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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、

１２番 高 野 美枝子 議員

１４番 塩 田 昌 彦 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。

ふるさと納税について外１件を、三浦勝秀議員。

〇５番（三浦勝秀議員） おはようございます。

議長より御指名いただきましたので、通告順に従

い、質問させていただきます。

大項目１、ふるさと納税について。多くの人が

地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や

教育等様々な住民サービスを受け育ち、やがて進

学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納

税を行うケースが多くなっています。その結果、

都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育

った故郷の自治体には税収が入らないという背景

から総務省では自分を育ててくれたふるさとに自

分の意思で幾らかでも納税できる制度があっても

いいのではないかと、そんな疑問提起から始まり、

数多くの議論や検討を経て、生まれ育ったふるさ

とに貢献できる制度、自分の意思で応援したい自

治体を選ぶことができる制度として創設されまし

た。御存じのように、この制度は寄附者が自分の

生まれ故郷に限らず、どの自治体にもふるさと納

税を行うことができるので、それぞれの自治体が

ホームページ等で公開しているふるさと納税に対

する考え方や集まった寄附金の使い道等を見た上

で応援したい自治体を選んでいます。ふるさと納

税制度の受入額と控除額の状況を地方別に見た場

合、令和２年度課税における市町村民控除額の多

い団体では３大都市圏が大半を占めており、令和

元年度におけるふるさと納税受入額の多い団体で

は北海道や九州各県など地方都市が多くなってい

ます。このことから、地方自治体の収支に大きな

影響を与えていることが明らかになっており、こ

れは都市圏在住者が多くふるさと納税を利用する

ことを示しています。特に東京２３区を含む関東

地方では、納付されたふるさと納税の控除額が全

国で最も高く、関東地方から財源の一部が地方へ

と移転しています。このことから、一定程度都市

部の財源を地方に還元することで自治体間の税収

格差を是正していることが分かります。従来大都

市圏とその他自治体の税収格差の目的を担ってい

たのは地方交付税でした。地方創生の流れの中、

その規模を拡大してきたふるさと納税は地方交付

税の代替施策ないし補完施策になり得るのか、制

度開始以来常に注目を集めていました。この２０

０８年にスタートしたふるさと納税は２０１０年

代に規模を拡大するとともに、制度の整備が行わ

れた２０２０年度、ふるさと納税はこれまで以上

に質の充実と多様化が進み、本来の目的を達成す

ることが求められると予想されます。また、ふる

さと納税サイトが２２１団体に対し行った２０２

０年度のアンケート調査によると、昨年と比較し

た寄附額の変化は約半数の自治体が昨年以上、１

５０％以上増えたと回答されたとあります。そこ

で、小項目１、ふるさと納税寄附金の今年度の寄

附状況と人気のある返礼品についてお知らせくだ

さい。また、寄附金額変更の影響と道の駅を活用

した取組についてもお伺いいたします。

次に、小項目２、次年度以降の見通しについて。

本市をＰＲするためにふるさと納税をツールとし

て活用することについてお考えをお伺いいたしま

す。また、寄附金の活用については担当課が異な

る中、庁内の連携についてどのように取っている

のかお伺いいたします。
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昨今ふるさと納税の寄附者と持続的な交流のき

っかけとする自治体が出てきています。こうした

自治体が活用している取組の一つとして、ガバメ

ントクラウドファンディングがあります。このガ

バメントクラウドファンディングは、返礼品が主

な目的ではなく、地域を応援するプロジェクトに

共感したなどの理由から寄附金を集める行政が実

施するクラウドファンディングです。返礼品は、

通常のクラウドファンディングのように金額に応

じてもらえる自治体もあります。また、税の一部

控除を受けることができます。このような自治体

の課題解決に寄附者の意思を反映させるガバメン

トクラウドファンディングは、返礼品をもらって

終わりではなく、応援したい自治体が活性化する

過程を見ることや応援したプロジェクトを確認す

るため寄附をした自治体に直接訪れるなど、持続

的な寄附者と自治体の関係性をつくり出した例も

あると言われています。ガバメントクラウドファ

ンディングなど新しいふるさと納税の仕組みは、

ふるさと納税が物の消費から事の消費へ移行して

いることを表しています。このように観光や地域

ＰＲと同様にふるさと納税は目的ではなく、手段

となっていると考えます。このように様々な仕組

みが出てくる中、本市として今後の取組の方向性

についてもお知らせください。

次に、大項目２、地域経済について。未知のウ

イルスの闘いというこの誰も経験したことのない

危機的状況に直面し、約１年が経過しました。本

市におかれましては、国や道と足並みをそろえな

がら、また地域経済対策として様々な関係機関と

連携を取り、事業者の目線に立ち、地域の状況に

合わせた支援策を続けていただいたところでござ

います。しかし、市内経済への影響は長期的に幅

広い業種に及んでいるところでございます。前回

の臨時議会で議論されたように、飲食関係や宿泊

業、バス、タクシー業に限らず、関連業種につい

ても調査し、必要な支援を検討するということで

した。そこで、小項目１、市内事業者支援の考え

方について、関連業種への支援の対応はどのよう

に検討されているのかお伺いいたします。

また、このたび経済産業省から新たに支援メニ

ューが追加され、緊急事態宣言の影響緩和に関わ

る一時給付金については非常に幅広い業種が対象

であることから、本市にも対象となる事業者が出

てくることと考えられます。この一時支援金の申

請方法をホームページで確認したところ、申請に

必要な書類や事前確認事項など複雑で、申請につ

いて苦慮されることが予想されます。このような

申請を市内事業者が行いたいといったときの市の

対応についてお伺いいたします。

あわせて、新分野展開や事業転換、事業、業種

転換等の取組、事業再編成、またはこれらの取組

を通じた規模の拡大等を目指す企業、団体等の新

たな挑戦を支援する事業再構築補助金やＩＴ導入

などの中小企業等事業再構築促進事業や中小企業

生産性革命推進事業等のお問合せがあった際、事

業採択に向けたフォロー体制についてお伺いいた

します。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

御答弁よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） おはようございます。

三浦議員からは大項目２点にわたって御質問をい

ただきました。大項目１は私から、大項目２は産

業振興室長から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、ふるさと納税について、小

項目１、令和２年度の事業実績についてお答えい

たします。今年度の寄附につきましては、現在も

受付中ではありますが、おおむね ８５０件余り

で ２００万円程度となる見込みであり、昨年度

の寄附実績が ５８０件で ９１２万円でありま

したので、比較すると金額は増加となる見通しで

あります。しかしながら、新たに寄附金の募集に

要する経費を寄附金の５割以下に抑制するよう総

務省通知があり、今年度の募集からは経費が５割
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以下となるように返礼品の内容は変更せず、寄附

単価を引き上げる形で対応したことから、その影

響もあり、件数については減少する見込みであり

ます。人気の返礼品についてでありますが、一番

多く選ばれているのが先行予約を含めてスイート

コーンが約 １００件、次にグリーンアスパラガ

スが約６５０件、お米が新たに開始した定期便を

含めて約２００件、メロンが約１４０件、牛ロー

スかぶりが約１００件と続いておりまして、農産

品の人気が高くなっている状況で、なよろ天牛丸

々１頭分、１５０万円も今年度初めて１件の申込

みがあったところです。件数の減少は出品する事

業者の収入減や特産品のＰＲ機会の減少につなが

ることから、新たな取組として道の駅での申込み

を昨年１０月から開始いたしました。寄附者が特

産品を直接目で見て、自分で返礼品を選んでいた

だき、その場でお持ち帰りいただくことができる

ことや送料、専用サイト利用料がかからないなど

のメリットがありますので、今後も道の駅と連携

し、一人でも多くの来客者に活用していただける

よう取組を進めてまいります。

次に、小項目２、次年度以降の見通しについて

お答えいたします。寄附金の使途指定に特色ある

事業を掲げることや特産品を返礼品とすることで

本市を全国的にＰＲできるため、ふるさと納税は

重要なツールの一つと考えております。庁内の連

携については、大学では同窓会の呼びかけ、天文

台ではホームページへの掲載や独自にパンフレッ

トを作成、ふるさと会や移住相談、合宿や大会が

開催される際にもカタログを配付するなど各担当

課においても本市にゆかりのある方や訪れる方に

対してＰＲを行っているところです。ホームペー

ジへの掲載につきましては活用実績においては担

当課に確認を行っており、庁内で共通認識がなさ

れていると考えておりますが、事業の中で少し絞

ったものに活用するいわゆるクラウドファンディ

ングのような見せ方については、現在大学で奨学

金に活用させていただくと掲げておりますので、

その状況も見ながらその他の事業においても判断

していきたいと考えております。いずれにしまし

ても、寄附件数と金額を増加させることが市のＰ

Ｒ、新たな事業展開にもつながっていくものと考

えておりますので、今後も庁内での連携を密にし、

取組を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 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、

地域経済について、小項目１、市内事業者支援の

考え方についてお答えいたします。

本市で実施した事業継続支援給付金、がんばる

中小企業応援給付金及び経営維持支援給付金は、

本市におけるコロナ感染症による影響の大きさと

範囲の広さを勘案し、国の持続化給付金、家賃支

援給付金や北海道の休業協力・感染リスク低減支

援金などより対象要件を低く設定し、かつ併給で

きるよう制度設計に努めてきたところであり、こ

のたびの国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時

支援金や北海道の飲食関連事業者への支援金につ

いても本市の給付金と併給することが可能でござ

います。国や道が実施する支援金などの申請手続

についてでありますが、支援金などの申請は事業

者自身が行う必要がありますことから、本市とい

たしましてはこれまで同様市内事業者に対して当

該事業の概要説明、申請手続の助言を行い、適切

な申請を促してまいります。また、国の持続化給

付金については申請サポートキャラバン隊がふう

れん地域交流センターに派遣されたほか、申請サ

ポート会場として市役所風連庁舎を御利用いただ

くなど市として協力してきたところでありまして、

今後国から同様の要請等があった場合は協力して

まいりたいと考えております。また、中小企業等

事業再構築促進事業など、こういったものにつき

ましても同様に事業の概要説明や申請手続の助言、

適切な申請に対して促してまいりたいと思います。

国や北海道の支援策につきましては、名寄市ホー

ムページへの掲載、各種ポスター等の掲示、申請
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書類の設置などを通じて市内事業者へ周知すると

ともに、名寄商工会議所、風連商工会及び市内金

融機関と連携し、各会員へのお知らせ、取引企業

への情報提供など多くの市内事業者へ支援金など

の情報が周知されるよう進めてまいります。本市

における関連業種への支援につきましてですが、

これについてはさきの経済建設常任委員会でも御

説明したところですが、市としては業種によらな

い幅広い支援を考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それぞれ御答弁いただ

きました。確認も含めて再質問させていただきた

いと思います。

まず、ふるさと納税についてですが、総務省の

通知に従って事業進めている、それがまた金額の

増加に何かつながったのですよというお話だった

と思います。また、人気のある返礼品は例年どお

り農畜産物で、うし年ということで天牛の丸々１

頭も出たのかなというふうに思います。この令和

２年度の実績として件数の減少と寄附金額の増加

ということでしたが、この要因についてどのよう

にお考えかお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 寄附件数の減少につ

きましては、先ほども答弁のとおり、ちょっとや

り方、返礼品が５割にしなければならないという

部分もあって、その分寄附額を少し上げたという

部分があって、若干減ったということでございま

す。あと、ふるさと納税の寄附件数、大体全国的

には１１月、１２月の年末が増える傾向にあると

いうところでありましたが、本市の場合年末に比

べると、今までなのですけれども、農産品の関係

も含めまして年末に選べる時期に返礼品が少なか

ったということもあって、他の自治体と比べると

年末の寄附額、件数も含めまして伸びがなかなか

緩やかだったというところでございますが、今年

度につきましては先ほど申し上げました本市の人

気の返礼品になっている農産品の申込みについて

先行予約も含めまして受付開始時期、これまでよ

り早めに設定するということでありまして、その

時期に、一番増える時期に寄附者が増える、年末

に農産品を選んでいただけるような、そういうよ

うな対応したことが寄附金額を増やすことができ

た大きな要因だと考えるところでございます。あ

と、定期便形式もやりまして、そういう返礼品を

追加したことも増加要因の一つになっていると考

えているところです。新年度につきましても今回

の結果を参考にしながら金額だけではなく、寄附

件数の増加も目指して取組を進めてまいりたいと

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 金額の増加について要

因伺いました。また、コロナの影響で巣籠もり需

要も増加しているなどの何か報道もありますので、

そういったことも影響しているのかなと思います。

また、受付時期の変更であったり、定期便の導入、

また道の駅の連携など、本当このふるさと納税の

事業に関して毎年毎年新しい事業、新しく何か構

築されているなといったふうに感じられます。ま

た、パンフレットとかもホームページで確認させ

ていただいたのですが、すごく何か見やすくて、

寄附者に対してとても親切なのだなというふうに

感じています。また、これからの件数とか金額に

関しましても前向きに増やしていきたいなという

ふうな御答弁いただいたと思いますので、ありが

とうございます。

次、小項目２の次年度以降の見通しについてで

すが、使途指定に特色のある事業や本市をＰＲす

ることのできるツールということで、そこは共通

認識として持っていただいているなというところ

は確認させていただきました。また、来訪者に対

してもカタログですか、手渡ししていただいてい

たり、そういう何か地道な活動というのは本当に

名寄市、知っていて来ていただいている方に対し

てそういう地道な活動していただいているのも本
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当すごく大切なことだと思いました。また、天文

台であったり、大学のほうのホームページでも大

学、天文台からも独自に寄附お願いしているとい

うことで、その辺も確認させていただいておりま

す。また、庁内連携や今後の事業展開についても、

これもまた前向きな御答弁いただきまして、これ

で私北海道で寄附がよく集まっているオホーツク

の紋別さんと比べていいのかどうか分からないの

ですけれども、すごく調子がいい紋別市さんと比

べて、何かちょっと検証してみたのですけれども、

ホームページの内容とか、寄附のところというの

はそんなそんな変わりないかなといったところで、

あと寄附の使途の指定の何々に使いましたといっ

たところですごく細かく、また住民サービス、こ

れホームページに載っているので、ぜひよければ

後で確認していただきたいのですが、本当にこう

いう事業に使いましたというのがたくさん載って

いて、それは寄附者に対してもこういうことに使

われているのだ、すごくよかったのだなというふ

うに、ホスピタリティーですか、そういったとこ

ろ感じられるようになっています。またあと、Ｓ

ＮＳをうまく有効活用していて、特にインスタグ

ラムの中での投稿、ハッシュタグ、ふるさと納税、

紋別、ぴやっと出てきたりもするので、そういっ

た時代に合わせた様々な情報発信等も重要なのか

なというふうに思っている。

また、壇上で申し上げたように、ガバメントク

ラウドファンディングも含めて寄附者と自治体を

強く結びつけるということがふるさと納税のリピ

ーターになるという可能性があると思うのですが、

そういったことについてどうお考えかお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今様々な御提言三浦

議員からいただきました。最後のリピーター確保

もありました。先ほどの紋別市の例もいただきま

して、実績報告ですとか活用の部分についてはリ

ピーター確保の重要な要素と考えておりますので、

寄附者に寄附金が有効に活用されているというこ

とを実感していただき、継続して御寄附いただけ

るようそれぞれ担当の部局とも連携、協力しなが

ら報告、内容の充実に努めてまいりながらリピー

ター確保に努めていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 市長の御答弁にもあり

ましたように、今地方が注目されているというこ

とで、本当に人と人とがつながるチャンスである

と考えていますので、庁内や関係各位と御協議い

ただき、またこのふるさと納税が名寄市に行われ

ることで市民生活の向上にもつながると思います

ので、よりよい制度となることをお願いして、次

の質問に移ります。

関連事業者の支援、考え方についてですが、幅

広い業種での対応していただきますよということ

で、この後追加組んでいただいているところです

ので、ここは省略させていただきまして、また国

の支援メニューの市内利用者する際のフォロー体

制についてできる範囲でお手伝いしていただきま

すよといった形の御答弁でよかったのか、すみま

せん、確認含めてお願いします。

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） 補助金、支援金

等の申請につきましては、事業者自身が行う必要

がございます。ですので、私どもができる範囲と

いうことで、まずは事業の概要の説明、そして申

請手続の助言を行い、適切な申請を促していると

ころです。事業者の方々にすると市の支援なのか、

道の支援なのか、国の支援なのか分からないとい

う方が結構いらっしゃいますので、そこを丁寧に

御説明して、それは私どもだけではなくて、名寄

商工会議所、風連商工会さんでも対応していただ

いているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 周知や整備であったり、

ある程度の助言というのをやっていただけるとい
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うこと確認させていただきました。

また、先ほど市長から御答弁ありましたように、

本市の経済対策によって補助事業や設備の答申に

ついて今市内の業者さんの関心高まっていると私

感じております。理事者の皆さんも御承知のとお

り、このような国や道の補助金、給付金をいただ

いて、市内に循環することが大切だと私のところ

考えておりますが、そのような考え方についてど

うお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 長期化するコロ

ナ禍にあって、やはり経済を回すことを感染対策

をしながらやることが大事だと思っております。

一方で、経営を持続していただくために様々な給

付金を支給させていただき、国のほうでも北海道

のほうでもしているところで、やはり支援の規模

というものは国、道、自治体で大きく違うところ

であります。一方で、逆に例えば国の持続化給付

金でいいますと、５０％の売上げ減少、５０％以

上ということになっておりますが、そこに当たら

ないようなところということで私ども３０％です

とか、そういった国や道で拾えないところを拾う

という、そういったところが市の役割かなと思っ

ておりまして、そしてまず事業を維持していただ

いて、そして一定の雇用も維持していただき、一

方で中小企業の補助金の緩和などにより、これは

大きく経済を動かすほうの支援だと思いますけれ

ども、これにおいて、昨日の答弁でも答えさせて

いただきましたが、例年の２０倍ほどの事業をや

らせていただいておりますので、大きな経済の活

性化につながっているのではないかと思っており

ます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

国や道の補助事業の採択につきましては、担当の

職員さん、これは本当にプロフェッショナルの方

々だと私認識しております。市内の事業者さんが

申請とかに困っていたり、新たなチャレンジした

いというお問合せがあった際には、職員さん忙し

いのも十分理解させていただいておりますが、丁

寧な御対応お願いいたします。

本定例会でも官民一体によりコロナ対策ですか、

ハード面、ソフト面、様々な支援がなされている

ことで、本当事業者側のコロナ予防対策に加えて、

あと利用者といいますか、お客様といいますか、

そちらの皆さんの予防意識も醸成されており、一

定程度感染リスクについて下げることが、私個人

的な意見ですが、できていると考えておりますが、

このこと、一定程度リスク下げられていると思う

のですが、市としてはどのように捉えられていま

すか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 感染の予防対策

ということで、先ほども申し上げた１４０件を超

える店舗等の改修等ですけれども、これにおいて

非常に抗菌仕様の改正、改修が行われたり、和式

のトイレが洋式化されたりですとか、自動ドアに

改修されたりといったことでは非常に感染リスク

を下げることがこの市内で大きくされていること

だと思います。また、ソフト事業においても名寄、

風連両地区の飲食店が連携した新北海道スタイル

の徹底ですとか消毒液の設置などもやっていただ

きましたし、またさきに北海道、市も共催で、市

役所、商工会議所、商工会、料飲店組合さんも共

催でしたけれども、感染予防対策に関する勉強会

ということを、当日は残念ながら悪天候のため講

師の先生はリモートでの講演でしたが、非常に分

かりやすい感染予防の御説明をいただき、そこに

は料飲店の三浦議員も含めて来ていただきまして、

そういったことも市内の感染予防対策に資するこ

とになっているのではないかと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 一定程度の効果、リス

ク下げられているなというところで共通認識して

いただいていると捉えました。これから年度末で

すか、に向けていろいろ様々な、従来であれば歓
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迎会、送迎会みたいなのもある中、北海道として

も４人以下で黙食ということを掲げておりますが、

名寄市として職員さんの皆様にこういったところ

に対してのオペレーションというのはどのように

考えているのか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） ７日をもって北

海道の集中対策期間が終わったということで、様

々な緩和もされつつも必要な対策を取るというこ

とで、４人までの会食とか黙食ということが北海

道からも引き続き進められているところでありま

す。市職員についてもやはりそこは遵守しながら

やっていくことになったら、原則４人までという

ことですので、この歓送迎会シーズンあってもそ

こを遵守しながらの歓送迎会になるのではないか

と思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ちょっと……。

〇議長（東 千春議員） いいですか。

臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今田畑室長のほうか

らお話をさせていただきました。基本的には北海

道の示す方針にのっとって進めることだと思いま

すけれども、職員の扱いにつきましては、またこ

の後市の対策本部がありますので、この中でしっ

かりと検討し、その取組を徹底させていただくこ

とになると思いますので、お知らせをさせていた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） これからということで、

何か今まで様々な、ここ１年間、特に飲食業を中

心にですが、経済対策講じていただいたおかげで

市内業者は本当に、ぎりぎりではありますが、事

業継続してきていただいたところであると思って

おります。でも、これからの本当の支援策として

は、市民一体となって、一人一人が少しずつ経済

活動を行い、新しい生活様式に沿って進めていく

ことがまた本当に必要なことだと考えております。

このことについては、社会情勢上賛否含めて様々

な考えあることは承知するところではございます

が、市民一人一人の本当力が必要なのだよという

ところについて共通認識があるのか、お考えをお

聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今三浦議員のほうか

ら御提言というような形だと思いますが、非常に

大切な考え方なのだろうと思っています。この間

コロナウイルスの関係でいきますと、感染拡大の

防止と経済の両立ということで進めてきていると

いうことだと思います。これについては、基本的

には変わらないのだと思います。その中でコロナ

ウイルスの感染の度合いが強弱があったり、それ

に伴って経済が動いているということであります

ので、その時々にしっかりとした感染対策を取り

ながらできる経済活動を回復させるというか、持

続させるということは非常に大切だと思いますし、

そのためにはそれぞれの当該者だけではなくて、

市民一人一人の力も含めてお借りしなければ対応

ができないのだと思いますので、今具体的にどう

だということは申し上げることはできませんけれ

ども、そういった考え方に基づきながら適宜適切

な対応を迅速に取っていきたいと思っております

ので、ぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） ありがとうございます。

またちょっと本当にデリケートな問題といいます

か、すごく難しい問題になってくるかなと思いま

すが、また社会情勢等いろいろ変化するところも

見ていただいて、よりよい対策を御協議いただい

て、講じていただきたいなとお願いして、終わり

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

森林、林業施策に関わって外１件を、富岡達彦

議員。
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〇１番（富岡達彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従って、一般質問いた

します。

大項目１、森林、林業施策に関わって。政府は、

３月２日に温室効果ガスの排出削減を目的とする

地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定していま

す。２０５０年までに脱炭素社会の実現を目指し、

再生可能エネルギーを地域活性化につなげる制度

を創出するとしています。環境省は、ＣＯ２の排出

に価格づけをするカーボンプライシング制度の導

入を検討しています。北海道は、北海道地球温暖

化対策推進計画に基づいてゼロカーボン北海道の

実現に向け、道内の森林によるＣＯ２の吸収量を２

０３０年度には４８０万トンにする目標を設定し、

北海道森林吸収源対策推進計画を年度内に改定す

るという方針です。この目標達成に向けて計画的

な森林の整備、管理と公共建築施設の木造化を推

進するとしています。それらを踏まえて、小項目

５つについて質問をさせていただきます。

１つ目、名寄市森林整備計画に基づく持続可能

な森づくりビジョンについて。名寄市森林整備計

画の基本方針による地域特性を考慮した持続可能

な民有林の目指すべき姿について、森林生態系、

多面的機能、公益的機能に着目した名寄市の森づ

くりビジョンとゾーニングを含めた実効性あるグ

ランドデザインをどのように描いていくのかにつ

いて伺います。また、令和２年度市有林管理事業

並びに未来につなぐ森づくり推進事業の事業実績

とその評価についてお知らせください。

小項目２、森林経営管理制度、森林環境譲与税

活用による具体的な取組について。林業の成長産

業化と森林資源の適正管理が法制化された森林経

営管理法における市内私有林所有者に対する森林

整備への意向調査の進捗状況について伺います。

また、森林経営意欲が少ない林分、あるいは所有

者不明林分、森林経営計画の策定についてとそれ

らの林分の人工林施業管理実績についてお知らせ

ください。さらに、パリ協定の枠組みで定める温

室効果ガスの削減目標の達成や災害防止等を図る

ための森林整備等に関わる地方財源を安定的に確

保する目的で導入され、令和２年度本市の当初予

算にも盛り込まれていた森林環境譲与税の予算に

関わる事業実績と評価について伺います。

小項目３、林業現場における技能者、技術者の

養成と担い手の育成について。昨年旭川に道立北

の森づくり専門学院が開校し、オール北海道の体

制で地域や産学官と連携し、北海道を丸ごとキャ

ンパスとして活用し、現場での学びを重視したカ

リキュラムを組み、国や教育機関、地域との連携

をしながら林業現場のエキスパート、プランナー

やフォレスターを養成しています。本市における

新たな森林、林業の担い手を迎えるための受皿体

制づくりと森林、林業現場作業士の安定就業に向

けた担い手対策について伺います。あわせて、市

の行政林務側の森づくりに関わる専門技術員を配

置することに対する考え方について本市の見解に

ついてお知らせください。また、環境負荷が少な

く、森林資源の適正管理を実践できる自伐型林業

を目指す森林所有者の育成についての考え方も伺

います。

小項目４、災害に強い森林づくりについて。明

日３月１１日、東日本大震災から丸１０年を迎え

ます。地球規模の気候変動に伴う激甚災害が毎年

毎年国内各地で発生しています。道北地域でも台

風の襲来や猛烈に発達する低気圧、さらには同じ

ところで雨や雪が降り続く線状降水帯の脅威にさ

らされるようになってきました。名寄市地域防災

計画や名寄市強靱化計画に沿って川に囲まれた水

のまち名寄の水害や土砂災害に特化したハザード

マップが示され、防災に関する施策の充実化が進

められています。山地崩壊、土砂災害、土石流な

どを防ぐ治山、治水対策として災害に強い機能を

有する森林整備施業が必要不可欠であります。極

端な気象現象に対応していくために山地災害が発

生しやすい地形や土壌、地質を有する林班の調査、

そして適正施業管理の在り方と上流から市街地を
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経て天塩川本流までの総合的な防災対策としての

森林管理の在り方について考え方を伺います。あ

わせて、防災に関わる保安林、山地崩壊防止機能、

災害緩衝機能への指定や保安林の役割に適した森

林林部に誘導するための施業の見直しを含めた考

え方をお知らせください。また、河川増水氾濫防

止として渓畔林の整備、河道内木の適宜伐採、そ

して河畔林の適宜伐採整備についての考え方につ

いて伺います。

小項目５、市街地緑化について。低炭素資源循

環型の持続可能なまちづくりにおける市街地緑化

に向けた緑の基本計画導入についての見解につい

て伺います。名寄市は周辺は森林に囲まれていま

すが、市街地には緑が少ないという声を市民の皆

様から少なからず聞きます。都市計画マスタープ

ランや立地適正化計画を推進していく上で市街地

緑化に関する施策における緑の基本計画の位置づ

けについての考え方について伺います。

大項目２、ＪＲ宗谷本線の維持存続に関わって。

ＪＲ北海道は、新型コロナウイルス感染症の影響

により２０２０年度の営業損益、損失は５９７億

円に上ると発表しております。とりわけ新幹線や

札幌圏域、主要幹線での落ち込みが激しいと分析

されています。それらの深刻な経営状況に鑑み、

政府国土交通省はＪＲ北海道への支援の根拠とな

る国鉄清算事業団債務等処理法について今年度で

期限が切れることから、支援の期限を２０３０年

まで延長すると示しています。そこで、以下小項

目３点について質問いたします。

小項目１、令和３年度からの第二次アクション

プランの具体的内容について。北海道は、２０１

１年度の予算案の中で交通、物流の形成で１３億

９００万円を計上し、ＪＲが単独維持困難８線

区の利用促進策としてＪＲに貸与する観光列車車

両の購入費１０億円を盛り込んでおります。道は、

ＪＲに無償貸与して単独維持困難８線区での運行、

運用をして、収益向上につなげていきたいという

考えを示しています。これらの大きく前進した施

策動向を受けて、宗谷本線活性化推進協議会とし

ての受け止め方と今後のＪＲ側への提言、要望に

ついて伺います。また、新年度からのアクション

プランの具体的な内容についてお知らせください。

名寄高校駅の掲載という答弁がありましたが、ア

クションプランの充実化についてどのようにお考

えなのかお知らせください。あわせて、今年度ま

でのアクションプランについての成果と評価につ

いてもお知らせください。

小項目２、４月以降自治体が管理する駅の維持

について。今週末の３月１３日のダイヤ改正で宗

谷本線内では名寄市内の北星駅を含む１２駅が惜

しまれつつも３月１２日限りで廃止されます。そ

して、４月からは日進駅、智北駅を含む１７駅が

自治体によって管理する駅になります。市政執行

方針では、来年、令和４年ダイヤ改正をめどに東

風連駅を移設する形で名寄高校駅を開設されると

述べられております。今後それらの自治体管理駅

の維持には市費を投じることとなりますが、４月

以降の日進駅、智北駅の維持管理の具体策につい

て伺います。

小項目３、観光列車、急行花たびそうやの運行

の関わり方について。ＪＲ北海道は、昨年コロナ

禍で運行ができなかった観光列車、急行花たびそ

うや号を５月１５日から６月６日までの土日に運

行すると発表しております。それに対する本市の

関わり方について伺います。また、ＪＲ側に対し

て沿線自治体としてどのような提案、要望を上げ

ているのかについても伺います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま富岡議員か

らは大項目で２点について御質問いただきました。

大項目１のうち小項目の１から４につきましては

私のほうから、小項目の５につきましては建設水

道部長から、大項目２のうち小項目の１及び２に

つきましては総合政策部長から、小項目の３につ

きましては産業振興室長からそれぞれ答弁となり
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ます。よろしくお願いいたします。

大項目の１、森林、林業施策に関わって。初め

に、小項目の１、名寄市森林整備計画に基づく持

続可能な森づくりビジョンについて申し上げます。

平成３０年４月に策定をしました名寄市森林整備

計画につきましては、森林法に根拠を置き、北海

道が定めます地域森林計画に沿って作成する計画

で、市有林をはじめ市内にある道有林、私有林を

対象に地域の森林、林業のマスタープランとして、

また施業などの規範を示す計画で、本市における

森づくりのビジョン、グランドデザインとなるも

のでございます。計画で示す森林整備の基本方針

につきましては、森林の有する多面的機能を総合

的かつ高度に発揮させるため適正な森林施業の実

施や森林保全を推進することとし、公益的機能の

維持増進を図るべき公益的機能別施業森林と木材

などの生産機能や維持増進を図るべき木材等生産

林の２つの区域を設定してございます。さらに、

この公益的機能別施業森林につきましては、機能

ごとに水源涵養林、山地災害防止林、生活環境保

全林、保健文化機能等維持林の４つの区域に分け

ており、木材等生産林を含めましてそれぞれの区

域に望ましい森林の姿や森林の整備及び保全の基

本方針を示すとともに、それぞれの森林が属する

区域についても定めてございます。また、本計画

が併せ持つ施業の規範の面では伐採、造林、間伐

と保育、公益的機能別施業森林などの整備などに

ついて標準的な方法や基準が示されてございます。

次に、令和２年度の市有林管理事業の施業実績

についてでありますが、間伐では当初計画５２ヘ

クタールに対し５ ４ヘクタール、下刈りでは２

５ヘクタールに対し２ １ヘクタール、皆伐で

は１ ５ヘクタールに対し２ ３ヘクタール、植

林では１ １ヘクタールに対し１ ４ヘクタール

となっており、施業の種類により若干の増減はあ

るものの、全体では１０９ヘクタールとなり、ほ

ぼ計画どおりとなりました。また、未来につなぐ

森づくり推進事業では、当初計画５０ヘクタール

に対し５ ６ヘクタールとなり、約２割の増とな

ってございます。

次に、小項目の２、森林経営管理制度、森林環

境譲与税活用による具体的な取組について申し上

げます。平成３０年の森林関連法の改正に伴いま

して令和元年度から新たな森林管理制度が施行さ

れ、森林経営意欲がない森林所有者に対し行政が

森林経営管理権を行使し、間伐などの施業を実施

できることとなりました。これを受け、令和元年

度に森林経営計画に参入していない森林所有者３

０６人を対象とし意向調査を実施したところです。

約３割の回答があったものの未返信や不達が７割

のため、令和３年度以降におきましても引き続き

調査を継続し、森林経営計画への参加を進めてま

いります。なお、経営意欲のない林分などの森林

経営計画につきましては、意向調査を継続し、森

林経営計画への参加を誘導しているところでござ

いますので、現段階では策定をしてございません。

次に、人工林の施業実績についてでありますが、

市有林、私有林ともに平成３０年度から令和４年

度までの５年間を計画期間とする森林経営計画に

基づき推進をしているところであります。令和２

年度で３年目を終えることとなります。森林経営

計画と実績との比較では、私有林の間伐では５年

間で５８０ヘクタールの計画に対し実績では２５

３ヘクタールで進捗率は約４４％、皆伐では３７

５ヘクタールに対し２３２ヘクタールで約６２％、

植林では３４０ヘクタールに対し２２６ヘクター

ルで約６６％となっておりまして、全体では約５

５％の進捗状況となってございます。また、市有

林の間伐におきましては、５年間で２４９ヘクタ

ールの計画に対しまして実績は１５２ヘクタール

で進捗率は約６１％、皆伐では８０ヘクタールに

対しまして４８ヘクタールで６０％、植林では７

０ヘクタールに対し４１ヘクタールで約５９％と

なっておりまして、全体では約６０％の進捗状況

となってございます。

次に、令和２年度の森林環境譲与税の実績と評

令和３年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第４号
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価についてでありますが、環境譲与税が ４４８

万 ０００円に対しまして現在の執行見込みは

３６８万 ０００円、残額につきましては基金へ

の積立てを予定しているところでございます。主

な使途についてでありますが、まず森林整備への

支援といたしまして、国の公共補助金が要求より

減額された際の間伐への補填や公共補助事業への

上乗せ補助、間伐、下刈り、枝打ちを合わせた施

業面積では当初計画比１０５ヘクタール減の３３

３ヘクタールとなり、野そ駆除は当初計画どおり

４００ヘクタール、秋期植栽根踏みは当初計画比

１ヘクタール減の４８ヘクタール、作業道維持管

理補修では当初計画比 ８００メーター減の２０

０メートルとなり、市の補助金で ２８２万 ０

００円を見込んでいるところでございます。担い

手確保育成では、事業体の人材確保と新規就労者

への助成につながります林業事業体就業支援の申

請につきましては残念ながらございませんでした

が、安全衛生教育などの講習費への支援として７

名、市の補助金で５万 ０００円を見込んでござ

います。森林への理解を深める啓発活動等の部分

につきましては、啓発チラシを作成し、回覧など

で周知を行っているほか、トムテ文化の森、もり

の学び舎にパネル展示を行い、事業費で１６万

０００円を見込んでございます。その他といたし

まして、林地台帳補修点検業務委託、上川森林認

証協議会負担金などの事業費で６０万 ０００円

を見込んでいるところでございます。環境譲与税

の活用につきましては、実質今年度が初めての取

組となりましたが、森林整備の促進をはじめ、一

定の成果があったものと受け取っておりますが、

今後も事業の検証を通じまして財源の有効活用、

より効果的な制度となるよう取り組んでまいりま

す。

次に、小項目の３、林業現場における技能者、

技術者の養成と担い手の育成について申し上げま

す。林業事業体における専門技術職をはじめとす

る担い手不足は大きな課題であり、道立北の森づ

くり専門学院に対しては当管内への誘致の際から

専門職の育成などの役割に期待をしてきたところ

でありまして、同校の卒業生が広く活躍すること

で本市はもとより、流域をはじめ、道内林業の活

性化が図られるものと考えてございます。御質問

のありました担い手の受皿づくりと安定就業に向

けた担い手対策についてでありますが、まずは市

内林業事業体が雇用の受皿となるように市有林の

整備や私有林整備への支援を継続して取り組むと

ともに、市内林業事業体に対しては人材確保を支

援します林業事業体就業支援助成金、免許や資格

取得などの人材育成を支援します林業従事者資格

等取得支援事業など環境譲与税を活用しながら助

成制度を創設し、対応してきたところでございま

す。市の専門職員配置についてでありますが、法

改正などに伴いまして専門性が増しているところ

でございますが、その対応につきましては職員の

配置のほか、民間の専門人材を活用することも一

つの方法と考えているところでございます。現在

施業プランナーが在籍をします市内事業所と委託

契約を結んで市有林の管理に当たっているところ

でありまして、当面は現在の方法を継続してまい

りたいと考えてございます。

次に、自伐型林業者についての考えについてで

ありますが、現在市内で実践されている方はおら

れないと認識をしているところであります。多様

な価値感や生活スタイルがございますので、移住

なども含めて今後調査研究すべき課題の一つと受

け止めておりますが、森林資源の適正管理、経営

の観点から申しますと、課題は少なくないものと

考えるところであります。しかし、一方で活動組

織を対象とし、昔ながらの里山林などを支援する

制度などもございますので、これらの制度の活用、

他自治体の事例なども含めて調査研究してまいり

たいと考えております。

次に、小項目の４、災害に強い森林づくりにつ

いて申し上げます。森林が果たす自然災害の役割

はまさに森林が有する公益的機能の代表的な機能
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の一つでございます。先ほど申し上げました森林

整備計画におきまして、土地に関する災害の防止

及び土壌保全の機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林を山地災害防止林として区

域を指定し、その区域の施業実施基準を主伐を禁

止すべき森林、または主伐林齢、伐採率、立木材

積の一定以上を維持することとしておりますので、

この基準に基づき山地災害防止を図りながら森林

施業を行ってまいります。土砂災害警戒区域につ

きましては、これまで智恵文八幡左の沢川のみが

指定されておりましたけれども、令和２年度、北

海道旭川建設管理部により見直しが行われまして、

曙、砺波、弥生、瑞穂、旭東、東生、西風連など

２７か所が新たに追加をされ、全部で２８か所の

沢や川などが指定されたことによりまして、本年

度の名寄市防災会議におきまして名寄市地域防災

計画を見直す予定でございます。また、追加をさ

れました２７か所が全て林班内にございますので、

北海道の地域整備計画が変更された後、速やかに

名寄市森林整備計画の変更を予定しているところ

でございます。

生物の生息環境や防災機能を備える渓畔林につ

きましては、名寄市森林整備計画で保健文化機能

等維持林に指定をしています道有林の一部におき

まして生物多様性ゾーン、水辺林タイプとして区

域の上乗せがなされております。この上乗せをさ

れた水辺林対応のゾーンにつきましては、河川の

両側から原則２０メートルを区域としており、施

業につきましては択伐による複層林施業を推進す

べき森林と定め、その伐採率を３０％から４０％

以下とし、立木材積の１０分の７以上を維持する

こととしており、適時に施業を推進することでそ

の機能を維持、発展させ保全することとなります。

次に、市の管理となる普通河川内の河道に堆積

している雑木の伐採などにつきましては、近年多

発をしています大雨による農地への冠水被害や防

災上の観点からも土砂しゅんせつと併せまして計

画的に実施してまいります。

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） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 私からは大項目

１、小項目５、市街地緑化について申し上げます。

まず、緑の基本計画は市町村が主体となり、緑

地の保全及び緑化の推進のための目標、施策の方

針を定める計画であり、国土交通省発表の２０１

７年３月末時点では全道で４６自治体が策定して

おります。本市においては緑の基本計画は未策定

であり、今後本市といたしまして計画の策定の必

要性など策定に向けた調査研究をしてまいります

が、緑に対する基本的な概念や考え方、まちづく

りに対するグランドデザインについては、名寄市

総合計画や名寄市都市計画マスタープラン、名寄

市立地適正化計画の中でお示しさせていただいて

いるところです。特にまちづくりの概念や方針を

示す都市計画マスタープランの中では、持続可能

な循環型社会や潤いと憩いのあるまちづくりに向

け市街地の幹線道路や植樹帯、都市公園、公共施

設の緑地を含め、緑豊かな優しく、安心で住みよ

い生活環境を目指すこととしています。これらの

考え方を基本姿勢としながら、市民の皆様との情

報交換を通じ市街地の潤いと安らぎをもたらす緑

を維持していくため街路樹や公園の適正な維持管

理に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

２、ＪＲ宗谷本線の維持存続に関わって、初めに

小項目１、令和３年度からの第二次アクションプ

ランの具体的な内容について申し上げます。

北海道の取組としてお話のありました車両を買

い取り、ＪＲ北海道へ無償貸与する取組につきま

しては、国と北海道が連携した事業と認識してお

ります。本年度までは、北海道の事業として沿線

自治体も負担金を拠出し、北海道も拠出する中で

列車利用環境改善などに役立てていただく事業を

行ってきております。これまでも申し上げており
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ますが、ＪＲ北海道の問題は沿線地区だけの問題

ではなく、北海道全体の公共交通網をどのように

持続可能な形で残していくのかという視野が必要

であり、今回の事業は北海道のリーダーシップの

下、事業実施に向けて国と調整された結果と認識

しております。今後観光列車の運行が行われてい

くと想定しておりますが、北海道やＪＲ北海道か

らの情報収集に努め、観光担当部門と連携し、効

果的な取組となるよう努力してまいります。

次年度からのアクションプランにつきましては、

現在ＪＲ北海道を中心に策定作業を進めておりま

すが、基本的には現在のアクションプランのアッ

プデート版になる予定となっております。今年度

までのアクションプランにつきましては、成果の

集約がまとまり次第沿線市町村長が集まる検証委

員会が開催されるものと考えております。アクシ

ョンプランの評価につきましては、ＪＲ北海道と

地域が一体となった取組をまとめることで、国に

対し法改正の動きにつながったものと考えており

ます。

次に、小項目２、４月以降自治体が管理する駅

の維持について申し上げます。ＪＲ北海道の経営

改善に伴う極端に御利用の少ない駅の見直し計画

に対し、本年４月以降日進駅、智北駅については

市で管理していくこととなります。駅の維持管理

につきましては、ＪＲ北海道と駅業務に関する協

定書を締結する予定であり、その内容に基づいて

それぞれの役割分担を明確化していくことになり

ます。市で費用負担するものとしましては、主に

除雪費、駅に係る検査、修繕費用及び光熱費とな

ります。その他清掃業務や見回りなどについては

各駅のある町内会や地域住民の方々の御協力いた

だきながらの維持を予定しております。その際に

従事される方へは今後作業内容や安全確保につい

てＪＲ北海道による業務講習を受講していただく

予定となっております。協定書につきましては１

年ごとで更新していくものとなりますので、維持

管理をしていく２つの駅については毎年各町内会、

地域住民の方々と協議をさせていただき、次年度

の対応について判断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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、ＪＲ宗谷本線の維持、存続に関わって、小項

目３、観光列車、急行花たびそうや号運行への関

わり方についてお答えいたします。

花たびそうや号は、ＪＲ北海道が沿線の魅力を

生かした鉄道の活性化のシンボルとして沿線地域

の皆様と協力をしながら５月１５日の土曜日から

６月６日の日曜日まで４週間の土日に運転するも

ので、車両には一昨年ＪＲ北海道が既存車両を改

造し製作した山紫水明シリーズが使用されます。

ＪＲ北海道による宗谷線での観光列車は、一昨年

夏の風っこそうや号に続き、昨年春に花たびそう

や号が計画されたものの、新型コロナウイルス感

染症の影響により運行が取りやめになり、本年改

めて花たびそうや号が運行されることとなりまし

た。風っこそうや号や昨年計画された花たびそう

や号がどちらも稚内駅と音威子府駅との往復、旭

川駅と音威子府駅との往復と期間を分けて運行さ

れることになるものに対しまして、今回は全ての

期間で土曜日が旭川から稚内駅、日曜日が稚内駅

から旭川駅と土日で旭川、稚内を往復する形とな

ります。各駅でのおもてなしに関しては、ＪＲ北

海道から沿線自治体に対して個別におもてなしの

協力依頼があり、それぞれ回答しているところで

すが、今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点からあらかじめＪＲ北海道側から密になりに

くい駅ホーム上のみにおいて１０名前後での手振

り、旗振りや御当地キャラクターによるお出迎え、

お見送りなど規模感が示されました。こうした状

況や上り、下りとも名寄駅での停車時間が１０分

程度であることを踏まえまして、観光協会とも協

議し、本市の観光キャラクターなよろうと１０名

前後によるお出迎え、お見送りをすることとし、
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一昨年の風っこそうや号の際に音威子府村の住民

若手有志グループが企画制作し、乗客の皆さんに

好評だった手拭いでの旗振りなどを予定している

ほか、観光協会ではノベルティーの配付などを検

討しております。一方、ＪＲ北海道では自治体に

よるおもてなしとは別に名寄市内の事業者と連携

して特製弁当を名寄駅で販売することを検討して

いたことから、本市からＪＲ北海道に提案をし、

この特製弁当の販売を本市のおもてなしの一環と

して連携、協力して一体感のある取組としたとこ

ろでございます。各沿線自治体の提案、要望につ

きましては現時点でまだ公表されておりませんが、

ＪＲ北海道側からの感染拡大防止の観点を踏まえ

た対応の方向性を受け、今のところ個別の取組と

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） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。

ちょっと順序を変えて、ＪＲのほうの話から再

質問をさせていただきたいなというふうに思うの

ですけれども、様々な取組によって国や道の一連

のこのＪＲ北海道に対する支援策に至ったものと

いうふうに認識をするところでございますけれど

も、市長をはじめとして沿線自治体の努力のたま

ものでもあるのかなというふうに今総合政策部長

の話を聞いていて思ったところなのですけれども、

まず加藤市長にちょっとお伺いしたいと思います。

宗谷本線活性化推進協議会としてこれまでの今の

北海道のこの頑張りについてどのように評価をさ

れているのか。そしてまた、ＪＲ側への今後の利

用促進に資する働きかけについてさらに今後可能

性があると思われておりますＪＲ北海道の実質的、

効率的な上下分離、公的資金を入れながらの上下

分離策に係る問題、あるいは観光列車導入による

オープンアクセスの拡大、この辺の考え方につい

て現時点での御見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何点かの御質問いただき

ましたが、まず昨年末に国土交通省のほうから向

こう１０年間、２０３０年までいわゆるＪＲ北海

道等の支援を延長する法律を閣議決定されたとい

うことでありまして、このことについてはこれま

での様々な沿線自治体や、あるいは北海道、関係

をする皆さんのお力添えというか、また訴えが実

ったものというふうに思います。加えて、ＪＲ北

海道に対しては令和５年度までに追加の３年間で

３００億円を上回る支援、プラスアルファ様々

な取組も今国、あるいは北海道からも提案される

ところであります。かなり大きな支援をいただく

ことになりまして、このことについては北海道も

本当に大変な御努力をいただいて、これらの支援

にこぎ着けたものというふうに、改めてこのこと

については一定の評価をしたいと思います。これ

は、すなわち沿線の自治体のアクションプラン等

の様々な取組も認められた、この証左でもあると

いうふうに思っています。今後について様々なオ

ープンアクセスだとか上下分離とかというような

話がありまして、そこについての具体的な知見を

今披露することはできませんが、これをやっぱり

継続するためには沿線自治体が一体となって改め

て取組の中で一定の成果を出していかなければな

らないと。利用率を向上させて、少しでも沿線の

経営を維持、安定させていくということが必要だ

と思います。一方で、特に宗谷本線に関しては国

境にわたっての大切な国の根幹となる路線、本線

であるという認識も持っておりますので、一方で

我々ができることは協議会通じて協力をしながら

しっかりとやっていくということになりますけれ

ども、一方でそうした重要な幹線でもあるという

ことで、引き続き国のしっかりとした支援をして

いくことで維持されていくものだということは改

めて今後とも御訴えをしていきたいというふうに

思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。
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やはりＪＲ北海道の問題を考えていくとなると、

国鉄分割民営化時の国鉄改革法に触れなくてはい

けない部分というのはどうしても出てくるのかな

というふうに考えております。上下分離の話があ

ちこちからいろいろな策で出てきている状況では

ありますけれども、スウェーデンの国鉄において

はＪＲ北海道と非常に経営の状況が似ているとい

うような形なのですけれども、国鉄分割民営化時

の国鉄改革法の第４条には、国は国鉄改革の実施

に際して国鉄が経営している事業に関わる利用者

の利便の確保及び適正な利用条件の維持について

特に配慮するものというふうに書かれているとこ

ろであります。つまり民営化してしまえば国には

責任はないという話では全くないということが今

回の様々な支援策にも盛り込まれているのかなと

いうふうに思うのですけれども、そういった部分

を鑑みますと、今のＪＲ北海道というのは恐らく

自助努力の範疇をかなり超えてきているような限

界に近い状況にあるのかなというふうに思ってお

ります。ぜひ加藤市長には活性化推進協議会の会

長としてさらにもう一汗かいていただきながら宗

谷本線、まずもって使える列車ダイヤとしてする

ように利便性の向上について努めていただきたい

と思うのと、あと観光列車の施策についても誘導

を実現できるような体制づくりを進めていただき

たいなというふうに考えております。ＪＲ北海道、

政府、国会に対して様々な面で宗谷本線の重要性

を訴えられているということは重々承知している

のですけれども、改めてその辺に関してのＪＲ北

海道沿線自治体として支えていく、あるいは一緒

に盛り上げていくというようなことに関しての危

機感、あるいは決意というものを一言端的にお答

えをいただければと思います。よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども部長からもお話

ありましたけれども、今週末から新たなダイヤ改

正になって、宗谷本線でも幾つかの駅が廃止をさ

れるということになりました。これも本当に地域

のそれぞれの自治体の首長さん、あるいは住民の

皆さんの苦渋の決断であったと思います。我々は、

しかしこれは宗谷本線をやっぱりしっかりと維持

していくために地域もできることはやっていくと

いう、そうした中での苦渋の決断であったという

ことは北海道や国のほうにもしっかりと訴えをさ

せていただいて、その上でしっかりとより機能を

充実、強化させるような取組もしていただきたい

と。我々も努力をするけれども、しかしこれだけ

の広域長大な路線を維持していくのにはやはり国

の支援は欠かせないのだということをしっかりと

訴えさせていただきたいと思います。一方で、今

回Ｈ１００が導入されるということで、ダイヤも

大幅に利便性が増すということは評価をさせてい

ただくし、一昨年から土日に継続した観光列車の

運行の取組は一定程度宗谷本線の中で列車観光そ

のものが一つの商品になるのだということの手応

えも沿線の中では感じているところでありまして、

利便性の高いものをしっかりと求めていくことと

併せて、この沿線をさらに有効に活用することで

少しでも収益を上げていくということをしっかり

と我々努力していくとともに、引き続きこの根幹

となる路線の維持に向けて今後とも継続して国の

強力な支援をしていただきたいということはお伝

えしていくということになるかなというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らく思いは私も市長

も同じところにあるのかなというふうにも思って

おります。ぜひともＪＲ北海道、ＪＲ宗谷本線の

維持、活性化に今後も一緒に知恵を絞っていかせ

ていただければなというふうに思っているところ

です。駅の廃止の部分についてなのですけれども、

今後維持管理をしていく上で様々な市町村の取組

があると思うのですけれども、ほかの沿線の。塩

狩駅に関しては町長自らが残すという形で、全国

から応援金が５００万円以上集まってきていたり、
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あるいは音威子府に関しては天北線の石の缶詰と

いうのをふるさと納税の返礼品にして、かなり好

評を得ている。新年度予算にも維持費を３４０万

円計上していると報道がありました。また、幌延

町に関しては町内の駅を秘境駅群として観光の目

玉として進めているところでありますけれども、

今後日進駅、智北駅、そして来年開業を目指して

いる名寄高校駅、これらに関して価値の発掘と研

磨、そして交流人口を増やしていくためにその価

値の顕在化というものをどう図っていくのか、考

え方があればお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回利用の極端

に少ない駅といったことで対象に上がった駅とい

うのが今お話のあった日進駅、智北駅と、そして

今回のダイヤで廃止が予定されている北星駅とい

うことになりますけれども、東風連駅につきまし

てはこれは決して利用が少ない駅ではなくて、非

常に活発に利用されている駅ということで、今回

のＪＲからの格付とはちょっと違う駅ということ

になりますけれども、今後の考え方ということで

すが、今回の駅の廃止等の御協力を町内会とお話

をさせていただいた基準というのが地域に通学生

がいるかどうかというところを基準として今回判

断させていただいたと。現在いなくても数年後に

は通学生が出るのだといったところについては駅

を残していきましょうといったことで今回は判断

させていただいておりますし、次年度以降もそこ

の判断については今のところ急に変えるとか、そ

ういったことは考えていないところであります。

しかしながら、ほかの要素として駅利用者の状況

変化などももし起これば、そこはそこでまた違う

角度での判断材料として加えることを多少考えら

れることもあるのかなというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 通学生がいるかいない

かということの判断基準というのは理解している

ところでありますけれども、それぞれに駅にして

みれば駅のこれまでの歴史ですとか存在価値です

とか、そういったものというのはいろんなところ

にあるのかなというふうに思います。ましてや観

光一本の一つの施策として掲げている名寄市とす

れば、観光の交流人口の拡大、あるいは関係人口

の拡大に資する価値というものが恐らく駅にもあ

るのかなというふうに思っておりますので、ただ

その駅を利用する、利用しないという物差しだけ

ではないところでの判断というのをぜひ検討して

いただきたいなと思うところです。

花たびそうや号、今回も今年５月、６月の土日

に走るわけですけれども、名寄の未来を支える産

業の一つにやっぱり観光というのがあるのかなと

思っております。ですから、観光振興というもの

から考えてみても今の、現状コロナ禍の中では割

と足踏み状態な状況が続いているのかなと思いま

すけれども、代表質問の答弁にありました自転車

だとか家具、あるいは歴史、文化の探訪などのテ

ーマを持ったエコモビリティーツアーとかマイク

ロツーリズム、そしてスノーリゾート、そういっ

たものの基軸には恐らく鉄道というものが位置づ

けられてくるのかなというふうにも思っておりま

す。とりわけてインバウンドの方はジャパンレー

ルパスというパスを使って北海道を周遊されると

いう方が多い状況でございますので、観光振興の

アクセスツールとして鉄道の役割を今後どのよう

に発展させていくのかについての考え方があれば

お聞かせください。

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） 観光におけるＪ

Ｒ、鉄道ということですけれども、今おっしゃっ

たように、ジャパンレールパスですか、こういっ

たことインバウンドの方は使われますし、一方で

名寄のようなこの道北の地域では二次交通の弱さ

ということが言われているところであります。た

だ、その中で例えば先ほどの話にあったサイクリ

ングにかけてＲ３事業ということで、レール、ロ



－162－

令和３年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

ード、リバーということで、こういった取組も既

に進んでおりますので、そういったことも観光の

資源として有効活用していければと考えていると

ころでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひとも宗谷本線を基

軸にした状況の中で観光というものを一つの考え

方としてこれからも発展をさせていっていただけ

れば一層維持、存続にかなうものになるのかなと

いうふうに考えております。

森林のほうに入ってまいります。森ってこの地

に住んでいると結構周囲が山に囲まれているもの

ですから、なかなか日常生活、直接的に恩恵を受

けているということ感じづらいのかなというふう

にも思うのですけれども、様々御回答いただきま

した流れの中では市有林の、民有林の整備に関し

てはほぼ計画どおり順調に割と推移しているのか

なというふうに思うのですけれども、木材などを

生産する経済林に関してなのですけれども、日本

の森林、林業の施策というのは恐らく国も道も、

それで振興局も市町村も恐らく法正林という思想

をベースに考えられているのかなというふうに思

っています。本市のホームページを開きますと、

新着情報の中に３月５日付で森林について知ろう

というコーナーがありまして、前に回覧でも回っ

てきたのかな。森林について知ろうというページ

があります。これを見ると、やっぱり法正林をベ

ースに考えられているのかなというふうに思うの

ですけれども、今皆伐をして植林をしてという一

定サイクルをつくってやっていますけれども、果

たしてそれがうまく回るのかどうなのかというよ

うなことも含めて考えていったときに机上の計画

と実際の伐出、あるいは土壌ですとか立地ですと

か環境ですとか、そういったものを加味した状況

の中で今行われている法正林に基づいた施業方法

というのが今後も続けていくべきものなのかどう

なのかということについてお考えがあれば、お聞

かせいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 森林を持続させるた

めに今の森林施業の方法、あるいは特に生産林と

か、その方法がいいのかということだと思います。

施業の方法等については、これは国のほうで計画

をつくり、さらには北海道がそれを準拠し、策定

をし、北海道内の流域単位に計画を策定している

ということでありますし、名寄市としますと流域

の中の名寄市のエリアについて北海道の計画に基

づいて施業方法など定めさせていただいるところ

であります。当然国、北海道の施業計画について

は専門的な見地から検証した上での施業方法を定

めていると思いますので、私どもとしますと専門

的な見地からの技術指導等、あるいは基準に基づ

いて施業させていただきたいという考え方という

ことで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 今専門的な見地という

のも全国的な森林ベース、あるいは世界的な流れ

として考えたときに法正林の思想というのは果た

してよかったのかどうなのかということが今考え

られ始めています。法正林の思想の中にも森林整

備の考え方についてというのは恐らく自然のサイ

クルを林業に適用しながら自然生態系との協調、

保全ですとか林産物の持続、維持という形を取っ

て、持続可能なものとして近づけていこうという

発想だと思うのですけれども、これからの発想は

恐らく後続林的な発想に基づいて森林全体という

ものを一つの生命体として考えながら施業を行っ

て、そこから収穫物を得ながら、あるいは災害に

対する公益的機能、多面的機能を発揮していくよ

うな考え方というのは非常に大事になってくるの

かなというふうに思っています。現在の林業の在

り方というのは、経済林に特化していってしまえ

ば、恐らく木を見て森を見ていないというやり方

だと思うので、今後は名寄市の市有林全体という

ものを木も見て森も見るというような発想の転換

が必要になってくるのではないかなというふうに
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思っております。構造的な豊かな森林というもの

目指していく上で総合計画や立地適正化、あるい

は都市計画マスタープラン、中心市街地活性化、

そういったものも全部ひっ絡まってくるのが恐ら

く森林環境だと思っています。農業にもこれは影

響があるものだと思っておりますので、森林の公

益的機能の働き、地域材のブランド化というもの

を無視できない存在であるというふうに私は考え

ております。今後民有林施業に当たって適地適木、

あるいは適プラン、適セールス、適作業、適アフ

ターケア、適モニタリングまで含めたＰＤＣＡサ

イクル、あるいはＫＰＩの指標をどのように描い

ていくのかということについて考えがあればお伺

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） 今の森林整備計画に

おいても全てを一律的に生産林として経済優先し

て施業していくのだという考え方ではないという

ことはまず、御理解されていると思いますけれど

も、あえて申し上げておきたいと思います。当然

先ほど申し上げたように、公益的機能に着目しな

がらゾーニングをし、さらにはそのゾーニングの

中でも土壌条件や木の整備状況、そこにすむ生物

の関係、あるいはそこの立地条件なんかも含めて

どういう施業がいいのか、そこも含めて今も施業

させていただいているということでありますので、

そこについてはぜひ御理解いただければと思いま

す。

もう一点、森林施業において持続をするという

観点で必要なのがやはり森林の整備維持にはお金

がかかりますので、森林経営という言い方が、な

かなか行政から経営ということはなじまないのか

もしれませんが、森林経営という面からもしっか

りと見ていかなければいけないのだというふうに

思っています。現状の森林の整備につきましては、

これなかなか国の公共補助を活用しないと収支的

に合わないというのがありますので、森林の整備

に当たっては公共補助をある意味では前提としな

がら進めさせていただいているところであります

ので、それを活用するとやはり一定の条件の中で

整備を進めなければいけないということでありま

すので、言われる大きなマクロの考え方について

は私どもも一定の理解するところでありますけれ

ども、現実の森林施業、維持、保全についてはそ

ういった条件の中で進めるということであります

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 現状を分かっていなが

らにして話を振ったような状況はあるわけなので

すけれども、いろいろと多面的機能、公益的機能

というものを踏まえた中で森林管理というものを

考えていくときに、提案したいことも何点かはあ

るのですけれども、お金の絡む問題なので、簡単

にはいかない部分があるのかなというふうには思

うので、それはおいおいまたやっていきたいなと

思うのですけれども、最後に１点だけお尋ねして

おきたいのは市街地緑化に関してなのですけれど

も、名寄市の市民憲章にも豊かな森林を守り育て

て、自然と調和した暮らしの環境を整え、快適で

潤いのあるまちづくりを進めていくとうたわれて

いますけれども、美しい緑と樹氷きらめくまち名

寄をつくっていくためにも市民憲章を行政と市民

が一緒になってやっていくという意気込みという

のが今後必要になってくると思いますが、改めて

考え方についてお知らせをいただければと思いま

す。

終わりにしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 緑の持つ機能です

とか効果については私どもも十分認識させていた

だいておりますし、その必要性についても理解さ

せていただいているかというふうに思っています。

これから人口減少ですとか高齢化に伴いまして持

続可能なまちづくりが求められていることから、

国のほうにおきましてもグリーンインフラに関す

る取組なんかも推進されてきているのかなという
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ふうに思っています。本市におきましては、先ほ

どの答弁のとおり、緑の基本計画については今未

策定でございますけれども、緑の概念につきまし

てはこの間都市計画マスタープランですとか立地

適正化計画の中の概念に包含されながら都市計画、

都市全体の観点の中で推進させていただいている

と思っていますし、市の最上位計画である総合計

画の中におきましても緑に関する記述をさせてい

ただいているかなというふうに思っています。こ

うしたことから、総合計画をはじめといたしまし

て様々な計画の基本的な概念に即しながらこれか

らもまちづくりを進めさせていただきたいと思っ

ていますし、緑の計画の有無にかかわらず緑の大

切さや保全についてはしっかりと進めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時３９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。

公営住宅の連帯保証人の廃止を外３件を、高橋

伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、随時質問

してまいりますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、公営住宅の連帯保証人の廃止をに

ついてをお尋ねをいたします。低額所得者に割安

な家賃で提供する公営住宅で、入居の条件として

保証人確保の規定を廃止する自治体が相次いでい

ます。住まいのセーフティーネットの最後のとり

でと言われながら、保証人確保が壁となって、住

宅弱者が入居できない事例が後を絶ちません。ホ

ームレスになってしまう高齢者、独り親家庭、生

活困窮者は公営住宅が頼りですが、入居後に家賃

滞納などの問題が生じた場合に伴い、ほとんどの

自治体が入居条件として１から２名の保証人確保

を住居希望者に義務づけられてきました。身寄り

のない高齢者の公営住宅入居を妨げる連帯保証人

規定に関し、国の削減要請にもかかわらず保証人

を不要とする自治体は昨年１２月時点で２割以下

にすぎません。国土交通省は４月の民法改正で保

証人が責任を負う上限額の明示が義務化され、確

保がより困難になると見て、対応が遅れれば高齢

者が住むことができず行き場を失う人が増えるお

それがあり、保証人が支払うべき額が示されるよ

うになると引受手がますます減るとして、国土交

通省は２０１８年３月に通知で規定の削除を促し

ました。本市においても、連帯保証契約において

連帯保証人の要件のハードルが高いことによる現

状と課題について理事者の御見解をお願いをいた

します。

国土交通省の調査では、公営住宅を管理する都

道府県や市町村 ６７４自治体、保証人規定を削

除する、削除予定が保証人不要が２７８自治体、

維持または維持予定は４３１自治体、機関保証を

認めるが２５４自治体、機関保証だけ認める、４

自治体、小規模自治体を中心に未定が７０７自治

体になっております。北海道、京都、兵庫、島根、

広島もこの本年第１回定例会で廃止の条例案が提

出されるそうです。本市も市営住宅はセーフティ

ーネットであって、要配慮世帯、要配慮者に対す

る備えの中でネックになっている部分について検

討し、名寄市市営住宅管理条例の一部改正につい

ての理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目２つ目、安全、安心な除排雪につい

てお尋ねをいたします。本年降雪量は平年並みと

も思われますが、除排雪作業が追いつかないと思

われる状況の道路が見受けられます。交差点では

雪山が高く、車の頭をぎりぎり出して、自分の頭

もフロントの手前まで出さないと見えない交差点

があり、車や人が見えなく、危ない状況にありま

す。安全対策として、昨年はカット除雪で安全対
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策を行っておりますが、また枝道には車１台しか

通れなく、交差点で待ち合わせ、かわすこともで

きない道路が多数あります。災害や救急搬送時に

影響がないのか心配になります。安全、安心な生

活道路の除排雪体制について、また国道４０号、

車幅が雪により狭くなり、市道との接続は片側に

雪を寄せるため市道の半分が塞がる状況となって

いる道路があり、また道道、神社通も同じような

状況で、交差点カット除雪や交差点、国道４０号

と道道の安全対策についての理事者の御見解をお

願いをいたします。

本年度は道路の幅員確保のためにロータリー排

雪を行っており、二、三日で雪かき分け除雪と一

般家庭用除排雪作業車によって門口を開け、雪置

場がなく、道路に雪を積むため道路の幅員が狭く

なるという状況があちらこちらで発生しておりま

す。道路の幅員を広げたり、交差点のカット除雪

や道路の積み上げ除雪は市の直営班で昨年は行っ

ておりましたが、本年直営班は見えません。直営

班の作業状況と苦情の対策について理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、人口減少対策についてお伺

いいたします。元総務大臣の増田さんが座長を務

め、日本創成会議人口減少問題検討分科会は「ス

トップ少子化・地方元気戦略」と題し、提案、提

言を発表いたしました。マスコミで話題となり、

それによると人口の減少と東京への一極集中がこ

のまま続けば、日本の半数の市町村で行政サービ

スの維持が困難となり、自治体が消える、消滅可

能性がある自治体は８９６自治体と公表されまし

た。この人口減少が加速する大きな要因は、２０

歳から３０歳の若者が減ることだと述べておられ

ます。令和２年１０月１日において、国立社会保

障・人口問題研究所調査の北海道総人口は５３０

万 ４１３人、５年前、平成２７年に比べ７万

１３６人減少、 ５％の減少率、１０年前にする

と平成２２年では２８万 １７９人の減少、 ７

％の減少率となっております。本市も大変残念で

すが、１０年で ６１５名、１ ８％の減少率と

北海道の３倍の減少率であります。国立社会保障

・人口問題研究所の人口推移、２０３０年の予想

に相当する人口減少率であります。本市のまちづ

くりに重要な総合計画では、人口減少に想定され

ている身の丈に合わせたまちづくりが今後の政策

上前提となると思われますが、人口減少に歯止め

をかけるために直接的、間接的に計画的な対応策

が強く求められている状況であります。税収減に

よる行政サービス水準の低下、小売、飲食、娯楽、

医療機関の縮小、地方公共交通の撤退、縮小、空

き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地の増加、

地域コミュニティーの機能低下等々を起こさない

政策と実現が重要と考えられます。今回社人研の

人口推移の差が１０年間で ６８７でした。 ５

８８と ３倍の開きが出ております。人口減少の

状況とその原因、理由についてどう考察されるか

の理事者の御見解をお願いいたします。

また、２点目に、今後の人口減少対策など計画

的に具体的な施策について理事者の御見解をお願

いをいたします。

大きい項目４つ目、生活困窮者へのさらなる緊

急支援についてお尋ねをいたします。新型コロナ

ウイルスの流行が長期化する中、立場の弱い女性

たちが苦境に追い込まれております。生活困窮に

直面し、自殺が急増し、行政支援が届かず孤立す

る世帯もあり、さらなる状況の悪化も懸念をされ

ております。特に女性への影響が深刻で、女性不

況の様相が確認され、内閣府のコロナ禍で女性へ

の影響を議論する有識者研究会は昨年１１月、緊

急提言でアルバイトやパートなどの非正規雇用で

働く人は １２４万人、昨年３月から９月まで連

続減少し、女性は５３５万人と男性の倍数の解雇

や雇い止めを受けております。コロナの影響に伴

う解雇、雇い止めが今年２月下旬時点で９万人以

上になり、外出自粛などで飲食業や宿泊業、アパ

レル業に多く働く女性従業員が大きな打撃を受け

ているそうであります。また、独り親世帯、生活
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保護者、障がい者、非課税世帯は、昨年２月から

緊急事態宣言からコロナ禍が１年１か月過ぎよう

としておりますが、このような方々へのさらなる

緊急支援の必要性について理事者の御見解をお願

い申し上げ、壇上の……させていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 高橋議員からは

大項目で４点にわたり御質問いただきました。大

項目１、大項目２については私から、大項目３に

ついては総合政策部長から、大項目４については

健康福祉部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、大項目１、公営住宅の連帯保証人の廃止

を、小項目１、連帯保証人の現状と課題について、

小項目２、名寄市営住宅管理条例の一部改正につ

いてを一括でお答えいたします。公営住宅の保証

人の取扱いについては、平成２９年の民法改正に

併せて国土交通省から単身高齢者の増加により保

証人の確保が困難であることを理由に入居できな

いといった事態が生じないようにしていくことが

必要で、保証人の確保を入居の前提とすることか

ら転換すべきと通知されており、その取扱いにつ

いては地域の実情に応じて事業主体の判断に委ね

られているところです。本市といたしましては、

この間の入居の手続状況や家賃、使用料等の債務

保証、滞納の抑止のほか、近年においては入居者

の支援や緊急的な連絡など様々な役割を果たして

いることから、保証人制度を継続することとして

おります。保証人は、入居決定者と請書において

契約を交わす際に入居者と同等以上の収入を有す

る者などを付して連帯保証人を１名求めておりま

すが、連帯保証人に対しては保証人を保護するた

めの措置である極度額を設定し、負担の軽減を図

っております。また、身寄りのない単身高齢者の

増加など社会情勢を踏まえ、今後連帯保証人の確

保が難しい方も増えることが考えられることから、

令和２年４月に名寄市営住宅管理条例の一部を改

正し、生活保護などの公の扶助を受けるなどやむ

を得ない場合に加えて、年金を主たる収入とした

高齢者に対し連帯保証人の必要要件の緩和をして

きたところです。連帯保証人に関する現在の状況

ですが、これまで入居されている方の連帯保証人

は請書においてその確保がなされておりますし、

入居の申込みにおいても保証人が見つからない、

極度額の設定で保証人を立てることができないな

どという理由で入居を拒んだ事例はございません。

以上のことから、引き続き快適に市営住宅に居

住してもらうため、また入居者のサポートの役割

として担っていただくため保証人制度を継続して

いく考えであり、現段階におきましては名寄市営

住宅管理条例について改正する考えは持ち合わせ

ておりませんので、御理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。

次に、大項目２、安全、安心な除排雪体制につ

いて、小項目１、安全、安心な生活道路の除排雪

体制について、小項目２、直営班の作業状況と苦

情対策について一括で申し上げます。今シーズン

の除排雪事業は、早期の降雪にも備え、１０月２

０日から業務着手してまいりました。本格的な雪

の降り始めも１１月末からとやや遅めとなりまし

たが、それ以降はコンスタントに降雪が降ったこ

と、２月の降雪が多かったことから、２月末まで

の積雪深は平年と比較で約６％増の９２センチメ

ートルとなっております。積雪深については少雪

だった昨シーズンと比較すると約２倍になってい

ることから、私どもへも今年は雪が多いというお

話も多くいただいております。今年度の除雪の仕

様ですが、これまで同様雪を道路の脇に寄せて実

施するかき分け除雪や道路幅員やすり鉢状の道路

改善のため積み上げ方式を実施しております。し

かし、積雪の状況から交差点に積み上げられた雪

山が高くなり、見通しが悪くなった箇所や道路幅

員が狭くなっている箇所など、道路パトロールや

市民の皆様からの情報により現地確認を行い、交

通安全上危険な箇所については適宜交差点のカッ

ト排雪や雪山崩しなどを実施してきております。
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また、作業に当たっては今シーズンにおいても通

学路や排雪実施時期の遅くなる路線等の安全確保

を最優先とし、実績といたしまして業者委託によ

り１４４か所、直営班により７２か所の計２１６

か所、これ２月末時点の数字でございますが、作

業を行わさせていただいているところでございま

す。

次に、排雪の状況ですが、幹線道路の排雪につ

きましては名寄、風連両地区ともに昨年中に１回

目を終了し、両地区とも１月から生活道路及び幹

線道路の２回目、３回目の排雪を実施したところ

であります。また、国道や道道との交差点の安全

対策については道路パトロールや市民の皆様から

の情報により交通安全上危険な状況の箇所につい

てそれぞれの道路管理者への連絡や協議を行い、

全ての交差点ではないものの交差点の排雪作業等

を行っていただいております。

次に、直営班の作業状況についてですが、本市

には市の建設インフラの維持管理業務を行う道路

センター職員で構成するいわゆる直営班を配置し

ております。直営班は冬期間、主に排雪が入る前

の狭くなった道路の幅員確保に向けた積み上げ除

雪や見通しの悪い交差点のカット排雪を行うとと

もに、滑り止め用のびり砂散布、街路樹、橋梁上

部の雪落とし、雪堆積場の整地など排雪業務全般

にわたる作業を行っております。直営班は機動力

に優れていることから、今後も引き続き市民皆様

からの緊急的な要望等への対応について可能な限

りに作業を行ってまいりたいと考えているところ

です。除排雪業務は冬期間の安全、安心な道路空

間、生活空間を確保する上で非常に重要であるた

め、市民皆様の理解と協力を得ながら効率的で効

果的な除排雪体制の確立に努めてまいりたいと考

えておりますので、御理解よろしくお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

３、人口減少への対策はについて申し上げます。

小項目１、人口減少の状況とその原因、理由に

ついて、小項目２、対応策と施策について、関連

がありますので、一括してお答えいたします。国

内における人口減少対策への取組では、国内の人

口減少自体平成２０年から始まっており、将来の

危機的状況を回避するため平成２６年には内閣官

房にまち・ひと・しごと創生本部が設置されまし

た。人口減少では第１段階、若年減少、老年増加、

第２段階、若年減少、老年維持、微減、第３段階、

若年減少、老年減少、こちらを経て進行していく

と言われております。東京圏の人口集中は依然続

いており、過密の東京圏と人口が減る地方の構図

が変わっておらず、地方に比べ出生率が低い東京

圏に若い世代が集中することが日本全体としての

人口減少に結びついているとも言われています。

道内の状況に目を当てると、全国の縮図となって

おり、札幌一極集中が止まらない状況となってお

ります。全国の人口ピークは平成２０年であるの

に対し、北海道は平成９年と早い段階から減少傾

向に転じており、当然現在も減少に歯止めがかか

っていない状況となっております。一方、札幌市

は増加となっている状況です。本市の状況では、

老年人口割合が北海道の増え方よりは緩やかであ

るものの、全体的に総人口は同じような割合での

減少傾向となっております。札幌市との比較では

老年人口割合が速いペースで上昇する札幌市に対

し、名寄市は今後老年人口が同水準、もしくは微

減に転じていくこととなっており、このようなこ

とから、本市の人口減少は第２段階へ入っていく

ことが予想され、いかに生産年齢人口、年少人口

減少に歯止めをかけていくかが課題と認識してお

ります。社人研の人口推計値との乖離につきまし

ては、２０１８年版の数値比較で検証しますと、

社人研の数値は国勢調査ベースとなっており、国

勢調査数値のほうが高くなる本市にとっては乖離

の原因にもなっております。名寄市の減少率の状

況では、令和２年１月１日現在比較で減少率の低
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い順から並べ全道１７９市町村中５０位となって

おります。国内で人口減少に転じている現実も認

識し、定住のみならず関係人口や交流人口も重要

な鍵となってまいります。今回の新型コロナ感染

症は国内を混乱に陥れましたが、皮肉にもリモー

トワークの推進により東京離れ現象の加速にもつ

ながりました。この減少の受皿として、現在は首

都圏周辺となっておりますが、今後society5.0の

推進により場所が関係なくなる時代が来ると言わ

れていることから、関係人口、交流人口も含めた

移住施策も重要であり、受皿となるよう力を入れ

てまいりたいと考えております。

以上のことから、地方創生の取組を推進しなけ

ればならないのは当然でありますけれども、鍵と

なる生産年齢人口、年少人口の減少に歯止めをか

けるため雇用の創出が必要であり、現在様々な分

野における拠点化に可能性を見いだし、実現に向

けて努力しているところであります。また、老齢

人口は微減へ転じる予想となっておりますが、地

域包括ケアシステムや医療環境など安心して住み

続けられる都市機能の維持も重要でありますので、

引き続き一つ一つ積み上げながら住みよいまちを

つくっ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） 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

４、生活困窮者への緊急支援についてお答えいた

します。

新型コロナウイルスにつきましては、昨年１月

に国内で確認がされてから１年以上が経過してい

る状況であり、これまで国において２度の緊急事

態宣言が発出され、北海道においても昨年１０月

２８日から４か月を超える集中対策期間により感

染拡大防止に取り組んできております。しかしな

がら、いまだに終息の兆しが見えない状況にあり、

市民の生活や健康、経済に大きな打撃となる影響

が出てきております。この状況下において、直接

的に事業や家計を助ける給付事業として国では持

続化給付金、雇用調整給付金、特別定額給付金、

子育て世帯臨時特別給付金などを実施しておりま

す。また、貸付け事業として緊急小口資金や総合

支援資金などを実施しているところであります。

本市でも名寄市経営維持支援給付金や名寄地域商

品券事業、市立大学学生給付金などの独自施策を

実施し、新型コロナウイルスの影響を受けている

事業者などに対する支援を実施しております。今

後も新型コロナウイルスの感染状況や国の対策を

注視しながら施策を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再度質問をさせていただきます。

まず、公営住宅の部分です。平成２９年にある

程度の部分を改修して、今現状よくなったという

ことなのです。それまでは公営住宅の連帯保証人

は本当に厳しい、３親等までだとか住民税非課税

世帯はやれないだとかという部分があって、連帯

保証人つくるのが大変だったという部分がありま

したけれども、今この住宅の申請書を見せてもら

っています。連帯保証人１名になりまして、緊急

保証人ということで。生活保護者と年金生活者は、

この連帯保証人は全く要らないということでよろ

しいのですか。私自身今回質問させていただくの

は、ある方からお電話いただいて、連帯保証人が

必要ではないのかということで借りられないとい

う部分で言われて、今回出させていただいた部分

であります。そして、この部分は３回ほど、２回

ですか、２回ほどやらさせていただきました。私

も知っているある方が何も考えずに友人だから連

帯保証人になって、その方が百数十万円払えなく

なって、それを名寄市から払っていただきたいと

いうことで払ったメンバーもいます。そして、本

当にそういう部分を考えるとこの連帯保証人とい

うのは大変な思い、払わなかった人が悪いとは思

うのですけれども、それを身内でもない方が払わ

なければいけないという部分というのもやはり嫌
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な思いされるのでないかなというふうに思います

し、そういう部分でなかなか保証人になる方がこ

れから減るのでないかということで、金額も下が

りましたし、連帯保証人の解約も緩やかになって

はいるのですけれども、先ほど言ったように、生

活保護と年金生活者は強制しないということでよ

ろしいのですか。

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） 保証人が免除と

なる場合があるかという御質問かと思います。こ

れまでも連帯保証人の保証を要しないものとする

ことができる方といたしまして生活保護などの公

の扶助を受けている方のみだったのですけれども、

先ほども御答弁させていただいたとおり、今後高

齢者が増えることということも鑑みまして、６５

歳以上で年金受給されている方で身寄りがなく、

保証人が選定できない方についても免除すること

ができるというような規定とさせていただいてい

ます。したがいまして、入居決定後にはいろいろ

と御相談いただきまして、どうしても選定できな

い場合につきましてはこれら要綱に基づいて対応

させていただきたいと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） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。年金

生活者、生活保護者はある程度状況的には分かり

ました。

でも、年金生活者、そして生活保護者でなくて

も独り親家庭だとか高齢者でも本当に低所得者な

方がいるのです。住民税非課税でない、本当にぎ

りぎりの１５０万円ぐらいで年間生活されている

方もおります。そういう方々も含めて、私は連帯

保証人、ここまでやるのでしたら対応したほうが

いいのかなという思いはあるのですけれども、そ

この部分、先ほど木村部長言ったように、生活保

護者と年金生活者で困っていないのでないのかと

いう思いですけれども、私はそうではないと思い

ます。独り親家庭でも本当に、先ほど言ったよう

に、パートだとかアルバイトの方なんてきっと１

５０万円ぐらいの年収の人たくさんおられると思

うのです。私は、そういう方々も含めて対応した

ほうがいいのかなと。先ほど木村部長言われたよ

うに、そういう方々は取りあえず緊急連絡先だけ

でも、いれば対応させてもらいますと言われたの

で、そこら辺の部分というのがしっかりと年金生

活者だけでなく、また高齢者の６５歳以上の生活

保護者含めての部分ではなく、そこまで入り込ん

でも構わないのかなと私は思うのですけれども、

その辺のお考えをちょっとお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 高橋議員のおっ

しゃられていることも十分分かりますし、公営住

宅という性質上、セーフティーネットという観点

からも非常に重要なことだとは思っておりました

けれども、まず一つとしては家賃滞納に対する抑

止効果というのももちろん考えていかなければな

らない一つのことだと思いますし、そういった面

から入居者の公平性からも家賃の滞納については

きちんとした対応はやっぱり取らなければならな

いということでございます。さらに、そういった

ところからも、市営住宅も維持管理していくため

にはしっかりとした家賃収入の確保というところ

は必要になるのかなというふうにも考えていると

ころでございます。さらには、快適に市営住宅に

やっぱり入居してお住まいいただくことになりま

すので、ただ集合住宅であるがゆえにいろいろな

近隣入居者とのトラブルですとか相談ですとか仲

介等々ございまして、そういったことを指導です

とか、そういったことを行っていただく場面もあ

ることから、そうしたときの力強いサポートをお

願いできるのも連帯保証人の方の立場かなという

ふうに思っておりますので、御理解のほどよろし

くお願いしますとともに、これまで入居時におき

ましてそういった先ほどお話しいただいたような

低額所得者の方であっても現状保証人が見つから
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ないといった事例も今のところないものですから、

そういったことが今ネックになっていないという

判断をさせていただきまして、現状では保証人の

ほうを継続させていただきたいと考えております

ので、御理解のほうよろしくお願いいたします

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 大体分かりました。

今までそういう方がいないということではいいの

ですけれども、もし出た場合私は対応していただ

きたいと思うのです。きっと独り親家庭の方でも

本当に２００万円を超えないで年間やられている

方たくさん、子供３人もいてという方おられます

ので、そういう部分しっかり対応していただきた

いなと思う。公営住宅というのは何のためなのか、

誰のための住宅なのかというのはやっぱり、困窮

する低所得者の低廉の家賃で賃貸するというのが

公営住宅法、セーフティーネットでありますので、

そこの対応だけをしっかりお願いしていきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。

次に、除雪の部分に移らさせていただきます。

本当に今年は私も周りの人から言われて、言われ

てひどかったです。そして、国道の部分も１２月

の下旬に電話で呼ばれまして、１時間その自宅で

お茶を飲ませていただきながら懇々とお話をお聞

きしました。そして、名寄の建設水道部に電話し

たら、直接開発に電話してください、それのほう

が効果がありますからといって、電話しておいた

からと言われたら、１月の中旬ぐらいにはそこを

カットはされましたけれども、本当に危険な状態

でした、国道４０号、産業高校の前から大橋まで。

道路が本当ぎりぎりな状況で、そして除雪したも

のの雪を逆側に押っつけるものですから、市道が

こんななのです。全然車が真っすぐ出られるよう

な状況ではないというのが続いて、本当に危ない

なという思いをさせていただきました。

そこで、先ほど除雪の部分で、前も言わさせて

いただきましたが、この人もそうなのです。自分

は排雪ダンプを３回使っています、３回。それな

のにうちの横の横の横の人は民間のショベルを持

った人が門口を排雪して、市の公共施設の前の向

かいの道路に、それも通学路ですよと、あそこは。

そこに大きく積み上げていますと。それは本当に

いいのですかというふうに言われました。その対

応というのは今どうされているのかちょっとお聞

きしたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 個人で門口の除

排雪をお願いされている方というのは、近年非常

に多くなってきているかなというふうに思ってい

ます。現在は個人宅のそういった門口の除排雪に

対しましても新たな契約する際には雪を堆積する

場所がないと契約をされないというような業者さ

んもいるというふうには伺っておりますけれども、

そういった堆積する場所についてしっかりと気を

つけていただいている業者さんなり個人の方々と

いうのは多くいらっしゃるかと思うのですが、た

だ一方で、今議員おっしゃられたように、道路の

ほうに雪を積まれているという方もいらっしゃる。

ということであるかなと思っています。この問題

は、今に始まったことではないのかなというふう

に思っています。過去から問題となってきておっ

たと思うのですけれども、先ほどお話しさせても

らったように、個人の除排雪の門口が頼まれる件

数が多くなってくるにつれ少しずつこの問題も多

くなってきているのではないのかなというふうに

今考えているところです。しかしながら、この問

題に対して正直なかなか有効な解決手段というの

もないというのも事実でございまして、市といた

しましてはやっぱりパトロールでの巡視で直接見

かけたときにはもちろん注意させていただいたり、

さらにはあまりにもひどい雪出しのところにはの

ぼりを立てさせてもいただいているところでござ

います。また、今月号の広報にも、皆さん見られ

た方もいらっしゃるかと思うのですけれども、名

寄の除雪というコーナーにおきまして冬の市民生
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活のマナーということで、敷地内から道路へ雪を

出さないでほしいということで注意喚起はさせて

いただいているところでございます。引き続き市

民の皆様には本市単独事業の先ほど御紹介いただ

きました排雪ダンプ、さらにはレンタル＆ゴーと

いう事業もございますので、そういったところで

除排雪については御協力をお願いするとともに、

私どもにおきましてはできる限りの冬道のよい環

境を整えていきたいなというふうに考えておりま

すので、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。きっ

と部長が言われているのは、除雪専門業者の部分

だと思うのです。きっと私が言うのは除雪の専門

業者でなく、夏場は違う仕事していて、冬仕事な

いから、ショベルを持って排雪しているところが

数社かあると思うのです。市もある程度言えない

ような状況、きっと除雪の委託業者集めて言いま

すけれども、そこにはきっとその業者入っていな

いと思うのです。その部分をどう対処していくか

という部分が必要かなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

そして、もう一点が、言われたのが、前もやり

ましたけれども、札幌では住宅建てたり、マンシ

ョン建てると雪を置く堆積場がないと申請許可出

さないのですよと。名寄は何でこんな状況なので

すかと言われて、一回御質問させていただきまし

た。この対応はどうですか。前回は厳しいのです

というお話はされた部分はあるのですけれども、

建築申請を出したときに雪を置く場所がなければ

申請出しませんよという条例なのです、札幌は。

その対応は名寄がどうでしょうかねという部分な

のですけれども、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 具体的な建築確

認申請の、大変申し訳ございませんけれども、そ

ういった規制とか、そういったことに関してはな

かなかちょっと今私どもで御判断することはでき

ないですけれども、基本的に個人の住宅を建てら

れる際には皆様方の中で当然雪の堆積場ですとか

それぞれ皆さん方で活用される敷地の在り方につ

いては御検討されていくかと思います。なかなか

そこを私どもの条例で縛るというのは少し難しい、

ハードルの高いものなのでないのかなというふう

に思っております。いずれにいたしましても、我

々できることといたしましては、道路空間の確保

をしっかり図っていきたいなというふうに思って

おりますので、御理解のほうよろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。よろ

しくお願いします。

あと、直営班なのですけれども、３月３日の日

に清峰園にちょっと用事があって行った帰りに裏

通りを抜けたときに初めて今年直営班を見させて

いただきました。どこに行っているのかなとも思

うのです。そして、今もうちの前は車１台しか通

れません、あそこら辺は。何とかならないですか、

直営班いるのですけれどもというのですけれども、

今年全然見ないのですよねというお話をさせてい

ただいて、先ほど道路の幅員、そして交差点のカ

ット排雪、雪投げ場の雪押し、砂まきもやってい

ますという大変忙しい作業の中ですけれども、あ

る程度全体的に見て主要な道路をしっかりと幅員、

今この時期になったら雪そんな降りませんから、

どんどん、どんどん積み上げていけば溶けますの

で、その作業をやっぱりしっかりやっていただく

ことをお願いして、除雪のほうは終わりたいとい

うふうに思います。

続いて、人口減少についてをお尋ねいたします。

大体分かりました。本当にそのとおりだと思いま

す。大変なのは分かります。でも、いろんな部分

で、先ほど働く方をしっかりつくっていく、残し

ていくという部分を言われておりました。その中

で、対策としてなかなか難しいと思います。企業

をつくるのも今王子マテリアがなくなり、いろん



－172－

令和３年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

な太陽光を使ってどうのこうのという前向きなお

話は分かります。しっかり進めていただくことを

お願いしたいのですけれども、この名寄はこれか

らブロードバンドがしっかりつながって、テレワ

ーク等々、今東京でもコロナ禍で集まる人が、１

か所に集まらないで、分散して仕事をしなさいと

いうことで、テレワークだとかサテライトオフィ

スを造って進められています。そして、下川でも

昨年ある企業家を集めて、１０何名の方が何か月

か来られたのです。そして、先日の代表者質問で

したか、テレワーク来た場合文化センターを活用

するかなんとかというお話をされていましたけれ

ども、今テレワーク、北海道厚真町は今地震でち

ょっと中断しているのですけれども、それまで日

本創成会議の消滅の可能性がある自治体で、自治

体の努力で社会増率が ８５％増えたという。そ

して、羽田空港から飛行機、そして車で厚真町ま

で約２時間５分なのです。千歳ですから、千歳は

１１時ぐらいまで飛行機ありますから、日帰りが

できるのですけれども、そして分譲６００のもの

５００区画販売できて、そして子育て支援住宅だ

とかテレワーク、サテライトオフィス、お試しサ

テライトオフィス等々を建設している。そして、

成功しているみたいなのです。でも、昨年の地震

でちょっと今少しストップはしているのですけれ

ども、この２時間５分を考えると、羽田から名寄

までそういう方が来るときには名寄市の直行バス

を出して、そして乗せてくれば３時間で来るので

す、羽田、名寄は。ある程度需要はつかめるのか

なという部分があるのです。下川さんでもやって

いますし、これからやっぱり人口増、マテリアの

部分も絶対大事だと思います。でも、まだまだ手

広げていかないと人口減は止まらないのかなとい

う部分がありますので、今言った部分だとか含め

て部長はどうお考えなのか。これからの分ちょっ

とお聞かせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） いろいろ先進事

例御紹介していただきながら御提言も含めて今お

話あったのかなというふうに受け止めております。

お話のあったテレワークについては、お話のあっ

たとおり、感染症の影響で都心中心に普及はして

いるというところでありますけれども、現状実は

事業所によっては月に何回かとか出てきなさいと

いったような中で、完全なリモートワーク、テレ

ワークというふうにシフトできているところはほ

ぼなかなかないような現状であります。そんな出

勤体系の中で今リモートワークを可能にしている

のは、移動するコストをいかに抑えるかというこ

とで、やはり首都圏近郊に今のところ限定された

広がりになっているというふうに私のほうでは今

認識しております。この名寄市のテレワークを実

施していただく環境としては、Ｗi―Ｆiの環境で

すけれども、よろーなであったり、あと民間の施

設でも一部そんなスペースを提供したりしており

ますので、そんなところを利用していただくよう

なことを想定しておりますけれども、実は仕事だ

けではなくて、やはりこちらで自然環境を生かし

た、いわゆるバケーションとセットにしたワーケ

ーション、こちらのほうを少し研究して、力を入

れていきたいというふうに考えているところであ

ります。皆様方も、昨年、御記憶にあるかと思い

ますけれども、芸者東京株式会社のＣＥＯであり

ます田中様が来名されて、御講演いただきました

けれども、実は来年度、新年度芸者東京株式会社

様が会社を挙げて名寄のほうにワーケーションに

来ていただけるといったようなお話もいただいて

おりますので、我々としてはしっかりそこで受入

れを果たして、そういった影響力のある方からつ

ながって、さらに御紹介いただく中でしっかりと

営業活動をかけて、確実に来ていただくような関

係性を広げていくといったようなこともしっかり

新年度からも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） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。すば
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らしいことだというふうに思います。絶対実現し

ていただきたいなと思います。その部分で、環境

が私は大事だと思うのです。よろーなで本当に十

分なのか。ワーケーションでもちゃんとした仕事

をしなければいけませんから、Ｗi―Ｆi設備だと

かテレビ会議のシステムのものだとかという部分

も必要ですし、いろんな部分必要だと思うのです。

やはりある程度の部分に特化して、私はサテライ

トオフィス系の部分というのは必要ではないかな

と思うのですけれども、本当に今Ｗi―Ｆiはよろ

ーなにあるから何とかなるよで大丈夫なのでしょ

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） おっしゃること

は十分私も今感じております。しかしながら、実

際来ていただく方に聞き取りをすると、そんな大

層な事務所は要らないのだと。Ｗi―Ｆiだけあれ

ば十分、それからＷi―Ｆiがなければ通信環境も

持っているし、例えば川辺でノートパソコン開き

ながら、そのほうがクリエーティブな仕事ができ

るのだといったような、ちょっと聞いてみないと

分からないニーズというのは結構ありますので、

予想して用意するのではなくて、しっかりと現場、

ニーズのある声を聞きながら何が必要なのだとい

うところもしっかりとやっぱり整えながら準備を

していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。相手が来たわ、ここかいという部分では

ちょっと次につながらないかなと思うのです。少

し予算をつけてもいい。でも、次につながる体制

をしっかりやっていただきたいなというふうにお

願いをいたします。来年度期待をしていますので、

ぜひよろしくお願いいたします。

最後に、生活困窮にさらなる支援策をというこ

とで、今小川部長からいただきました。本当ひと

り親世帯臨時特別給付金、そして子育て応援給付

金もいただきましたし、１０万円もいただいて、

何とかなった人もたくさんおられます。でも、こ

の１０万円はすぐ生活費に消えたという方もたく

さんいるのです。そして、独り親世帯の方々も皆

さんそうです。今の状況聞いたら、本当に子供に

は２食食べさすけれども、自分は夜１食ですとい

う方もいました。本当そういった頑張っている方

もいますし、大丈夫な方もいるのですけれども、

大変な方が大変多いです。そして、先ほど特別貸

付け制度だとか総合支援資金制度、緊急小口制度

あるのですけれども、返さなければいけないので

す、利子はつきませんけれども。なかなかそこに

はこういう独り親家庭の方々というのはいかない

で、何とか頑張っているという状況の方が多いと

いうのが現状であります。ぜひ、企業、今２回目

の部分開始されて、企業の方も大変喜んでいる方

が多いと思います。そういった部分で、企業も大

事ですけれども、先ほど言ったように、人口減さ

せないためにもこの名寄に住んでいる方々の支援

がもう少し必要かなという部分もあります。そし

て、除雪も同じだと思うのです。名寄で住んでい

る方で何を求めますかといったら、除雪だとか医

療だとか、そういう介護だとかという、それから

やっぱりベストスリーに入ってしまうのです。

これがやっぱりしっかりしていないと、娘が旭川、

札幌にいるから、もう独りだから、向こうに行っ

てもいいのかなという方がすごく増えてきている

と思うのです、今。そういう方々をやっぱり少し

でもこの名寄にとどめるための政策として、私は

一つでもいいから、住みやすい、本当に名寄は除

雪体制はすばらしいですよ、札幌市の人だったら

名寄の除雪なんて最高です。札幌なんて踏んでい

るだけですから。今頃になったら車埋まるぐらい、

枝道はそんな状況ですから、大変なのですけれど

も、そういう部分をしっかり体制をつくっていた

だくことをお願いしたいと思います。

最後、困窮者のために何か一言がありましたら、

お願い申し上げ、終わらせていただきたいと思い
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ます。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今様々な観点から名寄

市の今後のまちづくりも含めて、テレワーク、あ

るいは除排雪の問題、最後に今回のコロナ禍にお

ける生活困窮者の問題ということでお話しいただ

きました。ちょっと順番逆になりますけれども、

コロナ禍の様々な対策については、これはかなり

長いスパンで考えなければならない問題だと思っ

ております。現状におきましては、まずいち早く

経済の部分から大幅に収入が減少する事業所とい

うことで目標を定めておりますけれども、今後様

々なところで生活困窮者の方も含めて本当に一定

の資金が必要になるという部分もあるかと思いま

すので、これ令和２年度の決算も見据えながら、

やっぱり財源が必要になりますので、適宜対応さ

せていただきたいと思います。様々な手法があり

ますので、どういう手法がいいかについてはまた

こちらでも検討させていただいて、また御議論い

ただければと思います。

ワーケーションですとか様々なお話いただきま

した。除排雪のお話もいただきました。外部にど

ういうふうに発信するかというところでは、名寄

市のいいところはどこなのだと、プロモーション

するべきものは何かということ、もう一度これ再

確認していく必要があるかと思います。その中で

除排雪体制の整備ですとか、あるいはワーケーシ

ョンにおける観光の部分でちょっとほかとは差別

化できるようなものがないのかどうか、そういっ

たところも必要になるかと思います。令和３年度

がコロナの終息には向かうと思いますけれども、

時間かかりますので、そこの部分を十分、時間的

な部分もありますので、一度また内部でも協議さ

せていただいて、名寄市がプロモーションできる

ものは何かと、売りになるものは何かというとこ

ろも改めて精査していただいて、今後まちづくり

をまた進めさせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

産前産後支援について外２件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたり質問をさせていただきます。

まず、１つ目、産前産後支援について伺います。

コロナ禍の中で女性の自殺者が多くなっていると

言われています。特に若い世代に多いと言われて

います。コロナ禍で里帰り出産もできず、不安を

抱えている妊産婦への支援、移動の自粛もあり、

親御さんにお産扱いに来てもらうことができない

妊産婦さんへの支援について、コロナ禍だからこ

そ必要な支援をと考えていきたいと思い、提案を

させていただきたいと思います。

１つに、家事サポートの支援についてでありま

す。妊産婦健診から始まって、こんにちは赤ちゃ

ん訪問、３か月健診、ファミリーサポートなど取

組が進んでいますけれども、産前産後の日常の家

事サポートで妊産婦の負担軽減を図ることはでき

ないでしょうか。産後鬱の防止、また虐待防止に

つながるものと思います。お考えをお伺いいたし

ます。

小項目２、潜在看護師、保育士、栄養士などの

活用について伺います。現場復帰は難しくても短

時間の対応は可能ではないかと考えます。これら

の有資格者の方々にその知識等を活用していただ

くことに対する考えをお伺いいたします。

大項目２つ目、公営住宅の目的外使用について

伺います。公営住宅の建て替えなどの計画が進ん

でいますが、空き室も多い現状です。そこで、何

度か取り上げていますけれども、空き家の有効利

用を含めて公営住宅の目的外使用について再度お

聞きをしたいと思います。

１つ目に大学生への貸出しについてです。コロ

ナ禍の中、大学生の暮らしも大変になっています。

アルバイトの減少、親への負担のことも考えなが

らの苦しい暮らしを強いられている学生がいると

聞いています。平均的に家賃が高いと言われてい

る中で、住居支援が必要ではないでしょうか。コ
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ロナ禍や災害時などの緊急時にこそ公営住宅は住

民の命と暮らしを守る役割を果たさなければなら

ないと考えます。お考えをお聞かせください。

小項目２つ目、お試し移住での利用についてお

聞きします。公営住宅の利用で地域住民との触れ

合いも多く生まれるのではないかと考えます。お

試し移住での利用についてお考えをお聞かせくだ

さい。

小項目３つ目、コロナ対応の在宅勤務者、テレ

ワーク等をされている方々への貸出しについてお

聞きいたします。地域活性化につながるのではな

いかと考えます。市内、市外を問わず短期、長期

の利用に門戸を広く開くお考えはありませんか。

お考えをお聞かせください。

大項目、３つ目、環境衛生に関わって伺います。

空き家対策計画の素案が示されています。空き家

の中で特に気になるのが猫などの小動物の出入り

による環境衛生への影響です。こうした環境衛生

への心配や不安の声が空き家に関わって市民の方

々から多く寄せられているところであります。そ

こで、小項目１つ、空き家等に対する環境衛生の

取組について伺います。猫など小動物のすみかに

ならないような対策が必要と考えます。取組につ

いてお聞かせをください。

小項目２つ目、小動物の保護施設設置の考えに

ついてお聞きします。保健所との連携によって保

護施設等の設置の考えはありませんでしょうか。

旭川市保健所衛生検査課、旭川市動物愛護センタ

ーあにまある、この施設が市の中心部に設置され

ています。あにまあるがスタートしてから殺処分

の件数が減っているといいます。保護施設等の設

置の考え方についてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま川村議

員から大項目で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は建設水道部長

から、大項目３は市民部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

大項目１、産前産後支援について、初めに小項

目１の家事サポートの支援についてお答えいたし

ます。本市においては、母子健康手帳交付時にお

ける転勤者の割合が約５割を占めるなど身近に親

の援助が受けにくい状況が懸念されていることか

ら、妊産婦などが抱える妊娠、出産や育児に関す

る不安や悩みを解消し、負担の軽減を図ることで

産後鬱や虐待につながらないよう妊娠期から子育

て期まで切れ目のない支援の充実に努めてきてお

ります。特に令和２年３月から開始している子育

て世代包括支援センター事業の新たな取組の一つ

として、妊娠届出の際だけではなく、安定期に入

った時期においても全ての妊婦に対して保健師、

管理栄養士が個別に妊娠、出産に関する不安や悩

みを確認しつつ子育て応援プランを作成しながら

必要な支援やサービスを紹介してきております。

その中では、コロナ禍だからこそより早期から主

治医や家族と出産に向けた相談をされることに努

めており、多くの方が計画的に準備をする状況が

見受けられております。産前産後の日常的な家事

につきましては、重要な支援の一つと考えていま

す。そのために医療機関からの連絡やこんにちは

赤ちゃん訪問などで家事能力への支援が必要と判

断した場合は、養育支援訪問事業の一環として子

供家庭支援員や家庭児童相談員などが家事援助を

行ってきています。令和元年度の養育支援訪問の

実績としては４８件７０回で、うち実際に家事、

幼児援助を行ったのは１件２回、それ以外は育児

や家事などの養育に関する専門的な相談支援を保

健センターの保健師などが対応してきております。

また、独り親家庭や障がいのある方が家事などの

支援を必要とする場合には、ひとり親家庭等日常

生活支援事業や障害者総合支援法による自立支援

制度の居宅介護サービスが利用できます。今後も

産前産後の母親に寄り添いながらニーズの把握に

努め、安心して子育てできるよう不安や悩みを抱



－176－

令和３年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

える家庭への必要な支援や見守りを行ってまいり

ます。

次に、小項目２の潜在看護師、保育士、栄養士

などの活用についてですが、潜在看護師、保育士、

栄養士などの有資格者は地域における必要な人材

であり、産前産後支援に限らず、行政の様々な施

策においてもその能力を有効に活用させていただ

きたいと考えております。現在ファミリー・サポ

ート・センター事業においては看護師、保育士な

どの資格を有する方が提供会員となって登録いた

だき、自分の経験やスキルを生かし、御活躍いた

だいているところであります。しかし、潜在して

おります看護師、保育士、栄養士等を把握するこ

とが難しく、直接的に会員を実施することが困難

なため、今後もこうした事業に関心を持っていた

だけるような周知に鋭意努めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 私からは大項目

２、公営住宅の目的外使用についてお答えいたし

ます。

市営住宅は、公営住宅法の目的に基づいた健康

で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、こ

れを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家

賃で賃貸するもので、本市においてもこの目的に

のっとり市営住宅の供給、管理を行っております。

現在の市営住宅の入居状況でありますが、令和３

年２月末時点で市営住宅の管理戸数は８１１戸、

そのうち５５２戸に入居されており、政策空き家

と今後改修を行う栄町５５団地の空き家を除き供

給可能な一般空き家は１１９戸となり、入居率は

約８２％となっているところです。そのため、入

居率の向上を図る必要から近年は退去後の修繕に

ついて市直営班と民間業者での修繕対応により公

募の際の住宅数を増やし、空き家の解消に努めて

おります。その結果、募集後にはほぼ入居者が決

定する状況となっており、市営住宅への入居を希

望される方々の潜在動向は決して少なくない状況

であるものと捉えております。また、令和２年４

月には、風連及び智恵文地区の市営住宅において

それぞれ地区の住宅ニーズに対応していくため募

集要件を世帯用住宅から単身可能用住宅に変更し、

高齢単身者の入居要件について緩和をしてきてお

ります。このように空き家を減らし、市営住宅を

適切かつ有効に利用すべく取組を進めてきてはお

りますが、近年入居者の退去も一定数いることか

ら、空き家を減らす抜本的な解決とはなっていな

い状況にあります。公営住宅は、公営住宅法の規

定により入居者の募集に当たっては入居資格を有

する者に入居の機会が公平に付与されていること

が必要とされており、通常空き家であっても公募

等の手続を経ないで提供することはできません。

ただし、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻

害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障

のない範囲内で各法律や規定に基づき国から承認

を得た場合、公営住宅を目的外に使用させること

ができるとされております。こうしたことから、

複数の自治体においては様々な目的により公営住

宅の空き家の有効活用を図るべく目的外使用を行

っており、このたび議員から小項目で３点にわた

り御質問、御提案をいただきました。

まず、小項目１の大学生の貸出しについてであ

りますが、これまで名寄市立大学の学生の居住に

おいては大学４大化など学生増加の際に民間市場

において整備された学生へ向けたアパートなどに

より多くの居住確保がなされている状況にありま

すし、官民連携による学生寮建設に向けての検討

もなされているとのことから、市営住宅の目的外

使用による低廉な家賃での住宅供給を行うのであ

れば、賃貸住宅市場も十分に考慮し、施策を検討

していく必要があると考えます。

次に、小項目２のお試し移住での利用ですが、

名寄市移住促進協議会により移住定住の施策とし

て本市の魅力や生活環境のよさを知っていただく

ためお試し移住住宅を用意してまいりましたが、
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お試し移住住宅から他の事業への転換を図るため、

次年度よりお試し移住住宅については実施しない

予定です。そのため、現状においては市営住宅の

目的外使用も考えておりませんので、御理解をい

ただきたいと思います。

小項目３のコロナ対応の在宅勤務者への貸出し

についてですが、新型コロナウイルス感染症拡大

を受け、テレワークの導入が推奨されていること

から、市営住宅の目的外使用に向けて課題はある

ものの、住宅の提供については人口減少下におけ

る地域活性化や市営住宅の有効活用に資するもの

ではないかと考えております。また、どのような

内容であっても目的外使用の際にはその団地の入

居者に対する丁寧な説明と団地自治会との合意形

成も必要不可欠となります。現在本市の市営住宅

の総ストック数や整備方針につきましては、名寄

市公営住宅等長寿命化計画に基づき進めておりま

すが、次年度その計画の改定を予定しており、そ

の作業の中で市営住宅の現況整理や用途廃止とな

る団地の活用方針、市営住宅の目的外使用の可能

性についてなど検討していきたいと考えておりま

す。そのため、現段階におきましては本来の公営

住宅の目的を基本に住宅に困窮されている低額所

得者への提供をまずは第一に取り組んでまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは大項目３、

環境衛生に関わって、初めに小項目１、空き家等

に対する環境衛生の取組について申し上げます。

本年度猫に関する苦情は１９件いただいており、

そのうちの１件が空き家への猫の出入りに関する

ものとなっております。また、空き家に関する苦

情は３６件で、うち４件が玄関などガラスの破損

によるものとなっており、先ほどの猫の空き家へ

の出入りについても含まれております。市といた

しましては、空き家の適正管理について啓発を行

うとともに、個別の対応として空家等対策の推進

に関する特別措置法に基づき問題が生じている空

き家の所有者等の調査を行い、所有者等に適正管

理をお願いする形での連絡をしております。空き

家ではあっても個人の財産であり、市で勝手に手

を加えることはできませんが、近隣の方が市を通

して所有者等と連絡を取り、代理で応急措置を行

った事例もあり、今後においても個別の状況に応

じた対応を行ってまいります。

次に、小項目２、小動物の保護施設の設置の考

え方について申し上げます。環境省の告示では、

都道府県知事等は所有者の判明しない犬、または

猫の引取りを求められたとき、周辺の生活環境が

損なわれる事態が生ずるおそれがある場合などは

引取りを行うこととされております。旭川市は中

核市として保健所を市で設置しており、保健所の

組織内に旭川市動物愛護センターあにまあるを設

置し、飼い主責任の啓発や譲渡の推進などにより

犬や猫の殺処分の低減を図る取組が行われている

と承知しております。本市においては、地域の方

が所有者のいない猫などを保護した場合、市に御

連絡をいただくケースもあります。その際は保健

所や振興局に相談をしていますが、必ずしも保健

所での引取りではなく、北海道が委嘱する動物愛

護推進員により新しい飼い主を探していただいた

事例もございます。また、市では室内飼いや避妊

手術の推奨、野良猫への餌やり防止について広報

を行うとともに、相談があった地域へのチラシの

配布や餌やりをしている世帯への訪問などの取組

を行っているところです。今後も広報、啓発の取

組や現場での対応を継続するとともに、北海道と

連携し、対応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） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、御答弁い

ただきましたので、続けて確認と質問をさせてい

ただきたいと思います。

まず最初に、妊産婦さんへの支援についてであ
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ります。先にちょっと確認をさせていただきたい

と思っているのですが、国のプランだと思うので

すけれども、虐待防止対策体制総合強化プランと

いうのがあって、児童福祉士や児童心理士の配置

増が言われているところですが、これは市の段階

でも可能なのかどうか。ちょっと確認をさせてく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま議員か

らありました平成３０年１２月に閣議決定された

児童虐待防止対策体制総合強化プランで、児童相

談所の体制強化として児童福祉などを増員すると

いう計画が示されております。市におきましては、

国において令和４年までに子供家庭総合支援拠点

の整備をするということで、本市においては平成

３１年４月から事業を開始して、これまで正職員

の相談員も配置しながら増員して対応してきてお

ります。その部分の子供家庭支援員の１名分につ

いて補助金として国から補助されているというこ

とで実施をしております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） いろいろ調べている

ときに児童福祉士や児童心理士の配置増がと書か

れていたので、期待をしたのですが、これは児童

相談所のところにということで、ちょっと残念だ

ったのかなというふうには思ってはいるのですが、

ただ本当にこの間名寄市も子育て支援ということ

で、母子ともにいろいろな支援をしていただいて

いるというふうには私も認識をしているところで

す。ただ、コロナ禍の中でやっぱり不安が非常に

大きいだろうなというふうに思っています。これ

は、皆さん同じ思いでいると思うのです。子育て

に関する不安、コロナに対する不安、それから自

分の健康などの不安、そして先ほど高橋議員の中

でもお話がありましたけれども、女性の方々の、

女性不況と今言われているそうです。コロナの関

係で仕事がなかなか、退職を申し渡されたりとい

うことで仕事に就けないという、そういった女性

不況と言われている中での就労に対する不安、非

常に大きいものがあると思うのです。母子の関係

のところでいえば、やっぱり専門職の皆さん方が

本当に細やかに出産前から関わっていただいてい

るということは私も承知をしているところです。

ただ、日常の家事サポート、高齢者に対する介護

サポートのような、そういった部分での家事サポ

ートができないかどうかということなのです。や

っぱりお産の後、お母さんなかなか寝ることがで

きない、そしてしなければならないこといっぱい

ある、でも赤ちゃんと一緒にいる時間も取れない、

そこのところをサポートしてあげることはできな

いかということなのです。それで、そういったと

きに２番目に提案させていただきました潜在看護

師さんやら保育士さんやら栄養士の方々に関わっ

ていただいて、支援をしていただく。先ほど家庭

支援員の方々がいらっしゃるというふうにはお話

ありましたけれども、こういった制度があります

よということでお知らせすれば、まだまだ求める

方多いのではないかなというふうに思っているの

ですが、その点についてお考えはどうでしょうか。

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） 妊娠期から出産、

子育て期にわたって家事と両立することは大変忙

しい中、心身ともにも負担かかるというのは承知

をしているところであります。先ほど申し上げま

したとおり、特に名寄市においては転勤される方

が多いということでは近くに親とか支援を受ける

方が少ないという状況でありますから、議員おっ

しゃられることも一部理解はできる部分あります

けれども、ただ先ほど言いました療育支援につき

ましては、どうしても療育の能力だったり、そう

いった家事の能力の部分でちょっと不安があって、

やっぱりできないという方についてはそういった

支援をしているところであります。通常の部分で

いけば、訪問しながらやっぱり家庭の母子の状況

見ながら心のケアを含めて対応していくというこ
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とで、進めてきております。先ほど言いました独

り親と障がいを持っている方については、具体的

な派遣事業というのはありますけれども、それ以

外の方については正直家事サポートというのはあ

りません。そういった面では今の制度の中でなか

なか直接的な支援というのは難しいかなというふ

うに思っていますけれども、今行っています保健

師の訪問事業等々の中でしっかりとしたケアして、

家族での支えも協力も得ながらしっかり育児でき

るような、そういった環境の助言などをしながら

今後も努めてまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １つ聞き漏れしたの

ですけれども、多胎児、双子ちゃんやら三つ子ち

ゃんなのですけれども、そういったお子さん方お

持ちの方々への育児支援はどうなっているのかち

ょっとお聞きしたいと思います。

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） 今ありました多

胎児の方につきましては、１人のお子さんを育て

るよりもさらに支援が必要だというふうに考えて

いるところもあります。そういった面では、現在

新型コロナウイルスの関係でちょっと取組できて

いませんけれども、ふたごちゃんの会などを開催

しながら、これ名寄市大学の学生ボランティアの

協力を得ながら年２回ほど実施してきております

けれども、双子、多胎児の方を育てる、お互い情

報を共有したり、いろんな育て方をお互い教え合

ったり、そういった交流の場を設けながら支援を

してきているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） あと、先ほど支援に

潜在看護師さん等々活用ができないかどうか話を

させていただいたのですが、どういった人たちが、

どのくらいの人数が名寄市内でいらっしゃるのか

というところら辺は調べたことがあるのかどうか。

また、先ほどの話ではそういったことがなかった

ようなちょっとお話だったかなというふうに思う

のですが、例えば登録制のようなことをしていく

という、ファミリーサポートで登録してもらうの

はそれはあると思うのですが、全体にそういった

いろんなところで活用、時間をつくることができ

ます、対応することができますよというような登

録制のようなものをつくってみるというような人

数を把握するための調査といいますか、そういっ

たことがした経緯があるのか、またこれからする

予定は全くないのかどうか確認をさせてください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 実際正式な調査

というのは今までもしたことはありません。ただ、

退職した方というのはある程度、それぞれの病院

もそうですけれども、押さえていまして、例えば

名寄市の職員の会計年度任用職員についても専門

職の人材が不足して、常にそういった情報を集め

て、働いてもらえませんかという勧誘なりお願い

をしているところであります。今議員からありま

した登録制度の部分でいきますと、何かの事業を

やるということでそれに登録してもらうというの

はやっぱり必要だというふうに、そういった面で

はファミリーサポート事業についてはそういった

資格を持っている方に登録してもらって、やって、

事業を行っています。今保育所では６名、看護師

２名、保健師１名、教員１名、社会福祉士１名と

いうことで、有資格者の方登録されていますけれ

ども、こういった事業を広く市民に対して周知し

ながら、やっぱり提供会員としてなっていただい

て、できるだけ持っている資格、スキルを生かせ

るようなことで今後も努めてまいりたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私たち名寄市は、ケ

アを担う専門家を養成する大学を持っているわけ

です。ですから、このように潜在的にこういった
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資格を持った方々がやはりどのくらいいて、こう

いった方にどういった活躍をしてもらうか、こう

いったことも把握していく必要があるのではない

かなというふうに思っていますので、ぜひ積極的

に取組を進めていただきたいというふうに思って

います。

それで、先ほど来からいろいろな市の取組がさ

れているということです。経済的な不安のところ

でいえば、今回の定例会でも予算で提案がされる

３歳未満児の第２子以降の保育料が無償化になる、

また子供の医療費無料化も小学校６年生まで年齢

が拡大になった。引き続き支援の拡大望むところ

でありますけれども、これについてはまた違うと

ころで議論させていただきたいと思いますが、そ

のように少しずつ、少しずつ経済的な不安のとこ

ろを払拭させながら子育てに取り組んでもらうと

いうところは私は評価もさせていただきたいとい

うふうに思うのですが、ただ心の不安のところで

いうと、やっぱりこのコロナ禍の中で若い人だか

ら、高齢者だからということではなくて、全ての

年代の中で人と人との触れ合いが難しくなりまし

た。デジタル化が進んでいるということですけれ

ども、触れ合うことが必要だというふうなこと、

それで今回そうした中で医療や介護や保育や様々

なケアなしには人間は生きていけないのだという

ことがやっぱりこの１年間、１年半近くなります

けれども、私たちはそのことをはっきりとしてき

たのではないかなというふうに思っています。そ

ういった中で、ある精神科の医師の先生がおっし

ゃっているのですけれども、女性は男性の２倍程

度鬱病になりやすいと言われていると。鬱病が女

性に多いことは世界的な傾向なのだけれども、男

女差の原因としては思春期における女性ホルモン

の増加や妊娠、出産など女性に特有の危険因子や

男女の社会的役割の格差が考えられますと。これ

は、実はこの精神科医の先生が紹介しているので

すが、これは厚労省の鬱対策推進方策マニュアル

に書かれていることであります。この社会的役割

というところら辺なのですけれども、ここ１か月

ほどいろんなことが社会的にはありましたけれど

も、それはちょっと置いておいてもやっぱり日本

ではどうしても女性に先ほど言った家事負担が偏

って、大きくのしかかっているということはこれ

は否めないと思っています。そうした中で社会の

仕組みを変えていくのは大変なのだけれども、で

も小さなことから支援をしていって、改善してい

く、これが求められているのではないかなという

ふうに私は考えるのですが、再度お考えをお聞か

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） 今議員がおっし

ゃったとおりだというふうに思っております。そ

ういった面では、国もそういった対応ということ

で先ほど申しました子育て世代包括支援センター

であったり、子供家庭総合支援事業等、そういっ

た心のケアというか、そういった早期発見して、

早期に対応するという事業が多く行われておりま

すし、それにはやっぱり連携ということではより

保健センターとこども未来課の連携とか、そうい

ったことも併せて言われているので、総合的なと

ころからの対応といいますか、お互いに何かの接

したところで情報を得たときには情報共有しなが

ら総合的な対応できるような、そういう体制とい

うのは構築されてきて、名寄市においてもできる

だけ庁内での連携を密に取りながら対応して、今

後も進めていきたいというふうに思っています。

まだ日本では家事の部分では女性というのが多い

というのはやっぱりこれあるのかなというふうに

思っています。そういった面ではうちが訪問する

中では男女というか、両親ともにしっかり役割分

担しながら、お互いが家事であったり子育て、お

互いの協力の下やるということもしっかり家庭の

中に、助言と言ったらちょっと大げさかもしれま

せんが、そういったこともしながらやっぱりしっ

かり家庭で育てるということも言っていくのも重

要なことかなというふうに思っています。そうい
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った意味で、コロナ禍において訪問事業等もやっ

ぱりどうしても触れ合うというところでは少なく

なってきておりますけれども、電話等も含めてそ

ういった変化に気づきながらできる支援について

は早期発見、早期対応ということで進めてまいり

たいというふうに考えておりますので、今後とも

何か御意見あればいただきながら、より改善しな

がら充実した対応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。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほど紹介した精神

科医の先生なのですが、こういった社会の仕組み

を変えていくことが鬱病の発症予防にも重要だと

考えているというふうな論文を出されているとこ

ろであります。３月８日は国際女性デーでした。

やはりジェンダーの問題がいろいろ今問われてい

るところであります。この子育て支援でも十分に

発揮していただくことを切にお願いして、次に行

きたいというふうに思います。

次に、公営住宅の目的外使用について再度伺わ

せていただきたいと思います。公営住宅の目的外

使用です。空き室が非常に多いという、これは監

査委員さんが出されている監査報告書の中でも、

令和２年３月末日の状況で細かく出していただい

ていました。これを見ながらあれしていたのです

けれども、今新しい数も出していただきました。

やはり一般空き家が１１９ということです。この

空き家をいかに活用していくかということも私は

大事ではないかなというふうに思っていますし、

また先ほど部長から答弁があったように、要望も

少なくないというようなお話がありましたので、

やはり求められているといったところも含めてい

ろんな使い方を模索していく必要があるのではな

いかなというふうに思っています。そこで、以前

にも質問させていただいた大学生への貸出しの問

題もあります。いろいろこの資料を見せていただ

きながら見ましたけれども、例えば大学生でいえ

ば北斗団地だとか、大学に近いノースタウンなよ

ろ団地も非常に多く空き家がありますから、こう

いったところで、全部が全部ということではない

にしてもここを活用することも必要かなというふ

うに思っています。また、お試し移住体験が今回

ないということでしたけれども、そういったこと

だとか、あとテレワークで在宅勤務しようという

方々には例えば緑丘団地だとか風連の風舞団地な

んかも地域的に自然が豊かなところですし、いい

のでないかなというふうに思いながら私はこの資

料を見せていただいたのですが、その辺について

部長、どうお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 本当に改めて公

営住宅の有効活用につきまして、議員から今回３

点でしたけれども、御提案いただいたこと、あり

がたく思っているところでございます。私どもも

空き家対策、解消に努めるということは非常に重

要であるということは認識させていただいており

ますし、解消に向けて何か方策についても十分検

討させていただいているところでございます。先

ほどの答弁にもございましたとおり、ちょっと繰

り返しになってしまいますけれども、現状やっぱ

り本来の目的である住宅に困窮されている方への

入居を阻害しないようにまずはスピード感を持っ

て住宅を修繕させていただいて、公募させていた

だいています。その結果入居が決定するのですけ

れども、残念ながら退去される方も一定程度いら

っしゃるということで、なかなかその差が縮まっ

ていかないということになっていますので、そう

いったことから、どうしてもまだ入居される希望

の方がいらっしゃるときになかなか目的外まで踏

み込めないというのも現実でございます。ただ、

先ほどもお話しさせてもらったとおり、この空き

家の解消について考えていくということも非常に

重要だというふうには、先ほどもお話しさせても

らいましたけれども、思っておりまして、やっぱ

りその方策といたしまして、先ほども御答弁させ

ていただきましたけれども、来年度長寿命化計画
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を見直すタイミングとなっておりますから、ここ

のタイミングで目的外の活用についても改めて御

検討させていただきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今長寿命化計画の中

で、せんだっても報告がありましたけれども、例

えば栄町５５団地について入居者の住み替えのこ

とに十分に配慮しながらということは特に強調さ

れていらっしゃいましたけれども、住宅内部の水

回り設備、居住機能の向上を図るための改修工事

を行うと。それも集約して行うというようなこと

が報告されていて、私は実は思い切った手法にち

ょっと驚いたところであります。このように思い

切った手法を使って、目的外使用についても検討

を進めていただきたいというふうに思うのですが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村建設水道部長。

〇建設水道部長（木村 睦君） 頑張っていきた

いと思いますけれども、いずれにいたしましても

目的外の貸出しにつきましてはこれまでも大学生

の貸出しというところが結構フィーチャーという

か、いろいろと御議論いただいたところですけれ

ども、そもそも目的外というのは本来の目的から

外れた貸出しというか、提供になりますので、で

あれば例えば大学生に住んでいただくのがいいの

か、それとも先ほど御提案いただいた地域の活性

化を目指した移住の定住の施策がいいのか、その

辺についても名寄市がどのようなところに公営住

宅の有効活用含めて何を求めているかというとこ

ろの議論というのがやっぱり大事になってくるの

かなというふうに思っています。そういった意味

も踏まえて、ちょっとこれも繰り返しになってし

まいますけれども、次年度、総ストック数が今８

１１の管理戸数があるのですけれども、それを今

７６０戸、長寿命化計画で考えておりますが、先

ほど議員のほうからお話ありましたとおり、瑞生

団地ですとか栄町５５団地のことの件によりまし

てさらにその辺が少し変化していく予定になって

おりますので、改めて長寿命化計画を見直しする

際にそういった用途廃止になる団地も出てくるか

もしれませんので、そういったところも踏まえて

目的外についても考えていきたいなというふうに

思っておりますので、御理解のほうよろしくお願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私の前の高橋議員の

やり取りの中でもテレワークの中でサテライトオ

フィスだとか、それからワーケーションという中

での活用というふうに御提案もあったところであ

ります。私もこうしたところで、企業の中には事

務所を分散させて業務を行っているところもある

というふうに聞いていますし、また市内、市外を

問わずというふうに申し上げたのは自宅において

もやはりテレワークするにしても家族構成などに

よって仕事のスペース、仕事場を確保できないと

いった、こういった悩みもあるというふうなこと

もお聞きしています。こういったときに公営住宅

を活用して使っていただくといったことも必要で

はないかなというふうに思っているのですが、こ

の点について再度お考えをお聞かせください。

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） 先ほどの答弁に

もありましたとおり、今後コロナウイルスの感染

症拡大防止対策の関係からリモートワークの取組

については一定程度推奨されていくものかなとい

うふうに思っております。いろいろな条件がある

かと思いますし、コロナ対策に伴う新たな働き方

ですとか生活様式、そういったところも少しずつ

変化して進んでいくのではないかなというのは想

定されるところでございます。そうしたことと公

営住宅の有効活用というところがうまくコミット

して、名寄市の政策として反映できるものであれ

ば今回の公営住宅の有効活用もより一層よくなる

ものではないのかなというふうに思っていますの

で、そういったところも踏まえながら検討させて
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いただければというふうに思っておりますので、

庁内連携しながら進めさせていただければと思っ

ています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほど副市長のほう

からプロモーション、他のところと差別化したプ

ロモーションをつくってというようなお話もあっ

たかと思います。私もやはり名寄の生活体験、先

ほどちょっと言ったのですけれども、自然環境、

それから農産物、おいしいものがたくさんありま

す。そして、スポーツも今スキー、今年のスキー

場は人がたくさんいたということでありました。

スキーだとかカーリングだとか、また夏はカヌー

の川下りもあったり、本当に自然豊かなポテンシ

ャルが高い名寄市を大いに売り込むいいチャンス

だというふうに私は思っているのです。ですから、

これを活用しながら短期間であっても来ていただ

いて、そして体験していただく、またそれを活用

して、定住につなげてもらうというふうなことが、

そんなにそんなにうまくいかないよということが

言われるかもしれないのですけれども、そういう

一つ一つ積み重ねていくことがまちづくりには必

要かなというふうに思うのですが、この点につい

てのお考えをお聞かせをいただければと思います

が。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ちょっと前後しますけ

れども、公営住宅のこれからにつきましては先ほ

どのとおり長寿命化計画ということでありますの

で、その中で十分検討させていただく。基本的に

は低家賃で、必要とされる方にということであり

ますから、その一方で空き家率が高いというのも

これありますので、まず空き家をどういうふうに

減らしていくかという議論も併せてさせていただ

きたいと思います。今回のコロナの中で、川村議

員おっしゃるとおり、様々なことが出てきて、特

にテレワークですとかはワーケーションの関係で

は名寄市のセールスポイントをもう一回洗い出し

てというお話しさせていただきました。その中で

いろんなツールの一つとして実際に名寄市に来て

いただいて、住んでもらう、あるいはちょっと仕

事する場所として使うところが欲しいとなると、

公営住宅でどういうようなことが可能なのかとい

うこともこれも併せて、今庁内連携というお話あ

りましたけれども、再度検討させていただきたい

と思います。場所というものについては、いろん

な考え方があると思います。公営住宅のみならず、

スキーをしながらワーケーションとなれば振興公

社のほうもあるでしょうし、いろんなこともある

と思うのです。ですので、可能性を１つずつ洗い

出しながらいい方向ができればと思っています。

改めて名寄市のセールスポイント、特に観光面で

いくとほかのまちと差別化できるものがかなりあ

るのではないかと思います。午前中の質疑にあり

ましたけれども、１つは鉄道というところもある

でしょうし、スキーとか、そういうものもあるで

しょうし、今までやってきた天文台、星というも

のもあるでしょうし、ちょっとほかとは違う、狭

いのだけれども、深く入り込むような、そういう

ようなものも結構あるのではないかと思います。

観光振興計画の策定も来年度ということでありま

すので、ちょっと様々なところから多面的に検討

できる課題が全部掘り出されてきたと思いますの

で、改めて公営住宅につきましては長寿命化計画

の中で、そのほかの計画も含めて再度中で検討さ

せていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 期待をしたいと思い

ます。

それでは、３点目の環境衛生に関わって御質問

をさせていただきたいと思います。先ほど御紹介

した旭川市のあにまあるなのですが、現在コロナ

禍のために譲渡会等行われていないということで

したけれども、郊外にあったときは結構殺処分も

あったというふうに聞いています。町中に来て、

譲渡会が非常に人気があって、犬については殺処
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分はゼロ、猫についても激減したというふうに言

われています。先ほど空き家にすみつくというと

ころら辺でいうと、やっぱりどうしても地域の方

々が餌をやったりなんだりして増えていたという

ことも私はなくはないかなというふうに思ってい

るのです。そういった部分でいうと、こういった

保護施設があることでそういった部分を少なくし

ていくことができるのではないかというふうに考

えているのですが、どのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 旭川の保護施設のあ

にまあるができたことで殺処分等が大幅に減って

いるということで、名寄市におきましても名寄保

健所の中には、このような立派な部分ではないの

ですけれども、本当に規模の小さい猫ですとか犬

を保護する場所がございます。定期的に、譲渡会

ではないのですけれども、保健所のホームページ

の中で飼い主の募集ですとか、また迷子の犬や猫

のお知らせなどを定期的に行っております。殺処

分の部分につきましては、名寄市でどのぐらい行

われているか等はちょっと存じ上げないのですけ

れども、保健所と北海道が委嘱しています動物愛

護推進員の方は非常に密に連携を取っていらっし

ゃいまして、その中で保護された犬や猫の新しい

飼い主を見つけたりするということも行われてい

ると聞いておりますので、市といたしましてはそ

ういった中で市が市民の方から頼まれて、保健所

のほうに相談した上で今後保護をした猫や犬につ

きましては対応を連携して取り組んでまいりたい

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） なかなかテレビ等で

は動物愛護団体の方々が地域猫ということで、定

期的に餌をやったり、手術をしたりしながら管理

をしているというのをちょっと見たりするのです

けれども、この地域で、この名寄周辺でいうと動

物愛護団体というところら辺の市民周知といいま

すか、あまり知られていないのかなというふうに

思うのですが、その点どのくらいの方々がいらっ

しゃって、どういう活動されているのかお知らせ

いただくことできますか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 名寄市内におきまし

て動物愛護団体として活動されているということ

を具体的にお伺いしたことはございません。ただ、

先ほど申し上げました動物愛護推進員の方がそれ

ぞれそういった団体に所属している状況などもあ

るというふうには聞いておりますので、以前もそ

ういった御相談をさせていただいたときには推進

員の方から愛護団体の方を通して飼い主を探して

いただくような形はあったと聞いております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 空き家でいえば農村

地域ではアライグマがすみついている、また市街

地ではキタキツネがまちの中走っていると。エキ

ノコックスがすごく心配なのですけれども、そう

いったようなことがあって、また猫についても本

当に、今雪が解けてきて、出入りして、走って、

車でひかないように、すごく気になるのですけれ

ども、そういった状況の中でいるのですが、そう

いう意味では保護施設が必要かなというふうに思

っています。

あと、もう一つはやっぱり小動物、猫や犬をか

わいがるといったところ辺の市民の方々の思いも

あるのかなというふうに思うのですが、コロナ禍

の中ですから、人とのつながりが少なくなってき

た。そこへいろんな、自分の家では飼えないけれ

ども、隣にいる猫に餌をやってかわいがるという

ようなことも増えるのかなというふうに危惧をし

ているところなのです。そういった部分でやっぱ

り動物をかわいがること、餌やりとは違うといっ

た啓蒙、啓発なのですが、広報にお知らせも入っ

てはきますけれども、もっと必要かなというふう

に思うのですが、そういった状況はどのようにな

っている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） 宮本市民部長。
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〇市民部長（宮本和代君） 猫の餌やりをやって

いるという情報提供をいただいた際には、餌をや

ってくださっているといいますか、餌をやってい

る方は善意で行っている行為だとは思っておりま

す。ただ、その関係で集まる猫のふん尿ですとか

鳴き声の関係で近隣の住民の方が迷惑をされてい

るという現状がございますので、情報提供をいた

だいた場合には私どものほうで近隣の方の聞き取

りを行ったり、周辺パトロールを行いまして、餌

やりをしている世帯の方特定できますので、その

方のお宅を訪問させていただき、餌やりはやらな

いようにお願いしているところです。また、情報

提供いただいた地域に関しては、チラシを改めて

配布して、猫の餌やりなどを行わないようにとい

うことで啓発を行っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほど部長の答弁の

中でも犬及び猫の引取りに対する措置の、都道府

県知事等はということでお話がされていました。

やっぱり引取り、野良猫になりますよね。そうい

う小動物をどうするのかというあたりではやっぱ

り保健所できちっと見ていただきたいという、対

応していただきたいというのが私は強く思うとこ

ろです。ただ、この間保健所は縮小されて、数が

少なくなり、今コロナ対応で非常に大変な状況に

なってはいるのですが、しかし環境衛生であった

り、公衆衛生を担う保健所ですから、市と連携を

しながら取り組んでいただきたいということを強

く望むところであります。その点について改めて

道への、保健所への市からの要望というか、その

考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 市と保健所の連携し

た取組というところで、市民の皆様からしますと

猫を拾って、まずどこに相談したらいいのだろう

という場合に一番身近な市役所に御連絡をいただ

くケースがやはり多いのではないかと思っており

ます。私どものほうも身近な市民の関係を生かし、

北海道にお願い、または相談をしていく形で、お

互いがいい方向に動くような形で今後も検討して

まいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １つ確認するのを忘

れました。小動物が出入りしているような状況が

報告されると、空き家の所有者との連絡をきちっ

とするというお話がありました。例えばガラスが

割れたりなんだりしているときに出入りはしない

ように塞ぐとかという処置はしていただいている

のかどうかを最後確認をさせてください。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 猫が出入りしており

ます空き家の破損箇所につきましては、所有者な

どに修繕していただくように手紙などで連絡をさ

せていただいております。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案第２２

号 令和２年度名寄市一般会計補正予算（第１３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 令和２年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症に係

る対策経費を補正しようとするものであり、歳入

歳出にそれぞれ ０３１万 ０００円を追加をし、

予算総額を２５２億 ５４９万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。７款商工

費におきまして売上減少事業者支援給付金給付事

業費 ０３１万 ０００円の追加は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響の長期化により売上げが減

少している市内事業者への支援として給付金を給
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付しようとするものでありまして、財源につきま

しては同額を財政調整基金繰入金にて計上し、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回の給付事業費な

のですが、説明資料によると影響を受けている幅

広い事業者に対してと。前回のときは、３つの業

種だったかなというふうに思います。ここの幅広

い業種、事業者に対してというふうになった経緯

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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） １月の臨時会で

２月までの申請でありました経営維持支援給付金

を議決いただきました。この経営維持支援給付金

につきましては、Ｇｏ Ｔｏ トラベルやどうみ

ん割などによって昨年９月、１０月に持ち直しの

兆しが見られたところに首都圏や札幌での感染急

拡大によって１１月以降特に急激に経営状況の悪

化が見られた飲食業、バス、タクシー業、宿泊業

に対して迅速な対応が求められたことに対して支

援をしたところでございます。その後も継続的に

会議所や商工会、３者協議を行っておりますし、

また産官金連携サポートネットワークで金融機関

から意見を聞いたりをしております。また、私ど

も事業所の給付事業の相談や申請などで声を聞い

たりもしておりますから、そういったところでや

はり当初の想定以上に長期化する影響に対して支

援をする必要があると考えたところでございます。

そして、幅広くというところでございますが、こ

れまで売上げの３０％以上減少するという一月が

あることを要件としておりましたが、今回はそれ

に加えて、連続する２か月の売上げが２０％以上

減少するというところも考えまして、どちらか該

当すればいいよということで、ここはまさに長期

化している状況を踏まえて、一月当たりの減少率

が従前の要件には満たないけれども、影響が長く

続いている事業者に対して支援を届かせたいと、

届かせる必要があるのではないかと判断をしたと

ころでございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 実は前回のときに飲

食店というふうになっていて、そこに品物を卸し

ている方から仕入れで卸している人は入らないの

だろうかという、相談したらどうですかという話

はさせてもらったのですけれども、やはりそうい

ういろんな声が出てきた中で、今も御説明あった

ように、いろんな声を聞いてというふうな御説明

がありました。引き続き皆さんの声を、小さな声

も拾っていただいて、やはりこういうふうにして

反映させていただくことを強く求めて、終わりま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） １点確認をさせていた

だきたいのですけれども、この給付金についての

上限額を２０万円に設定をしたという理由につい

てお知らせください。

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） この上限額２０

万円の考え方なのですけれども、これまでの給付

金と考え方は一貫しているところがございまして、

固定費として家賃相当額としてまず５万円一月あ

るかなと考えていて、今回その３か月分として１

５万円をまず基本に考えました。この３か月とい

うのは、経営維持支援給付金を３か月の期間とし

ていたものですから、３か月を考えました。そし

て、今回この時期というのがちょうど冬に当たり

ますので、冬期間の暖房費などを考慮して、５万

円を加算しての２０万円と考えたところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 分かりました。

ただ、この給付金のお話の部分でこれまでのほ
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かの給付、幾つか去年からされてきたものと対比

をしますと、かなり影響を受けていらっしゃる業

種、今までの対象に引っかかってこなかった業種

の方々にしてみたらこの取組は非常にいいことだ

とは思うのですけれども、ただそこにかなりの差

異が出ているというような状況で、その辺につい

ての話というのがあるのではないかなというふう

に思うのですけれども、その辺についてはどのよ

うに御説明されますか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 差異というのが

ちょっとよく理解できなかったのですが、もう一

度よろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） これまでの事業継続で

すとか、がんばる中小企業ですとか、この間の給

付金ですとか、それの額と今回の上限２０万円に

したという、この差の部分についていろいろと意

見が出る可能性があるなというふうに感じている

のですけれども、その辺についていかがでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 御質問の答弁に

もございましたとおり、考え方は一貫しておりま

す。特に差異というか、これは対象としている期

間を考えてのことですので、そこの差異はないの

かなと考えています。ただ、確かに今回、もう一

つ違いを明確にさせていただきますと、これまで

はそれぞれ１５万円ですとか２０万円ですとか額

を決めて、一律に給付をしておりましたが、今回

は一律ではなくて、減少幅に応じた給付として上

限を２０万円に設定しているところでございます。

ここは、確かに違うところだと思います。ここに

ついては、まずは限られた財源を有効に活用した

いということと公平感というものを考慮したとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 分かりました。

今後もまだまだコロナ禍、影響が恐らく続いて

いくだろうというふうに思われますので、今後と

も市内経済を回していく、あるいはいろいろ困窮

されている方々を支援できるような体制づくりを

進めていただきたいということを申し入れて、質

問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１１日から３月２

１日までの１１日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１１日から３月２１日までの

１１日間を休会とすることに決定いたしました。

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０８分
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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。
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