには地域経済活

動や雇用を支えている中小企業、小規模事業者の

持続に向けて行政をはじめ関係機関、団体、市民

などが一体となり施策を推進することが求められ

ていることなどから、昨年２月、名寄市中小企業

振興審議会に対し市長から令和２年度中の策定を

望む旨諮問いたしました。この諮問を受けて、審

議会では昨年度中に検討部会を設置して審議を開

始する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

の影響により部会の開催が昨年７月にずれ込んだ

ことに加えまして、ウィズコロナ、アフターコロ

ナを見据えた審議が必要とのことから、令和３年

秋頃までに策定することといたしました。これま

でに３回の部会を開催し、親会であります審議会

からも御意見を伺いながら現在素案を取りまとめ

ているところでございます。基本計画の策定に併

せ中小企業振興条例に基づく補助事業の支援メニ

ューをより事業者のニーズに沿った使い勝手のよ

い制度へ見直すとともに、企業立地促進条例につ

いても王子マテリア名寄工場の稼働停止後の敷地

の利活用などを見据え見直すこととして御審議い

ただいてるところでございます。

次に、小項目の２、新型コロナウイルス感染症

予防対策に係る経済対策の現状把握と今後の支援

について申し上げます。新型コロナウイルス感染

症の影響が長期化し、持ち直しの兆しが見られた

市内経済でしたが、昨年１１月頃からＧｏ Ｔｏ

トラベル事業の一時停止や移動自粛による宿泊

キャンセル、Ｇｏ Ｔｏ イート事業の一時販売

停止や外出自粛による飲食店の売上げ減少が避け

られない状況となりました。こうした状況から、

産官金連携なよろ経済サポートネットワークにお

いて金融機関と情報交換するほか、市と名寄商工

会議所、風連商工会と連携して市内の各業界団体

と個別に意見交換を行い、状況把握に努めました。

関係機関との情報交換やヒアリングを踏まえ、本

年１月に名寄市経営維持支援給付金を創設し、新

型コロナウイルス感染症の影響の長期化で特に大
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きな打撃を受けた飲食店、バス、タクシー、運転

代行業、宿泊業の３業種を対象に支援を行いまし

た。申請期間は短かったものの、これまで３月１

２日の支払い分を含め申請件数１６０件、対象事

業所数１７９件、支給額は ２４２万 ０００円

となっております。

続きまして、中小企業振興条例に基づく補助事

業の拡充、緩和につきましては、ウィズコロナ、

アフターコロナを見据えた市内事業者の設備投資

ニーズに応える事業として好評を得るとともに、

事業を請け負う市内施工業者からも高い評価をい

ただいており、これまで３度にわたり補正予算を

議決いただいたところでございます。２月末日時

点での補助金の申請状況は中心市街地近代化事業

で申請件数４０件、交付決定額１億 ８８４万

０００円、店舗支援事業で申請件数８９件、交付

決定額 ７５６万 ０００円、創業支援事業で申

請件数１３件、交付決定額 ５９８万 ０００円

となっております。

続きまして、国が実施した持続化給付金、家賃

支援給付金、または北海道の休業協力・感染リス

ク低減支援金などについては都道府県別、あるい

は市町村別の情報が公表されておらず、市内事業

者の申請状況等を正確に把握することはできませ

んが、本市が実施した事業継続支援給付金、そし

てがんばる中小企業応援給付金のデータを基に持

続化給付金についてその受給要件などから推計し、

約３５０事業者、４億 ０００万円程度が交付対

象になると推計しているところでございます。長

期化するコロナ禍にあって、感染防止対策を徹底

した上で地域経済を回すために必要な施策に取り

組むことが重要であると考えておりまして、商工

会議所、商工会と連携するとともに、産官金連携

なよろ経済サポートネットワークにおいて金融機

関と情報交換をし、情報把握に努め、適宜必要か

つ持続可能な対策を講ずることが必要だと考えて

おります。

次に、小項目の３、地域経済の活性化に向けて

について申し上げます。コロナ禍を見据えた対策、

設備投資に係る施策の継続についてでございます

が、本市ではコロナ禍における経済対策として、

いち早く昨年の第１回定例会会期中に市内中小企

業、小規模事業者の事業継続を支えるためコロナ

対応の融資制度を創設しました。具体的には売上

げが１０％以上減少した事業者が本市の通常の制

度融資よりも低率で融資を受けられ、保証料全額

と利子３年分を市が負担するというものでござい

ます。２月末までに６８件、３億 ８５０万円の

融資が実行され、市内中小企業、小規模事業者の

事業継続に寄与しており、長期化するコロナ禍を

見据え、令和３年度予算案におきましても本制度

融資に関わる予算を盛り込んでございます。官公

需受注機会の確保と地域内循環型経済対策の推進

についてですが、御質問のとおり、地域経済にお

いて官公需の影響は大きいものがあり、地元の雇

用確保のためにも市内事業者の受注機会の確保を

図る必要があると考えております。国におきまし

ては、官公需についての中小企業者の受注の確保

に関する法律及び中小企業者に関する国等の契約

の基本方針を定め、中小企業者の受注機会の確保

を図っており、本市におきましても法律や国の施

策に基づき名寄市指名競争入札参加者指名基準や

名寄市公契約指針の中で地域経済の活性化や地元

企業への受注機会の拡大及び育成について定め、

契約の適正な確保ができる範囲内において市内業

者を優先して発注しております。今後におきまし

ても官公需における発注や納入時期の平準化、適

正な工期の確保などに配慮し、引き続き地元業者

への優先発注に取り組んでまいります。

民間戸建て住宅建設における地元企業受注の現

状と対策についてですが、市内に建設された専用

住宅は新築、建て売りを合わせて件数と市内施工

業者の割合で平成２７年度が５６件、３９％、２

８年度は４８件、２９％、２９年度が４９件、２

０％、３０年度が５８件、２７％。令和元年度が

５７件、２１％となっております。市内業者の受
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注率の低下の要因の一つには、地方業者による施

工が増えていることで市外業者であっても身近に

感じるため、住宅業者を選ぶ際の選択肢が広がっ

ていると受け止めているところでございます。

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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。確認も含めて何点か御質問させて

いただきます。

まず、年齢別の各認可保育所、幼稚園等々につ

いての措置数の部分については報告をいただきま

して、状況を把握させていただきました。実際に

この中では、今御答弁いただいた中では３歳以上

児についてはおおむねというよりは皆さん希望に

沿った形の中で、一部調整は必要だったかもしれ

ませんけれども、この３歳以上児の無償化に伴っ

てしっかり措置をされているという現状把握させ

ていただきました。実際に住民登録等の部分と比

較してどうなのかなというところも自分なりにち

ょっと見てみましたけれども、おおむね、若干、

いろいろ状況といいましょうか、家庭の状況とか

あって、どうしても行けない、通えないというと

ころはあるのかもしれませんけれども、全てにお

いて措置されているということで理解をさせてい

ただきました。未満児の部分でありますけれども、

これはやはりまだ無償化に至っていませんし、当

然必要、ニーズといいましょうか、その中におい

て対応しているという状況でありますから、特に

その部分でいうと一部待機の状況はあったけれど

も、４月段階では待機があったけれども、５月の

段階で調整が取れて、待機がなくなったというふ

うな状況で、実際有効に施設が利用されていて、

必要とする各家庭の部分についてもしっかり受け

止められているというふうな部分で認識をさせて

いただきました。この中で一つ、これは保育士な

り幼稚園教諭、有資格者に関する部分としては何

年か前から待機児童解消のための緊急対策という

形で実際に進めていて、大分解消になってきたと

いう部分ではありますけれども、この部分につい

ては一部まだ苦しいところも施設的にはあるのだ

というような部分で、この保育体制強化というの

は今回予算で新しい事業という形で恐らくサポー

トされるような、実際に有資格者が配置されてい

ますから、その方たちをサポートするような形で

進めるものかなというふうに思うのですけれども、

そういう理解でよろしいのかどうなのか、お願い

します。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今御

質問いただきました令和３年度から予算を計上さ

せていただいております保育体制強化事業の実施

につきましては、今議員おっしゃったとおり、不

足する有資格者を補助するためのということでの

事業ということで、令和３年度予算を計上させて

いただいているところでございます。議員の認識

のとおりでございます。

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） そういうことでいう

と、このサポートするという部分については有資

格者とは限らず、お手伝いをする状況であります

から、そういうふうな認識でいいということです

ね。

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） 実際

に保育に携わらないということですけれども、有

資格者をサポートするということで地域の住民で

すとか子育てを経験されている方、そういった方

々の人材を活用するということでの事業でござい

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） しっかりとした体制

が迎える側といいましょうか、保育、教育を行う



－137－

令和３年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

側でしっかりとした体制ができるということは非

常に大事なことだというふうに思いますので、や

はりその辺はしっかりと配置については対応して

いただきたいというふうに思います。

少子化の部分でありますけれども、本当に近年

といいますか 、昨年ですか、元年度なのかな、急

に、それまで２００人を超える出生数で推移した

ものが実際１７０切るくらいの数字に、これから

どうなるかまだ分かりませんけれども、そういう

形で実際に減っていると。この原因がどうなのか

というのは分からないと思いますけれども、こう

いう少子化になってくる部分でいうと、産み育て

る環境がしっかり整っていくということが、もう

一人子供本当は欲しかったのだけれどもというと

ころで頑張ってみるとかいうふうな体制が整って

いるとそういうことも可能であり、それが幾つか

なっていくとやはり少しでも多くの子供が名寄に

多くなるというふうな状況かなというふうに思う

のですけれども、これらに伴う部分としては、こ

のことばかりではないと思うのですけれども、多

子世帯の対応として第２子、これまでは第３子も

対応していたという部分、無償化だったはずです

よね。第２子がこの令和３年から対応すると。所

得制限という部分でいうと６４０万円未満の世帯

ということですから、所得の制限はあるけれども、

そういうふうな形で対応できるようになってきた

というふうなことで、いろんな子育て世代の部分

でいうと体制を整えてきているのだなというふう

に思います。当然ひまわりらんども実際には３歳

未満の、認可なり無認可のほうの施設に通ってい

ないお子さんと親御さんが実際そこで保育という

か、実際に一緒に見ているという状況が設置され

ましたから、そのことも効果として現れているな

というふうに思いますし、今提案中でありますけ

れども、子供の遊び場の整備、これも当然、すご

いなというふうに思ったのはお母さん方からしっ

かりアンケート、要望があったことをすぐ受け止

めてこういう対応していくれたということは非常

に大事なことだったのかなというふうに思います。

我々もいろいろ視察等々で道内、道外に出ていく

わけですけれども、そのときに同じような形で商

業施設を活用して、そしてこういうふうな対策を

講じているというふうな部分も見てきておりまし

た。こんなふうに対応してくれるということは非

常に大事だなというふうに思うのですけれども、

やはりこの部分でいうと期待感というか、その部

分について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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 子供の遊び場に

対する期待感ということでよろしいでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） もう一回、では。

塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） すみません。しっか

り質問できなくて申し訳ありません。

実際いろんな対策を講じている。ゼロ歳児とい

いましょうか、出生落ちている。これら何とかし

ないと、子供が増えていかない。だから、いろん

な対策講じなければいけないという部分でいうと、

その部分も含めた中でこの対策を講じてきた。遊

び場だけではなくて、全体を通して。

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） 議員おっしゃら

れるとおり、出生数が急激に、３０名程度減った

ということで、今後のまた２００名程度に戻るこ

とを期待していますけれども、名寄市の将来を担

う子供たちをやっぱり数多く出生いただいて、こ

こで育っていただきたいというふうに思っており

ます。何をするにしても財源の確保が必要であっ

て、３歳以上児の保育料等の無償化によって市が

今まで出していた財源が確保できたということで、

それによって小学生の医療費の無償化の拡大とか

今回の多子世帯の助成とか、そして子供の遊び場

ということで、そういった面では子育て世帯に対

する財源を充当できたということでは、これから
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産む方、今子育てしている方については大変いい

制度だというふうに思っています。これは直接的

に出生につながるかということはちょっと分かり

ませんけれども、その一つ、産んでここで育てた

いという、そういった意欲も含めての機運も高ま

る、そういったことに期待をして、今後より一層

の子育て世帯への環境整備も含めて充実して、や

っぱり出生数が増加していくような、そういった

取組も進めていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。今後しっかりとした……既にいろんな対策講

じているということで、以後継続して進めていっ

ていただきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

あと、南保育所の建て替えの関係なのですけれ

ども、今現在３所ありますから、その３所を、南

プラス西になるのか、南プラス東になるのかとい

うふうなこと、まずはそこが想定される部分かな

というふうに思いますけれども、１５０名に定員

を設定をしているというふうなことで、先ほども

以上児と未満児の関係の数の関係でお話をいただ

きましたけれども、これは年長さん、５歳児、４

歳児、３歳児、１、２歳児の未満児、そしてゼロ

歳児というふうな部分でトータルで１５０という

ことでありますけれども、これは想定をしている

部分としてはどんな定員数といいましょうか、定

員数を想定しているのか、もし分かれば教えてい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど出生数に

つきましてはできれば２００名に戻っていただき

たいという期待感ありますけれども、やっぱり現

実的には今１６０名から７０名程度で当面推移す

るということも想定していかなければならないと

いうふうに考えています。そういった面では、各

年齢ごとに大体３０名程度減少する可能性がある

というふうに思っています。それを踏まえて、公

立の保育所については３歳以上についてはそれぞ

れの年代ごとに３０名程度定員を減らしていくこ

とによって、３歳、４歳、５歳児でいくと９０名

以上の定員が減少するのですけれども、大体１幼

稚園等に見合うぐらいの人数になっていくのです

が、そうすることによって民間、私立の幼児施設

については大体今どおりの定員、入園数で推移し

ていけるのかなというふうに思っています。一方

で、先ほど３歳未満児の需要が今の保育所建てる

４０年ほど前と比べて、これ議員も御承知のとお

り、やっぱり利用が増えているということであり

ますので、３歳未満児のところに力を入れて公立

保育所はやっていきたいというふうに思っていま

す。

それで、南保育ができた後、令和６年４月には

西か東をどっちか１か所閉所して、定員管理をし

ていきたいと思っています。それもできれば令和

３年度中にその方向性を出していかなければ、預

けるほうもいつ行く保育所が閉所になるかという

不安もあるかと思いますので、できれば令和３年

度中に西か東保育所どちらかを閉所して進めてい

くという方向性を持たせながら対応していきたい

というふうに思っています。将来的にはこれまで

も北と南に１か所ずつという話もさせていただき

ますけれども、北のほうに新たに造る保育所につ

いては３歳未満児をちょっと重点的な保育所を造

っていきたいというふうに思っています。それで、

私立と公立が今の運営体制がそのまま継続できる

ようなことも含めて進めていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実際ちょっとお聞き

した部分については、令和３年に実施計画を実際、

実施設計ですね、実施設計を行うというふうなこ

とになれば、当然各部屋の間取りといいましょう
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か、面積ですとかいうふうなもの関係していくる

と思うのです。実際に１、２歳児を対応すると。

ゼロ歳児を対応する。３歳、４歳、５歳の以上児

を対応する部分としては、やはり人数によって当

然スペースというのは必要ですから、ある程度し

っかりした数値を示していかないと実施設計でき

ないというふうに私なりに思うのです。したがっ

て、そのことがちょっと気になっていたという部

分で、各年齢ごとの実際に定員数というのはどの

ようにお考えなのかというところをお聞きをしま

した。そこのところは、私が言うまでもなくしっ

かり対応していくのだろうと思いますし、それか

ら今後の、実際に１７０名、出生１７０という感

じで３０減ったら３歳、４歳、５歳で合わせて９

０人減っていくのですよというふうなことで、そ

れらもしっかり将来を見据えた中で対応していく

のだというふうなことで、これについても先ほど

子ども・子育て会議なり、それから各幼稚園の代

表者で集まっている会議ありますよね。その中で

しっかり提案をさせていただいて、そしてその中

からしっかり受け止めていただいて、意見いただ

いたところはというところでしっかり反映されて

いるという認識でいいのかどうなのか再度お聞き

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） ちょっと先ほど

の新保育所の定員ですけれども、ゼロ歳児は３ク

ラスの２４名、１歳児は２クラスの２４名、２歳

児が２クラスの２４名、３歳児から５歳児は１ク

ラスの２６名の定員、合計１５０名を予定して基

本設計を行って、実施設計に来年度入っていきた

いというふうに思っております。

今話した名寄の幼児保育振興会の関係ですけれ

ども、これにつきましては随時うちのほうからの

情報を出しながら向こう側の意見をいただいて、

今市内にある認定こども園であったり、保育施設

だったり、幼稚園と将来的にも連携を取って運営

できる、そういったためにはどうするかというこ

とで、先ほどちょっと申し上げました公立保育所

の規模も含めて提示をしながら、そして出生数の

予定も提示して、皆さんの御意見をいただきなが

らこの間進めてきております。

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

にこれからの少子化が続くということを想定をし

ているわけですから、当然今４園あります、公立

でいえば。そして、３所があって、それが２所に

なる。そして、そのほかに無認可もあったりとい

う部分ではありますけれども、実際に見る、見て

もらう数が少なくなるというふうなことから考え

ていくと、当然幼稚園との競合する部分というの

は出てくるというふうに思うので、しっかりそこ

ら辺の調整は図らなければならないというふうに

思いますけれども、その辺しっかりこの２つの、

子ども・子育て会議なり４園の代表者との部分で

事あるごとにやはりしっかり協議をしていただい

て、進めていっていただきたいというふうに要望

して終わります。

次に、仮称の基本計画でありますけれども、こ

のことについて今室長のほうから御答弁いただき

ました。昨日も代表質問の中で市長のほうから３

年の秋をめどにというふうなことで策定をするべ

く今素案づくりをしているというふうなことであ

りますので、ただこの基本計画というのは今後の

中小企業の振興も含めて基本となる部分をしっか

り形にするというような計画に当然なってくるの

だろうというふうに思いますから、振興条例の施

策の振興にも含めてこれは必要になるというふう

に思いますから、できればしっかりじっくりと内

容を精査をしていただきたいというふうに思いま

すが、やはり早く策定をすることによって示すこ

とが大事だなというふうに思いますので、その辺

一日でも早い策定に御努力をいただきたいという

ふうに思います。

あと、経営維持支援給付金でありますけれども、



－140－

令和３年３月９日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

これ１６０件ということで、常任委員会でもお答

えをいただいておりましたけれども、１７９件が

対象ということで、この部分については補正で出

したときにはおおむね２００件が想定されるとい

うふうな部分でありましたけれども、その後精査

をした中で１７９件なのかなというふうに思いま

す。１６０件ということでありますけれども、今

市内のこういうふうな部分でいうと、現状の経済

状況を見ると皆大変なのかなと。３０％以上の所

得減少、収入減少というふうなことになりますけ

れども、このことに関して言えば実際１７９が対

象であれば１７９件申請があるのかなと私は思っ

ていたのですけれども、この辺の受け止めという

ふうなことでできればお答えいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） この申請件数１

６０件で、対象事業所数１７９件というのは、今

回がんばる中小企業応援給付金とは違いまして、

事業所数があればその数だけ給付をできるという

制度にしておりましたので、でしたので当初の想

定といいましょうか、からいきますと飲食業とバ

ス、タクシー業、それから宿泊業ありましたけれ

ども、その想定からしますと飲食業で１７０事業

所、店舗を想定をしております。そのうち実際に

１５９来ているので、９３％想定に対して申請が

あったことになります。同様にバス、タクシー業

でいきますと、この１７９件の内訳ですけれども、

７事業所になりますが、これは８事業所を見込ん

でおりましたので、これも９割近い申請がありま

した。また、宿泊業につきましては１４を見込ん

でいたところ１３ということになりましたので、

これも９割以上の申請があったことになりますの

で、当初の想定に近いほどの事業者さんに支援が

手広く届いたと考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 最初の飲食業の部分

についてはお答えいただいた数字は違うのかなと

いうふうに思ったのですけれども、実際全部で１

７９ですよね。それで、対象にしたのは１５９と

いうことで、１７０件が対象でということで、全

体でいくと合わないのですけれども、いいです、

この部分については。ただ、実際に今申請をいた

だいた部分については全て交付申請、交付につな

がったというふうなことで、やはり必要とした人

にしっかりとしたこれは真水が行ったというふう

なことで理解をさせていただきます。

次に、中心市街地の活性化事業に関してですけ

れども、この部分については実際１４２件ですよ

ね。中心市街地の活性４０件の、それから店舗支

援８９、そして創業支援１３ということですから、

合わせて１４２ということで、たしかこれ毎年１

０件程度だったと思うのですけれども、それが今

回、コロナの関係ではありますけれども、対策を

講じていただいて、実際に利用された方、それか

ら事業主の、事業主というか、実際に事業者側の

ほうも非常にこの部分については評価するという

言い方ではないですけれども、ありがたく受け止

めているというふうな状況で、非常にいい対策だ

ったなというふうに思っています。その部分が実

際に私ども聞こえてくるのですけれども、ただ今

回この分については３月までというふうなことで

ありますから、先ほど実績は２月末現在という話

でしたけれども、実際にまだ本当は手をつけたい

のだけれどもというふうなことでなかなかできな

いというふうなことで、これは問合せですとか要

望というふうな形で役所のほうには上がっている

のか、その辺のこと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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） この取組は今年

度６月に制度改正をしまして、４月１日に遡及を

し、今年度３月３１日までの事業として特例的な

措置としてさせていただいているところです。そ

れで、先ほど２月末までの数字でお答えしました

けれども、議員おっしゃるとおり、相談という部
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分でこれ商工会議所さんですとか私どものところ

にも相談は来ておりますが、やはり今年度事業と

いうことでありますので、今年度中に工事が完成

するといったことを確認をさせていただいて、そ

れでそれが間違いないよということであれば申請

をお受けして、交付決定を出すという形になろう

かと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それが当たり前の話

だというふうに思います。ただ、なかなか業者さ

んも仕事がいっぱい詰まっていて、できないとい

うふうなことや、そんなふうに町場でお聞きをす

る部分があります。当然役所のほうにも問合せさ

れていたというふうにはお聞きをしているわけで

すけれども、こういうふうなことも含めて特殊事

情ってあるのです、いろいろ。実際手をつけてい

るけれども、なかなか業者さんの手配がうまくい

かなくて、まだできていないとかいうふうな部分

で、特殊事情等々によってある部分では救済措置

というか、そういうふうなことの検討はされてい

るのかどうなのかお聞きをしたいと思います。

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） それぞれ事業、

工事それぞれで事情あるかと思いますので、個別

のケースにつきましては産業振興課のほうに御相

談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） それ以上突っ込んで

聞きません。相談されればというふうなことで、

相談はあるのかなというふうに思いますから、何

らかの、実際にこれだけ要望が、そして需要が高

まっている、投資が喚起されているというふうな

状況がありますので、その辺の部分について受け

止め、部分についてはしっかりもしできる限りに

おいて対応していただきたいなというふうに思い

ます。

あと、地域経済の活性というふうな部分で、こ

れは何回も官公需の受注の機会の確保というふう

なことで話をしていまして、これはこれまでも取

組というふうな部分でいうとお答えをいただいて

います。しっかり実際に、当然公正、公平という

ふうなことになりますから、ルールにのっとって

行われるという部分でありますけれども、やはり

地元、小さな事業所でありますから、同じような、

名寄市以外の部分と対等にというふうなことはな

かなか難しいかもしれませんが、市内の業者にし

ていえばしっかりこの部分についても代理店契約

を結んでいたりして、何かを納めるとか、そうい

うふうな部分については、これ物品の部分であり

ますけれども、そういうふうなことが可能だとい

うふうに思いますので、この辺の指名の在り方と

いいましょうか、この部分について内容お知らせ

いただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほどの答弁にもあ

るところでございますけれども、契約の適正な確

保ができる範囲内におきまして市内業者を優先し

て発注しているというところでございまして、そ

れについては市全体的に職員も認識させていただ

きながら取り組んでいるというところで御理解い

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 時間の使い方がなか

なか難しくて、いろいろ第１回目に答弁をいただ

きました。ここで副市長のほうにお尋ねをしたい

というふうに思いますけれども、地域を循環する、

好循環に結びつけるような経済対策というふうな

部分で、考え方についてお知らせをいただきたい

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） 官公需の発注につきま

しては先ほど総務部長のほうからお話ししました

けれども、できるだけ市内の業者さんでお願いで

きるものはそういう形でいくというところも大前

提の話でありますので、過去にも様々な物品にお

いても、ちょっといろんな会議ですとかで私のほ
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うからそういうことなのでもう一回原課のほうで

見てくださいと。あるいは、また様々な機会を利

用して、我々行政側がこういったものが、もっと

いいものがあるようですとか、こういう代理店に

なっていますというその情報を得るというところ

が、大事なところですので、それは業者さんのほ

うのＰＲ活動にも恐らくかかってくるのではない

かなと思います。地域経済の循環の中ではこれは

非常に大きな一つの、官公需の発注というのはあ

りますから、改めて新年度を迎えて職員の意識と

いうものをもう一回官公需というものに対して振

り向けるということは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） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） これが最後になりま

すけれども、今私のほうも物品等々にというふう

なお話をさせていただきましたけれども、実際市

内の物品だけではなくて、土木建築のいろんな動

かしている部分があります。この部分については

しっかりとした予算の確保がなければ、やはり市

内にお金が回らなければ実際に企業も立ち行かな

いというふうな部分があります。これコロナの影

響でなく、その前から非常に厳しいというふうな

状況ではありました。これらについては、実際に

地元の企業も国、道、直接補助の事業を受けてい

るとか民間の仕事をしながらというふうな部分で

ありますけれども、市からの発注を期待している

部分というのは大きいわけですけれども、これら

についてしっかりとした予算の確保、これが大事

だというふうに思いますが、この辺について再度

御答弁をいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 恐らく発注における、

特に土木建築工事、いわゆる公共工事における事

業発注の平準化ということが一つ鍵になる発想か

なと思います。非常に難しい側面もあります。当

然それは財政的なものでありますけれども。トー

タルで考えますと、例えば総合計画の中でこうい

う事業があるよですとか、それは表に見える話で

すので、それと事業を実際に執行していく上で、

もし例えば道路や何かですと交付金が減るという

可能性も当然あるわけですから、そうなるとその

部分でどういうような対応ができるか、様々なと

ころからちょっと考えていかなければならない問

題だと思っております。また、一方では建物です

とかインフラの優先順位についてもどういう形が

一番いいのか、これ先ほどの公共施設の関係もあ

りますけれども、じっくり議論させていただきた

いと思います。極めて難しい問題でありますけれ

ども、私ども決して業者さんがしっかり仕事して

いただくというところの観点はしっかり持たなけ

ればならないと思っておりますので、一番いい方

法、全体のスパンとしてはローリングなり総合計

画で見えてくると。ただ、予算の執行においては

いろんな不安定要素があると。そこの部分をどう

いうふうに担保していくかというのが大きな課題

だと思っています。一方では予算の制約もありま

すので、ちょっとお時間をいただきながら一番い

い方向について内部でも少し研究、検討させてい

ただきたいと思います。

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。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１７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
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