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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、

３番 山 崎 真由美 議員

１７番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで、小川健康福祉

部長から発言を求められていますが、これを許可

してよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありませんので、

発言を許可いたします。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。２月２２日に開催されました令和３年第１

回定例会提出の議案第２号 名寄市介護保険条例

の一部改正についての質疑において川村議員に対

する答弁に誤りがありましたので、訂正をさせて

いただきます。

介護保険料の増額分内訳において認知症対応型

共同生活介護では月額９４円を１１８円に、地域

密着型特定施設入居者生活介護では１１８円を９

４円にそれぞれ訂正をさせていただきます。大変

申し訳ありませんでした。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

令和３年度の市政執行について外６件を、山田

典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） おはようございます。

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

市政クラブを代表いたしまして通告に従いまして、

順次質問をさせていただきます。

初めに、大項目１点目、令和３年度の市政執行

についてお伺いをいたします。加藤市長は、令和

３年度市政執行方針において総合計画の将来像の

実現に向け人づくり、暮らしづくり、元気づくり

の３つの理念を基本に中期基本計画を着実に実行

していく必要があり、道北の中核都市としての責

任と役割を果たしていくとともに、魅力あるこの

地域がさらに発展していけるよう多くの市民の皆

様とともにまちづくりを進めていくと述べられま

した。この３つの理念は、３期目就任時の所信表

明の中でも掲げられておりましたが、まず１点目

に、加藤市政３期目最終年度に当たり３年間の評

価とその評価を踏まえた今後の市政運営とまちづ

くりに対する考え方についてお伺いをいたします。

小項目２点目、新年度の重点施策について。令

和３年度予算編成に伴い実施予定の各種事業が示

されておりますが、新年度における新規事業を含

めた重点施策についての概要と基本的な考え方に

ついてお伺いをいたします。

小項目３点目、名寄市総合計画（第２次）中期

基本計画の具現化に向けた取組について。新年度

は、名寄市総合計画（第２次）中期実施計画、４

年間の計画期間の３年目となりますが、特に戦略

的かつ重点的な取組である重点プロジェクトの目

標達成、計画の具現化に向けて新年度どのような

取組を予定しているのかお伺いをいたします。

小項目４点目、アフターコロナ社会を見据えた

施策展開について伺います。昨年より新型コロナ

ウイルスが世界中に感染拡大し、人々の生活に大

きな影響を及ぼしております。我が国においても

緊急事態宣言等に伴う外出自粛要請などで経済活

動のみならず日常の生活や活動にも影響が拡大し、

人々の生活様式までもが大きく変わろうとしてい

ます。感染拡大の終息が見えない中、いましばら

くはコロナと共生しながら、様々な活動をしてい

くことになると思いますが、同時に今後は終息後
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の新しい生活様式や価値感などの変化を見据えた

施策展開が求められるのではないでしょうか。考

え方をお伺いいたします。

次に、大項目２点目、各種課題への対応につい

て３点にわたりお伺いをいたします。１点目、老

朽化する市内公共施設への対応について。現在本

市の保有する公共施設全体の約６割弱が築３０年

以上経過しており、施設の改修や長寿命化の計画

的な実施が求められております。名寄市公共施設

等総合管理計画に基づく今後の市内公共施設の整

備、改修などに対する考え方について伺います。

２点目、名寄市立地適正化計画の具現化に向け

た取組について。持続可能で利便性の高い都市構

造の実現に向け、その指針となる名寄市立地適正

化計画が昨年策定されました。計画の具現化に向

けて今後どのように都市機能の集約や公共施設の

適正な配置を行い、コンパクトなまちづくりを進

めていくのか、考え方についてお伺いをいたしま

す。

３点目、王子マテリア株式会社名寄工場敷地の

利活用について。王子マテリア株式会社名寄工場

生産品集約に伴う停機が本年１２月に予定をされ

ております。停機後の工場敷地の利活用について

はこの間様々な検討がされてきていると認識をし

ておりますが、現在の進捗状況と今後の検討、協

議の見通しについてお伺いをいたします。

大項目３点目、交流人口拡大と移住、定住に関

連する事業の状況と今後の展開について。１点目、

地域資源を活用したスポーツ交流イノベーション

プロジェクトについてお伺いをいたします。本市

においては、名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の推進に向け、国の地方創生推進交付金事業

として地域資源を活用したスポーツ交流イノベー

ションプロジェクトに取り組んでいるところです

が、現在の取組の状況と本事業の今後の可能性に

ついてお伺いをいたします。

２点目、国内、国際交流活動の推進についてお

伺いいたします。本市においては、現在自治体間

やふるさと会などをはじめとする国内交流、姉妹

都市、友好都市等との国際交流など様々な形で交

流活動を推進しているところですが、新年度の交

流事業の主な取組と併せて今後の交流事業の在り

方について考え方を伺います。

３点目、移住、定住の推進についてお伺いをい

たします。移住、定住に向けた情報発信や受入れ

態勢の整備等の取組について今後どのように進め

ていこうとしているのか考え方を伺います。また、

東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地方の担い

手不足対策に係る支援事業の活用に向けての取組

についても併せてお伺いをしたいと思います。

大項目４点目、保健、医療、福祉行政について、

小項目１点目、新型コロナウイルスワクチン接種

の実施体制等について伺います。新型コロナウイ

ルスの感染拡大が続く中、我が国においても２月

１７日から医療従事者へのワクチン接種が開始さ

れ、４月以降高齢者の接種を開始するというスケ

ジュールで準備が進められております。現段階の

本市におけるワクチン接種実施体制等の準備状況

についてお伺いをいたします。

２点目、子供、子育て支援の推進について伺い

ます。出生率の低下による少子化や人口減少が進

んでいる状況にある一方で、社会情勢や就労環境

の変化などにより子育てに関するニーズなどが多

様化しております。本市においては、今年度、令

和２年度から５年間の計画期間による第２期名寄

市子ども・子育て支援事業計画に基づき事業の推

進が図られているところですが、新年度を含めた

今後の子育て支援施策推進の考え方についてお伺

いをいたします。

３点目、上川北部医療連携推進機構における事

業推進について伺います。昨年１０月に地域医療

連携推進法人上川北部医療連携推進機構が設立さ

れましたが、連携業務の内容や今後の事業推進計

画について、また事業推進による地域医療体制へ

の効果と今後の展開についてお伺いをいたします。

４点目、高齢者福祉の推進について伺います。
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高齢化社会が進行する中、本市の高齢化率も昨年、

令和２年で３ ６％となっており、人口減少、少

子化などを背景に今後も進行していくことが予想

されます。新年度より名寄市第８期高齢者保健医

療福祉計画・介護保険事業計画に基づき施策が推

進されていくことになりますが、第７期計画の検

証を踏まえた中での今後の高齢者福祉施策の考え

方についてお伺いをいたします。

５点目、障がい者福祉の推進について伺います。

ノーマライゼーションの理念の下、本市において

も様々な障がい者施策が推進されているところで

ありますが、新年度は第６期名寄市障がい福祉実

施計画の初年度となります。第５期実施計画の検

証を踏まえ今後どのように障がい者福祉施策を推

進していくのか、考え方をお伺いいたします。

大項目５点目、産業振興と経済活性化施策につ

いて、１点目、農業振興施策について伺います。

本市の基幹産業である農業を取り巻く環境は、高

齢化による農家戸数の減少や労働力不足など多く

の課題を抱えております。一方、そのような状況

の中においても特に若い担い手が地域の特色を生

かした先進的な農業経営やＩＣＴ技術の導入など

将来の地域農業に希望持って意欲的に取り組んで

おります。様々な課題の解決に向けてはもちろん

ですが、次代を担う農業者が今まで以上に意欲を

持って取り組むことのできる農業施策の展開が求

められております。そこで、新年度における主要

農業施策と併せて今後の名寄市の農業振興施策に

対する基本的な考え方についてお伺いをいたしま

す。

２点目、商工業の振興について伺います。人口

減少、少子高齢化が進行する中、市内商工業、と

りわけ中小、小規模企業においては商圏の縮小に

よる売上げの減少や人手、人材不足などの課題を

抱えており、加えてコロナ禍の影響なども重なり、

地域経済や市民生活を支える地元企業の活力低下

が懸念されます。さらには、地域経済を牽引して

きた王子マテリア株式会社名寄工場の生産停止が

迫るなど、町の持続性に係る正念場を迎えており

ます。こうした状況を踏まえ、当会派では昨年１

２月の令和３年度市政執行に対する要望において

地域経済を維持、継続させるため商工業振興に係

る基本理念や役割等を定める（仮称）名寄市商工

業振興基本計画の策定作業の速やかな進捗を求め

させていただきました。このことについては、従

前より名寄商工会議所からも継続して要望がなさ

れていたと認識をしておりますが、現在の計画策

定に向けての進捗状況についてお伺いをいたしま

す。

３点目、観光振興について伺います。平成２４

年度策定された名寄市観光振興計画が新年度１０

年間の計画期間の最終年度を迎えます。この間計

画に基づき様々な取組がなされてきましたが、こ

れまでの主な成果についてどのように捉えている

かお伺いをいたします。あわせて、新年度次期計

画の策定が進められることとなりますが、１０年

間での社会情勢の変化に加え、コロナ禍の影響な

どをどのように受け止め、計画に反映させていく

のか、次期計画策定に向けての基本的な考え方に

ついてお伺いをいたします。

４点目、ピヤシリスキー場の施設整備等につい

て伺います。ウインタースポーツシーズンも終盤

を迎えておりますが、今シーズンのピヤシリスキ

ー場は小中学生のリフト料金無料化、シーズン券

の料金値下げなどの効果もあり、多くのスキーヤ

ー、スノーボーダーでにぎわいを見せ、休日には

親子連れの姿が非常に多く見られております。冬

季スポーツの拠点化を目指す本市において、ピヤ

シリスキー場はそのフィールドとして重要な施設

であり、今後もスキー場の持つ優位性を生かした

施策展開と同時に計画的な施設整備などが必要と

されております。ピヤシリスキー場の設置者であ

る名寄市としての今後の施設整備等の考え方につ

いてお伺いをいたします。

大項目６点目、名寄市立大学将来構想に関わっ

てお伺いをいたします。平成２９年度から１０年
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間における大学運営の指針として策定した名寄市

立大学の将来構想（ビジョン２０２６）において

本年度から中期実施計画３年間の取組が開始され

ております。中期実施計画の重点事項とされてい

る３点について、１点目、大学における新型コロ

ナウイルス感染症への対応について、２点目に研

究活動の充実と社会連携、貢献について、３点目、

学生支援の充実について、それぞれにおける新年

度以降も含めた今後の具体的な取組についてお伺

いをいたします。

大項目７点目、教育行政について、１点目、市

内小中学校における新型コロナウイルス感染症へ

の対応について伺います。新型コロナウイルスの

感染拡大は、子供たちの学校生活にも影響を与え

ております。昨年２月末から５月にかけての一斉

休校や分散登校、６月以降は通常登校となりまし

たが、一部学校行事の中止や延期、規模縮小での

実施など様々な影響があり、今後も感染防止対策

を講じた中での教育活動が続いていくものと思い

ます。そこで、新型コロナウイルス感染症による

学校行事等への影響と今後の教育現場での感染防

止対策を含めた対応について考え方を伺います。

２点目、地域と共にある学校づくりのさらなる

推進についてでありますが、令和元年６月に市内

全ての学校に学校運営協議会が設置され、市内全

小中学校がコミュニティ・スクールとなりました。

その後、本年度市内全ての学校運営協議会に地域

学校協働本部を位置づけるとともに、全てのコミ

ュニティ・スクールに地域コーディネーターが配

置されたところです。今後これらの取組を深化さ

せ、地域と共にある学校づくりのさらなる充実に

向けてどのように取り組んでいくのか、考え方を

お伺いいたします。

３点目、今後の市内小中学校における施設整備

の考え方について伺います。市内小中学校の施設

においては、築年数の経過による老朽化が著しく、

なおかつ耐震基準を満たしていない学校施設が複

数あり、児童生徒の安心、安全な学校生活を担保

するためにも整備に向けた検討が求められており

ます。市内学校施設については、名寄市立小中学

校施設整備計画に基づき取組が進んでいくことと

なりますが、今後の市内学校施設の耐震化を含め

た整備の考え方についてお伺いをいたします。

４点目、市内高等学校の今後の在り方について

でありますが、現在道教委への市内２校の再編統

合の要望を踏まえて、市内高等学校在り方検討会

議をはじめ、両高校や市民サポーターなど幅広い

市民により組織された高等学校魅力化推進委員会

において魅力ある高校づくりに向けての様々な取

組や議論が進められておりますが、現在の協議、

検討の状況についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 山田議員から大項目で７

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１から６について私から、大項目７については教

育長からの答弁となります。

初めに、大項目１、令和３年度の市政執行につ

いて、小項目１、加藤市政３期目最終年度に当た

り３年間の評価と今後の市政運営、まちづくりに

対する考え方についてお答えをいたします。名寄

市政運営に関わり１２年目を迎えようとしており

ますが、市政執行方針で述べさせていただいた人

づくり、暮らしづくり、元気づくりは市民により

構成される市議会でつくり上げた総合計画の基本

理念でありまして、最も尊重すべき考え方でござ

います。この理念は言葉は短いですが、非常に多

くのことを意味しております。総合計画の冊子を

開き、読み返すたびに市民の思いに応えなければ

ならないという使命感の下、本日まで私なりに努

力をしてまいりました。当然まだ任期が残されて

おりますので、この思いは変わらず、全力で同じ

思いで走り続けてまいりたいと考えております。

国内情勢は既に人口減少に転じておりまして、少

子高齢化が進み、従来の年齢構成が大きく変化を
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してきており、地域としては必要なサービスなど

も変化をしてきておりまして、この変化に対応で

きていないものがあれば関係機関とも連携し、場

合によってはしっかりと国に伝えることも必要で

ありますし、そうしたことが成熟した社会をつく

り上げてく上で地方公共団体の責務であると考え

ております。人口、経済が首都圏へ集中し、地方

が衰退をしている現状で、この名寄市が道北地域

を守る大きな役割を担っていることに誇りを持ち、

発展していくためにはやはり総合計画の具現化が

重要であると考えております。評価ということで

ありますが、現在の総合計画はＫＰＩを主要施策

ごとに設定をさせていただいており、この進捗が

物差しになるものと考えております。

小項目２の新年度の重点施策についてお答えを

いたします。令和３年度予算は、総合計画の将来

像の実現に向けて重点プロジェクトや総合戦略を

中心とした施策、事業を盛り込みました。主な事

業といたしまして、新規事業としては季節や天候

に関係なく子供たちが遊べる施設を整備をする子

供の遊び場整備事業、除排雪業務の担い手育成や

確保に係る経費の一部を助成をする除排雪担い手

育成確保事業、名寄市立大学における大学院設置

に関する課程の整備を行う大学院設置調査事業な

どの予算を計上いたしました。そのほか、歳入科

目では子育て世帯の経済的負担を軽減をするため

第２子以降のお子さんの保育料についても無償と

いたしました。また、継続事業としては名寄高校

駅設置事業、保育所整備事業、農業法人設立への

取組に係る支援事業、南３丁目通道路改良舗装事

業などの道路新設改良事業、栄町５５団地改修工

事などの市営住宅環境整備事業などについても予

算を計上させていただきました。いずれの事業に

つきましても限りある財源を重点的かつ効果的に

活用するため予算査定の場のみならず、随時議論

を重ねてきた事業でありまして、市民ニーズの高

い事業、本市が置かれている各種課題への取組と

して必要な事業を計上させていただいたものと考

えております。

小項目３、名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画の具現化に向けての取組についてお答えをい

たします。名寄市総合計画（第２次）から取り入

れました重点プロジェクトでございますが、経済

元気化プロジェクト、安心子育てプロジェクト、

冬季スポーツ拠点化プロジェクトを掲げ、取り組

んできております。重点プロジェクトでもそれぞ

れＫＰＩを設定をいたしまして、取組を進めてき

ておりますが、中期計画策定時にはＫＰＩの見直

しも行っておりまして、それぞれの分野で具現化

へ向けた事業展開が行われております。昨年以降

感染症の影響もあり、経済元気化プロジェクト及

び冬季スポーツ拠点化プロジェクトにおいて厳し

い状況も続いておりますが、国はもとより、我々

地域ができる範囲で対策を講じ、影響を極力抑え

てこられたのではないかと考えております。しか

し、経済に関してはダメージは大きなものと認識

をしておりまして、引き続き必要な対策も出さな

ければならないと考えております。安心子育てプ

ロジェクトにつきましては、子育て世代からのア

ンケート調査でニーズが最も多かった遊び場につ

いて設置に向けた予算を計上させていただきまし

た。市民の声に耳を傾け、具現化に向けて取組を

重ねることで協働のまちづくりの機運の醸成にも

つながることを期待をしております。厳しい財政

状況の中、老朽化した施設も多く抱えておりまし

て、計画的に整備も進めなければならない現状で

あり、各種計画に沿った取組を継続するとともに、

市民生活環境が少しでも向上するような予算執行

に努めてまいりたいと考えております。

小項目４、アフターコロナ社会を見据えた施策

展開についてお答えをいたします。昨年から世界

を混乱させている感染症でありますが、この間国

内では感染対策や経済対策など様々な対応がなさ

れてきております。感染対策では、密を避ける行

動やリモートワークの推奨など新たな生活様式が

広がったものと考えております。時代を同じくし
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て、society5.0の到来と言われる現在、国におい

てはデジタル庁の設置を予定をするなど新たな産

業革命に対応すべく対応を強化してきております。

デジタル新技術の推進は必要不可欠な取組であり

まして、地方自治体としても積極的に取り組まな

ければならない課題だと考えております。昨年は、

国からの交付金を活用いたしまして、光ファイバ

ーケーブル敷設の予算を計上させていただきまし

た。整備が完了いたしますとようやくスタートラ

インに立つことができますが、この情報インフラ

をいかに有効活用していくかが重要であると考え

ております。他分野にわたって様々な知見をいた

だきながらの推進になると思いますが、地方創生

の取組が重要視をされる現在、民間との連携はノ

ウハウを提供いただく観点からも重要であり、最

新の技術を活用した効率化や行政サービスの質の

向上、市民生活では新たなサービスの提供など現

在では想像できない世界が待っていることと思い

ます。そういった世界をこの地域で早期に実現を

するために積極的な取組を進めてまいりたいと考

えておりますし、多種多様な関係機関との情報共

有や連携を深めてまいりたいと考えております。

次に、大項目２、各種課題への対応について、

小項目１、老朽化する市内公共施設への対応につ

いて及び小項目２の名寄市立地適正化計画の具現

化に向けた取組については関連がありますので、

一括してお答えをいたします。昨年度名寄市立地

適正化計画を策定をし、都市機能誘導区域や居住

誘導区域を設定しております。この区域は、まさ

にコンパクトなまちづくりを推進していく上で大

きな役割があるものと考えております。現在老朽

化が進み、点在をする公共施設の整備が課題とな

っておりますが、名寄市公共施設個別施設計画も

策定をし、施設ごとの劣化状況を点数化した上で

評価し、整備方針も記載をしたところであります。

この評価を踏まえ、将来を見据え必要な機能や規

模、優先順位を設定をし、議論を深めていくこと

となります。今年度から着手をしている保育所で

は、機能の複合化を視野に入れた実施設計に着手

をする予定となっております。今後の施設整備に

つきましては、老朽化が著しい施設が対象となり

ますが、それぞれ施設整備では多大な事業費も必

要となることから、多様な手法も視野に入れつつ

中期財政計画などで事業規模を明らかにしながら

長期的、計画的な準備が必要と考えております。

厳しい財政状況を理由に全て先送りするというこ

とにはならないと考えておりますので、先ほども

申し上げましたとおり、長期的な視点で着実に施

設整備を進めるとともに、立地適正化計画の具現

化を進めてまいりたいと考えております。

小項目３、王子マテリア株式会社名寄工場敷地

の利活用についてお答えをいたします。王子マテ

リア株式会社名寄工場生産品集約に関しましては、

これまで多くの御質問をいただいてきていたとこ

ろでございます。当然全市的に対応を注視いただ

いているということもありますが、この間王子ホ

ールディングス様とも交えた話合いを行ってきた

ところであります。工場敷地の利活用につきまし

ては、御存じのとおり３本柱を昨年公表させてい

ただきましたが、再生可能エネルギーに関して現

在具現化へ向けて確認作業を進めているところで

あります。ＩoＴデータセンターに関しましては、

冷涼な気候ということで立地的には優位性が高い

地域となっておりますが、通信網の強化が必要で、

工場敷地にこだわらず引き続き誘致に向けた取組

を北海道とも連携をし、継続してまいりたいと考

えております。物流、防災拠点に関しましては、

本市の位置的優位性は変わらず、現在物流の拠点

化を進めた場合集積される規模などの推計作業を

進めており、こちらも工場敷地にこだわらず可能

性を追求してまいりたいと考えております。

大項目３、交流人口拡大と移住、定住に関する

事業の状況と今後の展開について、小項目１、地

域資源を活用したスポーツ交流イノベーションプ

ロジェクトについてお答えをいたします。地域資

源を活用したスポーツ交流イノベーションプロジ



－46－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ェクトは、平成２８年度から３年間実施をいたし

ました冬季スポーツ拠点化事業の経験を生かして

発展的に事業化したものであり、地方創生推進交

付金を活用したプロジェクトです。プロジェクト

の概要ですが、期間は令和元年度から３年間の事

業で、スポーツツーリズム事業等に取り組み、ス

ポーツによる経済の活性化やピヤシリヘルシーゾ

ーンのスポーツ施設等を活用した総合型のスポー

ツ交流拠点の構築を目指しております。令和２年

度の主な事業といたしまして、サイクルツーリズ

ム商品の開発、スキー場等インバウンド拡大商品

の開発があり、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により一部事業実施が難しい状況もございま

したが、名寄の冬をテーマにしたプロモーション

動画及びパンフレットを制作をし、今後の台湾を

中心としたプロモーション活動等、各種交流人口

拡大事業に活用をしていく予定であります。国の

第２期スポーツ基本計画ではスポーツを通じた地

域活性化をうたっておりまして、スポーツツーリ

ズムの推進で訪日外国人の数を２０１８年から５

年間で１３８万人から２５０万人に引き上げるこ

とを目標としております。本プロジェクトではス

ポーツを通じたツーリズム、食、移住に関する取

組も行っておりまして、異なる分野との連携で幅

広い地域活性化に取り組んでおります。今後も地

域資源を最大限に活用しながら新たな視点でスポ

ーツによる地域活性化を実現してまいりますので、

引き続き御協力をお願いをいたします。

小項目２、国内、国際交流活動の推進について

お答えをいたします。本市では、姉妹都市の山形

県鶴岡市、交流自治体の東京都杉並区との国内交

流、姉妹都市、カナダ国カワーサレイクス市リン

ゼイ、友好都市、ロシア連邦ドーリンスク市及び

台湾との国際交流、またふるさと会など市民や民

間団体との連携、協力により国内外の交流を推進

をしております。今後の事業実施に当たってもコ

ロナ禍での影響が危惧されるところでございます

が、交流の基本は人と人、積み重ねが重要である

ことから、各団体の意向を十分に尊重し、取り組

むべき事業については実施に向けて努力をすると

いうことを基本として、状況に応じては代替事業

の実施や中止もやむを得ないものと考えておりま

す。新年度の主な取組については、国内交流では

鶴岡市への少年、少女の派遣、杉並区との阿波踊

りの受入れと派遣など、国際交流ではリンゼイへ

の交換学生の派遣や友好都市提携３０周年を迎え

るドーリンスク市との交流において訪問団の派遣

や記念事業を予定をしているほか、台湾交流では

昨年覚書を交わした台湾国立中山大学からの受入

れなど計画をしております。今後の交流の在り方

について、今年度はコロナ禍において中止や延期

をせざるを得ない事業も多くなり、直接交流でき

る機会の大切さも痛感をしたところでありまして、

台湾からの医療物資の寄贈や物産交流などは交流

事業の有益さや絆を再認識させていただきました。

また、代替事業として実施をしたリモートでの交

流などは、今後の広がりを感じるところともなり

ました。この１年の経験を生かし、国内外の地域

や自治体等と育んできた信頼関係のさらなる深化

と広がりに向けて今後も取り組んでまいります。

小項目３、移住、定住の推進についてお答えを

いたします。移住促進に向けた情報発信につきま

しては、今年度感染症の影響からオンラインでの

移住相談会への出展やＵターン向け、子育て世代

向けのイベントをオンラインで配信をするなど新

たな手法を取り入れた情報発信に取り組んでまい

りました。また、協議会のホームページやフェイ

スブックなどＳＮＳを活用し、移住者インタビュ

ーの掲載や地域の日常の様子、イベント情報等の

発信に継続的に取り組んだほか、今年度より実施

をしております移住体験ツアーにつきましては首

都圏や関西圏へ向けたウェブサイトに掲載をし、

周知を図ってきております。また、受入れ態勢の

整備等の取組につきましては、移住体験ツアーの

受入れや子育て世代向けのオンラインイベントを

通して地域の方や先輩移住者の方との接点をつく



－47－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

り、地域を巻き込んだ関係性づくりに取り組んで

まいりました。今後の進め方につきましては、オ

ンラインの活用も取り入れてまいりますが、全国

的なオンライン移住相談会ではサーバーダウンに

よるアクセス制限となる課題もあったことから、

感染症が落ち着き、人の移動の制限が緩和される

ようであれば、首都圏等へ足を運び、対面での移

住相談ができるように準備をしてまいります。あ

わせて、交流人口、関係人口の創出や拡大につな

がる取組については内容の充実を図り、継続した

情報発信を行うとともに、つながった移住検討者

との関わりでは相談しやすい関係性を築くことも

重要であると感じておりますので、引き続き市民

の皆様と連携をした受入れ態勢の構築に取り組ん

でいくとともに、本市のよさを市民の皆様へ感じ

ていただけるような情報発信にも努め、地域愛の

醸成につながるように進めてまいります。

次に、東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地

方の担い手不足対策に係る支援事業についてです

が、移住に要する費用などを交付する国、道と連

携をした地方創生推進交付金を活用し、今年度１

件就業による交付決定をさせていただきました。

継続した事業推進を図るため来年度においても就

業及び起業分として各１件ずつ交付金を予算計上

し、市ホームページや広報紙への掲載のほか移住

ワンストップ窓口でつながった方への情報提供や

窓口にチラシを配置するなどの事業の周知を図っ

てまいります。また、現在北海道のホームページ

に掲載をされております支援金の対象法人は市内

の事業者５社となっておりますので、引き続き関

係団体を通じ掲載企業の募集、周知を図り、北海

道と連携をしながら事業の活用に努めてまいりま

す。

大項目４、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、新型コロナウイルスワクチン接種の実施

体制等についてお答えをいたします。新型コロナ

ウイルスワクチン接種につきましては、予防接種

法附則第７条第１項の規定に基づく臨時の予防接

種として国の指示により行うものでありまして、

現在のところ薬事承認を受けたファイザー社のワ

クチンを市内に居住をする１６歳以上の方に接種

をすることとなっております。接種順位につきま

しては、国が定めるとおり医療従事者への接種の

次に高齢者への接種を始めることとなります。対

象となる６５歳以上の方には、個別に接種券を郵

送いたします。接種券の送付の日程につきまして

は、国の通知により４月中旬頃となる予定であり

ます。高齢者への接種につきましては、集団接種

を予定をしております。集団接種の会場は名寄市

民文化センター多目的ホール及びふうれん健康セ

ンターとし、平日の午後からの時間帯を主に土曜

日、日曜日の接種も想定をしているところであり

ます。対象となる高齢者の人数につきましては、

本市では約 ２００人となっております。身体の

状況などにより集団接種会場へ足を運ぶことが困

難な方への対応については、現在巡回接種、また

送迎などの方法も含めて検討しているところであ

ります。今回のワクチン接種は短期間で多くの方

に対し接種をする必要があるため、完全予約制と

いたします。接種を希望する皆様には、コールセ

ンターへの電話やラインを活用した予約システム

を利用して予約をしていただいて、接種会場に来

場していただくこととなります。国からの最新の

通知によりますと、４月の最終週にワクチンを全

市町村に１箱を届けるとされておりますが、その

量は１人２回接種として約５００人分でありまし

て、本市の高齢者の５％ほどの量でありますので、

今後のワクチンの供給も見据えながら速やかに接

種が開始できるよう準備を進めてまいります。

小項目２、子供、子育て支援の推進についてお

答えをいたします。子供、子育て支援の推進につ

きましては、令和２年度から５か年計画で実施を

しております第２期名寄市子ども・子育て支援事

業計画においてここで育って、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、６つの基本目標を掲げ、事業を推進してき
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ております。令和３年度における実施予定の主な

事業につきましては、基本目標１の子育てと就労

が両立できるまちとして、保護者の急病や育児疲

れの解消などのために一時的に施設などにおいて

児童を預かる子育て短期支援事業を開始をする予

定であります。また、幼児教育、保育の無償化と

して既に実施をしております３歳以上児の保育料

無償化に加えて、３歳未満の保育料について年収

６４０万円未満相当世帯の第２子以降の保育料に

ついても無償化をする、この予算を計上している

ところであります。基本目標２の子育ての家庭が

支えられるまちとして、新型コロナウイルス感染

症拡大防止の対応としてタブレット端末を活用し

た相談体制の充実を図ってまいります。また、こ

ども発達支援センターにおける児童発達支援とし

て、こどもらんどに通所が難しい家庭の療育支援

のため保育所等に訪問し、療育を行う保育所等訪

問支援事業に伴う予算を計上しております。基本

目標４のみんなで子供を育てるまちとして、子育

て支援施設の休日の開所要望もあることから、月

２回程度土曜日の午前中に、名寄市立大学の模擬

保育室を活用した子育て支援事業に伴う予算を計

上しているところであります。基本目標５の子供

が伸び伸びと育つまちとして、屋内で遊べる場の

整備につきまして第２期子ども・子育て支援事業

計画策定におけるアンケート調査で未就学児及び

小学生のいずれの保護者からも要望が一番高かっ

たものでございまして、施設や天候に関係なく子

供が遊べる施設を市街地にあります株式会社西條

名寄店において整備を行うための予算を計上して

いるところであります。本年度基本設計を実施し

ております保育所等整備事業につきましては、令

和３年度に実施設計を行い、保育体制の充実を図

ってまいります。今後におきましても子ども・子

育て支援事業計画に基づき事業を推進していくほ

か、コロナ禍の中、国や北海道の施策にも注視を

しながら子育て支援を充実してまいります。

小項目３、上川北部医療連携推進機構における

事業推進についてお答えをいたします。地域医療

連携推進法人上川北部医療連携推進機構につきま

しては、上川北部地域の医療環境を将来的に維持

し、住民の受療機会と安心を担保するため医療機

関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地

域医療構想の実現を目指す手法の一つとして設立

をされたものであります。圏域内の医療機関等が

法人に参画をすることによりまして同一目標の達

成のための取組を共有、実施し、相互に持続可能

な病院経営の実現を目指すために１つ、医療機能

の分担と連携に関する事業、２つ、経営の安定化

に資する事業、３つ、機能連携と地域包括ケアシ

ステムへの対応、４つ、医師の働き方改革への対

応、５つ、その他連携推進方針に基づいた各種事

業等、これらについて理事会の決定に基づき推進

をされると伺っております。将来的に人口が減少

する中で必要とされる医療をどのように守り、維

持していくかは大変大きな課題となってまいりま

すので、まずは市立総合病院と士別市立病院の機

能分担と連携強化を進めていただき、地域医療構

想の円滑な実現に寄与していただくことを希望す

るものであります。

小項目４、高齢者福祉の推進についてお答えを

いたします。我が国の６５歳以上の人口は、令和

元年１０月時点での推計人口で国民の約４人に１

人が高齢者となっており、７５歳以上の人口割合

についても増加し続けることが予想されておりま

す。本市におきましても高齢化率は増加傾向にあ

りまして、平成３０年の３ ０％から令和５年に

は３ ２％、令和２２年には３ ４％に達すると

見込まれております。こうした状況の中で、第７

期におきましては４つの地域課題を明らかにし、

課題解決に向けた１０項目の基本方針を定め、高

齢者福祉施策の推進を図ってまいりました。主な

取組といたしまして、介護予防の推進では介護予

防日常生活支援総合事業による介護予防教室や講

演会の実施、認知症施策の推進では地域における

認知症高齢者の見守り体制の構築を目的に認知症
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サポーター養成講座の実施や徘回高齢者ＳＯＳネ

ットワークの構築と強化を図ってまいりました。

生活支援体制の整備では、地域全体で多様な主体

によるサービスの提供ができるよう平成３０年度

より生活支援コーディネーターを配置をし、関係

諸団体との情報共有及び連携、地域資源の把握な

ど精力的に活動を進めてきております。また、地

域見守りネットワーク事業や命のカプセルの交付

により高齢者が安心して暮らすことができる体制

も構築してきております。高齢者のニーズに応じ

た住まいの確保では、民間活力による住宅型老人

ホームやサービス付高齢者向け住宅なども建設を

されております。また、生活シェアハウスにつき

ましては、第８期計画の中で再検討することとな

りました。課題であります介護人材の確保、育成

では、介護職員初任者研修受講費用の助成や就職

支度金の助成を行う介護人材確保緊急対策事業を

展開をし、令和元年度からは事業名を介護人材就

労定着支援事業として内容の拡大を図り、介護職

員の確保につなげてきております。第７期の取組

の成果と課題を踏まえ、第８期計画においても引

き続き市民みんなが安心して健やかに暮らせるま

ちづくりを基本目標に４つの地域課題を設定をし、

計画の策定を進めているところであります。第８

期計画では、第７期で実施をしてまいりました事

業は継続して行うこととし、新たな取組として健

康寿命の延伸に向けた保健事業による取組と生活

機能の維持を図る介護予防の取組を一体的に実施

をすること、ＩＣＴを用いて医療関係職種と介護

職種等が連携をし、患者や利用者のサービス向上

を図る医療介護連携情報共有ＩＣＴ事業の運用の

開始、介護現場における業務の効率化、災害に備

えて介護事業所との連携、物資の備蓄や調達状況

の確認、感染症についての情報提供の強化と、介

護事業所における感染症対策への支援など災害や

感染症に係る体制の整備を図ってまいります。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をした日常生活を営むこと

ができるように医療や介護、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

ケアシステムの深化、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

づくりをさらに推進をしてまいります。

小項目５、障がい者福祉の推進についてお答え

いたします。障がい者福祉の推進については、第

３次名寄市障がい者福祉計画において市民みんな

が安心して健やかに暮らせるまちづくりを基本理

念とし、５つの基本目標を掲げ、事業を推進して

きております。また、本年度は第５期名寄市障が

い福祉実施計画の最終年度であることから、施策

の検証やアンケート調査などを行いながら、第６

期実施計画を策定をし、令和３年度からの施策を

推進をしてまいります。主な施策についてであり

ますが、初めに地域生活支援拠点につきましては

障がい者の高齢化、重度化や親亡き後も見据え、

障がい児や障がい者が住み慣れた地域で安心して

暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供

できる仕組みでございます。施策の推進には近隣

４町村と連携をしながら取り組んでおりまして、

令和２年度からは近隣町村からの相談事への専門

的助言を開始をするなど今後も地域生活支援拠点

の機能の充実に向けて取組を進めてまいります。

次に、福祉施設から一般就労への移行につきま

しては、地域において自立をした生活を営むため

に個々の意欲や能力に応じて働くことができるよ

う市内の関係機関との連携や企業への情報提供、

啓発活動など行いながら障がい者雇用を促進して

まいります。

次に、障がい児の支援体制につきましては、児

童発達支援等の障がい福祉サービスなどの専門的

な支援の確保に努めるとともに、教育や保育等と

連携を図り、乳幼児期から学校卒業までの一貫し

た支援を行ってまいります。また、医療的ケアが

必要な障がい児に対する支援体制の強化も図って

まいります。今後においても第３次名寄市障がい

者福祉計画及び第６期名寄市障がい福祉実施計画
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に基づき施策を推進をしていくほか、コロナ禍の

中、国や北海道の施策に注視をしながら障がい者

福祉を充実してまいります。

大項目５、産業振興と経済活性化施策について、

小項目１、農業振興施策についてお答えをいたし

ます。国内の農業情勢は、コロナ禍における消費

動向や農畜産物の輸出入の変化などにより大きな

影響があるものの、幸い本市への影響は限られた

ものとなっております。しかしながら、高齢化や

後継者不足による農家戸数の減少や労働力不足を

はじめ農業、農村の持続的発展に向けて取り組む

べき課題があることから、総合計画や名寄市農業

・農村振興計画に基づき着実に施策を推進してま

いります。令和３年度の主な取組といたしまして、

まず法人化の推進についてでございます。農家戸

数が減少する中、各地域におきましては担い手農

家の規模拡大により農地の流動化が進み、次世代

へと引き継がれております。しかしながら、個人

農家の規模拡大にも限界があり、また規模拡大に

伴う労働力不足や作物の転換なども課題になって

いることから、複数戸による法人の設立に向けて

支援を拡充し、将来にわたる地域の中心的な担い

手確保を目指してまいります。

次に、新規就農者の確保についてですが、農家

戸数が減少する中、農家子弟の働きかけとともに

取組を継続してまいります。特にコロナ禍の今、

都市部から安全、安心を求めふるさと回帰や移住

を検討する方が増えていることから、受入れ条件

の改善や農業振興センターを活用した研修内容の

充実も含めて推進してまいりたいと考えておりま

す。

次に、国際競争の影響を受けている畜産では、

国の事業を活用した施設整備と規模拡大が進んで

おり、酪農家の労力の軽減と優良後継牛の確保に

向けてＪＡの哺育育成センターがこの４月に稼働

する見込みであります。これに伴い、市営牧場と

の連携が強く求められることから、母子里牧場の

パドックや電牧柵を整備をし、安全性の向上と預

託頭数の増加に対応をしてまいります。

食育と地産地消については、安全でおいしい農

畜産物が豊富で、農業体験の機会が身近にある恵

まれた環境を生かし、またコロナ禍において家庭

での食事機会が増えていることを機に捉え、食育

推進計画などを基本に関係機関、団体や生産者、

消費者の皆さんと共に取り組んでまいります。

小項目２、商工業の振興についてお答えいたし

ます。人口減少に歯止めがかからず、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の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が重要であ

り、そのためには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本市における商工業振興に

係る基本的な理念や役割等を定める基本計画につ

いて令和２年度中の策定を望む旨諮問をいたしま

した。この諮問を受けて、昨年度中に検討部会を

設置をする予定でありましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により昨年７月にずれ込んだこ

とに加えて、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３回

の部会を開催をし、親会である審議会からも御意

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

ども見据え、見直すこととして御審議をいただい

ております。

小項目３、観光振興についてお答えいたします。

本市の観光振興は、平成２８年度に見直した名寄

市観光振興計画に基づいて各種事業を実施をして

おり、令和３年度に１０年間の計画期間の最終年

度を迎えます。計画の目標値として総合計画のＫ

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号
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ＰＩでもあります観光入り込み客数６１万 ２０

０人、外国人宿泊延べ数 ６３５人泊を掲げ、こ

れまでの推移としては観光入り込み客数は平成２

８年度から減少傾向にある一方で、外国人宿泊延

べ数は台湾との交流や平成２８年度に観光庁から

認定された広域観光周遊ルート、日本のてっぺん。

きた北海道ルート。の取組などの効果もあり、目

標値を超え、平成２８年度以降着実に増加をして

おります。本市総合計画（第２次）における重点

プロジェクト、経済元気化プロジェクトを推進を

する主要施策の一つとして位置づけている観光振

興を引き続き進めるために令和３年度に次期観光

振興計画の策定作業を行うこととしております。

その基本的な考え方は、現行の計画に基づき実施

をした施策の成果を検証し、ウィズコロナ、アフ

ターコロナの時代の観光の在り方として注目をさ

れている地元や近隣を旅するマイクロツーリズム

や観光地でテレワークをするワーケーションとい

った動きを的確に捉えるとともに、一昨年実施を

いたしました北海道の事業、稼ぐ観光の具体化モ

デル事業や昨年秋に観光庁に採択をされました誘

客多角化等のための魅力的な潜在コンテンツ造成

実証事業の成果を生かすほか、本市の地方創生総

合戦略に掲げるスポーツツーリズムに沿うなど名

寄市にふさわしい観光施策を進めるための方向性

と新たな指標を示したいと考えております。

小項目４、ピヤシリスキー場の施設整備等につ

いてお答えをいたします。令和２年度のスキーシ

ーズンにおいては、リフト料金小中学生無料化、

シーズン券の大幅値下げ、キッズパークの設置な

ど市民を中心とする足元マーケットを見据えた入

り込み拡充策を実施をする一方で、機能を維持し

つつできるだけ利用者の皆様に不便のない範囲で

第４ロマンスリフトの運行停止、ナイター営業の

スリム化などを行うなど経費の削減に努めている

ところであります。施設整備については利用者の

安全、安心のためのリフト整備をはじめ、スキー

場の早期オープンのための暗渠工事のほか、ゲレ

ンデ整備のための圧雪車の整備などスキー場振興

のため年次計画を立て、必要に応じた投資を行っ

ております。令和３年度の予算案においては、第

２ペアリフト制御機器更新工事と圧雪車の更新費

用を計上しておりまして、冬季スポーツの振興と

市民が自然に親しみながら健康の増進を図るため

の環境を整備してまいります。また、なよろ温泉

サンピラーについては、平成３０年度に実施をし

た基本設計を基に令和元年度に実施をした現況等

調査を生かしつつ温泉施設の改修に係る実施計画

に要する費用を計上しております。今後も老朽化

した施設、設備を中心にお客様が安心して御利用

いただけるよう整備を進めてまいります。

次に、大項目６、名寄市立大学将来構想に関わ

って、小項目１、大学における新型コロナウイル

ス感染症への対応についてお答えをいたします。

昨年１２月に策定をいたしました名寄市立大学の

将来構想（ビジョン２０２６）の中期実施計画で

は、３点を重点事項として掲げました。１点目は、

新型コロナウイルス対策であります。大学では、

昨年から感染症防止対策としてオンライン授業を

実施をするための通信環境、パソコンの整備を行

ってまいりました。さらには、６月から段階的に

３密避けるよう工夫を凝らしながら対面授業も漸

次実施をし、後期授業からは約６割まで対面授業

を行ってまいりました。しかし、大学の校舎は全

般にわたって小さな教室が多く、複数学科の学生

が学ぶ授業科目では対面授業を実施するのが難し

い環境にあるため、他大学での先進的な取組など

の情報を調査するとともに、対面授業とオンライ

ン授業を組み合わせたハイブリッド事業の活用に

ついて重点的に検討し、対応してまいりたいと考

えております。また、このような学習環境の変化

は授業を受ける学生にとってストレスがかかる要

因にもなり得ることから、保健師、看護師、精神

保健福祉士を配置している学内の健康サポートセ

ンターが相談窓口となり、学科教員とも連携を図

り、相談受付から定期的なサポートまでの支援体
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制の充実を図ってまいります。

小項目２、中期実施計画重点事項の２点目であ

ります研究活動の充実と社会連携、貢献について

お答えいたします。まず、研究活動の充実につい

ての取組ですが、地域の課題や社会の要請に対応

した特色ある研究に取り組み、保健、医療、福祉、

保育、教育の進展と学術研究の発展に寄与するこ

とを見据え、教員の研究活動支援をする学内組織

の設置の検討、また外部研究資金の獲得を目指し

た研修をもって研究活動の支援を行ってまいりま

す。あわせて、研究成果を地域社会に還元できる

ように努めてまいりたいと考えております。

次に、社会貢献、連携につきまして、大学が持

つ多様な人的、知的資源の活用を図り、市町村、

関係機関、関係団体等との連携、協働を推進をし、

種々の調査研究活動、先駆的実践活動を推進をし、

地域の社会的資源のさらなる充実、強化の支援を

継続してまいります。また、公開講座や専門職の

継続教育の支援を行う教育活動、地域課題の発見、

解決に向けた研究活動、学生ボランティアをはじ

めとする地域交流活動を活動の柱とするコミュニ

ティケア教育研究センターの充実を引き続き図っ

てまいります。

小項目３、中期実施計画重点項目の３点目、学

生支援の充実についてお答えをいたします。中期

実施計画の重点事項であります学生支援について

は、学習環境、設備の整備、有効活用と学生への

経済的支援や住環境の整備を挙げております。ま

ず、学習環境については昨年来のコロナ感染症対

策に適応し得る教室、学生ラウンジなど各施設、

設備の整備と活用方法などを検討して、対応して

いくこととしております。

経済的支援につきましては、大学独自の給付型

奨学金の活用を積極的に促すとともに、経済的に

困窮している学生の状況の把握に努め、必要に応

じてアドバイスを行ってまいります。学生支援の

重要項目の一つでもあります就職支援につきまし

ては、コロナ禍においても学生が企業からの情報

収集や就職に関する相談、就職試験対策など不安

なく行えるよう引き続きキャリア支援センターの

機能充実を図ってまいります。

住環境の整備につきましては、学生寮アルカデ

ィアが供用から２５年が経過をし、様々な箇所で

損傷、破損が見られますが、入寮している学生の

生活に支障がないよう随時修繕を行うとともに、

官民が連携をする手法を参考にしながら施設の更

新を検討してまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは大項目７の教

育行政についてお答えいたします。

まず、小項目１、市内小中学校における新型コ

ロナウイルス感染症への対応について申し上げま

す。昨年の６月学校再開に当たり国から児童生徒

の感染リスクを可能な限り低減しつつ教育活動を

継続し、子供の健やかな学びを保障するため、学

校の衛生管理の観点から学校における新型コロナ

ウイルスに関する衛生管理マニュアル、学校の新

しい生活様式が示されたところでございます。こ

れを受け、本市の各小中学校では学校の新しい生

活様式に基づき感染経路を断つことや免疫力を高

めることなど様々な感染症対策を進めてきたとこ

ろでございます。例えば学校行事である始業式や

終業式では、児童生徒の距離を１メートル程度保

つことが難しい場合は各教室で校長の話を校内放

送で聞いたり、校歌は歌わず、事前に録音された

伴奏等を聴くなどの対応を行ってまいりました。

運動会や体育祭は中止といたしましたが、その後

実施方法を変え、参観日等の体育の授業等を利用

して、運動会の種目であるリレーや徒競走などを

保護者の皆様に参観していただきました。また、

修学旅行や宿泊研修では訪問場所を感染状況の少

ない地域に変更したり、バスを増便し、乗車する

児童生徒の間隔を広く取れるようにして実施いた

しました。学芸会や学校祭では、公開日を学年ご

とに分けて複数回開催したり、保護者が直接参観

することなく、動画等で見られるよう工夫いたし
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ました。今後は、昨年の１２月時点での最新の知

見に基づいて見直した学校の新しい生活様式など

を踏まえて感染対策を講じてまいります。具体的

には、冬期間の教室の換気については室温が下が

り過ぎないよう空き教室等の人のいない部屋の窓

を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新

鮮な空気を人のいる教室に取り入れる２段階換気

等を実施してまいりたいと思います。また、体育

や部活動における感染対策については、大勢が触

れる用具の使用前後に手洗いをすることや更衣室

等の利用は少人数で短時間の利用とするよう指導

してまいります。さらに、学校行事等への対応に

ついてでありますが、卒業式では座席の間隔が十

分に確保できない場合はこれまでと同様に卒業生

と保護者及び教職員のみの参加としたり、校長の

式辞等の挨拶を短くするなどして開催する予定で

ございます。教育委員会といたしましては、感染

症対策を徹底するとともに、学習や各種行事等の

計画や内容を工夫しながら可能な限り教育活動を

継続し、児童生徒の健やかな学びを保障してまい

ります。

次に、小項目２、地域と共にある学校づくりの

さらなる充実について申し上げます。コミュニテ

ィ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に

参画する学校運営協議会を設置した学校であり、

学校と地域住民等が力を合わせて、学校の運営に

取り組むことが可能となる地域と共にある学校へ

の転換を図るための有効な仕組みであります。新

しい学習指導要領では、学校と地域がよりよい学

校教育を通じてよりよい社会をつくるという理念

を共有し、未来のつくり手となるために必要な資

質、能力を育む社会に開かれた教育課程の実現に

向けて相互の連携協働の下に学校づくりと地域づ

くりを進め、一体となって成長を支えていくこと

が重要と示されております。また、国のニッポン

一億総活躍プランや働き方改革実行計画では、学

校運営に必要な支援の充実を目指し、令和４年度

までに地域と学校が連携、協働して行う地域学校

協働活動を推進することや地域住民団体等が緩や

かなネットワークをつくり、地域学校協働活動を

推進する体制として地域学校協働本部を設置する

という目標を掲げております。このことを受け、

道教委ではコミュニティ・スクールと地域学校協

働本部の導入の促進及び地域学校協働活動の充実

を図るため、地域協働活動実践事例集の周知や北

海道ＣＳアドバイザーの派遣などを通してコミュ

ニティ・スクールの導入拡大に資する取組を進め

ております。このような中、本市ではコミュニテ

ィ・スクールにおける取組の充実を図るため令和

２年６月をもって市内全ての学校のコミュニティ

・スクールに地域学校協働本部を設置いたしまし

た。また、名寄市地域学校協働本部連絡協議会を

設置し、市内全てのコミュニティ・スクールに地

域学校協働活動の連絡調整等の役割を担う地域学

校協働活動推進員、いわゆる地域コーディネータ

ーを配置いたしました。また、地域コーディネー

ター間の連絡調整を行う統括コーディネーター、

これを１名委嘱したところであります。現在地域

コーディネーターにつきましては、地域学校協働

活動の充実を図るため定期的に各小中学校を訪問

して、体験学習等の充実に係る連絡調整を行った

り、地域学校協働活動の在り方等に関わる講演会

などを通して研修を深めております。地域学校協

働活動につきましては、学習支援活動として智恵

文地区の地域住民の方が智恵文中学校の生徒にカ

ボチャ栽培やスキーの指導をしたり、安全安心支

援活動として名寄東小学校区の地域の住民の方が

通学路に立って、児童の登下校の安全を見守る活

動を進めております。今後教育委員会といたしま

しては、地域と共にある学校づくりのさらなる充

実を図ることができるよう各学校の地域学校協働

本部の活動を支援してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、今後の市内小中学校における

施設整備の考え方についてであります。市内の小

中学校の施設整備につきましては、児童生徒が安
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心して学習ができ、豊かな学校生活を送るために

学校の施設設備を適切に維持管理、改善していく

ことが不可欠となっております。名寄市街地区の

名寄中学校、名寄東中学校については、旧耐震構

造であることに加え、校舎、体育館などの建物自

体と水回りや暖房設備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。さらに、

耐震化されている学校施設においても２０年以上

経過している建物の適切な維持補修や大規模改修、

老朽化が進んでいる郊外農村部の教員住宅の整備

など多くの課題があることから、効果的、効率的

な財政運営と後年に過大な負担を残さないという

観点も踏まえながら進めていく必要があると考え

ております。このような中、文部科学省では管理

する施設の維持管理等を着実に推進するため中長

期的な維持管理、更新等に係る総費用の縮減やそ

れらの予算の平準化を図る方向性を明らかにする

ために平成２７年３月、インフラ長寿命化計画

（行動計画）を策定いたしました。市では、文部

科学省から示された計画に基づき長寿命化計画の

策定が必須となったことから、名寄市立小中学校

施設整備計画を基本に個々の学校施設の劣化状況

に応じた長寿命化計画の策定に向け、各学校の劣

化状況など実態把握及び課題の整理に取り組み、

今後の整備のあるべき方向性を検討しているとこ

ろであります。とりわけ名寄中学校と名寄東中学

校においては、未耐震で老朽化も進んでいること

から、早急な対応が必要と考えており、今後は整

備の方向性を検討する上で外観調査だけでは不十

分なことから、令和３年度に耐力度調査を実施し、

その結果を基に改築や耐震、補強等の具体的な整

備方針を明らかにしていきたいと考えております。

次に、小項目４、市内高等学校の今後の在り方

についてお答えいたします。市内の道立高等学校

の状況は、人口減少や少子化の影響により中卒者

は減少傾向にあり、定員割れが続いていることか

ら、令和２年度の新入学生の間口は名寄高等学校

では４間口から３間口に、名寄産業高校は酪農科

学科、電子機械科、建築システム科、生活文化科

の４科ありましたが、学科の転換により酪農科学

科と機械・建築システム科、生活文化科の３科に

学科が再編され、両校で２間口減少いたしました。

両校の学級数は２１学級、定員は８４０名ですが、

在籍者数は５５２名で、欠員が２８８名となり、

平成２１年度と比較すると学級数は３学級減少し、

在籍者数も１９７名の減少となっております。こ

の状況を踏まえ、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などの夢が

実現できるよう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などを通じて市

民議論を重ねてきたところでございます。このよ

うな中、道教委から示された公立高等学校適正配

置計画案では令和５年度の配置計画案として市内

道立高校２校の欠員の状況等を踏まえ、再編の検

討について示されたところであります。本市とし

ては、上川北部地区の中卒者が減少傾向にあり、

２つの高校を新しい学校として再編し、地域の未

来を担う人材を育成する魅力ある学校として整備

することについてはやむを得ないものと理解して

きたところでございます。今後も市内の高校が地

域から魅力ある学校として認められるよう普通科、

職業科の教育課程の在り方、全学科単位制導入の

検討や特進コースの新設、また２校が統合になっ

た場合の校舎活用などについて在り方検討会議な

どで魅力ある高校の在り方を模索し、名寄市内の

中学校卒業者はもとより、市外からも入学が希望

されるような魅力ある高校となるよう道教委に意

見反映してまいります。

私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれに御答弁を

いただきました。時間の許す限り確認も含めて再

質問させていただきたいというふうに思います。

まず、今年度、令和３年度の市政執行について

ということで加藤市長にお伺いをさせていただき
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ました。次年度が加藤市政３期目の最終年度とい

うことであります。３年間の評価ということでお

答えいただきましたが、総合計画の具現化に基づ

くＫＰＩ等、そこが評価になるということでお答

えをいただきましたが、特にこれ昨年来コロナ、

コロナでの、そういう対応での１年だったという

ふうに思いますし、今回私の代表質問の内容等も

どうしてもやはりコロナ対応、また従前からのコ

ロナの状況、また今後のコロナ対応についてとい

うことで、ここら辺は避けられない内容というふ

うになりましたけれども、昨年来から名寄市とし

てのコロナの対応、様々な状況を捉えて、迅速か

つ的確にスピーディーに行っている部分というの

もあるのではないかというふうに思います。ちょ

うど１年以上たつところですけれども、これまで

の特に新型コロナウイルスに対応する名寄市とし

ての支援策等も含めて、ここ１年での総括ではあ

りませんけれども、今後も状況に応じて対応して

いくのでしょうけれども、その辺りの対応につい

ては加藤市長御自身としてはどのように対応でき

たか、どう評価しているか、御自身での評価、伺

えればというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 日本でこの新型コロナウ

イルスが、感染、発症が確認されてもう１年以上

が経過をしているわけであります。この間も様々

な社会活動の制約も市民の皆様にも余儀なくされ

たという中で、感染症対策に本当に市民の皆さん

に御協力をいただいた、そのおかげもありまして、

名寄市においては現在感染症の拡大については大

きな事案には至っていないということであります。

改めて皆さんのこれまでの取組に心から感謝を申

し上げたいと思います。もう既に１年前の３月の

議会の中で補正対応ということでいち早く融資政

策、ゼロ金利での緊急融資、あるいは場合によっ

てはＶ字回復する可能性もあるということで、飲

食店向けの支援策についても、プレミアムの商品

についても３月で速やかに議決をいただきました

が、その後も国、あるいは北海道からも様々な施

策が発表される中で、これを確実に市としても遂

行していく、さらにはそこの国、道の施策だけで

埋められないところにもできるだけきめ細かく配

慮したいということで、幾度かにわたる地域の企

業、あるいは市民の皆様に対する様々な支援も行

ってきたところであります。これも様々な機関と

もその都度、その都度状況も確認をしつつ協議も

させていただきながら、あるいは議会でも鋭意時

間のない中で御議論いただく中で、それぞれ速や

かに執行することで影響を最小限に食い止めるこ

とができたというふうに考えているところであり

ます。しかしながら、現在も続いてる中でやっぱ

り影響はまだまだ続いているというふうに考えま

すので、新年度につきましてもまずはこのコロナ

の対応をしっかりとやっていくと。感染症をしっ

かりと予防しつつ地域経済をできるだけ前向きに

進めていくための施策をこれからも適時的確に打

っていかなければならないというふうに考えてい

るところでありまして、引き続き議会の皆様、あ

るいは市民の皆さんの御意見をしっかりと承りな

がら施策を前に進めていきたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 小項目の中でもお伺

いした、アフターコロナ社会を見据えた施策展開

ということでお伺いいたしましたけれども、いわ

ゆるウィズコロナ、どうコロナと共生していくか

という部分と、またその後の世の中の変化も見据

えた中での施策展開が今後必要ではないかという

ことで、デジタル化が必要不可欠、また実際には

もう光ファイバーケーブルの整備等も進んでいる

中で、民間との連携、また新たなサービスの提供

に向けてということでお答えいただきましたけれ

ども、そういった部分、コロナ後の社会を見据え

た施策展開という部分ではそういったデジタル化

を推し進める一方で、またこういう状況の中では

我々自身も当然なかなか人と人とが関わり持てな
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い、通常であれば遠方に離れていてもお会いでき

る方となかなかお会いできる機会がないという部

分があって、一方ではやはり人と人との関わりの

重要性、お会いして、対面して対話していく重要

性というのも必要になっていくのだというふうに

思います。

ちょっと関連がありますので、飛び飛びになり

ますけれども、そういう部分ではお答えいただい

た中で交流推進の関係、そういった部分も今後、

今の状況の中ではオンライン等も活用しながら進

めていくということでありましたけれども、人と

人とじかに接することの重要性を認識しつつ、今

後コロナ禍、こういう状況だからこそそういった

交流活動、また国内の交流活動を工夫して推進し

ていっていただきたいと思いますし、またコロナ

禍の状況の中では地方にやはり目が向いてきてい

る部分もあるというふうに思います。そういう部

分では移住、定住、こういったチャンスを捉える

というようなチャンスが到来している、そういっ

たふうにも捉えられる部分もあるのだというふう

に思います。より一層今までよりもそういったア

ンテナを高く張って、そういった体制整備も含め

て推進していくことが今だからこそ必要だという

ふうに思いますが、その辺りのお考えについて改

めてお答えをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども答弁させていた

だいたところもありますが、このコロナウイルス

は世界的な課題ということもありまして、まさに

世界各地でどういうふうにこれを抑えていこうか

ということも課題となっている中で、昨年度はな

かなか国際交流もできませんでしたけれども、し

かし国際的なつながりの中で様々な支援も行って

きたと。台湾の様々なこれまでのつながりからの

太保市の農会の方や、あるいは中山大学、ロータ

リークラブだとか、そうしたところから医療支援

をいただいたり、あるいはこのコロナ禍だからこ

そしっかりと提携を進めていこうということで大

学との協定も、台湾の中での国立大学と日本の地

方自治体と連携協定を結ぶのは初めてということ

でありましたけれども、こうした協定にも積極的

に取り組むと。さらには、先般はドーリンスク市

との子供たちの交流なんていうこともありました。

お互いがつらい中でも、そうしたみんなで国際的

な協力の中でこうしたことを抑えていこうと、そ

うした取組というのは非常に意義があるものとい

うふうに捉えております。今ほど議員から都市か

ら地方へと人の流れがこのコロナ禍によって進ん

でいると。特に東京圏、あるいは東京自体が今社

会減がここ数か月続いているというような状況の

中で、改めて地方の時代、あるいは地方が注目を

されているということも全くそのとおりでありま

すが、ではどこが選ばれるかということになると

最後はやっぱりそことそこと、都市と地域との、

人と人とのつながりによるものの御縁がきっと強

いところが選ばれていくことになるのだろうとい

うふうに思っています。新年度についても我々交

流事業についても基本的には一昨年と同様の、あ

るいは今回は節目の事業もありますので、通常ベ

ースでの予算の計上させていただきました。ただ、

これどうなるか分かりません。今後東京オリンピ

ック、パラリンピックも海外の受入れどうするか

ということの状況によってもまたこれ変わってく

るのかなというふうに思いますが、いずれにいた

しましても人と人とのつながりをさらに広げてい

くこと、深めていくことというのがこれからの地

域振興に間違いなく資することになるというふう

に思っていますので、そうした理念の下、それぞ

れの事業を進めていく、準備を進めていくととも

に、場合によっては厳しいというような状況にあ

りましてはそこの事業の中で創意工夫をしながら

その内容に資する活動をできるだけ推進していく

ように努めていきたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ぜひこういう状況だ
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からこそ工夫していろいろとできることも十分に

あるというふうに思いますので、ふるさと会の交

流というのもなかなか昨年来できていないという

部分で、お互いにそういう状況になればというこ

とでしょうけれども、また工夫してやれるべきこ

ともあるのだというふうに思います。やはり人と

人とのつながり、関わりというものを一方では大

切にしながら施策展開も含めて取り進めていただ

きたいというふうにお願いしておきたいと思いま

す。

時間も限られておりますので、市内の公共施設

の老朽化の関係です。これ立地適正化計画の具現

化と併せてお答えいただきました。この部分に関

しては、昨年１０月にまちづくり会社、株式会社

まちづくり名寄の設立がされたということで、官

民連携の事業、やはり検討していくということで

の、先ほどの大学の学生寮の関係でもそういった

御答弁もありましたし、市内の公共施設の対応と

いう部分で多分まちづくり会社との官民の連携を

今後協議、検討していくということであったかと

いうふうに思いますが、今の状況、具体的に協議

がこれからどのように進もうとしているのか。な

かなか情報というのも早く進んでいくというか、

人づてになかなか広がっていっているという部分

もありまして、もう既に学生寮が民間と連携して、

やることが決まっているのでしょうですとか、図

書館の関係も町中に図書館と合わさった複合施設

をまちづくり会社中心に造るのだろうというよう

なちょっと話が先行している部分もあるのですが、

そういった協議には今後入っていくのでしょうけ

れども、行政側としてそちらの民間活力を利用し

た、また官民連携した取組というのは今後どうい

うふうに進めていくというような考えをお持ちな

のか、その辺りのお考えを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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まちづくり会社という

ことでお話ありましたけれども、まちづくり会社

設立されまして、官民連携のパートナーというこ

とで扶助してきましたけれども、市としてはまち

づくり会社にどういうようなお話をするかという

ようなところまでまだ至っていないという状況で

あります。今後市政執行方針等、あるいは今の市

長からの答弁もありましたけれども、官民連携と

いうのがこれからのまちづくりにおいては大きな

手法の一つというふうに考えております。様々な

角度からまちづくりというものを考えていかなけ

ればならない。その中の手法の一つとして官民連

携があるということでありますから、今後どうい

う形が一番望ましいのか調査のほうに移らさせて

いただきたいと思っております。どういう事業が

官民連携にふさわしいのか、これいろいろ議論が

あるところでありますので、一方では老朽化して

いるというところもありますけれども、１つずつ

議論を重ねながら進め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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 一つの可能性がやは

り広がったということではあるのだというふうに

思います。今後それぞれ御協議いただいて、コン

パクトなまちづくりの実現、そしてそういった取

組が今課題ともなっている商店街を含む中心市街

地の活性化にも資するものにもなっていくという

ふうに思いますので、御検討いただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。

コロナワクチン接種の関係です。少し遅れてい

るようでありますけれども、接種券を４月中旬か

ら配付予定だということで、これそもそものワク

チンの量自体が北海道に配分されて、またそれが

各市町村に配分される。量的にも報道等を確認し

ますと全くもって足りていないという状況だと思

いますし、ちょっと時期も後ろ倒しになるのだろ

うなというふうに思いますが、実質的な高齢者の

方への接種は、報道等にもあったように５月、早

くても連休明けぐらいになるという、やはりその
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辺りのスケジュール感で今後進むということなの

でしょうか。確認も含めてお答えいただきたいと

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） 今高齢者のワク

チン接種についての御質問でございます。報道等

で示されたとおり、当初接種券については３月１

２日までにということで１月ぐらいに国では言っ

ていましたけれども、ワクチンの確保ができない

ということでどんどん延びていって、現在は４月

２３日頃までにはということで国のほうから通知

が来ています。ただ、これにつきましてもワクチ

ンの確保がしっかりできたということではなくて、

河野大臣の発言でも４月２６日には全市町村に１

箱ずつ、１９５バイアル、１バイアル５人とする

と９７５回分のを配付すると言っていますが、こ

れにつきましてもＥＵ等の承認が得られていない

という状況があって、承認を得られる見込みで示

されています。そういった面ではそれ以降のワク

チンの供給状況は全くまだ示せない状況あります

ので、それで５月連休明けでいったらそれ以降順

調に国から供給されれば、連休明けには開始でき

る見通しはあるかと思いますけれども、それにつ

いてもまだまだ不透明な状況があるということで、

今後の国からの情報もしっかり注視しながら速や

かにできるような体制の準備は進めてまいりたい

というふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） あと、やはりそうい

った接種を実施していくという中で、課題という

ことで当然認識されていると思いますが、スタッ

フも含めた人の確保を今後どうしていくかという

ことも大きな課題だと思います。先ほど土日も対

応するということでのお答えもありましたけれど

も、その中で人的な部分での確保状況、今どのよ

うな形で進んでおられるのかちょっと確認も含め

てお答え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） 人員の確保につ

きましては、まず一番はやっぱり医師及び看護師

の確保が重要だと思っています。これにつきまし

て市内の開業医の方々に先日総会の中でお願いを

申し上げて、できる限りの対応してもらうような

お願いをしているところであります。そういった

面では、平日と一部土日も含めて対応できる、確

保できる状況にあるのかなと思っています。あと、

受付だったり、誘導だったり、いろんなスタッフ

が必要になっています。コールセンターにつきま

しては、できれば委託して対応するように今のと

ころ考えているところであります。接種会場のス

タッフについては各部署への動員かける部分と、

あと学生も含めたそういった方もアルバイト的に

雇用しながら進めてまいりたいと思います。年度

初めの事業を始めますから、職員といいましても

なかなか忙しい時期でありますので、できるだけ

そういった協力いただける方、アルバイトも含め

て雇用しながら万全な体制を整えてまいりたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 非常に国からの情報

も錯綜している部分もあって、不透明な部分もあ

って大変でしょうけれども、いち早くワクチンが

行き届いて、少しでも通常の生活に、活動に近い

日常が来るような、一つのこれもきっかけだとい

うふうに思いますので、しっかりとした体制整備、

整えていただいて、実施していただきたいと。実

施に向けて取り組んでいただきたいというふうに

お願いを申し上げておきたいというふうに思いま

す。

すみません。農業振興の関係でちょっと１点お

伺いをしておきたいと思います。様々な新年度の

事業についてお答えいただきましたが、人材、労

働力の関係で１点お話をさせていただきたいので

すが、これもコロナの影響で、今の状況鑑みます



－59－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

と、今年度の外国人技能実習生の来日も少し厳し

い状況かなというふうな関係機関の見解でありま

す。緊急事態宣言が延長になったということも含

めて、それ以降手続が仮に順調に進んだとしても、

通常どおりのやはり来日は厳しいだろうと。また、

今渡航制限等がかかっている中で、やはり待機さ

れている外国人が数千人いると言われています。

それをどう整理していくのかという部分も含める

と、今年度もちょっと状況としては少し厳しい見

方があるようであります。今の状況を踏まえると、

やはり対策というのはこれから、もう既に考えて

いかなければならない時期に来ているのではない

かなというふうに思います。行政側として何とか

しろということではありませんが、関係機関と協

議の上、やはり作付等に影響がない形で、また収

穫等も含めた中で影響を少しでも緩和できるよう

にもう既に協議し始める時期に来ているのかなと

いうふうに思いますが、その辺り考え方等も含め

て、確認も含めてお答えをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ３月に入りまして、

それぞれの宅地周りでは育苗なんかの準備もスタ

ートしていると。まさに今年の営農がスタートし

ているということだと思います。その中で、今議

員が言われたように、労働力の確保というのは非

常に大切な課題だというふうに思っております。

その中でも外国人の技能実習生、智恵文地区を中

心に御活躍、協力をいただきながら我々のほうも

技術の伝承しているというところでありますが、

言われたように今非常に国の状況がどうなるのか

というのが大きなところで、今現在国のホームペ

ージなど見ますと、中国からの日本への上陸につ

いては４月の上旬をめどに解除の方向というとこ

ろが出ていますけれども、ここ刻一刻と状況が変

わる部分もありますので、ここはしっかりと注視

をしていきたいというふうに思っています。今協

議会、さらには農協のほうでは４月上旬の上陸拒

否の解除を前提に手続を進めているということで

すから、ある意味ではそこに期待をしていきたい

なというふうに思っておりますけれども、既に営

農の準備が始まっている段階ですので、どこかの

段階では判断をしなければいけないということに

なっております。我々も農協とは随分ここの課題

については連絡を密にさせていただいて、どうい

う対応を取るのかについては頻繁に連絡を取り合

っています。もしうまく上陸というか、入国がで

きればそれは通常どおりのペースだと思いますし、

もしそこが難しいとなればどのような方法するか

について、ここは速やかな対応も必要だと思いま

すので、我々のほうでも必要な対応について検討

させていただきたいと思いますし、昨年は生産者

の皆さんも自助で努力をされているものもありま

すので、そういったものも含めながらそれぞれ役

割分担をしながら必要な対応をできるだけ速やか

に講じ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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） しっかりと情報共有、

また密に連携取っていただいて、対応していただ

きたいなというふうに思います。あと、そういっ

た直近の短期的なことのみならず、今後長期的な

部分での労働力不足の対応についても引き続きお

願いをしておきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

観光振興の関係、お伺いをしておきたいと思い

ます。これも本当にコロナ禍により観光も大きな

影響を受けているのだというふうに思います。次

期計画の策定に向けての考え方、今大きくコロナ

禍で社会が変わろうとしている、そういったこと

も含めてなのでしょうけれども、マイクロツーリ

ズム、またワーケーション、スポーツツーリズム

といった部分も含めて次期策定にそういった部分

入れていくのだというふうに思いますが、今後の

名寄市の観光、たくさんのものが、資源があって

展開してまいりましたけれども、今後こういう状



－60－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

況も踏まえた中では次期策定に当たっては、これ

内容がどうこうということではありませんけれど

も、やはり大きな柱というのも見据えた中で次期

計画、策定していくべきだと思いますし、１０年

間の現計画の取組の中でおおよそ名寄市としても

今後名寄市の観光の目玉になる部分というのは見

えてきた部分もあるのかなというふうに思います

ので、改めて次期計画、どういったことを柱にし

ていくべきなのか、また目標数値とかも、今計画

の途中で、入り込み数等はちょっと状況に応じて

下方修正した部分もありますけれども、果たして

そういった目標値の中で入り込み数自体が目標と

されることが本当にいいことなのかどうなのか。

入り込み数だけを、そこを追うのではなくて、入

ってきた方、また交流人口も含めて名寄市にどう

いう効果を与えたのかという部分が明確にやはり

もう少し目標設定等、そういった部分も大きくな

っていかなければならないのかなというふうに思

いますけれども、その辺、観光振興の考え方につ

いてお伺いを改めてしておきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 観光振興のこれ

までの成果とそれを踏まえての新しい観光振興計

画の在り方ということですが、まずこれまで１０

年間計画に基づいて様々進めてまいりました。そ

の中で成果といいましょうか、やはり名寄、この

特性ということで大きな自然と、それから一つ成

果となっていたのはサイクルツーリズムといった

ものも成果としてありまして、これは先ほどの答

弁の中にありました、国の施策の中でもありまし

た中でいろいろな、ＴＥＰＰＥＮ―ＲＩＤＥとい

った稚内まで通じるものですとか、武四郎ＲＩＤ

Ｅといった市独自のものですとか観光協会を中心

にやっていただいていました。そういった自然を

生かした体験観光、これも一つの柱になると思っ

ています。それから、昨年、昨シーズンの後半か

らコロナになってしまいましたけれども、この名

寄のやはり雪質を生かしたスキー、あるいは、ス

ノーリゾートといいましょうか、これ大きな柱に

なると思っております。そして、このコロナを受

けてのことで、先ほどの市長からの答弁にもあり

ましたとおり、テレワークという動きが大きくな

ってきた中でのワーケーションですとか、それか

らやはりマイクロツーリズム、こういったものが

まずは柱になって、インバウンドというものは一

旦ゼロベースで、そこからまず足元のマーケット

を見据えてやっていくと。先ほど議員からの御提

言もありましたとおり、これまでの目標の中で入

り込み客数と外国人の宿泊延べ数やってきました

けれども、入り込み客数だけを見ていくことが名

寄の観光にふさわしいかというのはこれ検証して

いかなければいけないかなと思っているところで、

先ほどの答弁の中でも新たな指標を示してまいり

たいと答弁させていただいたところでございます。

そういったことも考えまして、まずはこのコロナ

を受けて足元のマーケットを、そしてマイクロツ

ーリズムといったところから観光を見直していっ

て、本来名寄が目指すべきといいましょうか、そ

ういったものを見据えて、新しい手法も検討しな

がら新たな計画にしていきたいと考えているとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） そういった部分しっ

かり１０年間の検証をしていただいて、次期計画、

名寄市の柱になるものがこれ明確になることが今

後の名寄市の観光振興に大きく寄与する、つなが

るのだというふうに思いますので、そういった形

で進めていただきたいと思いますし、スキー場の

関係にも、これ今室長からスキーも名寄市の観光

として柱になる可能性のあるものだろうというこ

とでお答えがありましたけれども、スキー場の入

り込み数は最終的には今シーズン終わった段階で

数値等を整理されて、報告いただくのでしょうけ

れども、壇上でも申し上げたとおり、またお答え

にも一部ありましたけれども、非常に本当に子供
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の姿が例年になく多いのと親子連れがやはり特に

土日、また冬休み期間等がすごく多いと感じてお

ります。やはりこれはリフト券の関係、また小中

学生無料のこれ大きな効果だというふうに思いま

す。そういった部分ではまた公社独自の取組も含

めて今後どう展開していくかという部分だという

ふうに思いますけれども、先ほどの観光振興と関

連する部分もありますけれども、施設整備も当然

そうですけれども、コース等も、ちょっと最近の

バックカントリーのニュースを聞きますと、非常

にハードルがやっぱり高いのかなというふうに思

います。特に雪が多い年でありましたので、雪崩

による本当に残念な事故が道内でも相次いでいる

という部分で、そこら辺が非常に難しいのであれ

ば、今の現存のコースを利用した中でのサイドカ

ントリーコースを皆さん、そこを求められる方に

もう少し魅力のあるようなレイアウト等も含めて

可能性としてないのかどうか。そんな部分も含め

て施設整備、ピヤシリスキー場の施設、環境整備、

コース整備等も、その辺りも加味した中で計画的

に進めていっていただきたいなというふうに思い

ますが、考え方をお伺いしたいと思います。

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） スキー場のコー

ス含めての御質問ありました。バックカントリー

のことに関しましては、まず名寄のピヤシリ行き

ますとコース外滑走、これは認めていないという

か、コースがそもそもスキー場ではないと、ゲレ

ンデではないというところなので、ここはやはり

厳しく取り締まらなければいけない部分でありま

す。一方で、より新雪を楽しんでいただくという

ところで、サイドカントリーという言葉でありま

したけれども、今回も昨年、昨シーズンに続いて

第４ロマンスリフトを休止しましたけれども、こ

れに併せて未圧雪のコースを用意したりですとか、

そういったところでの、まずは今後そこ、サイド

カントリーをきっちりやろうとするならばルール

づくりからしていかなければいけませんから、ま

ずはゲレンデの中でやるとすると未圧雪のコース

を造ったりということで、利用者の方々にも満足

をいただけるようなことを考えていくというとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今ルールづくりとい

うお話ありましたけれども、そういう中でもコー

ス外滑走が禁止されている中でもどうしてもそこ

を求めていく方もいるのも事実なので、なかなか

それを守る側、守っているお客様側としてはやっ

ぱりいろいろ不満も出るのも事実なのだというふ

うに思います。ルールづくり等も早急に必要なの

かなというふうに思いますので、今後また管理運

営している名寄振興公社とも協議いただいて、ま

た様々な団体とも協議いただく中でやはりその辺

りのルールづくりも必要かと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

時間がなくなってまいりましたので、教育の関

係、最後お伺いしておきたいと思います。市内の

特に中学校の施設整備、小中学校の施設整備の関

係と、お伺いしたのは地域と共にある学校づくり

のさらなる充実ということでお伺いさせていただ

きましたけれども、これ私関連があると思いまし

て、それぞれお伺いしております。今進めている

コミュニティ・スクール、また地域学校協働活動

を推進させるという取組が今進んでる中において、

市内の中学校２校が未耐震という中でいろんな考

え方、これどっちがいいとか悪いとかではなくて、

１校にするのがいいのか、２校を維持するのがい

いのかという部分、当然財政的な観点で見ますと

１校にするほうが効率が当然いいわけでありまし

て、ただ今取り組んでいる市の教育施策、コミュ

ニティ・スクールも含めた小中連携一貫というよ

うな、そこら辺の整合性とを加味すると果たして

１校にすることがいいのかどうかという部分も当

然出てくると思うのですが、その辺り教育委員会

サイドとしての考え方、これ当然地域が議論の主

体になってこないとならないのかなというふうに
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思いますが、教育委員会側の見解としてはその辺

り、やはり整合性が私は必要であるなというふう

に思って、ここら辺は慎重な議論が今後必要にな

ってくるというふうに考えているのですが、その

辺りの考え方について伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今議員のほうから施設

整備の関係と今進めているコミュニティ・スクー

ルと体制整備との関係といいましょうか、整合性

についてでありますけれども、子供たちにとって

学校、生きる力を身につけるというために大切な

教育環境であると私のほうでは押さえております。

そんなことから、学校施設の改築や維持管理、ま

たある意味での、今中学校の１校化というのでし

ょうか、に当たりましては十分な配慮が必要だと

考えているところであります。とりわけ名寄中学

校と名寄東中学校については、今後整備方針を判

断するために、先ほどお話しいたしましたように、

令和３年度に両校の耐力度調査を実施して、その

結果をどのような整備が必要かということで考え

ていかなければならないと考えているところでご

ざいます。今若干お話ありましたけれども、財政

的な視点からのみで再編とか中学校を束ねていく、

統合ということはかなり慎重に考えていかなけれ

ばならないと私も思っているところであります。

御承知のように、教育委員会では市内各地域の学

校の状況や児童生徒の状況を踏まえまして、１０

年先を見据えた取組として市内全小中学校の状況

を視野に入れて、今小中一貫教育、それとコミュ

ニティ・スクールの構想の実現に向けて先生方も

一丸となって取組を進めているところでございま

す。将来的には生徒数減少してきますので、後々

は２校体制、またその後は１校体制だとかという、

そんな形になっていくのではないかなということ、

そうならざるを得ないというような状況には今後

なると思いますけれども、ただそのとき改築の時

期でありますとか場所等につきましては、児童生

徒の推移でありますとか今後高等学校再編のこと

もありますので、児童生徒一人一人に行き届く教

育環境がいかにあるべきかということを、それを

やっぱり中心に考えて対応していくということが

非常に大事でないかなと思います。そのためにも

そういう時期になりましたら今後市民の皆さんの

意見を吸収しながら、子供たちのよりよい教育環

境づくりでありますので、進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） お答えいただきまし

た。ぜひそういった部分で様々な観点、特に教育

施設に関しては十分な、今教育長からもお答えあ

ったように、様々な角度からやはり子供たちのこ

とを優先して考えるということが必要だというふ

うに思いますので、よろしくお願いを申し上げて、

終わりたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市政の３期１１年の総括と今後について外

３件を、佐藤靖議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、市民ネットを代表して通告順に

従い質問を行います。

会派内においては、明日以降所属３議員の一般

質問、来週の令和３年度予算審査特別委員会にお

ける総括質疑及び款別審査質疑が予定されており

ますので、今代表質問にあっては令和３年度市政

執行及び教育行政執行、令和３年度予算案、昨年

末に会派として行いました令和３年度市政執行に

対する要望を中心に据えながら今後の質疑及び審

議に反映すべく基本的考えについて質問させてい

ただきます。なお、さきの代表質問と一部重複し

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号



－63－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ているものもあると思いますが、加藤市長、小野

教育長の意のある御答弁を心から期待をいたして

おります。

それでは最初に、加藤市政の３期１１年の総括

と今後についてお伺いします。加藤市長にあって

は、２０１０年、平成２２年４月１８日に執行さ

れました市長選挙において民間会社名寄市的発想

で行財政運営を推進などを掲げ、当時の北海道内

最年少の３９歳で初当選を果たされ、以後多くの

市民の信頼と期待を背に２期連続無投票で市長の

任を担っていただきました。そして、この春で３

期目の任期も残すところ１年となりますが、掲げ

た民間会社名寄市的発想など様々な施策を展開さ

れる一方、これまでにない多くの不祥事も発生し、

市民への信頼が薄れる状況もありました。改めて

３期目最終年度を迎えるに当たりこれまでの１１

年間をどう総括されているのかまずお伺いします。

また、いまだ名寄市は様々な課題を抱えていま

す。昨年以降１年続く新型コロナウイルス感染防

止対策、今後のワクチン接種、そして１２月末に

迫る王子マテリア名寄工場生産品集約が顕著な例

であります。その中にあって間もなく市長任期満

了まであと１年となりますが、加藤市長は次期市

長選挙についていつの時点で対応を明らかにされ

るお考えなのかこの際明らかにしていただきたい

と思います。

次に、令和３年度市政執行及び教育行政執行に

ついてお伺いします。今定例会は加藤市長、小野

教育長にとって従前以上に重要な定例会だと認識

をしていました。それは、先ほど述べたように、

加藤市長にとっては残す任期の最終年度の執行方

針であり、小野教育長も今任期満了を目前に控え

た執行方針でありましたが、いずれも総花的で、

市長、教育長の目指す具体的方向性が一向に伝わ

ってきません。内容は各課で取り組まれている事

業の羅列であったり、多少の言葉遣いの違いがあ

っても大筋が前年とほぼ同じ内容と読み取れる箇

所も多々ありましたので、改めて限られた任期の

中で加藤市長、小野教育長が特段目指すものにつ

いてまずお伺いします。

さらに、市政執行に関わってでありますが、市

内に大きな影響を与えた新型コロナウイルスにつ

いては市民の皆さんの理解と協力で感染拡大防止

が図られ、期待されるワクチン接種の準備も進め

られていますが、完全終息にはまだ時間を費やす

ことも指摘されています。ところが、市政執行方

針では通常年のように積極的な交流事業の推進を

掲げています。交流事業の推進は私自身理解して

おり、述べられた方針は期待として受け止めます

が、注意喚起や様々な対応なども明らかにしてい

ないまま執行方針に盛り込むのはあまりにも拙速。

コロナ禍における各種交流事業の在り方について

具体的な対応をお伺いします。

一方、今年１２月末の王子マテリア名寄工場生

産品集約を見据え、再生可能エネルギー、物流、

防災拠点、ＩoＴデータセンターの検討が進められ

ておりますが、これらが実現した際、市民生活に

どのように影響し、市民生活の向上につながって

いくとお考えなのか、いまだ名寄工場生産品集約

後の市内状況に懸念を抱いている市民の皆さんも

少なくないことから、改めてお伺いします。

子育て支援の推進では、中心市街地にある商業

施設の一部を活用して子供の遊び場の整備方針を

打ち出されました。１年の半分近くを雪に覆われ

る名寄市にあって、季節や天候に関係なく子供た

ちが遊べる場所の確保は子育て世代の長年の願い

であり、実現に期待をするものですが、ここに至

るまでの施策決定のプロセスと人員配置、賃貸か

買取り方式などを含め基本的な考えについてお示

しをいただきたいと思います。

効率的な行政運営も名寄市にあっては大きな課

題ですが、その中で大きな役割が期待されている

のは個々の市職員であります。新型コロナウイル

ス感染症の影響により職員の集合研修が実施困難

になったことで新たな人材育成手法の検討が掲げ

られていますが、具体的にどのような研究を進め
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ようとしているのかお伺いいたします。

さらに、ここ数年毎年のように様々な不祥事が

発生し、市民の信頼を損ねています。不祥事に対

する解決策については明らかにされているものの、

再発防止策の推進状況は示されていないためさら

なる事案の発生を懸念する声も聞かれるところで

す。これまで各種事案に対する再発防止策にどう

取り組まれ、具体的にどういう成果を導いている

のかお示しをいただきたいと思います。

地域コミュニティーの重要組織である町内会に

ついては、ここ数年継続した財政支援のほか、未

加入世帯の増加や役員の担い手不足などの課題解

決に向けて名寄市町内会連合会と連携して検討を

継続してまいりますという表現が続いていますが、

一向に進展しない状況ではないでしょうか。具体

的に何について検討し、解決策を導こうとしてい

るのかこの際明らかにしていただきたいと思いま

す。

一方、教育行政執行方針に関わってですが、名

寄市及び名寄中及び名寄東中の整備問題について、

耐久度調査の予算を計上しながらも具体的に何も

示されていません。教育都市宣言を行っている名

寄市にとって重要な課題と認識していますが、こ

の課題に教育委員会としてどう取り組まれようと

しているのかお伺いします。

さらに、令和３年度の名寄高校及び名寄産業高

校の最終出願状況は、名寄高校普通科で募集１２

０人に対して８４人、倍率は前年をさらに １倍

下回り、 ７倍、名寄産業高校に至っては酪農科

学科で推薦を除く実募集３８人に対し２人、倍率

は前年比 １倍減の １倍、機械・建築システム

科も４０人に対して１８人で前年同様の ５倍、

生活科学科は推薦１人を除く３９人に対して１２

人、倍率は前年の半分、 ３倍という衝撃的な状

況となりました。まさに危機的状況であり、北海

道教育委員会の具申以前に名寄市として早急な対

応が必要と考えますが、小野教育長はこの現実を

どう受け止め、今後どう対応されようとしている

のか忌憚なくお答えをいただきたいと思います。

また、先日示された名寄市公共施設個別計画で

は、教育委員会が所管する多くの施設で耐震基準、

劣化度に問題があると指摘されました。財政的問

題は理解しながらも中には危険と判断される施設

もあります。改めて教育委員会としての考え方を

お伺いします。

昨年１２月１８日、市民ネットとして令和３年

度市政執行に関わり新型コロナウイルス対策関連

をはじめ大項目の７点にわたり要望を行い、２月

１日に加藤市長が回答をいただきましたが、その

中から忌憚ない、端的に６点お伺いします。１点

目は、新型コロナウイルスの感染防止策によって

市内各事業者が大きな打撃を受けていることから、

これまで事業継承を目的に各種施策を効果的に実

施していることは理解し、評価させていただいて

いるものでありますが、さらに効果を高めるため

会派及びさきの臨時会でも積極的に求められたの

が具体的な実態調査ですが、経済団体との検討、

意見交換、産官金連携なよろ経済サポートネット

ワークにおける意見交換の実施を理由に実態調査

は行われていません。なぜ実施しないのですか。

お伺いします。

２点目は、名寄市立総合病院への財政支援につ

いてであります。新型コロナウイルス感染防止の

最前線に立つ病院の経営は、厳しさを増している

状況にあります。市は、これまで交付税プラス１

億円の支援の上積みについて病院会計のキャッシ

ュフローの状況などを注視しながら必要に応じ対

応を検討するとしてきましたが、今回のコロナ禍

によって必要に応じという範囲は拡大していると

推察されますので、改めて必要に応じという内容

について具体的にお示しをいただきたいと思いま

す。

３点目は、敬老事業についてであります。敬老

事業の在り方について検討方針を示されています

が、間もなく町内会の総会時期も迎えることもあ

り、市として何についてどう検討を加え、いつま
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でに方向を打ち出されるのかこの際明らかにして

いただきたいと思います。

また、今回要望ではレンタル＆ゴー事業の実績、

全町内会除雪機配置、排雪の公園利用などを求め

ましたが、いずれも検討、研究という行政用語の

回答でありました。改めて何について検討、研究

し、いつまでに方針を打ち出されようとしている

のかお伺いします。

新名寄市が誕生してはや１５年が経過しようと

しています。この間互いの施設の有効利用を含め

名寄庁舎、風連庁舎の分庁方式で市政を運営して

きましたが、副市長が１人制となった以降市長及

び副市長の風連庁舎での業務する機会も減ってい

ますし、耐震構造上、加えて人口減少、財政上、

さらには行政内部の意思決定、緊急時対応などを

スムーズに進めるため名寄庁舎、風連庁舎の在り

方についてはしっかりとした方向性を示す時期に

あると考えますが、改めて市長の見解を明確にお

示しいただきたいと思います。

加えて、市長は３期目の選挙に際し市民に様々

な公約を掲げましたが、いまだ具現化に至ってい

ない公約について３年度中に何らかの方向性を示

すお考えなのかお伺いします。

最後に、令和３年度予算案に関わってお伺いし

ます。市長は、予算編成の基本としてウィズコロ

ナ、新しい日常を掲げました。国や北海道の方針

を基本としながらも市民が受け入れ、実践しやす

い名寄市的なウィズコロナ、新しい日常が必要と

も考えますが、意図されている内容についてお伺

いします。また、事業の集中と選択は具体的にど

の施策で果たされたのかもお伺いをいたします。

名寄市立総合病院整備基金は、３年度の取崩し

で残高は ０００万円となることが明らかになり

ました。御案内のとおり、これは人材確保分とし

て毎年 ０００万円を計上していたもので、この

ままではあと１年分しか残っていないことになり

ます。医師、看護師をはじめ医療スタッフの確保

は今後名寄市総合病院を中心とした地域全体の医

療環境向上のためにも必要不可欠な問題でもあり

ますので、今後の対応をどう図られようとしてい

るのかお伺いをいたします。

名寄高校駅誕生に向けた施策が本格化しますが、

この駅が名寄高校及び徳田地区でどのような成果

を発揮することを推定されているのか。また、中

心街のにぎわい創出策のキーステーションとして

建設したよろーなにはこれまで多くの高校生が利

用していましたが、にぎわい創出への影響はどう

分析されているのかお伺いします。

名寄市立大学においても、大学院建設に向けて

の作業が本格化することになりますが、現状にお

ける開設への課題についてどう認識されているの

かお伺いします。

開業医誘致については、名寄市立総合病院の機

能をさらに高めるためかかりつけ医充実が求めら

れており、その意味で開業医誘致は必要不可欠と

考えます。これまでの取組状況と見通し及び課題

についてお伺いします。

市内の少子化は予想以上のスピードで進んでい

ますが、一方で高齢になったことで名寄を離れる

事例も依然として続いています。子育て世代への

施策が充実度を増していることは理解しています

が、高齢者がこれからも名寄で住み続けることが

できる施策及び予算について３年度はどう検討し、

予算案に反映したのかお伺いします。

最後に、コロナ禍によって経営が厳しくなる事

業者に対しこれまでも各種施策を展開しています

が、コロナ関連対策費以外、３年度において農業、

商業、工業のなりわいを継続させるためにどう検

討し、予算に反映したかをお伺いし、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） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐藤議員からは大項目で

４点にわたって御質問いただきました。教育行政

以外に関わるところをまず私から答弁させていた

だきます。

初めに、大項目１、加藤市政の３期１１年の総
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括と今後について、小項目１、３期目最終年度を

迎えるに当たりこれまでの１１年間の総括につい

てお答えをいたします。平成２２年第１回名寄市

議会臨時会で所信表明を申し述べさせていただき、

そのときから１１年が経過をしようとしておりま

す。１００年を超える歴史とともに先人たちが育

んできた産業や文化を歴代の市長、町長が引き継

がれ、現在私が引き継がせていただいております

が、当時その重責を肌で感じた瞬間でもございま

した。この間、新市が誕生してから策定されまし

た新名寄市総合計画や平成２９年度に策定をいた

しました名寄市総合計画（第２次）を柱に据え、

毎年予算、決算などの審査機会を通して議員の皆

様から御指摘、御指導いただきながら現在まで全

力で市政の運営に努めてまいりました。お話のご

ざいました不祥事につきましては、繰り返しにな

りますが、深く反省をし、問題点を洗い出し、市

役所内の啓発、再発防止を徹底をすることで市民

の皆様の信頼の回復に努めてまいりましたし、引

き続き継続をしていかなければならないと考えて

おります。これまでの総括につきましては、現在

の総合計画では主要施策ごとにＫＰＩを設定をさ

せていただいており、進捗の度合いが物差しの一

つになるものと考えています。しかしながら、今

回のコロナウイルス感染症対策のように随時対応

が必要な場面もございます。当然こういった対応

も求められますので、私を先頭に市の職員も市民

の声に耳を傾け、また議員の皆様から市民の声を

届けていただきながらこれまで対応してこられた

ものと考えております。３期目最終年度を迎える

に当たり、この間国においても平成２６年にまち

・ひと・しごと創生法が施行され、東京圏への人

口一極集中是正の取組が始まり、地方公共団体へ

は計画の策定と実施が責務として課せられました。

地域の特性を生かした取組を名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略としてまとめさせていただき、

継続して取り組んでいるところであります。当選

当時から厳しい御指摘も市議会の皆様からいただ

きながら、まさに二元代表制、両輪としてバラン

スを保ち、地方自治の運営ができているものと考

えており、改めて感謝を申し上げます。残りの任

期１年となりましたが、任されている期間は当然

全力で市政運営に邁進をしてまいりますし、スピ

ードを緩めることなく総合計画の具現化に向けて

取り組んでまいります。

小項目２、任期満了を１年後に控え、次期への

考え方ということでありますが、今ほど申し述べ

させていただいたとおり、現在も予算を提案をさ

せていただいて、まさにこれから議論というとこ

ろであります。そこまで思いが至っていないとい

うことが現実でございまして、まずはこの予算の

議論をしっかりと深めて、一刻も早く予算の成立

させ、そして事業を執行していく、このことがま

さに重要と考えております。とりわけコロナ対策

だとか喫緊の課題、あるいは山積された課題をし

っかりと解決していくことが何よりも優先される

べきものというふうに考えているところでござい

ます。

大項目２、令和３年度市政執行及び教育行政執

行に関わり、小項目１、限られた任期で目指すも

のについてということでお答えをいたします。

最終任期であります令和３年度で目指すものと

いう御質問でありますが、総合計画に沿ったそれ

ぞれの施策を展開していく、このことはもちろん

でありますが、喫緊の課題へ対応していくことも

重要であると考えております。まずは、感染症対

策、あるいはアフターコロナ社会への対応であり

ます。ワクチン接種を市民の皆様へ提供するため

の体制を整備をしていくこと、またダメージを受

けた経済や産業の回復をどう支援していくのか、

これは市民皆様の生活に直結をする課題でありま

すので、職員も一丸となって全力で対応していか

なければならないと考えております。王子マテリ

ア名寄工場の生産品集約による１２月停機も大き

な課題となっております。本市は製造業の割合が

低く、停機することで産業構造が大きく変化をす
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ることになります。この間影響を最小限にとどめ

るための取組を進めてまいりましたが、今後青写

真を具体的にお示しできるよう引き続き努力をし

てまいります。

大項目２の小項目２、新型コロナウイルス対応

と施策についてお答えをいたします。昨年から世

界中が新型コロナウイルス感染症による大きな影

響を受ける中で、国内外の人の往来が制限をされ、

本市の交流事業においても事業の中止や延期など

通常どおりの交流ができない１年となりました。

しかし、そのような中においても市民団体等と連

携をし、インターネットを活用したオンライン交

流、また動画配信、人の行き来を伴わない物産交

流などコロナ禍においても実施可能な事業を模索

をし、創意工夫をして事業を行ってまいりました。

いまだ全国的な感染症の終息時期は見通せない状

況でございますが、国内でもワクチンの接種が始

まるなど社会活動などの正常化に向けて一歩ずつ

動き出しております。本市におきましても社会活

動などの正常化に向けてコロナ感染症対策をしっ

かり講じながら可能な施策を進めていくことが必

要であると考えており、さきの市政執行方針の交

流活動の推進についての中でも実施すべき事業に

ついて述べさせていただきました。無論コロナ禍

の制約の中で延期や代替の取組となる事業、ある

いはやむなく中止となる事業もあると考えますが、

まずは各団体の皆様の意向を十分に尊重した上、

本来行うべき事業の実施に向けて最大限の努力を

してまいる所存であります。

小項目３、王子マテリア名寄工場生産品集約課

題と集約後の名寄像についてお答えをいたします。

昨年５月にこの３つの柱を立て、目指した理由と

いたしましては、名寄市総合計画（第２次）の将

来像である自然の恵みと財産を生かし、みんなで

つくり育む未来を開く北のまち名寄がこの構想の

根幹にございます。再生可能エネルギーは、太陽

光発電、木質バイオマス発電など道北地域のエネ

ルギー賦存量を生かした取組であり、事業化へつ

ながれば当然雇用も生まれ、燃料調達のための関

連事業も大きく活性化されるものとなっておりま

す。また、木質バイオマス発電では大量の熱が排

出をされるため、熱を活用した新たな産業やサー

ビスなど波及効果も期待をされるところでござい

ます。物流、防災拠点につきましては、名寄市は

交通の要衝として栄えた都市であり、物流拠点化

のポテンシャルは高いと推測をし、これまで様々

な物流事業者と情報交換を行ってきた結果、将来

にわたり持続可能な道北圏域の物流網の存続には

この名寄市に拠点としてのニーズがあったことか

ら、民間人材も研修として招き入れ、具現化へ向

けてさらなる情報収集をしているところでござい

ます。防災拠点につきましては、日本最北の駐屯

地があり、物流拠点化と併せて構想することで災

害時の支援物資など相乗効果があると考えたとこ

ろであり、道北圏域をカバーをする広域の防災拠

点を構想しております。また、物流、防災拠点に

つきましては圏域の中核都市としての取組となる

ため、この間関係市町村の議会で議決をいただき、

定住自立圏の協定変更を行い、圏域の課題として

も認識をいただいているところでございます。Ｉo

Ｔデータセンターでは、society5.0時代の到来で

今後世界的に５Ｇが普及をすると、現状のデータ

センターの能力ではパンクすることが想定をされ

ています。データセンターのパンクは単純にイン

ターネットの閲覧ができないだけではなくて、多

くのセンサーで稼働している工場の生産ラインも

動かなくなるなど経済活動で甚大なダメージを受

けることも想定をされています。世界的にデータ

センターの設置が求められる中、大量の熱を放出

するこの施設は冷やすための大量の電力を消費す

ることから、冷涼な地域への設置が有力となって

おります。本市は冷熱源である雪も豊富にあり、

データセンターの設置には有力な候補地となるこ

とを見込んでおり、現在北海道もデータセンター

の誘致活動を進めていることから、連携して情報

収集をしているところでございます。市民生活へ
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の影響などについてでありますが、こういった取

組が実を結ぶことで新たな産業が根づき、波及効

果により次の産業への好循環が生まれるなど新た

な雇用の創出、地元高校生の地元就職など本市の

活力につながる取組になると考えております。

小項目４、政策決定プロセスについてというこ

とでございました。子供の遊び場についてであり

ます。これまでも道立サンピラーパークの屋内施

設だけでなくて、市街地に冬期や雨の日でも気兼

ねなく遊べる施設が欲しいと多くの要望をいただ

いておりました。平成３０年１２月に実施をいた

しました第２期子ども・子育て支援事業計画策定

に当たってのアンケート調査では、未就学児及び

小学生のいずれの保護者からも子供の遊び場整備

の要望が一番高く、この結果に基づき第２期子ど

も・子育て支援事業計画において子供たちが伸び

伸びと屋内で遊べる場の整備を検討してきており

ます。現在の地域子育て支援センターひまわりら

んどの主な利用者については３歳未満の未就園児

が多いことから、新たな遊び場については地域子

育て支援拠点としての機能を併設をしつつ３歳以

上から小学校低学年の児童が伸び伸びと遊べる施

設を計画をしております。整備に当たっては、新

たな施設を建設するには大きな財源が必要となる

ため既存の施設を利用できないか検討してきてお

ります。また、立地適正化計画における都市機能

誘導区域への整備も含め、総合計画ローリングな

どで協議をした結果、土日、祝祭日も利用可能な

市街地の商業施設を利用しての整理ができないか

検討してまいりました。さらに、遊び場の整備と

しては一定の面積が必要となることから、床面積

が大きい施設を中心に検討を進めてまいりました。

あわせて、建築基準法改正に伴う新耐震基準に対

応している施設を選定したところ、株式会社西條

名寄店の一部を活用できないか協議をすることと

なりました。協議に際しましては、利用している

売場を明け渡していただかなくてはならないため

に協議に時間を要したことから、令和２年度の予

算の査定においてはゼロ査定となり、令和２年度

の総合計画のローリングにおいて再協議をし、総

合計画中期実施計画に計上した後、令和３年度予

算案への計上となったところであります。運営に

ついては委託を予定をしておりまして、児童福祉

法第６条の３第６項に基づく地域子育て支援拠点

事業として専任の者を２名以上配置をすることと

しており、施設の一部を賃貸契約をし、遊具の施

設などの整備を実施をしていきたいと考えており

ます。

小項目５、新たな人材育成手法とはについてお

答えをいたします。市政執行方針でも触れており

ますが、新型コロナウイルス感染症の影響により

多くの職員が集合して１か所で行う研修について

は、密を避けるための会場の制約などにより実施

が困難な場合が生じております。令和２年度にお

いては、職員が１か所に集まらずに受講可能な研

修として、ｅラーニングを用いて情報セキュリテ

ィー研修やハラスメント研修などを実施をしてお

り、今後受講可能な研修項目やｅラーニングを受

講できる職員の範囲を拡大をするためにｅラーニ

ングシステムやその運用について新年度に向けて

準備を行っているところでございます。一方で、

運転技術の研修やシステムの操作など実技研修が

伴うため集合により実施せざるを得ない研修につ

いても同一の研修を複数回行うことで１回の研修

の参加人数を抑えるなどの工夫を行い、できる限

り密を避け、実施をしております。また、職員の

自己研さんを支援をする観点から職員が自発的な

セミナーの受講や資格取得などに要する費用の一

部を助成をする制度について現在制度設計を行っ

ているところでございます。これまで対面、集合

で行われ、会場まで出向く必要があったセミナー

等の多くが昨今オンラインによる開催に切り替わ

っている現状を踏まえ、意欲のある職員がオンラ

インを活用して自己研さんを行う機会も拡大しつ

つあるという認識を持っておりますので、職員が

コロナ禍においても引き続き自己研さんを行うた
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めの支援を進めてまいります。新型コロナウイル

ス感染症の終息がはっきりと見通せない状況でご

ざいますので、状況に即した人材育成手法につい

て今後も引き続き研究を進めてまいります。

小項目６、行政内で発生をする不祥事の再発防

止策についてお答えをいたします。議員御質問の

とおり、近年行政運営において幾つかの不適切な

事案があり、それぞれ事案の解決と併せて再発の

防止を図ったところであります。一般的な取組と

して、高い倫理感と公正な執務の執行や公務員と

しての自覚の保持、市民視点での行政サービスの

提供、行政の透明性の確保を掲げる名寄市職員行

動指針について改めて各執務室に掲示を行うとと

もに、市民の皆様にも理念を共有していただくた

め１階市民部のフロアにおいても掲示をしており

ます。また、部次長会議や庁議、課長会議におい

ても適正な行政運営の観点からの留意事項につい

て折々伝えているところであります。職員研修に

つきましても令和２年２月に管理職及び係長、係

職向けにそれぞれグループワークを含んだコンプ

ライアンス研修を実施をしたとともに、例年行っ

ている初級職員向け研修に関して、新型コロナウ

イルス感染症が拡大する状況下ではございました

が、公務員倫理とコンプライアンス研修及び情報

セキュリティー研修をそれぞれｅラーニングの形

式で実施をしたところでございます。加えて、管

理職向けにハラスメントに関する研修も実施をし

たところでありまして、今後行政内部での規範意

識の継続した醸成のためｅラーニングなどを活用

し、コンプライアンスに関する研修受講の機会の

拡大に取り組むとともに、引き続き適正な行政運

営に努めてまいります。

小項目７、地域コミュニティーについてお答え

をいたします。議員お話しのとおり、町内会は協

働のまちづくりを進めるために最も重要な組織で

あると認識をしております。市では、町内会への

支援策として単位町内会の自主的な活動に資する

ことを目的とした財政的支援のほか、名寄市町内

会連合会と連携をして開催をしている町内会長と

行政との懇談会やまちづくり懇談会などでの意見

交換や親睦の機会の提供、さらには北海道町内会

連合会主催の各種研修会への参加による先進事例

の研究など様々な取組を実施をしているところで

あります。しかしながら、本市のみならず全国多

くの自治体において未加入世帯の増加や役員の担

い手不足、高齢化などの状況が共通した課題とし

て進行している現状であります。このような状況

の中、昨年８月、地域コミュニティーの核となる

町内会の現状把握することを目的に町内会運営に

関するアンケート調査を実施いたしました。調査

結果では、町内会運営に関する課題について役員

の担い手不足を課題とする回答が最も多く、続い

て役員の固定化、役員の高齢化という結果となり、

特にアパートやマンションが増えたことによる若

い世代の加入促進に苦慮していることが挙げられ

ております。また、市からの依頼事項で負担にな

っていることでは、広報紙の配布や各種委員会等

の委員推薦、会長の充て職が多く、会議出席が負

担などの御意見が出されていたところであります。

これらのアンケート結果を踏まえて、まず多くの

方に町内会に加入をしていただくことが重要であ

るという判断から町内会連合会においてこれまで

活用しておりました加入案内チラシなどに加えて、

各町内会における加入促進活動や転入、転居届の

際に配付をする町内会加入案内リーフレットを今

年度中に作成することとし、作業を進めておりま

す。また、市からの依頼事項で負担になっている

こととして多くの意見が寄せられた広報紙の配布

作業の負担軽減を図るため、市が発行する同時配

布物の縮減や広報紙のページ数を減らすこと、こ

れに併せてホームページやＳＮＳなど多様な媒体

を活用した広報を推進をしてまいります。加えて、

各部署に対し町内会へ依頼をしている事項につい

ての負担軽減策を検討するよう指示したところで

あります。今後も町内会の負担軽減に努め、町内

会が自主的な活動に専念できるような環境整備を
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進めてまいります。町内会をはじめとする地域コ

ミュニティー組織の維持、活性化は喫緊の課題で

あることは重々承知をしているところであります

が、全国的な課題となっているとともに、町内会

の在り方は地域によって様々ございます。長年培

ってきた歴史や伝統を尊重しながら、地域コミュ

ニティー組織が主体的な地域活動を継続できるよ

う引き続き支援をするとともに、町内会連合会と

も意見交換をしながら課題解決に向けた取組の検

討を継続してまいります。

大項目３、会派からの市政要望について、小項

目１、コロナ禍における市内各関係事業者等に対

し実態調査を実施しない理由についてのお問合せ

でありました。新型コロナウイルス感染症の影響

に対する経済対策として、これまで制度融資、２

度のプレミアム付き商品券への支援、３度にわた

る給付金、店舗支援等の補助基準の拡充、緩和と

切れ目のない支援に努めてきたところでございま

す。これらの対策を検討するに当たっては、市と

の協議を踏まえ名寄商工会議所、風連商工会が行

った３月初旬の緊急調査、４月に行ったアンケー

ト調査を基本としたことに加え、会議所が四半期

ごとに実施をしている景気動向調査も参考にさせ

ていただきました。また、会議所、商工会との３

者協議において緊密に連携をし、例年以上の頻度

で産官金連携なよろ経済サポートネットワークを

開催をし、実際に事業者の生の声を聞いている金

融機関と協議、意見交換等を重ねてきたところで

す。さらには、昨年１２月には市内の各業界団体

とも個別に意見交換を行ったほか、この間実施を

いたしました給付金事業の相談や申請等に来られ

た事業者のデータや声などからも変動する状況な

どの把握に努めてまいりました。確かに議員のお

っしゃるとおり、各事業者への実態調査が重要で

あるということは承知をしており、コロナ禍が長

期化する中、コロナによる倒産、廃業を出すまい

との思いで、方法は異なりますが、実態の把握に

努め、迅速な対策を図るべく会議所、商工会とも

連携をし、これまで国や道の支援も注視をしなが

ら正解がない中、文字どおり息つく間もなく矢継

ぎ早に支援策を検討、実施し、市内経済の下支え

に寄与してきたところでもございます。今後もさ

らなる長期化を視野に入れながら適時適切に必要

かつ持続可能な取組と対策を講じてまいります。

小項目２、名寄市立総合病院への財政支援につ

いてお答えをいたします。地方公営企業として運

営をされる公立病院は、企業としての経済性を最

大限に発揮し、自らの経営による受益者からの収

入をもってサービスを提供するための経費に充て

なければならないとする独立採算制の原則が適用

され、一般会計からの繰入れには基準が設けられ

ているところでございます。しかしながら、名寄

市立総合病院は上川北部から宗谷、遠紋地区とい

った広い地域の住民の生活を守る基幹病院として

救急医療などの不採算部門を抱えており、交付税

プラス１億円を基本として繰り出しを実施してき

たところであり、先日の会派からの繰り出しルー

ル見直しの要望につきましてはキャッシュフロー

の状況等を注視しながら必要に応じ対応を検討す

る旨の回答をさせていただきました。御質問の必

要に応じについて具体的にということでございま

すが、現段階においては次の２つを想定していま

す。１つ目として資金ショートのおそれがある場

合、２つ目として資金不足比率が１０％を超える

おそれがある場合であります。１つ目の資金ショ

ートのおそれとは、キャッシュフロー計算書の残

高がゼロに近づくことでありまして、資金ショー

トとなった場合は病院運営に支障が生じることと

なります。２つ目の資金不足比率ですが、これは

歳出相当額から歳入相当額を引いた値を事業規模

で割った数値で、この値が１０％を超えると企業

債の発行が協議制から許可制に移行し、２０％を

超えると経営健全化計画の策定が義務づけられる

ことになります。市立総合病院においては、事業

管理者、院長を先頭に経営改善に取り組んでいた

だき、現状これらの指標はクリアをしております
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が、地方公立病院を取り巻く状況は日々変化をし

ており、今後も厳しい経営が続くものと認識して

おります。市立総合病院は、本市のみならず道北

地方の基幹病院として安定的に経営を維持してい

かなければなりません。現段階では２つの指標を

挙げさせていただきましたが、他の経営指標の状

況も注視しながら、必要と判断をした際には一般

会計繰り出しルールの見直しを図ってまいります。

御理解をお願いをいたします。

小項目３、敬老事業の在り方についてお答えを

いたします。敬老事業につきましては、長年にわ

たり社会の進展に寄与してこられました高齢者を

敬愛し、その労をねぎらうとともに、長寿を祝福

するために実施をしてきております。毎年助成後

実績報告を各町内会から提出をいただいて、その

際に敬老事業に対する御意見、御要望も併せて御

記入をいただいているところでありますが、毎年

５件前後の御意見があり、助成の増額要望や参加

者が減少しているといった内容もいただいており

ます。各町内会では、役員の高齢化や成り手不足、

対象となる高齢者も年々増加している中で、それ

ぞれの町内会で工夫しながら実施をしていただい

ていることに対しまして改めて感謝とお礼を申し

上げます。本年度は新型コロナウイルス感染症の

影響で敬老会開催を取りやめ、別な形で事業を実

施された町内会などが多く、今後も同様な状況と

なることも想定をされます。次年度の実施に当た

り、町内会等へ敬老事業に対する課題や意見が具

体的に把握できるように調査内容を精査し、その

結果を基に検討していきたいと考えております。

小項目４、除排雪の在り方について申し上げま

す。本市の除排雪事業は、民間業者への委託と市

直営による除排雪業務を中心に市独自の施策であ

る排雪ダンプ助成事業、市道及び私道除排雪助成

事業などにより市民負担の軽減や安全性の高い道

路幅員の確保に努めております。町内会連携事業、

レンタル＆ゴー事業は交差点の排雪や通学路の確

保などこれまでの除排雪事業の課題であった案件

について市民と協働のまちづくりとの観点から町

内会と連携をして取り組む事業で、平成２９年度

から実施をし、毎年度制度を改正をしながら運用

を図ってきたところですが、これまでのところ１

町内会のみの実施となっております。また、小型

除雪機の配置については、レンタル＆ゴー事業の

制度設計する上で小型除雪機の貸出しや購入助成

などその必要性について町内会連合会とも意見交

換を行いましたが、様々な課題が山積し、実現に

は至りませんでした。つきましては、今シーズン

終了後にはこれまでのレンタル＆ゴー事業の状況

を踏まえ、事業の検証と併せて小型除雪機の配置

など改めて各町内会などから御意見を伺い、効率

的で効果的な除排雪の事業の在り方について検討

していくとともに、引き続き冬期間の安全、安心

な道路空間の確保に向けた除排雪事業に取り組ん

でまいります。

小項目５、分庁方式の在り方についてお答えを

いたします。本市の庁舎については名寄、風連と

もに旧耐震基準の建物であり、耐震診断では強度

を上げる必要があると診断をされているところで、

現在策定中の名寄市公共施設個別施設計画をつく

る上で実施をした劣化度調査における劣化状況の

評価でも施設の利用に支障はないものの、建物の

老朽化とともに部分的な劣化が見られる状態であ

るとされたところであります。また、庁舎の在り

方については現在の分庁方式を今後どのようにし

ていくのがよいのか、合併市としての課題でもあ

ると認識をしているところであります。今後の庁

舎の在り方については、個別施設計画に定める優

先順位の考え方である原則劣化度評価の評点の高

い施設から優先的に対策を講じる、これを踏まえ

て、また名寄市総合計画の中でも調査研究を進め

ていくとしていることから、当面は定期的に点検

を行い、施設の機能維持及び長寿命化のための修

繕を行いながら、利用者に支障のないよう対応し

ていくこととなります。庁舎の大規模改修や建て

替えなどを行う場合には、大きな事業費になるこ
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とが予想されますが、耐震化が行われていない市

町村の庁舎の建て替えを行う際に活用できる現在

の制度、市町村役場機能緊急保全事業が今年度末

をもって終了が予定をされていることから、これ

に代わる有利な起債制度の創設を要望する会をこ

のたび道内９市で発足をさせたところでございま

す。今後北海道市長会の要望を通じて国に働きか

けを行っていくほか、要望する会独自でも国会議

員への陳情や関係機関に対する請願などを実施を

していくこととしておりまして、他の事業と同様

に起債や交付金制度など少しでも有利な財源の確

保に努め、それら制度を有効に活用してまいりた

いと考えております。

小項目６、残す市長３期目公約の方向性につい

てお答えいたします。公約について大きく５つの

拠点化構想を掲げさせていただきました。国防、

防災拠点につきましては、この地域にとって重要

な陸上自衛隊が駐屯しておりまして、世界情勢に

より配置計画も随時見直されている中、道北全域

の安全、安心に寄与する陸上自衛隊名寄駐屯地の

増強のため防衛省をはじめとする関係機関への働

きかけを継続的に行ってきております。医療福祉

包括ケア拠点につきましては、市立総合病院や専

門職を養成する市立大学がある強みを生かし、市

民、圏域からも必要とされる機能を維持するとと

もに、この都市基盤を生かした地域包括ケアシス

テムの構築では新年度から運用開始できる予定と

なっており、さらなるサービスの向上につながる

ものと考えております。冬季スポーツ広域観光拠

点につきましては、冬季スポーツの合宿受入れや

大会誘致など名寄の強みである冬を十分ＰＲをす

ることができたと考えておりますし、他地区で雪

不足による開催が不可能となった大会の代替開催

依頼が来るなど全国的にも環境のよさを認めてい

ただいたと考えております。広域観光については、

スキー、カヌー、自転車、釣り、宗谷本線等の優

良コンテンツも多く、地方創生推進交付金を活用

しながらなよろ観光まちづくり協会やＮスポーツ

コミッションが連携をし、国内外へ向けたＰＲや

体験メニューの開発など様々な取組を行ってきて

おります。生産空間、物流交通拠点につきまして

は、道北圏域は優良な農畜海産物の生産地であり

ますが、物流体制の弱体化により流通コストが上

がり、北海道産ブランドだけでは戦えない時代が

来てしまうことを見込んでおります。このことは、

北海道開発局も将来の北海道を見据え、道内に３

つのモデル地域を指定をいたしました。釧路モデ

ル、十勝南モデル、そして名寄周辺モデルでござ

います。北海道特有の広域分散型の課題解決のた

め名寄市が重要なポイントとなっており、引き続

き国や北海道、民間事業者とも連携をし、拠点化

へ向けて取組を続けてまいります。最後に、人づ

くりの拠点ですが、冬期版ナショナルトレーニン

グセンターの誘致など実現には多くの課題も残さ

れておりますが、町内会の皆様をはじめとする多

くの市民の御協力をいただき、コミュニティ・ス

クールの配置を終えることができました。これは

地域にある学校が地域コミュニティーの核になる

施設として位置づけを共通化したもので、今後こ

の枠組みでの活動の支援活性化が課題となってお

ります。拠点化には時間も要するものもあること

から、引き続き残された任期で少しでも前へ進め

ることができるよう努めてまいりますので、よろ

しくお願いをいたします。

大項目４、令和３年度予算案に関わって小項目

１、予算編成の基本的な考えに掲げたウィズコロ

ナ、新しい日常とはについてお答えをいたします。

国は、昨年７月１７日に閣議決定をいたしました

経済財政運営と改革の基本方針２０２０の中で経

済活動の段階的な引上げを実施をするウィズコロ

ナの経済戦略と新たな日常構築の原動力となるデ

ジタル化への集中投資、実装とその環境整備など

の動きを加速化することを示しました。さらに、

これらの方針を踏まえた令和３年度予算の概算要

求に当たっての基本的な方針についてでは、新型

コロナウイルス感染症への緊要な経費については
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別途要望していくこととされました。こうした状

況から本市の予算編成に当たっては国、道の動向

に注視をしながらウィズコロナ、新しい日常に向

けた事業に取り組むことを基本的な考えの一つに

掲げました。しかしながら、新型コロナウイルス

感染症の動向は日々変化をしており、令和２年度

における感染症拡大防止、経済対策などに要する

経費は議会の御理解もあり、補正予算にて迅速に

対応してきたこと、ワクチン接種、新たな経済対

策などの今後想定される事業においても必要額、

予算計上時期などの必要な情報がなく、当初予算

に計上した新型コロナウイルス感染症対策経費は

中小企業特別融資預託金など約３億 ０００万円

となりました。今後デジタルトランスフォーメー

ション推進や行政手続の見直しなど新しい日常の

実現に向けた動きが本格化していくものと考えて

おります。本市におきましても国や道の動向を注

視しながら効果的な施策を展開できるようしっか

り議論を行ってまいります。

小項目２、事業の集中と選択の具体例について

お答えいたします。令和３年度の予算編成に当た

り本市歳入における一般財源収入の減少を鑑み、

限りある財源を重点的かつ効果的に活用するため

より一層事業の選択と集中の徹底に取り組むよう

令和２年１１月２日付市長訓令にて職員に通知を

いたしました。各部署からの予算要求では、多く

の事業の要求がございましたが、各段階における

予算査定を通じ今まで実施をしてきた事業の成果

や効果の検証、その必要性や緊急度、特定財源の

有無など多くの議論を通して今回の予算に反映し

ているところであります。具体例といたしまして

は、保健センターのトイレ改修工事における事業

費の圧縮、あとピヤシリスキー場の人工降雪機設

置工事のほか、各施設における設備更新要求の先

送りなどその必要性や緊急度などから議論し、事

業内容の見直しや先送りをしたところであります。

これら事業の見直し、先送りに対しまして市民ア

ンケートにて多くの要望がございました子供の遊

び場の整備や本市の喫緊の課題の一つである除雪

担い手の育成確保に要する費用への助成、あと現

在求められている基準に達していない消防団員の

防火衣の更新など必要性、緊急度の高い事業の予

算を計上することとし、事業の選択と集中を図っ

たところでございます。

小項目３、名寄市立総合病院整備基金について

お答えいたします。市立総合病院整備基金は市立

総合病院の施設設備の整備及び運営に要する経費

に充てるために設置をしている基金でありまして、

平成２４年度以降は看護師確保に要する経費とし

て ０００万円の繰り出しを実施しております。

御質問のとおり、当該基金の令和３年度の残高見

込みは約 ０００万円となっております。市立総

合病院は、先ほども申し上げましたとおり、本市

のみならず道北地方の基幹病院として安定的に経

営を維持していく必要があると認識をしておりま

して、そのためには看護師などの人材確保は重要

な課題であると考えております。このことを踏ま

え、市としては引き続き一般会計の負担を継続す

る必要があると考えておりまして、今後基金に積

立てを行うか、各年度にて繰出金を予算計上する

か、予算の執行状況を見ながら判断をしていきた

いと考えております。

小項目４、名寄高校駅の効果と駅前のにぎわい

創設との関わりについてお答えをいたします。名

寄高校駅設置については、この間少子化の影響も

あり、地域に５つあった高校が２つになり、間口

数の問題も話題に上る状況となっております。道

北地域に目を当てれば高校の数も大きく減ってお

り、地元の大切な高校の一つである名寄高校は圏

域の生徒にとっても大切な高校であり、通学環境

を整えることで高校の魅力アップにもつながると

考えております。しかし、近年の志願者数から見

ても課題は多く、より魅力ある高校となるよう北

海道教育委員会とも連携していかなければならな

いと考えております。よろーなへの影響といたし

ましては、市民の交流の推進並びに交通機関の利
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用者の利便性を図るとともに、観光情報発信し、

にぎわいを創出することを目的としておりますが、

会議室などの稼働率に関しては市民の皆様に大い

に活用をいただいているところでございます。高

校生の施設利用につきましては、主に貴重な自習

の場として活用もいただいておりますが、近隣か

らの通学生のみならず、地元高校生や大学生の活

用もいただいているところから、フリースペース

としての有効活用を引き続き行われるものと考え

ております。

小項目５、名寄市立大学大学院構想の現状にお

ける課題についてお答えをいたします。市立大学

大学院の開設は、平成２９年に策定をした市立大

学の将来構想（ビジョン２０２６）に盛り込み、

その検討を中期実施計画期間中に行うこととして

おります。現在の開設に関する検討状況は、開設

をする目的や具体的な養成人材像をまとめること

と併せ、保健福祉学部を基盤に名寄らしさを反映

させる教育課程を協議をしているところでありま

す。現状においての課題としては、大学院生確保

の見通しと教員の確保と認識をしております。現

在大学において在学生、卒業生のほか、市内の医

療、福祉、保育現場に勤務をする専門職を対象に

大学院の設置に関するアンケートを行っており、

その結果を大学院生確保につながる特色ある教育

課程の検討素材として生かしてまいりたいと考え

ております。また、現大学教員が大学院の教員を

兼務することで大学院の教育課程を充足できるか

などの調査を進めてまいりたいと考えております。

小項目６、開業医誘致についてお答えいたしま

す。開業医誘致につきましては、平成２９年の条

例制定以来医師向けの新聞や情報誌に広告を掲載

をし、募集内容などの周知を続けてきております。

令和元年度からは広告媒体の範囲を広げ、日本医

師会が全国に約１３万部以上発行している「日医

ニュース」という媒体においても広告を掲載して

きておりますが、現在のところ開業に至る問合せ

はない状況でございます。開業医の誘致につきま

しては、通常の人材募集と異なり、医療機関を開

業する医師を募集するという特殊な事情もあるこ

とから、誘致までに時間がかかるという認識では

ございました。しかし、今年度で条例制定から５

年を経過をするということになりますので、他自

治体との状況なども参考にしながら取り組んでま

いります。本市は、道北三次保健医療福祉圏にお

ける地方センター病院である市立総合病院がある

という最大の利点をＰＲしながら、市内に開業し

ていただける内科医の誘致に向け医師会などとも

連携をしながら取り組んでまいります。

小項目７、高齢者が名寄に住み続けるための予

算についてお答えをいたします。全国的な人口減

少と超高齢化社会が進行し、本市においても高齢

化が進み、認知症高齢者や独り暮らし高齢者、高

齢者のみの世帯が増加をしてきております。こう

した中において、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生活を営

むことができるよう高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画を策定し、医療、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構築を大きな柱の一つと

しながら計画に沿って様々な施策に取り組んでま

いりました。第８期計画策定に当たって実施をい

たしました３つのアンケート調査結果やワークシ

ョップ等における意見も参考にしながら第７期計

画に引き続き４つの地域課題を設定し、必要な予

算を確保しながら進めてまいります。１つ目、冬

の暮らしの形では、高齢者世帯向けの除雪助成金、

屋根雪下ろし助成金交付事業の実施など高齢者の

負担の軽減に努めてまいります。２つ目の便利な

交通手段の形では、平成２９年度から通いの場に

伴う買物支援を実施をする団体への補助を行って

おりますが、新年度においてさらなる実施団体の

拡大を目指してまいります。３つ目の高齢者の住

まいの形では、低所得者向けの生活支援ハウスの

整備に向け検討してまいります。４つ目の切れ目

のない医療、介護の形では医療介護連携ＩＣＴネ



－75－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ットワークを新年度から運用開始し、利用者への

支援の迅速化、効率化を図り、切れ目のない適切

な支援、サービスの向上を図ってまいります。ま

た、近年の風水害などの災害発生や新型コロナウ

イルス感染症の流行により各種介護予防、介護サ

ービスの機能維持がますます重要となっており、

災害時においてもサービスが継続できるよう常に

備えを確認し、各介護事業者や関係機関と連携を

密にしながら体制づくりを図ってまいります。今

後もお住まいの地域や自宅で健康で安心して住み

続けられるために認知症をはじめ病気や要介護へ

のリスク軽減、地域における支え合いの仕組みの

構築、社会参画の促進、外出手段の確保等におい

て先進事例も参考にしながら取り組んでまいりま

す。

小項目８、農業、商業、工業が生業を継続させ

る予算についてお答えをいたします。本市では、

総合計画において重点プロジェクトとして、経済

元気化プロジェクトを掲げるとともに、基本目標

Ⅳ、地域の特性を活かしたにぎわいと活力のある

まちづくりの中で農業、商業、工業含め本市経済

の振興に資する各種施策に取り組んでおります。

令和３年度予算案においては、新型コロナウイル

ス感染症による影響が長期化する中にあって、感

染防止対策を徹底を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の考

えの下、地域の各産業団体等とも緊密に連携をし、

必要に応じて新規事業も盛り込み、持続可能な地

域経済に資する予算案としております。農業にお

いては農業、農村の持続的発展に有効な法人化の

促進に向けて地域の動きを促すために支援策の拡

充を検討したほか、ＪＡが設置をする哺育育成セ

ンターの開設に併せて市営牧場を整備をし、連携

を強化をすることで優良後継牛の確保と酪農家の

負担の軽減を図ってまいります。商工業において

は、中小企業振興条例に基づく施策について現在

令和４年度からの運用開始を見込み見直し作業を

進めているところでございますが、まずは現行の

支援策についてコロナ禍を乗り越えようとする事

業者のニーズにしっかりと応えられるよう補正な

ども視野に対応してまいります。また、コロナ禍

での事業継続に必要な資金繰りのための緊急融資

制度については、長期化するコロナ禍を見据え、

新年度においても引き続き実施をすべく予算案に

盛り込ませていただきました。なお、コロナ禍に

おける経済対策については国の交付金など財政措

置も勘案しながら適宜必要な対応を検討したいと

考えております。

最後の答弁は教育長からさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは大項目２の教

育行政執行に関わりの小項目１及び小項目８から

１０についてお答えいたします。

まず、小項目１、限られた任期で目指すものに

ついてお答えいたします。令和３年度、今後特に

強調して取り組んでいきたいことをお話しさせて

いただきたいと思います。初めに、学校教育の重

点施策の推進に関わって２点申し上げたいと思い

ます。１点目は、ＧＩＧＡスクール構想に関わっ

てでございます。ＧＩＧＡスクール構想における

児童生徒１人１台端末の効果的な活用、コロナ禍

における在宅学習の取組など想定しまして、ＩＣ

Ｔ環境の整備を学校教育情報化推進委員会と連携

しながら進めてまいりたいと思います。２点目で

ありますけれども、２点目は令和５年度に新設校

の設置が決定しております市内２つの高等学校に

関わってでございますが、使用する校舎などの配

置や配置する学科などについて、地元中学生を含

め管内の中学生から選ばれるような魅力ある学校

となるよう在り方検討会義などの議論を受けまし

て、道教委に対し意見反映をしていきたいと考え

ております。

次に、社会教育の重点施策の推進に関わって２

点申し上げたいと思います。１点目は老朽化の著

しい名寄市児童センターと市立図書館に関わって

でありますが、現在名寄市立地適正化計画に位置
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づけて整備が検討されておりますが、それぞれの

施設においてどのような機能が必要となるのか、

他の施設との複合化が可能なのかどうかなど、様

々な要因を考慮して議論を進めていく必要がある

と考えているところであります。もう一点は、コ

ミュニティ・スクールと小中一貫教育に関わって

であります。昨年度全ての小中学校に学校運営協

議会が設置されましたが、今後は地域と共にある

学校づくりを進めるため地域学校協働活動の取組

が充実するよう活動内容の工夫でありますとか、

地域コーディネーターの養成に努めることと併せ

て、智恵文地区と風連地区の小中一貫教育の充実、

これに努めてまいりたいと考えております。

続きまして、小項目８、中学校施設整備事業の

基本的な考え方についてでありますが、さきの山

田議員の代表質問とも重複する部分もありますが、

お答えいたします。学校施設の老朽化対策と耐震

化につきましては、令和２年度から智恵文小学校

の耐震化に併せ智恵文地区小中一貫教育の推進に

向けた義務教育学校の新設を目指し、令和３年度

には基本設計に基づいた実施設計に取り組む予定

となっております。学校施設の整備が進んでいる

一方で、課題として残っている名寄中学校と名寄

東中学校については旧耐震構造に加え、校舎、体

育館などの建物自体はもちろんのこと、水回りや

暖房設備などの老朽化も激しく、早急な施設整備

が必要となっております。さらに、耐震化されて

いる学校施設も２０年以上経過している建物もあ

ることから、適切な維持補修や大規模改修、老朽

化が進んでいる郊外農村部の教員住宅の整備など

が必要となっており、学校施設等の整備には多く

の課題があります。このような中、今後学校施設

等の整備の方向性としては名寄市立小中学校施設

整備計画で基本的な考え方を示しておりますけれ

ども、とりわけ名寄中学校と名寄東中学校の耐震

化に向けた取組につきましては整備方法の方向性

を定める必要があると考えております。現在文部

科学省が定める市内小中学校施設の長寿命化計画

策定に向け、各学校の外観など劣化状況調査を実

施しておりますが、名寄中学校と名寄東中学校に

つきましては建物の詳細な状況を把握するため令

和３年度に耐力度調査を計画しております。その

調査結果を基に改築や耐震補強等の具体的な整備

方針の検討を進めてまいりたいと考えております。

さらに、検討に当たりましては両中学校の学校関

係者や中学校区の小中学校のＰＴＡ役員、地域の

方々などとの検討委員会などを組織し、名寄市街

地区中学校２校の今後の在り方などに対する御意

見を伺いながら整備の方向性を決めていきたいと

考えているところでございます。

次に、小項目９の高等学校における志願状況の

受け止めと今後の対応についてでございます。令

和３年度の市内高等学校の応募状況については、

名寄高校は８４名のうち名寄市内は６０名、名寄

産業高校の機械・建築システム科は１８名のうち

名寄市内は１６名、酪農科学科は４名のうち名寄

市内はゼロ、生活文化科は１３名のうち名寄市内

は９名となっているところであります。合計では

１１９名のうち名寄市内は８５名となっておりま

す。令和２年度の名寄市内中学校の卒業生は１８

５名で、そのうち５４％の１００名が市外の高等

学校等に進学を希望している状況であります。こ

の状況につきまして今の中学生が志望校を選ぶと

きに何を基準としているのかということを推察し

たときに例えば子供たちが自己実現が図れる学校

を選んでいることが考えられますが、部活動にも

っと力を入れて取り組みたいとか、難関大学に進

学したいなど目的意識を持った生徒がその目的達

成のために自分が取り組んでいる部活動の強い高

校や大学進学率の高い高校に進学する傾向があり

ます。また、名寄産業高校につきましてはこれま

での生徒数の減少から電子機械科、建築システム

科の学科再編により専門性が薄くなったこと、さ

らにはツーキャンパス制を導入していることから、

それぞれの学科で行う実習場所が違うことで部活

動や生徒会活動、昼休みの生徒同士の交流が難し
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いことから、一体感が薄くなってきていることな

どの課題が出されているところでございます。教

育委員会としてもこのような状況を把握し、市内

高等学校在り方検討会などで意見交換を行いなが

ら市内の高校がこの地域から自己実現が可能とな

る魅力ある学校として認められるよう普通科、職

業科の教育課程の在り方や特進コースの新設、全

学科での単位制の導入、また１校に統合されたと

きの学校施設の在り方など魅力ある高校の在り方

を模索し、名寄市内はもとより、市外からも入学

が希望されるような魅力ある高校となるべく道教

委に意見反映していきたいと考えているところで

あります。

次に、小項目１０の耐震構造上も問題のある老

朽施設に対する教育委員会としての姿勢について

お答えいたします。現在教育委員会所管の施設で

耐震化がなされていないのは、学校教育施設で智

恵文小学校、名寄中学校、名寄東中学校、社会教

育施設では児童センターと図書館となっておりま

す。まず、教育委員会としては子供たちの教育環

境の整備を優先的に行うという基本的な考え方か

ら既に智恵文小学校については耐震化に併せた智

恵文中学校との義務教育学校の開設に向けた準備

が進められております。また、名寄中学校と名寄

東中学校については、先ほどお話しした状況とな

っております。社会教育施設である児童センター

と図書館につきましては、名寄市立地適正化計画

の中でも都市機能誘導区域での整備が検討されて

おりますが、市の所有地だけでは対応できない状

況も踏まえ、検討していく必要があると考えてお

ります。また、それぞれの施設においてどのよう

な機能が必要となるのか、他の施設との複合化が

可能なのかどうかなど様々な要因を考慮し、さら

に施設を利用する方々の意見を参酌するなどし、

議論を進めていく必要があると考えております。

いずれにしても、両施設とも老朽化が著しいこと

から、さきにもお話ししているとおり、名寄市総

合計画（第２次）の中期基本計画の中の令和４年

度までに方向性を出していきたいと考えていると

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） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、市長及び

教育長からるる御答弁をいただきました。再質問

のほうしていきたいと思います。

まず、市長に任期満了まであと１年ということ

でいろいろお話しいただきました。政治家の出処

進退を政治家自身が決めることで、私が物を言う

ことではないというふうに思っておりますので、

適切な時期に多分市民の皆さんに態度を明らかに

されるというふうに認識しておりますけれども、

市長に言うのもあれですけれども、３９歳で当選

されて、年齢的にいっても、あるいは今全国青年

市長会の会長やられているという役職からいって

もまだまだ能力的にも支障がない状況だと思いま

すけれども、１点だけお伺いしたいのは、これイ

ギリスの歴史家で政治家でもあったジョン・アク

トン卿というのが権力は腐敗の傾向があると。絶

対的権力は絶対的に腐敗するいう格言を残して、

これ名寄には国体で知事時代にいらっしゃいまし

たけれども、元熊本県知事の細川護煕元首相は知

事時代に権力は１０年で腐るといって任期８年で

知事を退職されましたけれども、多選については

条例で制定している自治体もありますけれども、

これは憲法上もいろんな問題があるということ指

摘されておりますけれども、端的に市長は多選と

いうことについてどういう認識をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 様々な御意見や御議論が

あるというふうに認識をしているところでありま

して、国や地域のそれぞれの考え方によるもので

あるというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 何回も申しますけれ

ども、任期は来年の４月ということでありますの

で、改めて市民の皆さんに適切な時期に御判断を
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示されるよう心からお願いしておきたいと思いま

す。

限られたところなので、先にお聞きしたいとこ

ろだけお聞きをしておきたいと思いますけれども、

まず１つは政策決定のプロセスということで、子

供の遊び場の予算が計上されました。るる御説明

もいただきました。子供の遊び場については名寄

市でも、正直もって私の子供が小さい頃公園デビ

ューは浅江島公園で、浅江島公園はほとんど自衛

隊の転勤された若いお母さん方が子供を連れてく

るときに、そこのときに冬になると行き来ができ

ないので、冬の遊び場がないかということで、こ

れ一時期教育委員会の協力を得て、スポーツセン

ターでその場所をつくろうという動きでお母さん

方が３０人ほど集まってスポーツセンターへ行っ

てお話ししたら、ちょうどその日が議会の決算委

員会をやっておりまして、館長以下全員こちらに

来ていて、お伺いしたら、何しに来たというふう

に言われて、憤慨して、結局それはそのまま頓挫

してしまって、当時の赤部教育長はスポーツセン

ター、文化センターではできないかとかいろいろ

模索をしていただきましたけれども、できなかっ

たというのが実情でありますので、待望の子供の

遊び場ということで御期待は申し上げますけれど

も、今回予算の中で施設整備で ５００万円とい

うふうに計上しておりますけれども、賃貸含めて

運営事業費、運営委託料として予算に計上してい

る８５８万 ０００円、月額約７１万円というの

はこれがそのまんま委託料ということでお借りす

るお金というふうにしていると思いますけれども、

算出基準はどのようにされましたか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回予算につき

ましても、ちょっと詳細な資料今持ち合わせてき

ておりませんでしたので、概略の説明させてもら

いますけれども、商業施設を借りる賃貸料、また

運営に関わる人件費が主なもので、今回予算計上

させていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 人件費というのは市

長の御答弁にもありました専任２人以上というと

ころの人件費が入って８５８万 ０００円という

ことなのか、支援員も配置するというのが専任と

いう意味なのか、この辺を含めてどういうふうに

計上されておりますか。

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） 委託料につきま

しては、さっきも言いました人件費も入った中身

の事業であります。そのほか研修も必要になって

きますので、研修費とか、あと事業費とか、そう

いったものも含めて予算計上しておりますので、

詳細の話であればちょっと少し時間をいただいて

今資料持ってきて説明させてもらいますが。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 詳細についてはまた

予算委員会で御議論させていただきたいと思いま

すけれども、先ほど教育長の答弁の中でも児童セ

ンターとか図書館が喫緊の課題であるということ

でありましたけれども、一日も早い設置は目指し

たけれども、児童センター、あるいは図書館と併

設というのは御検討された経緯はありますか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の遊び場に

つきましては、議員からありましたように、これ

はかなり前から要望があって、子ども・子育て支

援事業計画のアンケートの中でも一番多く要望は

出されて、これ緊急の課題というふうに考えて、

整理をしてきました。一方では、公共施設の管理

計画の中で公共施設の削減、縮減を目指している

ことがありますので、先ほど答弁したとおり、現

存する施設、これ民間施設も含めて活用できると

ころはないかというのはやっぱり検討課題として

上げてきました。その中で今回商業施設の部分が

そういった活用できるというふうになりましたの

で、活用するようにして、ほかの自治体の事例も
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商業施設と遊びを一体化にして、効率、効果的な

運営と相乗効果で人が集まる場として運営されて

いる事例も参考にしながら見てきましたので、そ

ういった対応も考えていました。それと、子育て

支援センターが南広場にあるということで、近く、

あの辺のゾーンを子育てゾーンということも視野

に入れながら、そういったいろんな角度から今回

商業施設の中での整備ということで決定をしてき

て、進めてきております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） これも市長の御答弁

にあったように、耐震構造上も大丈夫だというこ

とでありますけれども、あの施設は昭和５７年の

建設の施設でありますし、名寄の大事な子供たち

が遊びに集まるところでありますので、今後にお

いては事故が発生した場合の責任割合ですとか、

事故が発生しないような対応ですとか、いろんな

意味で詳細までしっかり検討されて、実施される

ように、これは御要望申し上げておきたいと思い

ます。

次に、新たな人材育成方法と行政内で発生する

不祥事の再発防止に関わってでありますけれども、

それぞれ優秀な職員は行政のために御努力されて

いると思いますけれども、調べていただいたとこ

ろ、平成２２年から令和元年度までの１０年間で

約６０人の職員が早期退職をされていると。その

中には当然ながら結婚などの寿退社もいらっしゃ

いますでしょうし、残念ながら病による退職もい

らっしゃると思いますけれども、その６０人のう

ちの５５歳以上の人が２２人と。約３ ６％を占

めているという実態であります。まさに市民のた

めに公僕として頑張ろうとしてやってきて、退職

を間近にしながら５５歳で２２人が辞めてしまう

という状況について市長はどう受け止めますか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ちょっと要因の分析をし

っかりとしていないので、軽々に思いつきで言う

ことはなかなか難しいと思いますけれども、基本

的にはやはり公務員としてしっかりと任期まで満

了していただくことが望ましいのだと思いますし、

そのことによって市民生活をより豊かにしていく

ためにそれが必要だということでありますけれど

も、その状況、状況の事案もそれはいろいろある

のだろうというふうに拝察をするところでもござ

います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） もう一点は、これも

職員研修の中でなぜ市役所の職員、公務員なった

のかということとやっぱり職責をしっかり全うし

ていただきたいということをぜひ強調していただ

きたいのですけれども、もう一方、近年、これ誰

かということではないですけれども、国でもそう

でありますけれども、今国家公務員と民間との、

官官接待ではないですけれども、それではなくて

癒着だとか折衝に対していろんな疑念の声が湧き

上がっております。名寄市もいろいろこれまで道

から金須さんに来ていただいたり、財務省から松

岡さんに来ていただいて、それぞれ計画づくりに

大きな能力を発揮してくれたり、ワインとかをし

っかりつくり上げてくれていますけれども、民間

からの人材を求める場合のガイドラインというの

は市としてはお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 全体的なガイドライ

ンといいますか、そういう部分はないのですが、

それぞれ協定ですとか覚書を結びながら守秘義務

ですとか、そういう部分を定めているというとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） これは何かあるとい

うことではなくて、いろんな疑念の声が起きない

ようにしっかりとして対応いただきたいと。別に

これまでこういう事例があったのでないかという

ことではなくて、これからもやっぱり民間の活力
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をどうやって生かしていくかというのは大きな名

寄市にとっては鍵になる。一方で、採用した職員

がしっかり任期を全うしていただけることと、も

う一方ではやっぱり民間の力をどうやって行政に

生かして名寄の発展につなげていくかというのが

大きな課題になってきていると思いますので、ぜ

ひここはガイドラインというか、しっかりとした

認識を持って対応していただきたい。これも求め

ておきたいと思います。

もう一つは、いろいろ不祥事が発生しましたけ

れども、その中でちょっと気になっているのが１

点ありますので、これは鹿野監査委員にお伺いい

たしたいと思いますけれども、令和２年度の監査

報告書を見ると前年度より大幅に監査の種類を見

直しておりますが、まずその理由を教えていただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 鹿野代表監査委員。

〇監査委員（鹿野裕二君） 平成２９年に地方自

治法の一部が改正されまして、この改正の主な中

身につきましては１つは監査制度の充実、強化と

いうことと、それから自治体の内部統制、この制

度の導入ということが主な改正の内容でございま

した。内部統制制度は都道府県とか政令市、政令

指定都市、そういう都市の首長に内部統制の制度

の整備、そういうものが義務づけられたわけでご

ざいますけれども、名寄市のような自治体につき

ましてはこれは従来ある制度の中で努力義務とい

うような解釈でございます。もう一つの監査制度

の充実ということでございますけれども、こちら

につきましては総務省から監査基準の指針という

ものが示されまして、それに基づいて、令和２年

度で監査基準の改正を行いまして、指針に従った

監査制度を実施させていただいてきているという

ことでございます。こちらの主な内容につきまし

ては、リスクを考慮した監査ということでござい

ます。リスクを考慮した上で監査の内容ですとか、

そういうものを実際に指定していくと。どういう

理由でこの監査を行うのかということを明らかに

して、監査を実施してきているということでござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 監査の種類、今回２

年度の定期監査の報告書を読むと、地方自治法第

１９９条第４項の規定ということで、これは何を

言っているかというと、監査委員は毎会計年度少

なくとも１回以上期日を定めて第１項の規定によ

る監査をしなければならないということに基づい

て令和２年度はやったということでありますけれ

ども、前年度まではこれに地方自治法第１９９条

第５項の規定、つまり監査委員は前項に定める、

前項というのは第４項のことでありますけれども、

前項に定める場合のほか必要があると認めるとき

はいつでも第１項の規定による監査をすることが

できるということに基づいて各セクションごとに

収入及び支出の調書全件を監査して、改善、注意

などの指摘事項を明らかにしていたところであり

ます。これは特に大事に至らない前の取組として

注意を監査委員として冷静な、あるいは正確な判

断でお知らせをするということで、これはある意

味で名寄の監査委員の一つ形だったというふうに

思いますけれども、今代表監査委員さんの言葉で

強化というのがありましたけれども、強化という

よりもなぜこの時期、特にこの一連の不祥事があ

った時期、あるいは出納関係もいろんな課題があ

ったときにこの手法に変えたのかという意味がい

まいち、もっと強化するならいざ知らず、なぜこ

の時期に見直したかというのがちょっと分からな

いので、改めてお答えをいただきたい。

〇議長（東 千春議員） 鹿野代表監査委員。

〇監査委員（鹿野裕二君） 昨年の定期監査、こ

ちらについては今議員おっしゃったとおり、法に

基づいて定期監査、財務監査、それと財政援助団

体に関する監査、それからもう一つ、行政監査と

いうことで、こちらにつきましては１年間通じま

して例月出納検査の折にいろいろ指摘事項があり

ましたものをまとめて報告をさせていただいてき



－81－

令和３年３月８日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ております。それ以前の監査につきましては、３

年ごとのいわゆるローテーション方式で、各部ご

とに総当たりといいますか、歳入から支出まで大

まかに見てきたわけでございますが、先ほど申し

ましたとおり、監査基準を改正しまして、リスク

要因を考慮した上で集中的に行うという方式に改

めてきております。また、各部ごとの例月出納検

査で指摘事項等がございますので、これは四半期

ごとに報告をさせていただいてきているところで

ございますが、全体、１年分まとまりましたらま

とまった段階で報告をさせていただきたいという

ふうに考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 鹿野代表監査委員も

議会から出している黒井監査委員もともに見識が

高くて、しっかりとした厳しい目を持っておりま

すので、全然変ではないかというつもりはないの

ですけれども、今まで出してきたものというのは

まさに支出項目の不適でとか、年度区分の不適だ

とか、過払いがあったとか、支払い遅延があった

とかというふうに非常に厳しくチェックしてきた

ものの成果をしっかり公の場に見せてきたもので

すから、それが今回はやっぱりちょっと見られな

くなってきたものですから、これ決してしっかり

やっていただいていることには何の異論を申し上

げるところでありませんけれども、より、この時

期でありますし、変な市民の皆さんの疑念を招か

ないように適切な監査を今後とも継続していただ

くことを心からお願いをしておきたいというふう

に思います。

次に、町内会のコミュニティーに関してであり

ますけれども、今回もアンケートを基にいろいろ

取り組まれて、負担軽減を図っていただいており

ますけれども、先ほども申し上げたコロナに関わ

る調査あるいは、こういう町内会の調査でもあり

ますけれども、アンケートではなくて、やっぱり

どれだけ、コロナ禍ではいいのかどうなのか、そ

ういう言い方は当たっているかどうか分かりませ

んけれども、しっかりと対面で疑問点を明らかに

して、解決策を図るというところにしていかない

とならないというふうに思うのです。昔はやっぱ

り市の職員は町内会で葬儀があったとき有給で休

んでもいいよ、その代わり町内会の活動しっかり

手伝うようにというのがあったり、一部議会の中

でも町内会の活動を人事評価に入れるべきではな

いかという議論があったり、まさに職員の皆さん

がどれだけ町内会との連携を保っていけるかとい

うのが大きな課題になったというふうに思います

けれども、こういう各町内会に飛び込んで解決策

を探る時期に来ているというふうに思いますけれ

ども、見解を教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今回町内会運営に関

するアンケートという形で全町内会を対象にアン

ケート調査をさせていただきました。その中でい

ろいろ課題は、対面ではございませんけれども、

アンケートという形で役員の担い手不足ですとか

高齢化という形も出てきておりますし、中では職

員の町内会参加ですとか役員の就任だとか、そう

いう部分も出ているところでございます。基本的

に町内会につきましては任意団体という形もあり

ますし、市のほうで強制的にという形になりませ

んが、基本的には協働のまちづくりを進める上で

町内会に参加まずするようにという形で様々な会

議の中で、特に年度の初めですとか、これまでも

答弁しているところでございますけれども、参加

するようにという形で話しているところでござい

まして、何年前でしょうか、アンケートした結果

でも８０％ぐらい超えぐらいで町内会に入ってい

るというところでございます。役員につきまして

もその町内会の流れの中で、様々な関わりの中で

職員が役員なっているケースも多々あると思いま

す。ただ、地域、例えば町内会以外にもスポーツ

だとか、そういう団体の事務局なんかを担ってい

る職員も多数おりまして、そういう形で全てが全
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て町内会の役員になれるという環境ではないとい

うこともあろうかなというところでございます。

ただ、いずれにしましても協働のまちづくりを進

める上で町内会に関わりを持って、なおかつ役員

になっていただく、そういう部分は理想的でござ

いますので、今後も様々な会議等通じまして促し

ていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 私言っているのは役

員をやれとか町内会に協力しろとか、そういうこ

とではなくて、これから、特にコロナ禍でありま

すから、町内会の総会やれるかどうか分かりませ

んけれども、せめて役員会はそれぞれ各町内会で

やると思いますので、そういう場に行く努力をし

たほうがいいのではないですか。そういう意味の

飛び込み方をしたほうが、市内いろんな町内会が

ありますけれども、それぞれ抱えている課題はや

っぱり違うと。班もできないという、班も見直さ

なければいけないというところもあれば、全然そ

ういう成り手がいないという問題もあると。それ

を職員、では誰々さんいますか、やりますという

ことではなくて、実態をしっかり調査をして、早

急な対応をしないと、地域コミュニティーが壊れ

ると、本当に町内会、名寄市の全体的な取組さえ

もやっぱり左右しかねない状況が出てくると。非

常に職員の皆さんには苦労をかけるかもしれませ

んけれども、今人口がこのぐらいになるといろん

なところに耳を傾け、それを施策に生かすような

規模の、私は必要だと思い、これ以上大きくなっ

てきたらなかなか、旭川でやれといったってそん

なことできるわけではないと思いますので、ちょ

うどいいと言うとあまり、語弊があるのかもしれ

ませんけれども、やり切れる数だと思いますので、

そういうふうにやっぱりやっていくことが私はい

いのでないかなと思いますけれども、これは市長

か副市長に見解をお伺いしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おっしゃるとおり、それ

ぞれの町内会で膝を交えて意見を聴取するだとか、

広くピンポイントでお話を聞くという機会を設け

ていくというのは非常に重要なことだと思います。

ちょっとコロナ禍の中で我々も、あるいは私とし

てもいろんな町内会の行事とかにも参加する機会

がこれまでもありましたけれども、コロナ禍によ

ってなかなかそれができなくなってきていて、さ

らにそうしたことが少し問題意識をさらに醸成し

ていることになっているのかもしれません。これ

までもまちづくり懇談会だとか、町内会長との意

見交換会だとか、様々な場面でお話をしていると

ころありますけれども、ピンポイントで町内会で

お話を聞きに行くだとか、私も少しそうしたこと

も積極的にやっていくべきなのかな、あるいはそ

ういう時期に来ているのかなというふうにも思っ

ておりまして、新年度どういったコロナの状況に

なっていくか分かりませんけれども、全ての町内

会に行けるということにはならないと思いますの

で、ちょっとやり方分かりませんけれども、少し

私なりにもピンポイントの町内会と意見交換する

ような、そうした機会もぜひ設けていく検討して

いきたいというふうに思っています。しっかりと

状況見据えた中でできることは我々していきたい

と。ただ、あくまでも自主活動組織なので、お話

を聞く上で我々ができることをしっかりとサポー

トしていくということになろうかと思いますが、

といったところでよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 前向きな御答弁をい

ただきましたので、やり方を含めて市長にお任せ

をいたしますので、ぜひ市民の皆さんの声、町内

会の声を聞く場を設けていただければというふう

に思います。

次に、レンタル＆ゴー事業関係、除排雪の在り

方、これも検討されるということですので、それ

以上は申し上げませんけれども、会派として除雪

機の配置というふうに要望はいたしますが、正直
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申し上げて町内会も高齢化をしているので、とて

も除雪機を扱えない。特にうちの町内会でもなか

なか扱えないというのが実情であります。ただ、

一方では高齢者が一番困っているのは除雪、特に

除雪後の排雪が一番困っていて、いろんな制度も

あるのですけれども、私はこれは現場の木村部長

のほうがよろしいかと思うのですけれども、やっ

ぱり除雪の直営班というのをもう１チームか２チ

ーム増やして、一定のルールを設けて、町内会が

会長から要請を受けてすぐ出動できる体制を整え

ると。場所によってやっぱりちょっと、今年なん

か特にそうでありますが、とても出入りさえもで

きない、あるいは玄関を潰して違うところから出

入りしているお年寄りがいたり、状況が相当逼迫

しているというふうに思います。これをレンタル

＆ゴー事業でといったって今、うちの町内会もそ

うでありますけれども、高齢者が相当独居を含め

て増えてくるととてもそれで対応できるような状

況ではありませんので、これはルールが必要だと

思いますけれども、私は直営班をさらに増やして

取り組むことが来年度に、来シーズンに向けては

ベストかなというふうに思いますけれども、見解

をお伺いしたいと。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 今年度の降雪で

すけれども、昨年まで非常に少雪でありましたの

で、非常に今年度につきましては市民の皆様方か

らも雪が多いということでお話をいただいており

まして、なおかつ今年の除雪状況、さらには排雪

状況なのですけれども、我々も民間企業、さらに

は直営班で鋭意努力しているところでございます

けれども、交差点の雪山ですとか道路の幅員の狭

くなっている場所がありまして、非常に市民の皆

様に御迷惑をおかけしているかというのは存じて

いるところでございます。先ほど議員のほうから

も直営班のほうもう一つ、もうワンセットつくっ

て進めたらどうかということでございましたけれ

ども、我々もそういった今年度の状況の中で排雪

の手法につきましても、例えば全部排雪するので

はなくて、カットのみで排雪して、全体の排雪ス

ピードを少し早くさせて、次の生活路線に進んで

いったり、いろいろなやり方、手法を考えながら

進めていたわけでございます。また、次年度に向

けましても、今の議員のほうからお話あった件も

そうですけれども、それだけではなくて、多くの

課題があるというふうに今考えておりますので、

そういった様々な課題も考えながら、この除排雪

という問題に対して少し慎重に考えていく必要が

あるというふうに考えています。ただ、除排雪事

業につきましては事業費自体も結構な事業費もか

かっておりますので、そういったところから見ま

して市の財政力、さらには人的な不足、それから

機械力、それぞれ最大限に生かしながら今後も進

めていきたいと思っておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 木村部長、今慎重に

対応をという、慎重というと来シーズンしないと

いうことにつながるので、慎重にではなくて、積

極的に来シーズンはちょっと見直すというふうに

お答えをいただけると、要するに今年雪で名寄無

理だわと、では息子のところ、娘のところに、こ

のまち出るわという人がやっぱり実際いるのです。

そうすると、きちっと対応来年度、どこまででき

るかちょっと分からないですけれども、だから一

定のルールと一定の申請システムというの確立を

して、対応できると、対応するのだと、そういう

システムを私はやっぱり来シーズンに向けて構築

するとぜひお誓いをいただきたいと思いますけれ

ども、いかがですか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 繰り返しの答弁

になるかもしれませんけれども、除排雪業務につ

きましてはこれまでのこういった場所のお話の中

におきましても、例えば間口の問題ですとか歩道

や通学路の除排雪の問題もあったと思いますし、
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それからさらには我々が持っている除雪機械の導

入ですとかオペレーターの人材確保の問題、さら

には雪堆積場の確保の問題など本当に様々な問題

が山積しているというふうに考えています。これ

らの課題の一つ一つを解決するには、やっぱりそ

うそう簡単にできる問題ではないですし、時間も

かかってくるのかなというふうに思います。特に

この道北の地方自治体につきましては、皆さん御

存じのとおり、人口も減っていきますし、高齢化

を迎えるに当たって冬の除排雪という問題がます

ます増えてくるのではないかというふうには考え

ています。本市といたしましても、先ほどもお話

しさせてもらったとおり、財政力にもやっぱり限

りもありますし、先ほど申しましたとおり、マン

パワー、機械力、様々な本当に多くの課題があり

ますので、そこについては我々担当部といたしま

しては可能な限り市民の皆様の御期待に応えなが

らの除排雪体制を構築していきたいというふうに

思っているところでございますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 木村部長、財政のス

ペシャリストでもありますので、そういう意味で

は大きく期待をして、どうやってお金を、どこを

押せばどこが出てくるというのも多分よくお分か

りのことだと思いますので、金に糸目はつけない

ということではないと思いますけれども、１歩で

も２歩でも除排雪体制が充実して、市民の皆さん

の安全なり安心した暮らしが確保できるように今

後も継続して努力していただければというふうに

思います。

最後に、教育長にお伺いしますけれども、中学

校の整備問題で在り方の検討会を設けてやるとい

うことであります。これは試算によると当面生徒

数の変化はないような状況でありますけれども、

教育長としては合併も含めて、統一校にするのも

含めて聖域なく検討するという方針は持っていら

っしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほど山田議員のほう

からもお話ありましたけれども、中学校の、名寄

中学校、東中学校に関わっての関係でございます

けれども、先ほど最後に何々についてというとこ

ろ、ちょっと聞こえなかった。

（「要するに中学校を１つにすることも含めて聖

域なく検討するという」と呼ぶ者あり）

〇教育長（小野浩一君） 聖域なくですか。私と

しては、先ほどもお話ししましたように、現在１

０年先を見据えて市内の全小中学校の状況を視野

に入れて、小中一貫教育、それとコミュニティ・

スクール構想を立ち上げて、今一丸となって取組

を進めておりますので、将来的には生徒数の減少

に伴って最終的には２校体制、そして１校体制と

進んでいくということになる可能性はあると思い

ます。しかし、前も議員のほうにお話ししたかと

思いますけれども、教育は財政的な視点からだけ

ではなくて、子供たち一人一人への教育的な配慮

というのが大前提になりますので、やっぱりこれ

は市民議論を前面に出して、市内全体で検討して

いかなければならない事項だというふうに考えて

いるところでございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） まさにそのとおりだ

というふうに思いますけれども、この中学校議論

がある意味では結果によっては小学校の廃止の問

題を含めて新たに違う課題も出てくると思います

ので、ここはおっしゃるようにやっぱり聖域なく

て、１０年後を見据えて、あるいは子供の教育環

境をしっかり据えながら御検討していただきたい

というふうに思います。

もう一点、最大の今の心配はやっぱり高校の在

り方であります。今回のやっぱり倍率を見て愕然

とさせていただきました。とても在り方検討会の

方向性を待って道教委に具申してという余裕はも

う正直言ってないのではないか。名寄市でできる

ことはまずすべきではないかと。例えば近隣もそ
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うでありますけれども、制服の助成をしていたり、

通学費の助成をしたり、いろんな対応をして生徒

確保というのは、道内の各市町村そうであります。

やっております。これを待って、魅力ある学校と

いうのは教育者としては最大でありますけれども、

家庭にとっても行きやすい支援というのも、これ

は市町村で、旧風連町では修学旅行で海外行った

りしていたこともあったようでありますけれども、

やっぱりそういう支援というのは積極的に教育委

員会として在り方の検討と並行して名寄市として

できることはないのかというのを検討しないと、

子供たちの目はもうすっかり地元ではなくて違う

方向に向き始めているのではないかということを

懸念しますので、これについてはぜひ教育長の考

え方をお聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の件については在り

方検討会等でもいろんな意見が様々に出ておりま

すけれども、やはり私方は、教育委員会として決

めることなのかどうか、これ市全体で考えていか

なければならないことだと思いますので、在り方

検討会議等含めて様々な会議におきましていろん

な市としてのどういう対応の在り方があるかとい

うことも実際出ておりますので、いろいろ様々な

視点から高校の在り方については考えていきたい

と思いますので、３月いっぱいが限度でございま

すので、全力を尽くしてやっていきたいと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

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 ３時００分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 黒 井 徹
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